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平成２１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＞ 

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、体内のあらゆる管腔臓器内におけ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光線力学療法システムの開発 

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 

 

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。また、サブミリサイズの微小腫瘍を検知できる

内視鏡イメージング技術を確立する。 

③難治性がんに対する光線力学療法システムの開発 

 多発性かつ、びまん性に進展する膀胱がんに対して、膀胱萎縮を惹起することなくがん組織を

根絶できるＰＤＴシステムを開発する。具体的には、ラット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。 

 

 



 
 
 

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、ゼラチン誘導体或いはリポソームを用いて、体内安定性が高く、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）を達成し、かつ、

腫瘍体積1cm3あたりの治療時間を1時間以内とすることを達成する。 
 

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有し、診断用超音波としての安全域内（MI:1.9以下、TI:1.0以下）

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

ローブを開発する。（診断装置としての分解能は 1mｍ以下）。 

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る、治療用超音波照射方法の開発及び治療装置を開発し、以下を検

証する。 
a)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）の

検証 
b) マウス或いはラットでの移植腫瘍にて、腫瘍体積 1cm3あたりの治療時間 1 時間以下を達成。 
c) 中・大動物を用いた効果検証(肝臓あるいは腎臓における選択的組織損傷の確認)。 

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。超音

波造影、加熱作用、音響化学療法の作用を有するバブルリポソームについてGMP 製剤に向けた

規格化と長期保存の検討を行い、担がんマウスによる抗腫瘍効果治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」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一重項酸素産生効率をレーザー光(685nm)照射下で

の酸素消費速度および酸素消費量の測定によって評価した。その結果、ＤＰｃ単独の場合は、高

い酸素消費速度を示したが、光照射によるＤＰｃの退光が確認された。一方、ＤＰｃ内包ミセル

は、ミセル内核におけるＤＰｃの濃度消光のためにＤＰｃ単独より低い酸素消費速度を示したが、

ミセル化によってＤＰｃの退光が抑制され、結果としてＤＰｃ単独よりも大きな酸素消費量を示

した。また、ＤＰｃ内包ミセルの内核にジスルフィド（ＳＳ）架橋(下記b)参照)を導入すること

によって、酸素消費速度と酸素消費量が共に向上することが明らかになった。この理由として、

ＤＰｃの吸収スペクトルを測定したところ、ＳＳ架橋の導入によってミセル内核におけるＤＰｃ

の相互作用が抑制され、ＤＰｃの一重項酸素産生量子収率が向上しているものと考えられた。(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がん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

の導入によってＤＰｃ内包ミセルの血中滞留性が有意に向上され、肝臓への集積が低減される一

方で、腫瘍に対しての集積性が向上することを、蛍光色素を導入したミセルの血中滞留性の評価

および組織切片の蛍光顕微鏡観察により確認した。また、ラット膀胱がん細胞のマウス皮下移植

モデルに対するＰＤＴ実験において、ＤＰｃ内包ミセルは皮膚に対する光傷害を惹起すことなく

優れた制がん活性を示すことを確認した。(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) 

 

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0.66 mm、

先端チップ長 5.0 mm）、広角照射型（最大外径1.05 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、膀胱内壁全体の50-80%の領域に光照射することができることを確認

した。また、微小腫瘍検知のため、最大外径0.8 mmでありながら画素数15000を有した極細径内



 
 

視鏡を試作完了し、50 umの空間分解能で観察できるイメージングシステムを構築した。 (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 

