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非侵襲治療のための 
酸化チタン内包高分子ミセル開発 

大阪府立大学 工学研究科 応用化学分野 
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 薬物の体内分布を時間的・空間的に正確に制御し、生

体内に存在する特異的な作用点に、望ましい濃度－時

間パターンで薬物を送達させることによって、最適な治

療効果を得る  

必要なとき（timing）に、 

必要な部位（location）で、 

必要な薬物治療（action） 

ドラッグデリバリーシステム（DDS; drug delivery system） 
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① 局所投与 
   →腫瘍や腫瘍近傍への直接注入、カテーテルの利用 

② 標的部位での選択的活性化 
   →プロドラッグの利用 

③ 薬物キャリアの利用（受動的ターゲティング） 
   →高分子化医薬、微粒子キャリアの利用 

④ 生物学的認識機構の利用 
   →抗体、糖タンパク質、糖の利用 

⑤ 体内挙動の外部からの誘導 
   →磁性誘導の利用 

⑥ 薬物放出挙動の体外からの制御 
   →温度・磁力による制御 

⑦ 外部からの作用による薬物活性化 
   →レーザー光や超音波照射の利用 

薬物ターゲティング 
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光線力学療法（photodynamic therapy） 

生体深部で治療効果を発現するためには、近赤外光 

励起が必要とされるが、近赤外光を利用しても十分な 

治療効果は得られず、PDTは表皮ガンや加齢黄斑変性 

などに対してのみ有効である。 
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光の生体組織への透過性 

マウスなどの小動物での実験では有効性が示されても、 
人への応用には限界がある 

特に、生体深部での治療効果の発現は期待できない 

各種レーザー光の生体組織への浸透深さ 
〈文部科学省HPより引用〉 
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光増感剤としての酸化チタン 

UV光励起されたTiO2はin vitro
において殺細胞効果を示す 

酸化チタンの紫外光励起による活性酸素種生成 
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ultrasound (39 kHz) 

ROS 

Before  
Al2O3 TiO2 

After ( 60 min ) 
Al2O3 TiO2 

degradation of methylene blue 
N. Shimizu et al., Ultrasonic Sonochem., 2007, 14, 184-190  

超音波照射 (sonication) 

TiO2 

音の周波数と利用 

酸化チタンへの超音波照射効果 

診断分野で利用される周波数域の超音波は、生体深部まで到達できる‼ 

http://www.honda-el.co.jp/industry/w113mk.html
http://www.honda-el.co.jp/medical/hs1500.html
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EPR効果による腫瘍集積 

血流 

組織細胞 

血管内皮細胞 

正常組織 

組織細胞 

腫瘍組織 

Enhanced permeation and retention 
effect  
 腫瘍組織では、正常組織に比べ血管
透過性が著しく亢進しているため、高分
子や微粒子が血管より流出しやすい。
また、リンパ系が発達していないため、
腫瘍組織に到達した物質は蓄積する。 

高分子ミセルやリポソームなどの粒子性キャリア： 
適切なサイズにすることにより腫瘍組織へ集積 
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酸化チタン内包高分子ミセルによる生体深部非侵襲治療 

高い生体深達度 
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酸化チタンナノ粒子内包ポリイオンコンプレックスミセル 

酸化チタンナノ粒子が生理的pHでは負に帯電していることを
利用して高分子ミセルへ内包 
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合成高分子との複合化によるTiO2ナノ粒子の分散安定化 

TiO2 dispersion 
(pH 2.5; 10 nm) 

neutralization 
by NaOH aq. ultrafiltration Removal 

of free 
polymer 

phosphate buffered saline (PBS) 

DLS, TG/DTA 
measurements 

Turbidity 
measurement 

pH 2.5 pH 7 
TiO2 NPs Mixture 

at pH 7 
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酸化チタン内包ミセルの細胞取込 

24 hs incubation wash 
Laser confocal microscopic 

observation 

HeLa cells 
Fluorescein-labeled 
TiO2 NPs 

Rhodamine-labeled 
PAA-g-PEG 

酸化チタン（緑）とグラフトポリマー（赤）の分布が一致 
⇒細胞内においてもミセルは解離せず存在 
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超音波照射による活性酸素種生成を介した殺細胞効果 

HeLa cells 

24 hs 
incubation 

wash 1 MHz, 0.5 W/cm2 
sonication 

2k26 micelles 

Evaluation of cell 
viability by MTT assay 

*Cell viability was percentage 
against no nanohybrids and 
sonication. 

