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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
リポソームの生成工程において、マイクロ流路に、有機溶媒を含まない溶液とリン脂質成
分からなるリン脂質分散液、及び気体を導入し、当該マイクロ流路内でリン脂質分散液と
気体を混合させる工程を含むことを特徴とするリポソームの製造方法。
【請求項２】
前記リポソームの生成工程において、炭酸ガスによる加圧濾過工程を含まないことを特徴
とする、請求項１に記載のリポソームの製造方法。
【請求項３】
マイクロ流路が、導入部に少なくとも２つのマイクロ流路を有し、導出部に１つのマイク
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ロ流路を有する分岐型マイクロ流路であって、以下の工程を含むことを特徴とする、請求
項１又は２に記載のリポソームの製造方法：
１）導入部における１のマイクロ流路よりリン脂質分散液を導入する工程；
２）導入部における他の１のマイクロ流路より気体を導入する工程；
３）マイクロ流路内で、リン脂質分散液と気体を混合させる工程；
４）導出部のマイクロ流路よりリポソームを導出する工程。
【請求項４】
マイクロ流路の内径が、１００〜１０００μｍである、請求項１〜３のいずれか１に記載
のリポソームの製造方法。
【請求項５】
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リン脂質分散液流量：気体流量が、０．００１〜１０：１である、請求項１〜４のいずれ
か１に記載のリポソームの製造方法。
【請求項６】
気体流量が、１〜１５ｍｌ／時である、請求項１〜５のいずれか１に記載のリポソームの
製造方法。
【請求項７】
リポソーム形成時の温度が、１５〜８０℃である、請求項１〜６のいずれか１に記載のリ
ポソームの製造方法。
【請求項８】
請求項１〜７のいずれか１に記載のリポソームの製造方法において、マイクロ流路に、さ
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らに内包剤を導入し、当該マイクロ流路内でリン脂質分散液、内包剤及び気体を混合する
ことを特徴とする、内包剤を含有するリポソームの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、有機溶媒を使用することなく、さらに炭酸ガス等による加圧濾過や、加熱を
行うことなく、粒子径が均一化されたリポソームを容易に製造しうるリポソームの製造方
法に関し、及び該製造方法により得られたリポソームに関する。さらには、このようなリ
ポソーム製造用のデバイス並びに製造用キットに関する。
【０００２】
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本出願は、参照によりここに援用されるところの日本出願特願２０１１−１０４０８号
優先権を請求する。
【背景技術】
【０００３】
リポソームは、主にリン脂質によって形成される二分子膜（リポソーム膜）の閉鎖小胞
体であり、生体膜と類似の構造や機能を有するため、従来から様々な研究材料として用い
られてきている。このリポソームは、内部に有する水相には、水溶性の内包剤（例えば、
薬効成分）を、二分子膜の内部には油溶性の内包剤を保持するという、いわゆるカプセル
構造を構築できることから、診断、治療、化粧などの様々な分野で用いられてきている。
さらに、近年では、薬物送達システム（ＤＤＳ）への応用が盛んに研究されている。
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【０００４】
このような薬効成分などの内包剤を内包したリポソームは、ロータリエバポレータ等を
使い、恒温槽にて丸底フラスコの回転条件下でフラスコの底部に脂質膜を形成させ、そこ
に内包物を含む水溶液を導入して、減圧条件下で形成されるバンガム（Bangham）法があ
る（非特許文献１）。かかるバンガム法により得られるリポソームは粒子径分布が広く、
ゲルろ過等の処理を経て所望の粒径のリポソームの回収を行っていた。しかし、その方法
では回収されるリポソームは投入原料のせいぜい１％程度にしかならず、製造コストの高
額化が大きな問題であった。
【０００５】
マイクロ流路を使ったリポソームの製法としてはアンドレアス・ジャーン等の方法があ
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る（非特許文献２）。この方法では、流路が十字構造となり、中央流路に内包物と脂質と
有機溶媒の混合物を流し、両側流路から緩衝液を流し、この両者の混合速度（希釈過程）
の調整によりリポソームを製造する。また、他の製造方法として、有機溶媒に溶解させた
リン脂質溶液をマイクロ流路に導入し、有機溶媒を乾燥させてマイクロ流路の壁にリン脂
質の薄膜を形成させ、リポソームを生成させる方法について開示がある（特許文献１）。
上記の方法では、有機溶媒を除去する工程が煩雑であり、また有機溶媒がリポソーム製剤
に残留する可能性は完全には否定することができず、有機溶媒による生体への好ましくな
い影響が問題となる。係るマイクロ流路を用いる方法によれば、粒子径が均一化されたリ
ポソームを容易に製造することができるが、有機溶媒を除去したり、乾燥させる工程に、
時間を要することが問題であった。
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【０００６】
