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あらまし 腫瘍組織に親和性があり集積性をもって腫瘍に選択的に取り込まれる光増感剤 (5-Aminolevulinic
Acid = 5-ALA) が近年注目され，臨床でも元々ヘム代謝の前駆体であることから無毒であり，悪性脳腫瘍の外
科手術にその代謝物 Protoporphyrin-IX (Pp-IX) の赤色蛍光を頼りに腫瘍部を見事に識別して超音波メスで腫
瘍部を確実に取り除く方法（蛍光診断切除術）に応用されつつある．この前駆体 5-ALA を腫瘍組織へのキャリ
アーとして，その水溶液を投与前に酸化チタンナノ粒子 (5 nm) と混合させると会合体を形成して，腫瘍モデル
1 酸化チタンナノ粒子の会合体形成と
2 投与後の腫瘍モデル組織内の酸化
組織内に送り込ませることができた．
3 その治療効果を検討したので報告する．
チタンナノ粒子の検出及び
キーワード

酸化チタンナノ粒子，悪性脳腫瘍モデル，超音波増感と光線力学治療
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在の臨床応用に至っている．
本 論 に 戻 し ，腫 瘍 組 織 に 親 和 性 が あ り 集 積 性 を
もって 腫 瘍 に 選 択 的 に 取 り 込 ま れ る 光 増 感 剤 (5-
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Aminolevulinic Acid = 5-ALA) が近年注目され，臨

(3) 2.3 でレーザーと超音波照射で併用治療した 1

床でも元々ヘム代謝の前駆体であることから無毒であり，

腫瘍組織内での酸化チタン成分の検出には，先ず，腫

悪性脳腫瘍の外科手術にその代謝物 Protoporphyrin-

瘍組織のホルマリン固定後，そのパラフィンブロック

IX (Pp-IX) の赤色蛍光を頼りに腫瘍部を見事に識別

を作成後，研磨面出しして検出のサンプルとした．ラ

して超音波メスで腫瘍部を確実に取り除く方法（蛍光

マン分光顕微鏡（日本分光社製，近赤外光 785 nm 励起

診断切除術）に応用されつつある．この前駆体 5-ALA

型）を使用し，酸化チタンのラマン散乱光 2730 cm−1

を腫瘍組織へのキャリアーとして，その水溶液を投与

のピーク強度でマッピング像を作成し，形態組織像

前に酸化チタンナノ粒子 (5 nm) と混合させると会合

（ヘマトキシリン・エオジ [H&E] 染色像）と対応させ

体を形成して，腫瘍モデル組織内に送り込ませること

ながら，酸化チタン粒子の集積部位を明らかにした．

1 酸化チタンナノ粒子の会合体形成と
2投
ができた．

2. 3 投与後の実験腫瘍モデル動物を使用した治療

与後の腫瘍モデル組織内の酸化チタンナノ粒子の検出

3 その治療効果を検討したので報告する．
及び

2. 実験材料と実験方法
2. 1 酸化チタンナノ粒子の会合体形成実験及び検
出実験「結果：図 1」

(1) 用いた酸化チタンナノ粒子は，リン酸塩結晶

効果の検証実験「結果：図 3」

(1) レーザー照射条件：1 mM の 5-ALA 生理食塩
水を経口投与後 3 時間目に，ヘムの前駆体であるプ
ロトポルフィリン-IX (Pp-IX) の赤色蛍光が腫瘍組織
内で確認されたので，この時間帯で，635 nm の半導
体 CW レーザー (150 mW/cm2 ) の照射を 16 分 40 秒

(1,000 sec) 行った (150 J/cm2 )．

[TKS-203: Ti3 (PO4 )4 ] で，サイズが 5–6 nm あり，水

(2) 超音波照射条件：レーザー照射後，当時日立

溶液ではゾルの形状をしていると報告され，大阪に本

製作所中央研究所の梅村晋一郎研究主幹との共同開

社をもつ紫外線をカットする化粧品のバルクを製造し

発による実験動物用超音波プローブに連動した照射

ているテイカ株式会社から提供を受け，上記の以外の

(2) 1 mM の 5-ALA 水溶液と酸化チタンナノ粒子

(1 MHz, 70 W) 装置にて腫瘍部へ 10 分間行った．
1 未照射群，
2 5-ALA 投与後超音波単独照
(3) 
3 5-ALA/TiO2 投与後のレーザー照射群，
4
射群，

ゾル（最終濃度 2%）を混合溶液（最終容量 1 ml）に対


3 の後の超音波照射群の 4 群に対して，各群 5 匹ずつ

し，Brownson 社 (USA) 製の超音波洗浄器 (42 kHz,

の照射実験を行った．

性状の情報は特許の関係で得られていない．

70 W) にて 5 分間の照射した溶液と 5-ALA を加えな
い酸化チタン粒子ゾル溶液を比較サンプルとした．

(3) 走査電子顕微鏡 (SEM) は，JSM-6390 型の日
本電子工業製の装置を使用した．

(4) 透過電子顕微鏡 (TEM) は H-7650 型の日立製
作所製の装置を使用した．

2. 2 投与後の腫瘍モデル組織内の酸化チタンナノ
粒子の検出実験「結果：図 2」

(4) 照射後からの腫瘍サイズの計測（縦 × 横 × 高 ×
π/6 = だ円体の体積近似式）を 21 日目まで継続して，
経過日数に対する腫瘍サイズのグラフ（成長曲線）を
作成した．

