
 
 

 1

Ｐ０６０４２ 

 
平成２０年度実施方針 

 
バイオテクノロジー・医療技術開発部 

 
１．件 名：（プログラム名）健康安心イノベーションプログラム  

ナノテク・部材イノベーションプログラム 
（大項目）次世代ＤＤＳ型悪性腫瘍治療システムの研究開発事業 
（中項目）深部治療に対応した次世代ＤＤＳ型治療システムの研究開発 

 
２．根拠法：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項第２号 
 
３．背景及び目的・目標 
＜背景＞ 
 本プロジェクトは、国民が健康で安心して暮らせる社会を実現するため、創薬に資する基盤技

術の開発、再生医療の確立、医療機器・福祉機器の開発等の手段を適切に組み合わせることによ

って、健康維持増進、疾患の早期診断、及び適切な治療法の提供を実現することを目指す「健康

安心イノベーションプログラム」の一環として実施する。 
悪性腫瘍（がん）は、現在、日本の死亡要因の第１位を占めており、死因全体の約３０％にも

達する。また、疾患の発生数も高齢化社会の進展とともに増加しつつある。近年、ＰＥＴ健診な

どに代表されるがん検診が行われているにも拘わらず、がんによる死亡数は増加してきているの

が現状である。このようながんの治療法として、これまでに手術、放射線治療、化学療法、免疫

治療などの集学的治療などが行われてきたが、がんを根治することはいまだできておらず、特に

再発や転移をきたした場合の治療は困難であり、死にいたる症例も数多く見られる。一方、これ

らの治療法は長期間にわたって繰り返し実施されることが多いため、副作用が高頻度に発生し、

適用可能な治療法はおのずと限定されてくる。また、治療による拘束やその副作用によって患者

のＱＯＬ（Quality of Life）は著しく低下し、本人や家族の経済的損失は多大し、加えて国の

医療コストを増大させている。 
上記の従来型治療法では、薬剤が全身に行き渡るために生じる激しい副作用や、放射線被曝に

よる正常細胞へのダメージ等が避けられないため、昨今の研究では、放射線等の使用を極力抑え

つつ、薬剤等をがん細胞のみにピンポイントに届け、局所的に効かせる技術（ドラッグデリバリ

ーシステム、以下、「ＤＤＳ」と言う。）の開発が行われてきつつある。このため、独立行政法

人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「ＮＥＤＯ技術開発機構」という。）は、ＱＯＬ

を低下させることなくがんを根治させるために、薬剤等をがん細胞のみにピンポイントに輸送し、

光、超音波、磁場などの外部エネルギーを利用して、薬剤効果を局所的かつ高効率に発現させる

技術の開発を行う。 
 

＜目的＞ 
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本プロジェクトは、体内における薬物の挙動（体内動態）を精密に制御し、選択的かつ望まし

い濃度−時間パターンのもとに薬物を作用部位に送り込むことによって、薬物治療の最適化を実

現することを目的とするＤＤＳと人体の深部まで届く様々な外部エネルギーを組み合わせ、治療

の効果及び効率を飛躍的に高める新たながん治療を可能とする「次世代ＤＤＳ型悪性腫瘍治療シ

ステム」の開発を行うことを目的とする。 
より具体的な目的を研究開発項目毎に以下のように設定する。 

 
1) 革新的ＤＤＳと光ファイバー技術を融合した光線力学治療（Photo-dynamic Therapy、以下、

「ＰＤＴ」と言う。）システム 

生体に安全な光エネルギー刺激によって薬効を発現する薬剤（光増感剤）をがん細胞へ選択的

に送達するＤＤＳ開発と、体内のあらゆる腫瘍に対して光照射を行うことのできる光ファイバー

技術の開発を有機的に統合させ、次世代型悪性腫瘍治療の早期臨床応用技術の実現にむけて、が

ん治療に対する有効な手段となる次世代ＤＤＳ型悪性腫瘍治療システムの研究開発を行うこと

を目的とする。 

 

2) 相変化ナノ液滴を用いる超音波診断・治療統合システム 

腫瘍の早期診断・治療を安全に行うため、診断用造影剤であってかつ治療増感剤としても機能

するマイクロバブルを、あらかじめ投与されたナノ液滴前駆体の選択的活性化により目的部位の

みにて生成させることで治療ターゲットを事前に画像診断にて実時間的に確認した上で、治療用

超音波による加熱凝固作用などの物理的作用を用いて部位選択的な治療診断・治療統合システム

の研究開発を行うことを目的とする。 

 
＜内容＞ 

目標を達成するために、以下の研究開発項目について、別紙の研究開発計画に基づき研究開発

を委託により実施する。 

1) 革新的ＤＤＳと光ファイバー技術を融合したＰＤＴ（光線力学治療）システム 

①光増感剤を内包した腫瘍特異的ＤＤＳ製剤の開発 
②患部に対する効果的な光照射を可能にする照射システムの開発 
③難治性がんに対するＰＤＴ（光線力学治療）開発と 
化学療法及び免疫療法を融合した治療システムの開発 