ラットの正所性膀胱がんモデルを作成し、蛍光標識ＤＰｃ内包ミセルのがん組織選択的集積を

細径内視鏡によって確認した。さらに、超音波イメージングによって、プロープの位置を確認し

ながら、膀胱内壁に均質に光を照射する方法を確立した。また、ＰＤＴの正常膀胱機能への影

響を評価するために、膀胱容量・膀胱内圧より膀胱コンプライアンスを算出したところ、レザフ

ィリンでは膀胱コンプライアンスの著しい低下が認められたが、ＤＰｃ内包ミセルでは膀胱コン

プライアンスの低下は認められなかった。一方、ＰＤＴと化学療法との併用に関しては、マウス

大腸がん細胞の皮下移植モデルに対して、制がん剤カンプトテシンを内包した高分子ミセルとＤ

Ｐｃ内包ミセルを全身投与し、固形がんに対して光照射を行ったところ、相乗効果によってそれ

ぞれの単独治療よりも優れた治療効果を確認することができた。さらに、ＤＰｃ内包ミセルによ

るＰＤＴを行った後の免疫応答の解析を行ったところ、がん組織内におけるＣＤ

８陽性Ｔ細胞、ＮＫ細胞、樹状細胞（ＤＣ）の数が増加することが確認され、脾

細胞によるインターフェロン-γの産生が認められたが、がん細胞による抗原刺激

に特異的な免疫応答は見られなかった。その一方で、ＰＤＴによって死滅したが

ん細胞はＤＣによって効率的に取り込まれ、処理されることが確認され、ＰＤＴ

後のがん組織にＤＣを投与することによってがん細胞に特異的な免疫応答を誘導

できるものと思われた。 (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) 



 
 

 

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) 相変化能を有するパーフルオロカーボン液滴の開発 

ＰＥＧ化リン脂質を用いる液滴調製技術確立、構造最適化の検討を行い、粒径：400nm以下、

ＰＦＣ内包率50%以上の液滴調製技術を確立した。中・大動物実験対応するための大量調製技

術の検討を行い、調製量100ml/日を実現した。また、安定した保存法の検討を行い、冷凍で2

ヶ月以上元の性質を失わずに保存できる条件を確立した。(実施体制: 日立製作所) 

 

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 

ｂ）  相変化用超音波シーケンス開発 

相変化部位特異的な可視化手法の検討を行い、従来フレーム間で行っていた差分による相変

化領域の可視化をラスター間での差分に変更した高速差分法を開発し、アクリルアミドゲルを

母材とするファントム実験において効果を検証した。さらに、マウス腫瘍およびうさぎ肝臓を

用いた検討を行い、S/N 26dBで相変化領域を可視化可能であることがわかった。(実施体制: 

東北大学) 

 ｃ） 相変化用超音波照射システムの開発 

既存の超音波探触子をベースに相変化専用の水冷プローブの方式を検討し、まずシミュレー

ションにより水冷構造の有効性を確認した。従来構造に比べ最大波数が倍以上に上昇すること

を確認した。さらに、この結果に基づき水冷式構造を設計・試作し評価を開始した。(実施

体制: 日立製作所) 

c) 相変化用超音波および照射システムの中・大動物による効果検証 

マウス結腸がん(colon26)、ラット乳がん(Walker)、ラット脳腫瘍の3種の腫瘍を用いて、相

変化ナノ液滴投与後に超音波パルスを照射することで相変化が生じマイクロバブルが画像上

確認できることを検証した。また、ウサギ標的組織中の相変化部位とそれ以外の部位のエコー

輝度がS/N比10dB以上となるような相変化現象の検証と大型動物における相変化検証用実験系

を確立した。(実施体制: 東京農工大学) 

d) 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 

腫瘍内及び多臓器における相変化部と非相変化部との組織変化の、病理組織学的及び超音波

診断画像上での検証を行うためのスコアリングシステムを開発した。さらに、本システムを

活用しラットを用いた系において相変化の典型的超音波条件における組織障害の程度を検証

した。その結果重篤な組織障害が生じていないことを確認した。(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) マイクロバブルの存在部位を対象とする治療用超音波照射シーケンス 

