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論文題目 

Rational and precise design of polymeric nanoparticles for tumor imaging 

and internal radiation therapy  

（腫瘍イメージングと内部照射療法に向けたポリマーナノ粒子の最適化） 

（論文内容の要旨） 

 本論文は、固形癌の診断と治療に用いることを目指したポリマーミセルを精密設計

し、診断・治療への有用性を示した結果をまとめたものであって、序論と 8 章および

結論からなっている。 

 序論では、本研究に至る歴史的な背景と目的、ならびに本研究の概要について述べ

ている。ナノ粒子ラクトソームは、親水性部にポリサルコシンブロックを疎水性部に

ポリ乳酸ブロックをもつ両親媒性ポリマーから調製されるポリマーミセルである。ラ

クトソームは、血中滞留性が長く、EPR 効果で腫瘍に集積するのが特徴である。しかし

ながら、一定期間をあけた複数回投与時には血中滞留性が著しく低下する。この体内

動態が変化する現象は、PEG 修飾リポソームで既に報告されており、ABC 現象と呼ばれ

ている。ナノ粒子は、初回投与時に免疫系を活性化させ、2 回目に投与したナノ粒子は

抗体と結合し、肝臓へ集積する。一般に、ナノ粒子表面の繰り返し構造や粒子中心に

疎水部を持つことが、ナノ粒子と免疫細胞との相互作用を誘導すると報告されている

が、その詳細なメカニズムはわかっていない。 

 第 1 章では、PEG 修飾リポソームの報告を踏まえて、ラクトソームが引き起こす ABC

現象の特徴を評価している。PEG 修飾リポソームの報告では、マウスに投与後一週間で

ABC 現象が確認され anti-PEG IgM の産生が認められている。その現象の持続期間は 2

週間程度であり、anti-PEG IgG へのスイッチはほとんど起こらない。本章では、この

報告をもとに、ラクトソームが引き起こす ABC 現象を蛍光イメージングおよび ELISA

にて解析している。その結果、ラクトソーム投与 3 日後から anti-Lactosome IgM が増

加し、その抗原部位がポリサルコシンであること、また、T 細胞非依存的な免疫反応で

あることを見出している。さらに、免疫は 6 ヶ月近く持続し、IgG3 にクラススイッチ

するなど、PEG 修飾リポソームと違う点を明らかにしている。 

第 2 章では、ラクトソームを大量投与することによる免疫寛容を検討している。PEG

修飾リポソームでは、大量投与による免疫寛容にて ABC 現象を回避できることが報告

されている。本章では、ラクトソームを 150 mg/kg 以上、マウスに投与した場合、免

疫寛容を起こし ABC 現象が回避できることを明らかにしている。また、ABC 現象が起こ

った場合も、産生された抗体の量を上回る量のラクトソームを投与することにより腫

瘍のイメージングが可能であることを検証している。また、大量投与によるマウスの

体重変化は観察されず、急性毒性はないことを明らかにしている。 

第 3 章では、ペプチドナノシートを用いて、ナノ粒子のモルフォロジーおよび親水

性ブロックの表面密度と ABC 現象との関係を検討している。ペプチドナノシートは、

ラクトソームの 5 倍の表面密度を持ち、抗体産生を起こさないことを明らかにしてい

る。また、ラクトソームに対する抗体が、ELISA のプレート上に敷いたペプチドナノシ

ートを認識するが、静脈投与したペプチドナノシートを認識しないことを、蛍光イメ

ージングより示している。この結果から、表面密度の高いブラシ構造を取った場合、

抗原認識は行われないことを見出している。 

第 4 章では、A3B 型の両親媒性ポリマーを用いたラクトソームを調製して、ABC 現象

を調べている。A3B 型では、親水性のポリサルコシンンブロックが 3 本鎖となっている。

このため、A3B 型のラクトソームはペプチドナノシートと同様にラクトソーム（AB 型）

の約 5 倍の表面密度を持つことを明らかにしている。A3B 型投与時の抗体値は AB 型の 6
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割であり腫瘍イメージングが可能であることを見出している。また、PEG 修飾リポソー