 
2) 相変化ナノ液滴を用いる超音波診断・治療統合システム 

①造影・増感作用を有するマイクロバブルの液体前駆体（相変化ナノ液滴）の開発 

②上記液体前駆体の活性化用超音波照射方法及び診断用プローブの開発 

③相変化ナノ液滴と診断用プローブを組み合わせて用いる治療用照射装置の開発 

④多機能化相変化ナノ液滴（長時間滞留、複メカニズムによる治療）の開発 

 
＜目標＞ 
 

研究開発項目1) 革新的ＤＤＳと光ファイバー技術を融合したＰＤＴ（光線力学治療）システム 
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最終目標（平成２１年度末） 

生体に安全な光エネルギーの照射によって優れた薬効を発現する光増感剤及びそれをがん細胞

へ選択的に送達するＤＤＳ製剤の開発、並びに生体内に低侵襲かつ効率的に光照射を行うことが

できる光ファイバー及び光照射装置の開発により、正常組織にダメージを与えることなく難治性

がんを根治できる治療システムを開発する。膀胱がん・食道がん等の上皮系がんに対して前臨床

試験を開始し、治療効果及び安全性が確実なものであることを確認する。なお、従来型光増感剤

の10倍以上の腫瘍選択的な集積を実現し、さらに、従来型光増感剤の1/10の濃度、及び1/10

の光エネルギー密度で従来型ＰＤＴ（光線力学療法）と同等以上の抗腫瘍効果を

達成する。 

各開発テーマの具体的な目標は以下のように定める。 
①光増感剤を内包した腫瘍特異的ＤＤＳ製剤の開発 
光増感剤をキャリアへ搭載後、９０％以上の一重項酸素産生効率を示す光増感剤を開発する。

また、皮膚などの正常組織への集積を最小限にすることで皮膚毒性などの副作用を回避する一方

で、従来型光増感剤の１０倍以上の腫瘍選択的な集積を実現し、革新的治療効果を実現する。さ

らに、従来型光増感剤の１／１０の濃度、及び１／１０の光エネルギー密度で従

来型ＰＤＴと同等以上の抗腫瘍効果を達成する。 

②患部に対する効果的な光照射を可能にする照射システムの開発 
膀胱内腔全体を均質に照射することができ、粘膜面いずれの場所においても１５０mW／cm２

以上の照射強度を達成する。さらに、照射部位の熱凝固を回避し、照射組織面での温度上昇を３℃

以内に抑えるファイバー先端の造作を実現する。 
③難治性がんに対するＰＤＴ（光線力学療法）の開発と 

化学療法及び免疫療法を融合した治療システムの開発 
膀胱萎縮を惹起することなく膀胱がんを根治できる治療システムを開発する。特に、膀胱がん

モデルに対して、膀胱萎縮を１０％以下に抑制し、光過敏症などの皮膚毒性を完全に回避する一

方で、５０％のマウスに対しがんを根治できるＰＤＴを確立する。最終的に治療対象をその他の

上皮系がんに適用し、前臨床試験を実施する。ＰＤＴ及び化学療法単独では治療困難な腫瘍モデ

ルに対して、両者の併用による有効な治療法を確立する。また、ＰＤＴと樹状細胞（ＤＣ；

Dendritic Cell）の腫瘍内投与によって、末梢及び肺転移モデルに対するＰＤＴと免疫療法を融

合した治療効果を確認する。 

 
研究開発項目2) 相変化ナノ液滴を用いる超音波診断・治療統合システム 

 
最終目標（平成２１年度末） 

マイクロバブルの液体前駆体（相変化ナノ液滴）をベースとした超音波診断・治療統合システ

ムの薬剤の基本構造の確立と、表在部・腹部・泌尿器科領域などを対象とした腫瘍部位を想定し

て、この薬剤と組み合わせて用いる診断（造影）・治療の超音波照射装置の開発を行う。また、

液晶性高分子或いはゼラチン誘導体等をシェルとして用いて、体内安定性が長く、音響化学活性

物質を共存させた構造を持つ相変化ナノ液滴を開発し、超音波照射装置と組み合わせた治療シス

テムを開発する。前臨床試験を開始するのに必要な薬剤構造及び装置プロトタイプを完成させる

ことを目標とし、イヌなどの大動物での効果検証までを行い、前臨床試験を可能とする薬剤及び

装置を完成させる。なお、診断装置としての分解能は 1mm 以下とし、治療装置としてマウス或

いはラットでの移植腫瘍の縮退効果（移植されたがんの体積を３０％以下に減少）を達成する。 
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各開発テーマごとの具体的な目標は以下のように定める。 
①造影・増感作用を有するマイクロバブルの液体前駆体（相変化ナノ液滴）の開発 