有機溶媒を用いないで、リポソームを生成させる方法として、リポソーム膜成分物質と
水溶液とをリポソーム膜成分物質の相転移温度以上で混合し、炭酸ガスによる加圧濾過を
行う方法（特許文献２）、ヒドロキシル基を有する化合物の存在下で、脂質膜成分と超臨
界若しくは亜臨界状態の二酸化炭素（炭酸ガス）とを混合することにより作製する方法（
特許文献３）などが開示されている。しかしながら、これらの方法は、炭酸ガスによる加
圧濾過や、又は超臨界若しくは亜臨界状態の二酸化炭素（炭酸ガス）を要し、煩雑な工程
を要する。また、有機溶媒を含まないリポソーム含有製剤について開示があるが、係るリ
ポソーム含有製剤の製造工程においても、リポソーム膜成分物質の４０〜６５℃の相転移
温度でリポソーム膜成分物質を処理し、二酸化炭素（炭酸ガス）を用いることも要件とさ
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れている（特許文献４）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】J.Mol.Biol.,13,238(1965)
【非特許文献２】J.Am.Chem. Soc. 2004, 126, 2674‑2675(Controlled Vesicle self‑ass
embly in microfluidic channels with hydrodynamic focusing)
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開2008‑285459号公報
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【特許文献２】特開2007‑262026号公報
【特許文献３】特開2006‑63052号公報
【特許文献４】特開2006‑298844号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明は、有機溶媒を使用することなく、さらに炭酸ガス等による加圧濾過や、有機溶
媒を除去するための加熱処理、吸引処理や乾燥処理を行うことなく、粒子径が均一化され
たリポソームを容易に製造しうるリポソームの製造方法を提供することを課題とする。ま
た、そのような該製造方法により得られたリポソームを提供することを課題とし、さらに
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は、このようなリポソーム製造用のデバイス並びに製造用キットを提供することを課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、リポソームの生成工
程において、マイクロ流路に、リン脂質分散液、及び気体、即ち空気、不活性ガス、若し
くはそれらの混合物を主成分とする気体を導入し、当該マイクロ流路内でリン脂質分散液
と気体を混合させる工程を含むことを特徴とする製造方法によれば、有機溶媒を使用する
ことなく、さらに炭酸ガス等による加圧濾過や、有機溶媒を除去するための加熱処理、吸
引処理や乾燥処理を行うことなく、粒子径が均一化されたリポソームを製造しうることを
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見出し、本発明を完成した。
【００１１】
つまり、本発明は以下からなる。
１．リポソームの生成工程において、マイクロ流路に、有機溶媒を含まない溶液とリン脂
質成分からなるリン脂質分散液、及び気体を導入し、当該マイクロ流路内でリン脂質分散
液と気体を混合させる工程を含むことを特徴とするリポソームの製造方法。
２．前記リポソームの生成工程において、炭酸ガスによる加圧濾過工程を含まないことを
特徴とする、前項１に記載のリポソームの製造方法。
３．マイクロ流路が、導入部に少なくとも２つのマイクロ流路を有し、導出部に１つのマ
イクロ流路を有する分岐型マイクロ流路であって、以下の工程を含むことを特徴とする、
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前項１又は２に記載のリポソームの製造方法：
１）導入部における１のマイクロ流路よりリン脂質分散液を導入する工程；
２）導入部における他の１のマイクロ流路より気体を導入する工程；
３）マイクロ流路内で、リン脂質分散液と気体を混合させる工程；
４）導出部のマイクロ流路よりリポソームを導出する工程。
４．マイクロ流路の内径が、１００〜１０００μｍである、前項１〜３のいずれか１に記
載のリポソームの製造方法。
５．リン脂質分散液流量：気体流量が、０．００１〜１０：１である、前項１〜４のいず
れか１に記載のリポソームの製造方法。
６．気体流量が、１〜１５ｍｌ／時である、前項１〜５のいずれか１に記載のリポソーム
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の製造方法。
７．リポソーム形成時の温度が、１５〜８０℃である、前項１〜６のいずれか１に記載の
リポソームの製造方法。
８．前項１〜７のいずれか１に記載のリポソームの製造方法において、マイクロ流路に、
さらに内包剤を導入し、当該マイクロ流路内でリン脂質分散液、内包剤及び気体を混合す
ることを特徴とする、内包剤を含有するリポソームの製造方法。
９．前項１〜８のいずれか１に記載のリポソームの製造方法により得られるリポソーム。
１０．マイクロ流路を含んでなる、前項９に記載のリポソームの製造用デバイス。
１１．前項１０に記載のリポソーム製造用デバイスと、有機溶媒を含まないリン脂質分散
液、内包剤及び／又は気体の導入用シリンジを含むことを特徴とする、リポソーム製造用