+ glutathione 
- glutathione 

超音波照射により細胞内で活性酸素種（ROS）を生成し、
それによって殺細胞効果を発現 
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超音波照射部位選択的な殺細胞効果 

HeLa cells 

4 or 24 hours 
incubation wash 

1 MHz, 0.5 W/cm2 
sonication for 5 min 

Fluorescence 
microscopic 
observation 

micelles 

Living cells：Calcein-AM 
Dead cells：propidium iodide 

Live/dead double 
staining 

scale bar: 1 mm 

without 
nanohybrids 

with nanohybrids 
4hours incubation 

with nanohybrids 
24hours incubation 
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超音波照射部位選択的な殺細胞効果 
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In vivo腫瘍縮退効果の検討 

Hos:HR-1 マウス（7週令、オス）の皮下に

B16-F1細胞を2x106 cells 移植した。皮下

移植3日後に各処理を行い、3日毎に腫瘍

体積を測定した（n=3）。 
ミセル投与量：TiO2 2.5mg/mL×10µL 

ミセル＋超音波照射において有意な腫瘍縮退効果を確認 

京都薬科大学 小暮 教授・濱 講師との共同研究 
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強度変化(2 min, 1 
MHz) 

時間変化(0.5 W/cm2, 1 
MHz) 

殺細胞効果は超音波強度より照射時間に強く依存 

超音波照射による1O2の生成量は超音波強度・照射時間に比例して増加 

In vitro殺細胞効果への超音波照射条件の影響 

A. Harada et al., Biomaterials Sci., 2013, 1, 65-73. 



17 

1O2 細胞質内 

寿命 ： 10-40 nsec 

拡散距離 ： 10-20 nm 

Photochem. Photobiol. 2006, 82, 1178-1186 
緑 : PICミセル 
黄 : TiO2 

赤 : 1O2 の拡散範囲 

1O2が作用できる範囲 

1O2の作用できる範囲は同程度 

超音波強度 

1O2 はミセル周囲の狭い範囲にしか

拡散できない 

細胞死誘導部位にて 
1O2が作用することが重要 

 1O2の作用できる範囲は 

ミセル自身の拡散によって決定される 

In vitro殺細胞効果への超音波照射条件の影響 
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TiO2ナノ粒子内包ポリイオンコンプレックスミセルのゼータ電位 

二価アニオンがミセル相へ効果的に濃縮される 
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sulforhodamine B 
2 価 

calcein 
4 価 

fluorescein 
1 価 

蛍光検出によるGPC チャート 
（Ex:565 nm, Em:585 nm） 

多価アニオン性の化合物を高効率で保持 

TiO2ナノ粒子内包高分子ミセルの荷電性化合物保持能 
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TiO2ナノ粒子内包高分子ミセルへの異種荷電性化合物保持 

Calcein、sulforhodamine 
Bともに80%以上を保持 

両色素を細胞内に送達 
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PICミセルによるプロドラッグ（カルモフール）の可溶化 

ミセルのサイズに影響なく、水に不溶なカルモフールを可溶化 

0.45 mg/mL TiO2のミセル溶液に10 mg/mLのカルモフールDMSO溶液を添加 

ミセルを含まないPBSへのカル
モフールDMSO溶液の添加では
ただちに沈殿形成 

疎水性のカルモフールがナノ複
合体へ分配され可溶化 

カルモフール 5-FU 

加水分解 
＋ 
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超音波照射によるカルモフール加水分解の促進 

超音波照射条件 
1MHz, 2.0W/cm2, duty cycle 100%, 10min 
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カルモフール担持PICミセルの殺細胞効果 

超音波照射条件 
1MHz, 0.5W/cm2, duty cycle 100%, 5 min 

HeLa cells 

8 hs 
incubation 

wash sonication 

PIC micelles 

Evaluation of cell 
viability by MTT assay 

24 hs 
incubation 

超音波照射による効果、カル
モフールの効果よりも両者を
組み合わせることにより殺細
胞効果の向上 
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生体深部で効果的に治療効果を示すDDS 

高齢化社会おいて問題とされる患者のQOLの向上させ、 
既存設備（超音波診断装置）の活用で実現できる低侵襲治療 

これまで酸化チタンは物質の不活化のために利用されてきたが、 
本発明では物質の活性化に利用するという真逆のアプローチ 

高い生体深達度 
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本技術に関する知的財産権 

発明の名称：二酸化チタン複合体、その分散液及び製造方法 
出願番号：特許出願2011－51810 
公開番号：特許公開2012－116826 
出願人：公立大学法人大阪府立大学 
発明者：原田敦史 
 
お問い合わせ先 
公立大学法人  大阪府立大学 
地域連携研究機構 産学官研究連携推進センター 
  知的財産マネジメントオフィス     菅谷 正 
ＴＥＬ：072-254-9317， ＦＡＸ：072-254-9849 
e-mail：cts24606@osakafu-u.ac.jp 
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