体内で一時間程度の滞留性を確保しながら診断用超音波としての安全域内（安全基準に適合し

ている事、Mechanical Index : 1.9 以下、Thermal Index: 1.0 以下）の条件で、相変化による

マイクロバブルを生成でき、かつ目的とする腫瘍内に２×１０3個 / mm3 以上集積可能とするナ

ノ液滴を開発する。 

②上記液体前駆体の活性化用超音波照射方法及び診断用プローブの開発 

相変化ナノ液滴と組み合わせて用いる診断用超音波照射方法の開発及び高出力に対応した診断

プローブを開発し、診断装置としての分解能は１mm 以下を達成する。（生体組織からの反射信

号及びマイクロバブルからの反射信号の画像化用ではなく、ナノ液滴の相変化によるマイクロバ

ブルを生成することができる事） 

③相変化ナノ液滴と診断用プローブを組み合わせて用いる治療用照射装置の開発 

相変化ナノ液滴と組み合わせて用いる、加熱凝固用超音波照射方法の開発及び診断プローブと

診断装置と組み合わせて用いる治療装置を開発し、マウス或いはラットでの移植腫瘍の縮退効果

（移植されたがんの体積を３０％以下に減少）を達成する。(周波数：0.5-4.5MHz, 強度：300 
W/cm2 以下) 
④多機能化相変化ナノ液滴（長時間滞留、複メカニズムによる治療）の開発 

相変化ナノ液滴を２時間以上腫瘍内に滞留可能な安定化シェル及び音響化学作用による抗腫瘍

効果を有するナノ液滴を開発し、小・中動物実験による治療効果及び安全性の検証を行う。 

 
４．事業内容及び進捗（達成）状況 

京都大学大学院薬学系研究科 教授 橋田充氏をプロジェクトリーダー、東京女子医科大学先端

生命医科学研究所 所長 岡野光夫氏をサブプロジェクトリーダーとして、以下の研究開発を実施

した。 

 

４．１ 平成１９年度（委託）事業内容 

研究開発項目1)「革新的ＤＤＳと光ファイバー技術を融合した光線力学治療システム」について

は、以下の進捗状況である。 

 

①光増感剤を内包した腫瘍特異的ＤＤＳ製剤の開発 

a)一重項酸素産生効率に優れた光増感剤の開発 

組織浸透性に優れた長波長光(680nm)での励起が可能なデンドリマーフタロシアニン(ＤＰｃ)

を合成し、高分子ミセルに内包させた状態での光化学特性と光照射下での細胞毒性(光毒性)を評

価した結果、ミセル化によって培養がん細胞に対する光毒性が顕著に高まることが確認された。 

(実施体制: 東京大学) 

b)光増感剤を内包する血中長期滞留型・がん細胞に対する標的指向機能を搭載したＤＤＳの開発 

ブロック共重合体ＰＥＧ－（ＰＬＬ－ＩＭ）を合成しジスルフィド（ＳＳ）架橋によりＤＰｃ

内包ミセルを構築した。ＳＳ架橋はミセル構造を安定化する一方で、ＤＰｃの光毒性を顕著に高

める（培養がん細胞に対して非架橋型ミセルの100倍）ことを明らかにした。また、疎水性分子、

がん組織に特異的なリガンド分子を導入した異なるキャリアの合成も行った。さらに、ＳＳ架橋

導入ミセルは非架橋型ミセルの３倍の血中滞留性を示すことを、蛍光を利用したミセルの血中滞

留性の評価法により確認した。(実施体制: 東京大学、-再委託: ナノキャリア株式会
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社、-共同実施: 防衛医科大学校) 

 

②患部に対する効果的な光照射を可能にする照射システムの開発 

膀胱内腫瘍の分布や浸潤程度に即して使用できるよう、全周囲方向照射型（最大外径0.85 mm、

先端チップ長 5.0 mm）、広角照射型（最大外径0.95 mm、先端チップ長 5.0 mm）の２種類の光分

散プローブの試作を完了し、ラット膀胱内における光照射機能を評価中である。他方、小形動物

用超音波イメージング装置を併用することで、光分散プローブの空間的静止位置をリアルタイム

でモニタリングすることに成功し、膀胱粘膜面への均質照射の検討を進めた。一方、膀胱粘膜面

における光強度分布を光学路追跡法により予測することによって、広角照射型のプローブの造作

設計を進めて、膀胱三次元形状の測定や膀胱内への光散乱物質注入などを行い、実際的な使用環

境に基づいた条件を組み入れてシミュレーションを実施し、光強度分布の高度な均質性の検討を

進めた。(実施体制: 東京大学、-再委託: ファイバーテック株式会社、-共同実施: 

防衛医科大学校) 

 