20

キット。
【発明の効果】
【００１２】
本発明のリポソーム製剤の製造方法によれば、有機溶媒を使用することなく、さらに炭
酸ガス等による加圧濾過や、有機溶媒を除去するための加熱処理、吸引処理や乾燥処理を
行うことなく、粒子径が均一化されたリポソームを容易に製造しうる。
【００１３】
本発明のリポソーム製剤の製造方法によれば、気体とリン脂質分散液との気液界面にリ
ン脂質を吸着させて、配向を行うことができる。背景技術の欄で述べた特許文献１に記載
の方法では、有機溶媒に溶解させたリン脂質溶液をマイクロ流路に導入し、有機溶媒を乾
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燥させてマイクロ流路の壁にリン脂質の薄膜を形成させて、リポソームを生成させており
、壁面にリン脂質成分を吸着させるために有機溶媒が必要であった。一方、本発明の製造
方法によれば、有機溶媒を必要とせず気液界面にリン脂質を吸着させることができ、リポ
ソームを生成することができる。有機溶媒は、一般に毒性が問題となるので、完全に除去
することが必須であったが、本発明の方法によれば、有機溶媒を用いないことにより、有
機溶媒の残存可能性を完全に否定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明のリポソーム製造用装置の一例を示す図である。
【図２】本発明のリポソーム製造用デバイスにおけるマイクロ流路内での合流部の流れを
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示す顕微鏡写真図である。（実施例１）
【図３】本発明のリポソーム製造用デバイスにおけるマイクロ流路内の様子を示す顕微鏡
写真図である。（実施例１）
【図４Ａ】本発明のリポソーム製造用デバイスにおけるマイクロ流路内で、気液界面にリ
ン脂質が吸着する様子を示す写真図である。（実施例１）
【図４Ｂ】本発明のリポソーム製造用デバイスにおけるマイクロ流路内で、気液界面にリ
ン脂質が吸着し、リポソームを生成する機構を示す写真図である。（実施例１）
【図５】本発明のリポソーム製造方法により得られたリポソームと、バンガム法により得
られたリポソームの粒度分布比較結果を示す図である。（実験例１）
【図６】本発明のリポソーム製造方法により得られたリポソームと、空気を含まない系で

50

(5)