高周波（２ＭＨｚ以上）超音波と相変化ナノ液滴との組み合わせにより腫瘍組織温度上昇の

促進が２．５倍程度に加速されることを検証した。また、低周波（２ＭＨｚ以下）超音波と相

変化ナノ液滴との組み合わせによりキャビテーション生成を促進し1 kW/cm2以下の強度で組

織溶解を含む顕著な抗腫瘍効果が生成することをマウス実験にて検証した。(実施体制: 日

立製作所) 

 b) マイクロバブルの存在部位を対象とする治療用超音波照射装置 

相変化生成と治療効果生成をひとつの超音波発生源で行うための検討を行い、数波の単パル

スを生成しかつHIFU領域の高強度ＣＷ超音波を生成可能な超音波トランスデューサの設計・試

作を行った。試作は相変化に最適な超音波周波数の探索を行うことを想定し、1-7 MHzまで広

範囲な周波数用に行ったが、いずれも超音波治療要の要求に他えられる物となったことを確認



 
 

した。(実施体制: 東北大学) 

 c) 治療用超音波及び照射システムの中・大動物による治療効果検証 

 これまで主にマウス・ラットといった小動物を用いた実験を行ってきており、これらは水槽

中にて実験を行ってきた。今回中・大動物を用いた検討を行うにあたり水槽に依存しない実験

系の検討を行った。うさぎを用いて基礎検討を開始した。(実施体制: 東京農工大学) 

 d) 治療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 

 マウスに超音波照射した後の病理標本の検討により、相変化により生成したマイクロバブル

を用いた治療効果が局所的に生じていることを確認した。(実施体制: 慈恵大学) 

 

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) 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 

ゼラチンへ疎水性残基を化学導入したゼラチン誘導体を用いて、パーフルオロカーボンを

高圧乳化した表面修飾ナノ液滴を作製した。得られたゼラチン誘導体修飾ナノ液滴のサイズは

約200 nmであり、超音波照射により表面修飾ナノ液滴は相変化した。表面修飾ナノ液滴は、

37℃、リン酸緩衝生理食塩水中で4時間以上安定であった。 次に、ゼラチン誘導体へポリエ

チレングリコール（PEG)を化学導入した。このPEG導入ゼラチン誘導体を用いて作製したナノ

液滴の血中半減期およびがん集積性について予備的に調べた。(実施体制: 京都大学・再

生医科学研究所) 

 b) 合成高分子を用いるナノ液滴の体内動態制御用キャリア 

液晶性高分子およびフッ化アルキル高分子を用いるキャリアの検討を行った。検討の結果、

液晶性高分子 PEG5-PLC11/C9COOH に対する PFC5の封入量は、他の高分子と比較して低い値を示

した。これに対して、PEG5-P(Asp(C7H6F9)14)22, F10%（疎水部を形成するアスパラギン酸にフッ

化アルキルを10%エステル化した高分子）は高いPFC5封入率を示すことがわかった。この値は、

目標と掲げたPFC封入率20%をはるかに超えており、F10%が非常に良いPFC封入用高分子であ

ることが確認された。この結果を踏まえ、フッ化アルキル化ポリマーを用いたPFCキャリアシ

ステムの開発を進めた。 

フッ化アルキルポリマーでエステル化率を変化させた場合の効果を調べた結果、10%の場合

で封入率が極大となることがわかった。 

また、キャリアーによる保存性の検討を行った。試料調製後 4℃で一ヶ月保存した試料の

PFC5封入量を調製直後の値と比較したところ、高分子により形成される PFC エマルションは、

一ヶ月冷蔵庫で保存した場合も大きな濃度減少は見られず、長期間安定に保存可能である見通

しを得た。。(実施体制: 神奈川科学技術アカデミー 京都大学・理学部) 