③難治性がんに対するＰＤＴ（光線力学療法）の開発と 

化学療法及び免疫療法を融合した治療システムの開発 

a) 疾患モデルを用いた固形がんのＰＤＴシステムの開発 

光増感剤内包高分子ミセルを全身投与後、膀胱内光照射によるＰＤＴを実施し、さらに膀胱内

腫瘍縮退・増殖を超音波イメージングにより非侵襲的かつ経時的に観察できるシステムを作り上

げた。他方、ＰＤＴによって惹起しうる膀胱萎縮を評価するため、ラット膀胱容量・膀胱内圧（Leak 

point pressure）測定法を確立した。また、ラット膀胱内での微少腫瘍形成を観察するため、AY-27

へのＧＦＰ（あるいはＲＦＰ）導入に関してＧＦＰ(ＲＦＰ)ベクターの細胞内最適取り込み条件

を探索中である。また、蛍光観察可能な細径内視鏡イメージング装置の設計・開発中である。Ｄ

Ｐｃ内包ミセルについては、Alexa488 標識ＤＰｃ内包ミセルを利用して、ミセルの細胞内局在を

観察することができた。(実施体制: 東京大学、-共同実施: 防衛医科大学校) 

b) ＰＤＴと化学療法を融合した革新的がん治療システムの開発 

本研究は、平成20年度より開始する。(実施体制: 東京大学) 

c) ＰＤＴと免疫療法を融合した革新的がん治療システムの開発 

ＤＰｃ内包ミセルによる抗腫瘍免疫の増強効果をin vitroで検討し、ＰＤＴにより樹状細胞に

よるがん免疫応答を増強する可能性を見出した。さらに、ヒト樹状細胞の培養法を開発し、動物

モデルに加えてヒト樹状細胞の培養技術の改良にも着手した。(実施体制: 東京大学) 

 

研究開発項目2)「相変化ナノ液滴を用いる超音波診断・治療統合システム」については、以下の

進捗状況である。 

 
①造影・増感作用を有するマイクロバブルの液体前駆体（相変化ナノ液滴）の開発 

a)ナノ液滴調製条件確立 

精密粒度分布測定装置および体内ナノ液滴濃度定量用ロボットを導入し、マウス組織内でのナ

ノ液滴濃度の定量的測定に成功し、液滴の調製条件と体内動態分布との関係を測定する実験系を

確立した。(実施体制：株式会社日立製作所) 
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b)相変化用超音波及び照射システムの小動物による安全性の検証 

通常の超音波診断装置では困難な、腫瘍内相変化部位と腫瘍内血管構造との詳細な対比を可能

とする小動物用高分解能超音波診断装置を導入し、予備検討として市販マイクロバブル（ソナゾ

イド）のラット血中濃度と超音波画像上の輝度変化との関係の定量化を行った。これにより、ナ

ノ液滴の相変化により生じた腫瘍内のマイクロバブルの存在位置と腫瘍内の血管構造との関係を

調べるための礎が構築できた。 (実施体制:株式会社日立製作所) 
c)ナノ液滴の生体中効果検証 

相変化ナノ液滴の体内効果検証用の腫瘍実験系を確立（ラットおよびウサギ）し、モデル化合

物である市販マイクロバブル造影剤の可視化を安定して行えることを確認した。さらに、確立し

たモデルを用いて、従来のマウスに比べて人体にサイズが近いウサギに対して本開発のナノ液滴

の効果検証を開始した。基礎検討により、腫瘍・肝臓・腎臓に対してマウスと同様の超音波条件

でナノ液滴の相変化を生じることが可能であることがわかった。(実施体制:東京農工大学) 

 

②上記液体前駆体の活性化用超音波照射方法及び診断用プローブの開発 

a)ナノ液滴可視化条件確立 
ナノ液滴の相変化速度に応じた高速差分画像化方法を提案し、ファントムおよびマウス実験に

て実証し、高選択性画像化手法を確立した。また、高音圧用の耐熱型構造に関してシミュレーシ

ョンによる構造の最適化に基づきプロトタイプの設計を行なった。(実施体制:東北大学) 

b)治療用超音波及び照射システムの安全性の小動物による検証 

開発中の治療用ビームと同等の出力の模擬超音波振動子を作成し、前述した高分解能超音波診

断装置を用いる経時的安全性評価及び病理組織学的評価に加え、ビーム経路内における生化学的

安全性の評価手法を開発した。(実施体制：慈恵大学) 
 

③相変化ナノ液滴と診断用プローブを組み合わせて用いる治療用照射装置の開発 

a)気泡発生トリガー用と気化・キャビテーション用超音波プローブの開発 

ナノ液滴相変化用および加熱凝固治療用の超音波トランスデューサの仕様を検討後、予備試作

トランスデューサを試作し、駆動回路との電気回路的なマッチングを確認した。また、音響基本

特性を測定し、今後の詳細設計の方向性への指針を得た。アレイ化を予定している第3次試作ト

ランスデューサの構成については PZFlex ソフトウエアを活用して計算機シミュレーションによ

り、さらに試作アレイトランスデューサを駆動する電子回路の構成について回路シミュレーショ

ンパッケージPSpiceを活用した計算機シミュレーションにより、検討を進めた。(実施体制:東北

大学) 
 