JP 5904555 B2 2016.4.13

マイクロ流路を用いる方法により得られたリポソームの粒度分布比較結果を示す図である
。（実験例２）
【図７】リン脂質分散液、ＰＢＳ流量及び空気流量を変えたときのリポソームの収率を示
す図である。（実験例３）
【図８】リン脂質分散液、ＰＢＳ流量及び空気流量の流量比を変えたときのリポソームの
収率を示す図である。（実験例３）
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下、本発明のリポソームの製造方法について詳細に説明する。本発明のリポソームの
製造方法は、リポソームの生成工程において、マイクロ流路に、有機溶媒を含まない溶液
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とリン脂質成分からなるリン脂質分散液、及び気体を導入し、当該マイクロ流路内でリン
脂質分散液と気体を混合させる工程を含むことを特徴とするリポソームの製造方法に関す
る。
【００１６】
本発明において「有機溶媒を含まない溶液」とは、有機溶剤を含まない水性媒体であっ
て、リン脂質成分を分散しうる媒体をいい、特に限定されないが、例えば水、好適には注
射用蒸留水、生理的食塩水、イオン交換水や、これらの溶液にグリセリン、グルコース、
サッカロース、マルトースなどの等張化剤としての多価アルコールを０．２〜０．３Ｍ程
度含有する水性媒体が挙げられる。本発明の製造方法によれば、製造時において有機溶媒
、グリチルリチン類やコール酸類等のリポソームの形成助剤を用いることなく、簡便かつ
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効率良くリポソームを形成し得る利点を有する。また、本発明の有機溶媒を含まない溶液
は、リン脂質成分の他、リポソームに内包されうる所望の内包剤を溶解しうる水性媒体、
例えばリン酸緩衝液（ＰＢＳ）等であってもよい。また、本発明において「気体」とは、
空気、不活性ガス、又はそれらの混合物を主成分とする気体が挙げられる。
【００１７】
本発明の製造方法で使用される「リン脂質成分」は、中性リン脂質として、大豆、卵黄
などから得られるレシチン、リゾレシチン及び／又はこれらの水素添加物、水酸化物の誘
導体を挙げることができる。これらは単独でも併用してもよい。その他のリン脂質として
、卵黄、大豆又はその他、動植物に由来するホスファチジルコリン、ホスファチジルセリ
ン、ホスファチジルイノシトール、ホスファチジルグリセロール、ホスファチジルエタノ
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ールアミン、スフィンゴミエリン、合成により得られるホスファチジン酸、ジパルミトイ
ルホスファチジルコリン（DPPC）、ジステアロイルホスファチジルコリン（DSPC）、ジミ
リストリルホスファチジルコリン（DMPC）、ジオレイルホスファチジルコリン（DOPC）、
ジパルミトイルホスファチジルグリセロール（DPPG）、ジステアロイルホスファチジルセ
リン（DSPS）、ジステアロイルホスファチジルグリセロール（DSPG）、ジパルミトイルホ
スファチジルイノシトール（DPPI）、ジステアロイルホスファチジルイノシトール（DSPI
）、ジパルミトイルホスファチジン酸（DPPA）、ジステアロイルホスファチジン酸（DSPA
）などを挙げることができる。
【００１８】
これらのリン脂質成分は通常、単独で使用されるが、２種以上併用して混合使用しても
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よい。２種以上の荷電リン脂質成分を使用する場合には、負電荷のリン脂質同士又は正電
荷のリン脂質同士で使用することが、リポソームの凝集防止の観点から望ましい。
【００１９】
本発明の「リン脂質分散液」には、所望により上記リン脂質成分の他に、他の成分を加
えることもできる。その例として、膜安定化剤又はポリアルキレンオキシド基導入用アン
カーとしてコレステロール、コレステロールエステルなどのステロール類、荷電物質であ
るジセチルホスフェートといったリン酸ジアルキルエステルなどが例示される。
【００２０】
本発明において「マイクロ流路」とは、導入部と導出部を有する、長さが２ｍｍ〜５ｍ
の流路であり、その流路内径は１００〜１０００μｍ、好ましくは２００〜５３０μｍで
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ある。流路内径は、所望するリポソーム粒子径により適宜調整されたものを使用すること
ができる。本発明のマイクロ流路には、導入部に少なくとも２つのマイクロ流路を有し、
導出部に１つのマイクロ流路を有する分岐型マイクロ流路であるのが好適である（図１参
照）。例えば、導入部における１のマイクロ流路よりリン脂質分散液を導入し、導入部に
おける他の１のマイクロ流路より気体を導入し、統合されたマイクロ流路内でリン脂質分
散液と気体を混合させることができる。
【００２１】
マイクロ流路が、導入部に少なくとも２つのマイクロ流路を有し、導出部に１つのマイ
クロ流路を有する分岐型マイクロ流路の場合、本発明のリポソームは、以下の工程を含む
製造方法により、製造することができる（図１参照）。
