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(57)【要約】
ＭＲＩ等のメタルフリー造影剤として利用可能なナノエ
マルション粒子、及び該ナノエマルション粒子を容易に
調製することができる有機ニトロキシドラジカル化合物
を提供すること。
式（１）（式中、Ｒ１は、炭素数１０〜２６の直鎖アル
キル基を示す。）で表される有機ニトロキシドラジカル
化合物、及び該有機ニトロキシドラジカル化合物と非イ
オン性界面活性剤とが０．８：１から１．２：１のモル
比で構成され、ニトロキシドラジカルが内包されている
、ナノエマルション粒子。

(2)
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（１）：
【化１】
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（式中、Ｒ１は、炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基を示す。）
で表される有機ニトロキシドラジカル化合物。
【請求項２】
請求項１に記載の有機ニトロキシドラジカル化合物の製造方法であって、式（２）：
【化２】
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（式中、Ｒ１は、炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基を示す。）
で表される化合物を２価の銅化合物の存在下で酸化する、製造方法。
【請求項３】
請求項１に記載の有機ニトロキシドラジカル化合物と非イオン性界面活性剤とが０．８
：１から１．２：１のモル比で構成され、ニトロキシドラジカルが内包されている、ナノ
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エマルション粒子。
【請求項４】
前記非イオン性界面活性剤が、炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基を有する非イオン性
界面活性剤である、請求項３に記載のナノエマルション粒子。
【請求項５】
前記非イオン性界面活性剤が、式（３）：
【化３】

40
（式中、Ｒ２は、炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基を示す。ｎは２以上の整数である。
）
で表されるポリオキシエチレンアルキルエーテルである、請求項３又は４に記載のナノエ
マルション粒子。
【請求項６】
請求項３〜５のいずれか１項に記載のナノエマルション粒子を含むＭＲＩ用造影剤。
【請求項７】
請求項３〜５のいずれか１項に記載のナノエマルション粒子を含むドラッグデリバリー
システムキャリアー。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、有機ニトロキシドラジカル化合物、その製造方法、ナノエマルション粒子及
びその用途に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
現在、磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）に使用される血管内投与造影剤として、Ｇｄ−ＤＴＰ
Ａ等のガドリニウム製剤が用いられている。しかしながら、ガドリニウム製剤は副作用が
あることが知られているため、金属を含まないメタルフリーの造影剤を使用することが望
まれている。
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【０００３】
有機ニトロキシドラジカルは常磁性を有しているため、近年、ＭＲＩ等のメタルフリー
造影剤としての応用が研究されている。例えば、非特許文献１及び２にはＴＥＭＰＯ（２
，２，６，６−テトラメチルピペリジン１−オキシル）という有機ニトロキシドラジカル
を共有結合させた両親媒性ブロック共重合高分子化合物を合成し、これを用いて水中でコ
ア・シェル型ナノ粒子を調製したことが開示されている。
また、特許文献１には、ニトロキシドラジカルを側鎖に有するポリマー、及び該ポリマ
ーからなる高分子ミセルが開示されている。しかしながら、いずれの場合も、高分子化合
物の合成及び精製が煩雑であり、粒径分布が広く、さらにニトロキシドラジカルが血液中
でビタミンＣ等により還元されやすく、ラジカルの機能を発揮できない等の問題がある。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００９／１３３６４７号
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】X. Zhuang et al., Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Ch
emistry, Vol. 48, 5404‑5410 (2010)
【非特許文献２】T. Yoshitomi et al., Biomacromolecules, 10, 596‑601 (2009)
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
かかる状況において、本発明が解決しようとする主な課題は、ＭＲＩ等のメタルフリー
造影剤として利用可能なナノエマルション粒子、及び該ナノエマルション粒子を容易に調
製することができる有機ニトロキシドラジカル化合物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らはメタルフリー造影剤として利用可能なナノエマルション粒子を開発すべく
鋭意検討した結果、水系溶媒中で特定の構造を有する有機ニトロキシドラジカル化合物と
非イオン性界面活性剤とを特定の割合で混合することによりニトロキシドラジカルを内包
したナノエマルション粒子を製造することができ、上記課題を解決できることを見出した
。本発明はこのような知見に基づき完成されたものである。
【０００８】
すなわち、本発明は、下記項１〜７に示す有機ニトロキシドラジカル化合物、製造方法
、ナノエマルション粒子等に係る。
項１．

式（１）：

【０００９】
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【化１】
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【００１０】
１

（式中、Ｒ

は、炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基を示す。）

で表される有機ニトロキシドラジカル化合物。
項２．

上記項１に記載の有機ニトロキシドラジカル化合物の製造方法であって、式（

２）：
【００１１】
【化２】
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【００１２】
（式中、Ｒ１は、炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基を示す。）
で表される化合物を２価の銅化合物の存在下で酸化する、製造方法。
項３．