④多機能化相変化ナノ液滴（長時間滞留、複メカニズムによる治療）の開発 

a)液晶性高分子を用いるナノ液滴の体内動態制御用キャリアの開発 

(i)液晶性高分子ミセルの作製 

厳密な精製方法によりＰＥＧ誘導体の純度向上が達成され、その結果、液晶性ブロックコポリ

マーでの不純物を著しく減少させることができた。次に、液晶性ブロックコポリマーから高分子

ミセルが形成され、モデル薬物が安定に封入できることが判明し、特殊整流装置によって、加圧
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下でミセル形成およびモデルＰＦＣ（パーフルオロカーボン）の封入に成功した。さらに、従来

薬物封入に用いられたブロックコポリマーを用いてモデルＰＦＣ（C7）のナノ液滴化（粒径は260

～330nm）に成功した。(実施体制:神奈川科学技術アカデミー) 
(ⅱ)高分子ミセルの特性解析 

前述の開発項目で合成された液晶-高分子ジブロック共重合体をエバポレーション法によりミ

セル化を試み、粒径１００ｎｍの均一なミセルを確認した。また、Ｘ線回折装置にレーザ顕微鏡

を導入して改良し、高分子ミセル系のミクロな構造の測定を行った。(実施体制:京都大学) 
(ⅲ)液晶状態の観測・評価 

既存の動的光散乱装置の改良を行い微弱光の偏光解消動的光散乱法を構築し、ナノ液滴内での

液晶状態を定量的に評価できる方法を確立した。この方法により、粒径１００ｎｍの液晶－高分

子ジブロック共重合体ミセル溶液を観察し、偏光解消した新たな緩和成分が観測することができ

た。さらに、液晶性の無いナノ液滴や液晶性の低いナノ液滴内部のＰＦＣ安定性について、レー

ザ励起蛍光顕微鏡による液滴内部の蛍光分子のダイナミクスを測定するシステムの構築に着手し

た。(実施体制:京都大学) 

b)ゼラチン誘導体を用いるナノ液滴の体内動態制御用キャリアの開発 

ゼラチンへ、疎水性鎖であるポリ乳酸（重量平均分子量1,000, 5,000, および20,000）、コレ

ステロール、およびトリフルオロ酢酸無水物を化学導入した種々のゼラチン誘導体を作製した。

得られたゼラチン誘導体とモデルＰＦＣとを混合、高圧ホモジナイザを用いて、ゼラチン誘導体

により表面修飾されたナノ液滴を得た。(実施体制:京都大学) 

c)ドキソルビシンとＰＦＰ（パーフルオロペンタンガス）の液滴を内封したトランスフェリン修

飾バブルリポソームの開発 

高分子からなる界面活性剤を加えて、ＰＦＰガスナノ液滴の調製を行い、この液滴をハイドレ

ーション法でリポソームに封入し、バブルリポソームが調製出来ることを確認した。サイズは

200nmまで下げ、それ以下にサイズダウンについては検討中である。200nmのバブルリポソームに

対して、活性中間体を有するＰＥＧ脂質誘導体の添加により、トランスフェリンの修飾が可能で

あることを確認した。気泡発生および腫瘍組織固化の検討の為に、必要な機械装置(治療用集束超

音波発生装置、測定装置等)やファントム（HIFU、多目的ゲルタイプ）の準備を完了し、再委託先

である東北大学が開発したプローブを用いて、気泡の発生と腫瘍組織固化に適した収束超音波照

射条件の検討（in vitro実験）に着手した。(実施体制:帝京大学) 
 

４．２ 実績推移 

 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

実績額推移 

 一般会計（百万円） 

 

２７１ 

  

特許出願件数（件） １   

論文発表数 ４   

学会発表数（口頭） １６   

一般講演数 ２   

学会主催 ２   
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５．事業内容 
京都大学大学院薬学系研究科 教授 橋田充氏をプロジェクトリーダー、東京女子医科大学先

端生命医科学研究所 所長 岡野光夫氏をサブプロジェクトリーダーとして、以下の研究開発を

実施する。実施体制については別紙を参照のこと。 

 
（１）平成２０年度（委託）事業内容 

 