 c) トランスフェリン修飾バブルリポソームの開発 

超音波造影、加熱作用、音響化学療法の作用を有する「PFCナノ液滴とドキソルビシンを内封

したサイズが200 nm以下のトランスフェリン修飾バブルリポソーム」の調製法を開発した。

新規に開発したガラスフィルターＨｙｄｒａｔｉｏｎ法による PFC 液滴ミセルのリポソーム

への封入効率は７０％を得た。本法については、帝京大学と日立製作所と共同で特許申請を準

備中である。再委託先の東北大で作製された集束超音波プローブを用いて、液滴のガス化によ

る造影、キャビテーションに伴う20度前後の温度上昇と腫瘍組織の固化、その時ドキソルビ

シンから生じる一重項酸素をそれぞれ検出し、本バブルリポソームが当初想定した機能性を有

していることを確認した。担がんマウスに対して、本バブルリポソームを腫瘍部位局所に投与

して超音波照射による効果を観察したところ、腫瘍組織の固化と壊死が見られ、in vivoでも

機能していることを確認した。がん細胞との結合性、造影、発熱と腫瘍組織の熱凝固等、当初

の目的をほぼ達成した。(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 

 一般勘定（百万円） 

 

２９０ 

 

３７０ 

 

特許出願件数（件） １ １  

論文発表数 ４ ６  

学会発表数（口頭） １６ ２０  

一般講演数 ２ ５  

学会主催 ２ ０  

 

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。 



 
 
５．１ 平成２１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 

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。さらに、ＤＰｃ内包ミセルのがん組織選択性に関して定量的な評価を行い、

がん組織/正常組織(筋肉)の集積比がレザフィリンを含めた既存の光増感剤よりも 10 倍以上高い

ことを明らかにする。 

b) 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。 

(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) 

 

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 

a) 光分散プローブの設計と開発 

膀胱粘膜面での照射ムラを50%以内に抑えて照射できる、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。平成２０年度

で開発した蛍光検知による細径内視鏡イメージングシステムの高感度化（10倍以上）を図る。さ

らに、ヒトへの適用を踏まえ、照射プローブと細径内視鏡の同時挿入による診断・治療システム

を構築する。(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光線力学療法システムの開発 

a) 疾患モデルを用いた固形がんのＰＤＴシステムの開発 

ラットの正所性膀胱がんモデルに対して、①で開発するＤＤＳによって、がん組織選択的な光

増感剤の集積を実現し、②で開発する照射システムによって膀胱内壁全体に均質光を照射するこ

とによって、膀胱萎縮を惹起することなく、がん組織を根絶できるＰＤＴシステムを開発する。

ここで、膀胱粘膜内の微小がんを検出するために、ＤＰｃ内包ミセルに蛍光イメージングのため

の蛍光色素を導入し、細径内視鏡によって微小がんを検出するシステムを構築する。これらのシ

ステムを利用して、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％のラットに対しがんを根治できるＰＤＴを確立する。また、上記のＰＤＴシステムの



 
 

治療効果および正常膀胱機能への影響をレザフィリンによるＰＤＴもしくは既存の膀胱がんの治

療法(化学療法剤の膀胱内注入)との比較を行い、その優位性を明らかにする。 

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、白金錯体制がん剤(ＤＡＣＨＰｔ)もしくはカンプトテ

シン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)が制がん剤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と制がん剤内包ミセルの併用に

よってＰＤＴ単独では治療が困難なサイズの大きな固形がんの治療を実現する。 

(実施体制: 東京大学、-共同実施: 防衛医科大学校) 



 
 

 

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 

 

低沸点パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）を含むナノ液滴を前駆体として、高感度な超音波造影剤

であるマイクロバブルを目標部位にて生成するための超音波照射技術の開発に関わるものであ

り、以下の要素からなる。 

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) 相変化能を有するパーフルオロカーボン液滴の開発  

本年度は、これまでの開発でほぼ最適と思われる組成の相変化ナノ液滴の効果を中・大動物

にて検証し、必要に応じて微調整を行い、体内動態および安全性に関する基礎検討を行い、以下

の目標達成を目指す。 

（目標）体内で一時間程度の滞留し、診断用超音波としての安全域内（MI: 1.9 以下、TI: 