ムで報告のある ABC 現象の要因を踏まえて、サイズおよび血中滞留性について検討し、

これらのいずれの要因も関与の低いことを明らかにしている。これらの結果から、高

分子ミセルの疎水部を、親水性鎖の表面密度を上げて被覆した、A3B 型ラクトソームの

構造が、免疫細胞や抗体との相互作用を妨げることを明らかにしている。 

第 5 章では、A3B 型両親媒性ポリマーに AB 型両親媒性ポリマーあるいは疎水部のポ

リ乳酸を内包させることにより粒子サイズを調整することを試みている。まず、親水

性鎖を 1 分子中に 2 本有する A2B 型両親媒性ポリマーを合成し、分子集合体を作製した

ところ、紐状ミセルになることを見出している。これに対し、A3B 型両親媒性ポリマー

を用いると、球状ミセルとなる。A3B 型両親媒性ポリマーに AB 型両親媒性ポリマーを

混合させ分子集合体を作製することにより、20 ‒ 40 nm の範囲で、nm オーダーの精度

で高分子ミセルの粒子径サイズ調整が可能であることを明らかにしている。同様に A3B

型両親媒性ポリマーにポリ乳酸を混合させることによっても、粒子径を大きくできる

ことを明らかにしている。 

第 6 章では、ポリ乳酸の光学異性体を用いて分子集合体を作製し、体内動態をコン

トロールすることを試みている。これまでに、ポリ（ L-乳酸）とポリ（ D-乳酸）の混

合物は、ステレオコンプレックスを形成し、物理強度が増大することが知られている。

そこで、ポリ(サルコシン)-ポリ（L-乳酸）を用いて作製したラクトソームに、近赤外

蛍光プローブ（ICG）で標識化したポリ（L-乳酸）、ポリ（D-乳酸）、あるいはポリ（D,L-

乳酸）を混合して、マウスに静脈投与し、蛍光イメージングにて血中滞留性を評価し

ている。その結果、ポリ（ D-乳酸）を内包させた場合は、ラクトソームを構成する両

親媒性ポリマーのポリ（ L-乳酸）ブロックとステレオコンプレックスを形成し、血中

滞留性が長くなり、腫瘍への集積性が高くなることを見出している。これに対して、

ポリ（ D,L-乳酸）を混合した場合、血中からのクリアランスが速くなり、近赤外蛍光

イメージングでの腫瘍/背景比が、投与後早い時期から高くなることを明らかにしてい

る。 

第 7 章では、F-18 標識化ラクトソームを用いて PET イメージングを検証している。

現在、PET で腫瘍の初期診断を行う場合、FDG が用いられているが、乳癌などには感度

が高いものの、脳腫瘍、肝臓癌、膵臓癌、腎臓癌などに対しては感度が低いことが知

られている。本章では、F-18 標識化ラクトソームの体内動態を、剖検および PET イメ

ージングにより評価している。脱フッ素が起こった場合の指標である、骨への集積は

剖検では認められず、投与後 6 時間後まで、ラクトソームは血中に安定に存在してい

ることを明らかにしている。投与後の腫瘍/筋肉比は 2.7 であり、蛍光イメージングと

同様に PET イメージングでも腫瘍への集積を確認し、PET イメージングで F-18 標識化

ラクトソームが有効であることを実証している。 

第 8 章では、I-131 標識化ラクトソームを用いて経皮的エタノール注入療法（PEIT）

と併用した内部照射療法を検証している。PEIT とは、肝臓癌治療で主に使用され超音

波画像下で腫瘍に無水エタノールを注入することで腫瘍部分を死滅させる治療方法で

ある。肝臓内部の重要な血管に接している場合はエタノール注射が安全かつ十分にで

きず再発することがあると報告されている。本章では、PEIT の再発防止とその治療部

分にできる新生血管が EPR 効果を増強することを予測し、併用実験で評価している。

剖検の結果、PEIT 併用後の腫瘍部位にはコントロールの 3 倍の I-131 標識化ラクトソ