研究開発項目1) 革新的ＤＤＳと光ファイバー技術を融合した光線力学治療システム 

 
①光増感剤を内包した腫瘍特異的ＤＤＳ製剤の開発 

(実施体制: 東京大学、-再委託: ナノキャリア株式会社、-共同実施: 防衛医科

大学校) 

a) 血中滞留性に優れたＤＰｃ内包高分子ミセルの構築 

ＳＳ架橋、疎水性分子、分岐状ポリエチレングリコール(ＰＥＧ)などを導入したＤＰｃ内包ミ

セルを構築し、その物理化学的特性、細胞毒性、血中滞留性を評価（蛍光標識ＤＰｃ内包ミセル

を利用）することによって、ＤＰｃ内包ミセルのキャリア構造と機能の最適化を図る。このよう

にして最適化されたＤＰｃ内包高分子ミセルに関して、担がんマウスを用いた腫瘍集積性と制が

ん活性を評価する。 

b) 表面にリガンド分子を導入したＤＰｃ内包高分子ミセルの構築 

がん組織に特異的なリガンド分子として環状ＲＧＤペプチドを導入したＤＰｃ内包ミセルを構

築し、リガンド分子がＤＰｃ内包ミセルのがん細胞による取り込み量とがん細胞に対する光毒性

に与える効果を検証する。ここでリガンドの導入によって、顕著な光毒性の増強が確認された場

合には、担がんマウスを用いた動物実験を実施し、リガンド導入ＤＰｃ内包ミセルの腫瘍集積性

と制がん活性を評価する。 

c) ＤＰｃ内包高分子ミセルの製造プロセスの構築 

上記の項目において開発したＰＥＧ－ＰＬＬを基盤とする機能化ポリマーの大量合成のための

製造プロセスを構築する。分岐状ＰＥＧを有するブロック共重合体の合成に関してその大量合成

を検討する。一方、実用化のために、ＤＰｃ内包ミセルの凍結乾燥製剤に向けての賦形剤の有無

などの凍結乾燥条件の最適化と数ヶ月レベルでの保存安定性についても検討を行う。 

 
②患部に対する効果的な光照射を可能にする照射システムの開発 

(実施体制: 東京大学、-再委託: ファイバーテック株式会社、-共同実施: 防衛

医科大学校) 

a) 光分散プローブの設計と開発 

膀胱粘膜面への均質照射が可能となる、最大外径 0.6 mm 以内、先端チップ長 5 mm 以内の、全

周囲方向照射型ならびに広角照射型光分散プローブの開発を行う。前者のプローブを使用した際

の光の均質分布性をさらに向上させるため、膀胱内への光散乱剤（イントラリピッドなど）を投

与し、その粘膜面での光分布特性を検討する。後者のプローブにおいては、均質照射実現に必要
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な光学的特性を、光学路追跡法やモンテカルロシミュレーション法により検証し、プローブ先端

の光学デバイスの設計開発を行う。また、両タイプの分散プローブともに生体内での使用検証に

より、安全性・信頼性に優れたものを開発する。さらに、実際的使用・操作の見地から最適な光

照射技術を確立する。 
 
③難治性がんに対するＰＤＴ（光線力学療法）の開発と 

化学療法及び免疫療法を融合した治療システムの開発 

(実施体制: 東京大学、-共同実施: 防衛医科大学校) 