上記項１に記載の有機ニトロキシドラジカル化合物と非イオン性界面活性剤と

が０．８：１から１．２：１のモル比で構成され、ニトロキシドラジカルが内包されてい
る、ナノエマルション粒子。
項４．
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前記非イオン性界面活性剤が、炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基を有する非

イオン性界面活性剤である、上記項３に記載のナノエマルション粒子。
項５．

前記非イオン性界面活性剤が、式（３）：

【００１３】
【化３】

【００１４】
（式中、Ｒ２は、炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基を示す。ｎは２以上の整数である
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。）
で表されるポリオキシエチレンアルキルエーテルである、上記項３又は４に記載のナノエ
マルション粒子。
項６．

上記項３〜５のいずれか１項に記載のナノエマルション粒子を含むＭＲＩ用造

影剤。
項７．

上記項３〜５のいずれか１項に記載のナノエマルション粒子を含むドラッグデ

リバリーシステムキャリアー。
【発明の効果】
【００１５】
本発明の有機ニトロキシドラジカル化合物は、本発明者らが初めて合成に成功した、文
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献未記載の新規化合物である。かかる有機ニトロキシドラジカル化合物を、水系溶媒中に
おいて、非イオン性界面活性剤と特定の割合で混合することによりニトロキシドラジカル
を内包したナノエマルション粒子を容易に製造することができる。
【００１６】
このナノエマルション粒子は、分子の外側が親水性、分子の内部が疎水性という両親媒
性の粒子であって、分子の内部にニトロキシドラジカルを内包していることにより磁性を
有することから、ＭＲＩ等の造影剤として好適に利用することができる。
また、本発明のナノエマルション粒子は、水系溶媒中で極めて安定であり、ビタミンＣ
等により還元されにくい。さらに分子の内部に抗がん剤等の疎水性物質を内包させること
ができることから、ドラッグデリバリーシステムキャリアーとして利用することもできる
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。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】化合物（１）と非イオン性界面活性剤とが形成する入れ子構造の模式図である。
【図２】実施例１で得られたナノエマルション粒子の１日後に測定したＥＰＲ及びＤＬＳ
の結果を示す。
【図３】実施例１で得られたナノエマルション粒子の３日後に測定したＥＰＲ及びＤＬＳ
の結果を示す。
【図４】実施例１で得られたナノエマルション粒子の５日後に測定したＥＰＲ及びＤＬＳ
の結果を示す。
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【図５】実施例１で得られたナノエマルション粒子の７日後に測定したＥＰＲ及びＤＬＳ
の結果を示す。
【図６】比較例１で得られたナノエマルション粒子の１日後に測定したＥＰＲ及びＤＬＳ
の結果を示す。
【図７】比較例１で得られたナノエマルション粒子の３日後に測定したＥＰＲ及びＤＬＳ
の結果を示す。
【図８】比較例１で得られたナノエマルション粒子の５日後に測定したＥＰＲ及びＤＬＳ
の結果を示す。
【図９】比較例１で得られたナノエマルション粒子の７日後に測定したＥＰＲ及びＤＬＳ
の結果を示す。
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【図１０】比較例２で得られたナノエマルション粒子の１日後に測定したＥＰＲ及びＤＬ
Ｓの結果を示す。
【図１１】比較例２で得られたナノエマルション粒子の３日後に測定したＥＰＲ及びＤＬ
Ｓの結果を示す。
【図１２】比較例２で得られたナノエマルション粒子の５日後に測定したＥＰＲ及びＤＬ
Ｓの結果を示す。
【図１３】比較例２で得られたナノエマルション粒子の７日後に測定したＥＰＲ及びＤＬ
Ｓの結果を示す。
【図１４】実施例１で得られたナノエマルション粒子の希釈前及び１０倍希釈後のＥＰＲ
及びＤＬＳの結果を示す。