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１）導入部における１のマイクロ流路よりリン脂質分散液を導入する工程；
２）導入部における他の１のマイクロ流路より気体を導入する工程；
３）マイクロ流路内で、リン脂質分散液と気体を混合させる工程；
４）導出部のマイクロ流路よりリポソームを導出する工程。
【００２２】
上記において、工程１）及び工程２）は同時に行うことができ、各々別の導入部よりリ
ン脂質分散液及び気体をマイクロ流路内に導入することができる。導入部に３以上のマイ
クロ流路を有する場合は、その他のマイクロ流路より、水性媒体（有機溶媒を含まない溶
液）を導入したり、内包剤を含む水性媒体を導入することができる。内包剤は、リン脂質
分散液に混合して使用してもよい。
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【００２３】
上記において、工程１）及び工程２）において、リン脂質分散液及び気体をマイクロ流
路内に導入する方法は、特に限定されないが、例えばリン脂質分散液又は気体を含むシリ
ンジを、各々導入部のマイクロ流路に結合させて、ピストン又はポンプ等の作用によって
導入することができる（図１参照）。リン脂質分散液及び気体をマイクロ流路内に導入さ
せうる方法であれば、自体公知の方法であってもよいし、今後開発されるあらゆる方法を
適用することができる。
【００２４】
上記において使用可能な内包剤は水溶性であり、脂質二重膜に囲まれた閉鎖空間の水相
に内包される。内包剤の具体例として、広く医薬品に使用される水溶性の物質が挙げられ
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る。具体的には造影剤、抗がん剤、抗酸化剤、抗菌剤、抗炎症剤、血行促進剤、美白剤、
肌荒れ防止剤、老化防止剤、発毛促進剤、保湿剤、ホルモン剤、ビタミン類、色素、及び
タンパク質類などが挙げられる。この中でもヒドロキシル基、カルボキシ基を分子構造中
に含有する化合物が安定性の観点から好ましい。内包剤は、リン脂質分散液及び気体と同
時にマイクロ流路内に導入してもよいし、リン脂質分散液及び気体をマイクロ流路内に導
入した後に導入してもよい。
【００２５】
上記において、リン脂質分散液におけるリン脂質と水性媒体の混合比は、リン脂質が溶
解される十分量であれば特に限定されるものではないが、一般的には２〜３０ｍｇ／ｍｌ
の濃度に調整され、使用される。
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【００２６】
マイクロ流路に導入されるリン脂質分散液は、マイクロ流路の体積に応じて流路が十分
に満たされる量であればよい。また、導入されるリン脂質分散液流量と気体流量の比は、
リン脂質分散液流量：気体流量が、０．００１〜１０：１であり、好ましくは０．００１
〜４：１であり、最も好ましくは、０．５〜２：１である。導入される気体流量は、１〜
１５ｍｌ／時であり、好ましくは５〜１５ｍｌ／時であり、最も好ましくは５〜１０ｍｌ
／時である。リン脂質分散液の導入速度は、流速が、０．０００１〜０．５ｍ／秒、好ま
しくは０．０５〜０．３ｍ／秒、より好ましくは０．１〜０．２ｍ／秒である。流路内の
水溶液温度は、１５〜８０℃、好ましくは４５〜６５℃、より好ましくは５５〜６２℃で
ある。
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【００２７】
上記条件で、気体とリン脂質分散液との気液界面にリン脂質を吸着させて、リン脂質の
配向を行うことができる。背景技術の欄で述べた特許文献１には、有機溶媒に溶解させた
リン脂質溶液をマイクロ流路に導入し、有機溶媒を乾燥させてマイクロ流路の壁にリン脂
質の薄膜を形成させて、リポソームを生成させており、壁面にリン脂質成分を吸着させる
ために有機溶媒が必要であったのに対し、本発明の製造方法によれば、有機溶媒を必要と
せず気液界面にリン脂質を吸着させることができ、リポソームを生成することができる（
図２〜４参照）。
【００２８】
本発明のリポソームの製造方法によれば、生成工程において、炭酸ガスによる加圧濾過
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工程を含まないでリポソームを製造することができる。
【００２９】
本発明は、リポソームの製造用デバイスにも及ぶ。本発明のリポソームの製造用デバイ
スには、マイクロ流路が含まれる（図１参照）。当該マイクロ流路は、上記説明したよう
に、導入部と導出部を有する長さが２ｍｍ〜５ｍの流路であり、その流路内径は１００〜
１０００μｍ、好ましくは２００〜５３０μｍである。流路内径は、所望するリポソーム
粒子径により、適宜調整される。本発明のリポソームの製造用デバイスに含まれるマイク
ロ流路には、導入部に少なくとも２つのマイクロ流路を有し、導出部に１つのマイクロ流
路を有する分岐型マイクロ流路であるのが好適である。
【００３０】
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本発明は、さらに、リポソームの製造用デバイスと導入用シリンジを含むリポソーム製
造用キットにも及ぶ。当該導入用シリンジには、有機溶媒を含まないリン脂質分散液、内
包剤及び／又は気体を充填し、これらの物質をマイクロ流路に導入させることができる。