a) 疾患モデルを用いた固形がんのＰＤＴシステムの開発 

①で開発されるＤＰｃ内包高分子ミセルの機能評価を行う。特に、光増感剤投与量ならびに光

照射時期や光照射強度・光照射量などの最適化を図り、治療効果ならび膀胱萎縮に関する目標に

到達させる。 

微小腫瘍を検知できる診断・測定システムを構築するため、(i) 蛍光色素(Alexa488)標識ＤＰ

ｃ内包ミセルの機能評価と薬剤構造の最適化（蛍光色素ＤＰｃ内包ミセルの体内動態や、ＰＤＴ

効果を検証し、非標識型ＤＰｃ内包ミセルと同様なＰＤＴ効果を発揮するよう、薬剤構造の最適

化を進める）(ii) ＧＦＰ導入AY-27細胞によるラット膀胱がんモデルの確立（ＧＦＰ導入細胞を

膀胱内に生着させ、微少がん診断・評価に資するモデルとして機能する系を確立する）(iii) 蛍

光観察可能な細径内視鏡イメージング装置を作成し、上記(i), (ii)の評価することができ、かつ、

サブミリレベルの微少がんを検知できるシステムを開発する。また、(iii)の妥当性を検証するた

めに、がん標識剤つきバブルの超音波イメージング技術による異なる微少がん測定手法を確立す

る。 

b) ＰＤＴと化学療法を融合した革新的がん治療システムの開発 

項目①において最適化されたＤＰｃ内包ミセルを用いて、制がん剤内包ミセルとの併用効果を

検討する。制がん剤内包ミセルとしては、蛍光標識された白金錯体制がん剤(ＤＡＣＨＰｔ)内包

ミセルを用いて、ＤＰｃ内包ミセルを用いたＰＤＴのタイミング(ＤＰｃ内包ミセルの投与と光照

射のタイミング)がＤＡＣＨＰｔ内包ミセルのがん集積性に及ぼす影響について担がんマウスを

用いて評価する。さらに、ＤＰｃ内包ミセルを用いたＰＤＴとＤＡＣＨＰｔ内包ミセルの併用に

よるがん治療効果を検討する。 

c) ＰＤＴと免疫療法を融合した革新的がん治療システムの開発 

ＤＰｃ内包ミセルによる樹状細胞の細胞障害性Ｔ細胞（ＣＴＬ；Cytotoxic Ｔ Lymphocyte）の

誘導能の増強効果を検証するために、マウスを用いて in vivo でＣＴＬの誘導能を検証する。Ｐ

ＤＴ処理を加えたＤＣを用いて腫瘍特異的なＣＴＬが誘導できるかどうかを検証し、ＰＤＴを用

いた免疫療法の検証を行う。また、bisphosphonate を用いたヒトｍＤＣへの maturation 刺激を

内在したｉｍＤＣの培養法を最適化する。特に樹状細胞の現在３日の培養期間であるｉｍＤＣを

用いて更に効率よく免疫応答を誘導することができる樹状細胞の培養技術を確立する。 

 
研究開発項目2) 相変化ナノ液滴を用いる超音波診断・治療統合システム 

 

①造影・増感作用を有するマイクロバブルの液体前駆体（相変化ナノ液滴）の開発 
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(実施体制: 株式会社日立製作所、東北大学、慈恵大学、-再委託:東京農工大学) 

前年度確立した実験系により最適な体内動態分布を有する薬剤構造の決定を行なう。まず加速

試験の手法を確立し、十分な安定性（３７℃で同条件におけるマイクロバブル造影剤と同等以上）

を有するシェル構造を選択する。さらに、この加速試験で選択した候補物質系を小・中動物に投

与し、安定性と超音波感受性を両立することを確認する（これまでのマウス実験と同等の超音波

照射条件での相変化の検証）。また、中動物を用いた場合の投与後薬剤有効時間を検討する。 
 

②上記液体前駆体の活性化用超音波照射方法及び診断用プローブの開発 

(実施体制: 株式会社日立製作所、東北大学、慈恵大学、-再委託:東京農工大学) 

ナノ液滴相変化に適した照射シークエンスの検討を行い、前年度の設計をベースとしたプロト

タイプ（固定焦点）を試作する。音響特性を検証後、ナノ液滴からのマイクロバブル生成を中動

物で確認し、次年度可変焦点プロトタイプへのフィードバックを行う。（周波数：３－８MHz, 出
力：最大負圧３MPa 以上） 
ラット固形がんモデルを使用して、腫瘍内及び他臓器におけるナノ液滴からのマイクロバブル

生成の分布を小動物用超音波診断装置による超音波画像上輝度変化量から非侵襲的に定量化する。

相変化部と非相変化部との組織変化を超音波診断画像上及び、病理組織学的に検証する。 
 

③相変化ナノ液滴と診断用プローブを組み合わせて用いる治療用照射装置の開発 

(実施体制: 株式会社日立製作所、東北大学、慈恵大学、帝京大学、-再委託:東京

農工大学) 

a)ＰＦＣ液滴を用いた治療用超音波照射装置の開発 

アレイ化トランスデューサ(第３次試作)の構成を、PZFlexソフトウエアを活用した計算機シミ

ュレーションの結果に基いて決定し、試作する。また、試作アレイトランスデューサを駆動する

電子回路の構成を、回路シミュレーションパッケージPSpiceを活用した計算機シミュレーション

の結果に基づいて決定し、試作に着手する。さらに、平行して相変化後のマイクロバブルを用い

る加熱凝固治療に適する超音波および薬剤条件の探索を行う。 

前年度作成した高出力超音波振動子により、そのビーム経路内の正常組織損傷の程度を小動物

用超音波診断装置による経時的評価及び病理組織学的評価、生化学的評価方法により検証する。 

b)ＰＦＰミセル液滴内封トランスフェリン修飾バブルリポソームを用いた治療用超音波照射装置

の開発 

サイズダウン（１００nm前後）したバブルリポソームにドキソルビシンを封入し、腫瘍組織に

見立てたスフェロイドやアクリルアミドゲルを用いて、ＰＦＰ気泡の発生と腫瘍組織固化に適し

たキャビテーションを生じる収束超音波照射条件の検討（in vitro実験）を行い、気化、キャビ

テーションプローブの最適化を行う。 

担がんマウスにおける、ＰＦＰミセル液滴内封トランスフェリン修飾バブルリポソームの体

内動態と腫瘍集積特性の評価および抗腫瘍効果について、Colon26担がんマウスを用いて体内動

態を検討し、本バブルリポソームが４時間後でも投与量の３０％以上は血中に滞留し、３時間

までに腫瘍部位に投与量の１０％程度が集積するように、リポソームの脂質組成とキャビテー

ションの関連性を検討する。 
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④多機能化相変化ナノ液滴（長時間滞留、複メカニズムによる治療）の開発 

(実施体制:財団法人神奈川科学技術アカデミー、京都大学、帝京大学) 

a) 液晶性高分子を用いるナノ液滴の体内動態制御用キャリアの開発 
(i)液晶性高分子ミセルおよびポリマーゾームによるＰＦＣの封入 
鎖長を変えた液晶性ブロックコポリマーを合成し、高分子ミセルおよびポリマーゾームを得て、

