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II. 成果の概要（総括研究報告）


研究開発代表者による報告の場合
心筋細胞と親和性の高い脂質組成を探索し、高い心筋細胞導入能を有するナノカプセルを構築する
ことができた。このナノカプセルの心筋細胞への取り込み量をフローサイトメトリーにより評価し、
心筋細胞導入能を最適化した。作成したナノカプセルをミトコンドリア移行性機能素子で修飾する
ことにより、心筋細胞への取り込量を低下させずに、ミトコンドリア移行性が高まることを蛍光顕微
鏡観察により確認した。過去の報告にしたがって、マウス各種臓器サンプルから環状ミトコンドリア
DNA を作成（Hum Gene Ter 20;897-907, 2009）に取り組んでいる。並行して、ミトコンドリア遺
伝子でコードされた 13 遺伝子の一つである ND4 を組み込んだウイルスプロモーターを有するプラ
スミド DNA (pDNA)を設計・作成した（国際特許出願中：PCT/JP2016/85098）
。この pDNA によっ
てミトコンドリアにおける強力な遺伝子発現活性が示された。作成した pDNA をナノカプセルに搭
載し、心筋細胞におけるミトコンドリアでの遺伝子発現検証を行い、発現活性が得られることを確認
した。
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We searched for lipid composition with high affinity for cardiomyocytes and constructed a
liposome-based nanocarrier with high capability to be introduced into cardiomyocytes. The
amount of uptake of this nanocarrier into cardiomyocytes was evaluated by flow cytometry to
optimize cardiomyocyte transduction ability. By modifying the liposome-based nanocarrier with
a mitochondrial RNA aptamaer, it was confirmed by fluorescence microscopy observation that
mitochondrial targeting rate was increased without decreasing uptake into cardiomyocytes. In
accordance with previous report, we are working on creating cyclic mitochondrial DNA from
various mouse organ samples (Hum Gene Ter 20; 897-907, 2009). In parallel, a plasmid DNA
(pDNA) having a viral promoter incorporating ND4 which is one of the 13 genes encoded by the
mitochondrial gene was designed and prepared (International Patent Pending: PCT / JP2016 /
85098). This pDNA showed potent gene expression activity in mitochondria. The prepared pDNA
was mounted on liposome-based nanocarrier, and gene expression in mitochondria in
cardiomyocytes was verified, and it was confirmed that expression activity could be obtained.
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