1.0 以下）の条件で、マイクロバブルを生成するナノ液滴の開発(目的とする腫瘍内に概ね２×１

０3個 / mm3 以上集積)。 

（実施体制：株式会社日立製作所） 

 

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) 相変化用超音波シーケンス開発  

ナノ液滴を相変化させる物理刺激として適する超音波条件を決定し、生体により安全でかつ

相変化をより確度高く生じるための照射シーケンスの開発を行う。また、相変化が生じたことを

検出し画像化に適する画像処理および画像表示手法についても検討を加える。なお、最終目標で

ある 1-10 MHz, Mechanical Index: < 1.9, Thermal Index: < 1.0 での 10dB 以上の相変化領域

の選択的可視化に成功した後は、分子イメージングを念頭においたシーケンスの改良に注力する。

(実施体制：東北大学) 

 

b) 相変化用超音波照射システムの開発  

上記シーケンスを実行可能な超音波照射装置特に超音波発生用のトランスデューサの開発と

して従来の探触子よりも高強度の超音波照射に対応可能な探触子を設計、試作する。これまでに

わかっている探触子の劣化は探触子内部に溜まった熱によるものと考えられるため、相変化用の

超音波シーケンスの最適化を行うと同時に、十分な放熱を可能とする探触子構造の設計を行い、

相変化用の探触子の開発を目指す。本年度は、特に前年度設計試作した探触子プロトタイプの評

価を行い、必要に応じて改良を加え完成度の高い探触子の開発を行う。（実施体制：株式会社日

立製作所） 

 

c) 相変化用超音波および照射システムの中・大動物による効果検証  

本年度は特にウサギなどの中動物およびイヌなどの大動物にて相変化を検証する。相変化の

検証とは、ウサギ、イヌ等の中大型動物標的組織中において、十分相変化部位を認識できること

であり、標的組織中の相変化部位とそれ以外の部位のエコー輝度を S/N 比 10dB 以上であること

を目指す。（実施体制：株式会社日立製作所－再委託 東京農工大学） 

 

d) 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  

前年度に引き続きナノ液滴を相変化させた際の他臓器における副作用及びがん周囲正常組織

に及ぼす影響の程度を検証する。即ち、相変化型ナノ液滴投与量とこれの循環による各臓器（肝･

腎･脾･肺）組織変性の程度及び相変化用超音波条件と気相化後の正常組織の変性の程度を病理組

織学的に評価する。組織損傷の程度は平成２０年度に作成した組織損傷のグレード表を参考にし

て数値化する。（実施体制：東京慈恵会医科大学） 

 



 
 

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) マイクロバブルの存在部位を対象とする治療用超音波照射シーケンス  

 本開発では、ナノ液滴の相変化により生じるマイクロバブルをマーカとして治療対象をあらか

じめ超音波画像上で確認し、かつマイクロバブルを治療増感剤として用いる低侵襲治療を行うた

めの超音波照射シーケンスおよび治療装置の開発を行う。本開発における超音波治療は、加熱作

用とキャビテーションによる作用の双方について検討を行う。 

特に今年度は昨年度良好な結果が得られた低周波でのキャビテーションを主な治療機序とす

るシーケンスについて最適化を行う。また、単位時間あたりの治療領域を拡大するためのスプリ

ットフォーカス技術を導入し効果を検証する。（実施体制：株式会社日立製作所） 

 

b)マイクロバブルの存在部位を対象とする治療用超音波照射装置  

相変化ナノ液滴を用いる治療用超音波トランスデューサの設計開発を昨年までに引き続き行う。

特に今年度は前年度作製した固定焦点トランスデューサを発展させた電子走査型の可変焦点トラ

ンスデューサの設計開発を行う。（実施体制：帝京大学－再委託 東北大学） 

  