相変化を生じるＰＦＣの封入効率および安定性を評価する。また、非液晶性ブロックコポリマー

によるナノ液滴を作製し、ポリマー組成、ＰＦＣとの仕込み比・封入圧力・温度を制御して、ナ

ノ液滴の粒径、安定性を最適化する。さらに、ＰＦＣとの親和性を高めるために、疎水性鎖にＰ

ＦＣ類似構造を導入したものを合成し、ＰＦＣ封入への効果を解析する。 
(ii)液晶性高分子を用いたナノ液滴の物性測定・評価 
濃厚系・希薄系におけるミクロ相分離構造のＸ線構造解析と粘弾性測定、および動的光散乱測

定については、ＰＦＣ導入のため液晶ジブロック共重合体の端に、ＰＦＣ鎖のついた酸をカップ

リングさせ、相変化を生じるＰＦＣを包含した安定なナノ液滴を作製する。さらに、動的光散乱

法を用いてナノ液滴のサイズ・分散状態に関して温度依存性、濃度依存性を測定してナノ液滴の

安定性を検証し、Ｘ線回折装置によりナノ液滴の構造を解析する。 
動的光散乱法によるミクロ相分離構造内の液晶状態の観測・評価については、液滴内部の液晶

性について、偏光解消動的光散乱法を用いて、温度依存性、濃度依存性を測定して、ナノ液滴の

安定性を検証する。また、液晶性の無いナノ液滴や液晶性の低いナノ液滴の計測には、ナノ液滴

に蛍光分子を混合し、レーザ励起蛍光顕微鏡観察を用いて評価する。 
液晶相転移によるナノ液滴の構造変化の評価については、超音波照射による高分子シェルの液

晶－液体相変化を用いたナノ液滴の安定性制御の前段階として、アゾ基を有する試験化合物への

光照射による液晶－液体相変化を評価する。光散乱、Ｘ線回折装置などにより、ナノ液滴に起こ

る状態変化を観測し、液滴の破壊、形状変化、ダイナミクスなどの基礎的なメカニズムを理解す

る。 
b) ゼラチン誘導体を用いるナノ液滴の体内動態制御用キャリアの開発 

ゼラチン誘導体をキャリア成分として含み相変化を生じるＰＦＣを内包したナノ液滴の作製条

件の最適化を行い、その特性評価と安定性評価をする。次に、血中半減期延長のためのゼラチン

誘導体の作製とそのゼラチン誘導体をキャリア成分として含み相変化を生じるＰＦＣを内包した

ナノ液滴を作製し、その体内動態評価を行う。さらに、ゼラチン誘導体により表面修飾されたナ

ノ液滴へ音響化学活性物質を修飾し、その抗腫瘍効果の評価をする。 
c) ドキソルビシンとＰＦＰガスの液滴を内封したトランスフェリン修飾バブルリポソームの開

発 
ドキソルビシンとＰＦＰの液滴を内封したトランスフェリン修飾バブルリポソームの開発につ

いて、サイズダウン（１００nm前後）したバブルリポソームにドキソルビシンを封入し、保存性

の評価とドキソルビシン無しの場合と比較しながら、ドキソルビシンの共存が、ＰＦＰが液滴と

して存在することに重要であることを電顕写真の画像処理によって定量的に解析する。Colon26

担がんマウスを用いて体内動態を検討する。 
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（２）平成２０年度事業規模 
一般会計   ３３０百万円（委託・継続） 
（注）事業規模については、変動があり得る。 

 
６．その他重要事項 
（１）運営・管理 
  委託先において、プロジェクトリーダー、サブリーダー、プロジェクト関係者及び必要に応じ

て関連研究分野の有識者等を委員とした研究開発委員会を適宜開催し、運営管理に反映する。 
 
７．年間スケジュール 
（１）平成２０年度スケジュール 

１２月まで・・・自主中間評価 
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（別紙） 事業実施体制図 
 
 
 

東京大学 

東京農工大学農学部 

<研究開発課題 1)>革新的ＤＤＳと光ファイバー技術を融合した光線力学治療システム 

(株)日立製作所 中央研究所 
 
東北大学大学院 工学研究科 
 
京都大学 
 
（財）神奈川科学技術アカデミー 
 
東京慈恵会医科大学 

<研究開発課 2)>相変化ナノ液滴を用いる超音波診断・治療統合システム 

ＮＥＤＯ技術開発機構 

委託 

委託 

プロジェクトリーダー    橋田 充（京都大学大学院薬学研究科教授） 

サブプロジェクトリーダー 岡野光夫（生命医科学研究所 所長 岡野光夫） 

委託 再委託 

共同実施 
防衛医科大学 

ナノキャリア株式会社 
再委託 

再委託 
ファイバーテック株式会社 

再委託 

東北大学大学院 工学研究科 帝京大学 薬学部 

（連名契約） 