3. 結果と考察
3. 1 酸化チタンナノ粒子の会合体形成結果 [図 1]
(1) 5-ALA を添加した酸化チタン粒子は，図 1 の

(1) 投与する実験腫瘍モデルマウスは，C3 H/He

A と B，C と D のように，両電顕像からも明らかに

系統のマウスの背中の皮下に，2x10E5 cells/0.1 ml の

酸化チタン粒子が会合体の形成をしていることが確認

扁平上皮癌 (NR-S1: SCC) 細胞を移植後，2 週間後
（腫瘍サイズ = 113 mm3 = 6 mm × 6 mm × 6 mm ×

π/6：だ円体の体積の近似計算式）に実験に使用した．

できた．特に透過電顕像からは，粒径 50 nm のクラス
ター形成が確認できた．

(2) この会合体形成は，5-ALA 分子による弱い親

(2) 投与の容液は 1 mM-ALA 生理食塩水 (1 ml)

和性と軽い超音波照射修飾能を有することが，ブタ

に 20%-TiO2 リン酸塩ゾル溶液を 10 倍に分散させ，

ノール：酢酸：水溶液 (= 4 : 1 : 5) 混合液にて分離し

45 kHz の超音波洗浄機（70 W, Brownson 社製，USA）

たことから実証化できた．

にて 5 分間の照射後，マウス 1 匹（体重 20 g）あたり

(3) 更に，この分画のナノ粒子粒度分布の計測結果

0.2 ml（100 倍に希釈）を胃腸に直接ゾンデにて，経

からは，47 nm と 1,000 nm の粒度成分が存在してい

口投与した．

た．推測するに，超音波照射により，マイクロバブル
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図1

酸化チタンナノ粒子の 5-ALA 溶液のないとき（左
列 A, C）と有るとき（右列 B, D）の走査電顕像
（上段 A, B）と透過電顕像（下段 C, D）
Fig. 1 The Scanning electron microscope (SEM) images [A and B] and Transmitance electron microscope (TEM) images [C and D] of TiO2
nanoparticles in the absence [A and C] and
presence [B and D] of 5-ALA aqueous solution.

図 3 扁平上皮癌モデル (SCC) の光線力学治療 (PDT)
と超音波増感治療 (SDT) の単独及び併用治療効果
の腫瘍成長曲線
Fig. 3 The growth curves of a squamous cell carsinoma (SCC) tumor treated by photodynamic
therapy (PDT) and/or sonodynamic therapy
(SDT).

の塊として血中を移動しているように思われる．

(2) 図 2 右側上下の SCC 腫瘍内の血管中に酸化チ
タン粒子が分散しており，そのサイズがやはり 1–3 μm
サイズで分布しているように見える．

(3) 腫瘍内血管が，常時癌治療におけるターゲット
として言われているが，まさに理想的な治療効果に結
びつく可能性のある存在分布と言える．

3. 3 その実験腫瘍モデル動物を使用した治療効果
の検証結果 [図 3]

(1) 図 3 は実験 SCC 腫瘍モデルの成長曲線を示
す．超音波照射によるナノ粒子に与えるキャビテー
ション効果により活性酸素の 1 種であるヒドロラジカ
ル (OH*) が，酸化チタン粒子が存在すると存在しな
図 2 血中（左列）と扁平上皮癌モデル組織 (SCC)（右
列）に於ける酸化チタン成分（ラマン散乱吸収ピー
ク：2,730 cm−1 ）のラマン顕微像
Fig. 2 Raman microscopic mapping images of TiO2
nanoparticles in the blood (Left) and the squemous cell carcinoma (SCC) tumor model tissue (Right).

いときよりも約 3 倍の生成能が増加する事実は，溶液
レベルで既に電子スピン共鳴法を用いて実証化してい
ることからも，レーザー照射後の超音波と酸化チタン
ナノ粒子の相乗的抗腫瘍効果として表れている．
これは従来より著者が提言している超音波増感効果

(Sonodynamic Therapy = SDT) [1]〜[3] を実験動物
を内包したクラスターの形成があるのではないかと思
われる．これが浮力を得てより移動能力ができたもの
と考察する．

3. 2 投与後の腫瘍モデル組織内の酸化チタンナノ
粒子の検出結果 [図 2]

でも実証化したことになる [1]．

(2) 5-ALA は酸化チタン粒子の腫瘍へのキャリ
アーとしてだけではなく，体内のポルフィリン代謝経
路（ヘム合成）の前駆体である Pp-IX が光増感剤と
して腫瘍組織に集積して，レーザー光照射による光線

(1) 図 2 の左右上段は血中と SCC 腫瘍組織の H&E

力学的治療 (Photodynamic Therapy = PDT) 効果

染色像を示している．左側上下の図から，血中では血

を腫瘍組織の血管に対して発揮していることが，黄緑

液細胞とは独立して血清等に結合して 3–4 μm サイズ

色のコントロールや青色の (5-ALA+US) に比較して，
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桃色の (5-ALA/TiO2 ) のカーブが抗腫瘍効果を有意
に示している．
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