c) 治療用超音波及び照射システムの中・大動物による治療効果検証  

今年度は特に治療シーケンスおよび治療用超音波照射装置による効果をウサギなどの中動物

および犬などの大動物を用いたナノ液滴の相変化によるマイクロバブル生成およびマイクロバ

ブル生成箇所への治療用超音波照射による組織障害を検証し、本開発終了後に前臨床試験へ進む

ための薬剤・超音波の条件の提示を行う。（実施体制：株式会社日立製作所－再委託 東京農工

大学） 

 

d) 治療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  

動物固形がんモデルを使用して、治療用超音波照射装置を用いて壊死を生じさせたがんの周囲

正常組織での損傷の程度を病理組織学的に評価してその安全性を検証する。固形がんモデルの形

態モニタには小動物用超高分解能超音波診断装置 vevo770を使用し、マイクロイメージングシス

テムを使用して病理標本を観察、損傷の程度を実時間的に検討する。治療によるがん周囲正常組

織の組織損傷の程度は、昨年度作成した病理組織学的グレード表を参考にスコア化する。（実施

体制：東京慈恵会医科大学） 

 

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) 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  

a)-1 保存安定性向上のためのゼラチン誘導体の作製と評価（短時間型キャリア） 

異なる疎水性残基を化学導入したゼラチン誘導体を用いて、パーフルオロカーボンを高圧乳

化した表面修飾ナノ液滴を作製する。血液模倣液（アルブミン）中での保存安定性の向上を目

標として、得られたゼラチン誘導体表面修飾ナノ液滴の作製条件の最適化および改良を行う。

加えて、4℃で長期保存可能な表面修飾ナノ液滴や高圧乳化処理を行わない表面修飾ナノ液滴の

作製も試みる。 

a)-2 血中半減期延長のためのゼラチン誘導体の作製と評価（長時間型キャリア） 

疎水性残基に加えて、ポリエチレングリコール(PEG)を化学導入したPEG導入ゼラチン誘導体

により表面修飾されたナノ液滴を作製する。PEGの分子量および導入率を変化させ異なる表面修

飾ナノ液滴を調製する。得られた PEG 導入ゼラチン誘導体表面修飾ナノ液滴をマウス尾静脈よ

り投与、血中半減期およびがん集積性を調べる。これらの一連の動物実験を繰り返し、血中半

減期延長のための表面修飾ナノ液滴の最適化を行う。 

 （実施体制：京都大学） 

 

b) 合成高分子を用いるナノ液滴の体内動態制御用キャリア 



 
 

昨年度までの開発で、液晶性高分子と非液晶性高分子の両者を用いて、ＰＦＣの封入をおこなっ

た。液晶性高分子については、技術的に困難であったナノサイズのミセルでの液晶性を確認するこ

とに成功したが、ＰＦＣの封入は中間目標を満たすほど良好なものではなかった。一方、フッ化ア

ルキルを導入した非液晶性高分子を用いた場合には、良好なＰＦＣ封入効率が得られた。当初液晶

性高分子について設定していたＰＦＣ封入に関する中間目標が、非液晶性高分子を用いた場合には

すべて満たすことができた。このことから、平成２１年度は非液晶性の高分子に絞って開発を行う。

これに伴って当初の最終目標での「液晶性高分子」を「合成高分子」に変更する。 

 

b)-1 液晶性合成高分子を用いるナノ液滴の体内動態制御用キャリアの作製(（財）神奈川科学技術

アカデミー) 