ームが集積することを確認している。治療実験の結果、PEIT と 200 MBq/kg の I-131

標識化ラクトソーム投与により、腫瘍増大に対する有意な抑制効果を実証している。 

結論では、本論文で得られた成果について要約している。 
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（論文審査の結果の要旨） 

 本論文は、ナノ粒子を腫瘍の診断プローブおよび治療薬のナノキャリアに適用するた

め、両親媒性ポリマーの分子構造や分子集合体のモルフォロジー、ディメンジョンを変

化させ、マウスを用いた腫瘍診断と治療に関して、ポリマーミセルであるラクトソーム

を用いた研究成果についてまとめたものであり、得られた主な成果は次のとおりであ

る。 

１． ラ ク ト ソ ー ム が 引 き 起 こ す ABC 現 象 に つ い て 、 マ ウ ス へ の 投 与 後

anti-Lactosome IgM が産生すること、その抗原部位がポリサルコシンであることを明ら

かにした。また、PEG 修飾リポソームと異なり、anti-Lactosome IgG3 へのクラススイッ

チを観察し、6 ヶ月近く IgG3 抗体が持続することを示した。 

２． ラクトソームの大量投与に伴うマウスでの急性毒性が見られないことを示し

た。初回投与時の大量投与では免疫寛容を起こし抗体産生が減少することを示し、ABC

現象発症後の大量投与では産生された抗体量以上のラクトソームを投与することによ

り腫瘍イメージングが可能であることを明らかにした。 

３． ペプチドナノシートは、ラクトソームと同じポリサルコシンの親水部を持つに

も関わらず、抗体産生を誘導しないことを明らかにした。ペプチドナノシートは、親水

性鎖の表面密度が高いブラシ構造により、抗原認識が起こりにくいことを示した。 

４． A3B 型ラクトソームは、AB 型ラクトソームより抗体産生が少なく、複数回の腫

瘍イメージングが可能となることを示した。A3B 型ラクトソームでの高い親水性鎖の表

面密度が、免疫系との相互作用を妨げることを示した。 

５． A3B 型両親媒性ポリマーと AB 型両親媒性ポリマーあるいはポリ乳酸を混合して

ポリマーミセルを調製することで、広い粒径範囲にわたり nm 単位でのポリマーミセル

サイズの調整に成功した。 

６． ポリ乳酸の光学異性体を用いることにより、血中クリアランスを調節できるこ

とを示した。ポリ（D-乳酸）を用いると血中滞留性が長くなり、腫瘍集積量が高くなる。

一方、ポリ（DL-乳酸）を用いた場合はクリアランスが速く、投与後短い時間で腫瘍/背

景比が高くなることを明らかにした。 

７． F-18 標識化ラクトソームは、投与 6 時間後まで血中に安定に存在することを示

し、ラクトソームが、PET よる腫瘍イメージングに有効なプローブであることを明らか

にした。 

８． I-131 標識化ラクトソームは、PEIT 治療後の炎症部位に効率的に集積し、再発

防止および腫瘍の治療効果を示すことを明らかにした。 

以上要するに、本論文は、 腫瘍イメージングと治療に向けてポリマーナノ粒子の精

密設計を行い、マウスを用いてその有効性等を明らかにした。特に、ABC 現象回避に関

わる研究は、今後のナノ粒子の生体系への応用範囲を広げ、免疫を制御するナノ粒子開

発に役に立つため、学術上、実際上寄与するところが少なくない。よって、本論文は博

士（工学）の学位論文として価値あるものと認める。また、平成２７年１月１９日、論

文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合格と認めた。 

 