有機溶媒を含まないリン脂質分散液や内包剤は、用時調製することができる。また、有機
溶媒を含まないリン脂質分散液に、内包剤を加え、同時にマイクロ流路内に導入すること
もできる。
【００３１】
本発明は、上記製造方法により得られたリポソームにも及ぶ。本発明の製造方法により
生成されたリポソームは、マイクロ流路の導出部から排出される。生成されたリポソーム
は、遠心分離等の通常の手段で沈殿として回収される。回収されたリポソームは、マイク
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ロ流路の内径により、粒径が均一化されているが、所望により粒子径を調整するためのろ
過を行ってもよい。また、製剤化のための付加処理、滅菌等が行われ、所望により凍結乾
燥化及び／又は水溶液製剤として調製される。
【００３２】
本発明の製造方法によって製造されるリポソームとしては、多重層膜からなるリポソー
ム（Multilamellar vesicles; ＭＬＶ）、粒子径が大きい一枚膜のＬＵＶからなるリポソ
ーム（Large unilamellar veislcles）、粒子径が５０ｎｍ未満の小さい一枚膜のＳＵＶ
からなるリポソーム（Small unilamellar vesicles）が挙げられ、これらは混在していて
もよいが、本発明の方法によれば粒径がほぼ均一化したリポソームを得ることができる。
【００３３】
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また、本発明の製造方法によって製造されるリポソームは、リポソームの水性分散液剤
又は凍結乾燥剤として調製することができる。内包剤を含有するリポソームとして好適な
製剤は、内包剤が水溶性の薬剤であり、水溶性薬剤が内包されたリポソームが水性溶媒中
に分散している水性分散液製剤が挙げられる。このリポソームの水性分散液剤には、安定
化剤、キレート剤、抗酸化剤、粘度調節剤、緩衝剤、ｐＨ調整剤などが溶解又は分散して
いてもよい。このようなリポソームの水性分散液製剤の調製は、各種の方法が知られてい
るが、目的、特性、用途などに応じて適宜選択して行う。
【実施例】
【００３４】
以下、実施例によって本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に
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限定されるものではない。
【００３５】
（実施例１）リポソームの製造
本発明のリポソームを、図１に示すマイクロ流路を含むリポソーム製造用デバイスを用
いて製造した。
卵黄レシチン０．００２ｇをイオン交換水１ｍｌに完全に分散するまで攪拌し、リン脂
質分散液を調製した。導入するマイクロ流路（デバイス）及びリン脂質分散液を６０℃に
保ち、内径２７０μｍ、長さ１０ｃｍの３分岐からなる流路の導入部にリン脂質分散液、
空気及びＰＢＳを導入した。空気は流量１〜１５ｍｌ／時で導入し、同時にリン脂質分散
液及びＰＢＳを流速０．０００１〜０．５ｍ／秒で導入した。マイクロ流路の導出部から
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形成されたリポソームの分散水溶液を得た。この水溶液を１２０００ｒｐｍの条件で遠心
分離し、多重膜リポソームを沈殿として回収した。沈殿を凍結乾燥し、乾燥リポソーム製
剤を製造した。
【００３６】
本発明の製造方法によれば、分岐型マイクロ流路の合流部において図２に示す流れが認
められた。また、流路内の様子を図３に、気液界面にリン脂質を吸着させている状態を図
４Ａ、Ｂに示した。
【００３７】
（実験例１）粒度分布１
実施例１で製造したリポソーム及び比較例としてのバンガム法（非特許文献１）で製造
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したリポソームの粒子径を測定し、その結果を図５に示した。
【００３８】
リポソーム分散水溶液を流路出口で回収し、これを１２００ｒｐｍで１０分間遠心分離
し、多重膜リポソームの沈殿として回収した。その後沈殿を生理食塩水１ミリリットル中
に分散させ、得られた溶液に含まれるリポソームの粒子径を、動的光散乱法を用いて測定
した。
【００３９】
図５において横軸はリポソームの粒子径（ｎｍ）、縦軸は確率密度(intensity)（％）
を示した。実線は本願発明、破線はバンガム法によるものである。比較例としてのバンガ
ム法によるとブロードな粒子径分布により各種粒子径のリポソームが生成されたのに対し
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、本発明の製造方法によると、１つの鋭いピークからなる粒子径分布が認められ、均一化
された粒子径のリポソームが生成されることが確認された。
【００４０】
（実験例２）粒度分布２
実施例１のリポソームの製造方法において、空気を含む条件及び空気を含まない条件で
、リポソームを製造した。空気を含む場合のリン脂質溶液及びＰＢＳの流量は１６．７μ
ｌ／分、空気流量は５ｍｌ／時であり、空気を含まない場合のリン脂質溶液及びＰＢＳの
流量は１５μｌ／分であった。
【００４１】
得られたリポソームについて、実験例１と同手法により粒子径を測定した。その結果、