ポリエチレングリコール-b-ポリアスパラギン酸ブロックコポリマーのアスパラギン酸側鎖に約

10%フッ化アルキルを導入したもの（前年度の検討で最も高いＰＦＣ封入率を示した組成）を用い、

ＰＦＣ含量、ナノ粒子作製条件を変化させて、ＰＦＣ含有ナノ液的の諸物性（粒径、保存安定性、

疑似体液中での安定性）を最適化する。さらに、ポリリシンなどのポリカチオンでナノ液滴を安定

化して、その疑似体液中での安定性、血液中循環性、がんへのターゲティング性能を最適化する。 

b)-2 合成高分子を用いたナノ液滴の物性測定・評価（国立大学法人 京都大学理学部） 

上記で得られた合成高分子を用いたナノ液滴の安定性を動的光散乱法で定量的に評価する。ＰＦ

Ｃの気化温度近傍で徐々に昇温し、ナノ液滴のサイズや分布・濃度変化の温度依存性を測定する。

また、保存圧力・アルブミン混合による影響を経時変化測定で評価する。この測定によって、ナノ

液滴組成との相関が解析されて、組成最適化を容易にすると共に、ポリカチオンによる液滴安定性

の効果を解析して、血液中での安定性増強に役立てる。 

（実施体制：（財）神奈川科学技術アカデミー、京都大学） 
 

 c) トランスフェリン修飾バブルリポソームの開発 

c)-1 バブルリポソームの調製法に対するGMP製剤に向けた規格化と長期保存化 

c)-1①バブルリポソームのGMP製剤化の検討 

 今回開発した超高圧ホモジナイザーとガラスフィルターHydration法による調製法は、簡便な

方法でGMP製造法に向いている。PFCナノ液滴の封入効率を100％近くまで上げ、常に一定のPFC液

滴が保持されるように調製過程を再検討する。ガスクロマトグラフィーでPFCの定量を行う。 

c)-1②長期保存法について検討 

 凍結乾燥法或いは加圧下バイアル瓶保存法など実用的な保存方法について検討する。ドキソル

ビシンはリポソーム内で硫酸アンモニウム塩としてゲル化して存在するので、PFCナノ液滴が固

定され漏れ難くなり安定して存在できるようになる。冷蔵庫（４℃）保存で、最低半年以上の期

間を目標とする。相変化用超音波照射による気泡の発生を評価し、PFCの定量をガスクロマトグ

ラフィーで行う。 

c)-2 担がんマウスにおける、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 

c)-1① 各種担がんマウスを用いて、バブルリポソームの血中滞留性と腫瘍部位集積性の検討  

  リポソームの動態を、血液・腫瘍組織および主要臓器中のドキソルビシンとPFC濃度を定量し

て行う。摘出組織中のPFC濃度をガスクロマトグラフィーにより定量する。バブルリポソームが

少なくとも４時間以上PFC液滴を保持して血中滞留化し、トランスフェリンの効果により腫瘍組

織に移行後長時間維持されることを確認する。がん集積量は２%dose/g以上を目標とする。 

c)-1② 腫瘍部位の造影化の検討  

  腫瘍部位に向けて、相変化用超音波照射した時、液滴が相変化し気泡が生じ超音波造影でき

ることを検証する。正常組織に対して10dB以上の輝度比の超音波画像を目標とする。 

c)-1③ 抗腫瘍効果の検討 

 c)-1②で造影を確認したのち、治療用集束超音波照射して気泡のキャビテーションにより生じる



 
 

ホットスポットを熱電対プローブで測定する。局所的な高熱（60℃〜80℃）による腫瘍組織の固化

を組織学的に検証する。本システムは、ドキソルビシンと熱固化の相乗作用が期待できるので、腫

瘍体積の縮小とサバイバルの延長効果を検討する。 

(実施体制：帝京大学) 

 

５．２ 平成２１年度事業規模 

                  委託事業 

一般勘定   ３９０百万円（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）評価の方法 

平成２１年度は実施しない。事後評価を平成２２年度に実施する。 
 

（２）運営・管理 

  委託先において、プロジェクトリーダー、サブプロジェクトリーダー、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．スケジュール 

平成２１年  ９月・・・第１回開発委員会 

１２月・・・第２回開発委員会 

 

８．実施方針の改定履歴 

（１）３月５日、制定。 

 



 
 
 

（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 

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 

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） 