40

空気を含む条件下で製造したリポソームでは１つの鋭いピークからなる粒子径分布が認め
られ、均一化された粒子径のリポソームが生成されることが確認された（図６）。
【００４２】
（実験例３）収率
実施例１に示すリポソームの製造方法において、リン脂質分散液とＰＢＳの流量及び空
気流量を変えたときのリポソームの収率を測定した。収率は、用いたリン脂質（重量）に
対するリポソームを構成するリン脂質（重量）の重量比（％）により算出した。
【００４３】
リン脂質分散液とＰＢＳの流量及び空気流量を変えたときのリポソームの収率を図７に
示した。なお、比較例としてバンガム法で製造したリポソームの収率を破線で示した。そ
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の結果、本発明の製造方法によれば、バンガム法で製造した場合に比べて優れた収率を示
した。また、空気流量に対するリン脂質分散液とＰＢＳの流量比と収率を図８に示した。
その結果、空気流量が、１〜１５ｍｌ／時であって、リン脂質分散液流量：空気流量が、
０．００１〜１０：１の場合に、高い収率でリポソームを得ることができた。より具体的
には、空気流量が１０ｍｌ／時より多い場合は、空気流量に対するリン脂質分散液とＰＢ
Ｓの流量比が１付近で最も収率が高く、空気流量が５ｍｌ／時より少ない場合は、空気流
量に対するリン脂質分散液とＰＢＳの流量比が大きいほうが収率が高かった（図８）。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
以上詳述したように、本発明の有機溶媒を使用しない方法でリポソームを製造すること
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により、加圧濾過処理や、有機溶媒を除去するための加熱処理、吸引処理や乾燥処理など
の工程を省略することができ、リポソーム製造に要する時間の短縮化ができ、さらに従来
よりも高収率でリポソームを製造することできる。リポソームの寿命は、通常３日程度で
あるといわれているが、本発明の製造方法によれば、コンパクトなリポソーム製造用キッ
ト又は製造用装置により、短時間に所望の内包剤を含むリポソーム製剤を製造することが
可能となり、病院や薬局等でのリポソーム製剤を製造することができ、安定な状態で使用
することができる。
【００４５】
このリポソームは、内部に有する水相には水溶性の内包剤（例えば、薬効成分）を、二
分子膜の内部には油溶性の内包剤を保持するという、いわゆるカプセル構造を構築するこ
とができる。本発明の製造方法により製造したリポソームにより、検査（診断）、治療、
化粧などの様々な分野で用いることができる。さらに、近年では、薬物送達システム（Ｄ
ＤＳ）への応用が盛んに研究されており、本発明の製造方法により、リポソーム製剤の普
及に対して多いに貢献することができる。
【図１】

【図６】

【図７】
【図５】

20

(10)
【図８】

【図３】

【図２】
【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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