40

【図１５】リン酸緩衝水溶液中で調製したナノエマルション粒子の１日後に測定したＥＰ
Ｒ及びＤＬＳの結果を示す。
【図１６】リン酸緩衝水溶液中で調製したナノエマルション粒子の３日後に測定したＥＰ
Ｒ及びＤＬＳの結果を示す。
【図１７】リン酸緩衝水溶液中で調製したナノエマルション粒子の４日後に測定したＥＰ
Ｒ及びＤＬＳの結果を示す。
【図１８】リン酸緩衝水溶液中で調製したナノエマルション粒子の７日後に測定したＥＰ
Ｒ及びＤＬＳの結果を示す。
【図１９】リン酸緩衝水溶液中で調製したナノエマルション粒子のアスコルビン酸に対す
る安定性を示すグラフである。
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【図２０】リン酸緩衝水溶液のみ（Only (‑)‑PBS）の吸収スペクトルである。
【図２１】ピレンをリン酸緩衝水溶液に添加した後の上澄み溶液（Pyrene /(‑)‑PBS）の
吸収スペクトルである。
【図２２】ピレンのみを内包したミセル（Pyrene /5/(‑)‑PBS）の吸収スペクトル、及び
ＤＬＳの結果を示す。
【図２３】化合物１ａ及びピレンを内包したナノエマルション粒子（Pyrene/(±)‑10c/5/
(‑)‑PBS）の吸収スペクトル、及びＤＬＳの結果を示す。
【図２４】図２３の３５０〜５００ｎｍの範囲の吸収スペクトルの拡大図である。
【図２５】リン酸緩衝水溶液のみ（Only (‑)‑PBS）の蛍光スペクトルである。
【図２６】ピレンをリン酸緩衝水溶液に添加した後の上澄み溶液（Pyrene /(‑)‑PBS）の
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蛍光スペクトルである。
【図２７】ピレンのみを内包したミセル（Pyrene /5/(‑)‑PBS）の蛍光スペクトルである
。
【図２８】化合物１ａ及びピレンを内包したナノエマルション粒子（Pyrene/(±)‑10c/5/
(‑)‑PBS）の蛍光スペクトルである。
【図２９】図２８の４２５〜５００ｎｍの範囲の蛍光スペクトルの拡大図である。
【図３０】(‑)‑PBS中における(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルシ
ョンのアスコルビン酸に対する耐性評価である。
【図３１】4.7 Tの磁場印加条件下における(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性
ナノエマルション、擬似ドラッグ或いはドラッグを内包した界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)
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から構成された磁性ナノエマルションのT1強調画像及び、水の縦緩和速度定数の決定であ
る。
【図３２】(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションと7を内包した
界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)から構成された磁性ナノエマルションのHeLa細胞に対する毒
性評価である。
【図３３】(‑)‑PBS中における(±)‑3を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルション粒子
の調製からそれぞれ2時間後と3時間後に測定した(a)ＥＰＲ及び(b)ＤＬＳの結果である。
界面活性剤1と(±)‑3の濃度は各々10 mMである。
【図３４】(‑)‑PBS中における(±)‑2 (n=4)を内包した界面活性剤１の磁性ナノエマルシ
ョン粒子の調製から3時間後と3時間半後に測定した(a)ＥＰＲ及び(b)ＤＬＳの結果である
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。界面活性剤1と(±)‑2 (n=4)の濃度は各々10 mMと5 mである。
【図３５】(‑)‑PBS中における(±)‑2 (n=8)を内包した界面活性剤１の磁性ナノエマルシ
ョン粒子の調製から(a)1時間半後及び(b)2日後に測定したＥＰＲの結果である。界面活性
剤1と(±)‑2 (n=8)の濃度は各々10 mMと5 mMである。
【図３６】(‑)‑PBS中における(±)‑2 (n=8)を内包した界面活性剤１の磁性ナノエマルシ
ョン粒子の調製から(a)1時間後及び(b)2日後に測定したDLSの結果である。界面活性剤1と
(±)‑2 (n=8)の濃度は各々10 mMと5 mMである。
【図３７】(‑)‑PBS中における(±)‑2 (n=14)を内包した界面活性剤１の磁性ナノエマルシ
ョン粒子の調製から(a)2時間後及び(b)2日後に測定したＥＰＲの結果である。界面活性剤
1と(±)‑2 (n=14)の濃度は各々10 mMである。
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【図３８】(‑)‑PBS中における(±)‑2 (n=14)を内包した界面活性剤１の磁性ナノエマルシ
ョン粒子の(a)調製直後及び(b)調製から2日後に測定したDLSの結果である。界面活性剤1
と(±)‑2 (n=14)の濃度は各々10 mMである。
【図３９】(‑)‑PBS中における(±)‑2 (n=16)を内包した界面活性剤１の磁性ナノエマルシ
ョン粒子の調製から(a)4時間後, (b)2日後及び(c)6日後に測定したＥＰＲの結果である。
界面活性剤1と(±)‑2 (n=16)の濃度は各々10 mMである。
【図４０】(‑)‑PBS中における(±)‑2 (n=16)を内包した界面活性剤１の磁性ナノエマルシ
ョン粒子の調製から(a)2時間後, (b)2日後及び(c)6日後に測定したDLSの結果である。界
面活性剤1と(±)‑2 (n=16)の濃度は各々10 mMである。
【図４１】(‑)‑PBS中における(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤１の磁性ナノエマルシ
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ョン粒子の調製から(a)2時間後, (b)2日後, (c)7日後及び(d)14日後に測定したＥＰＲの
結果である。界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)の濃度は各々10 mMである。
【図４２】(‑)‑PBS中における(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤１の磁性ナノエマルシ
ョン粒子の調製から(a)1時間後, (b)2日後, (c)7日後及び(d)14日後に測定したDLSの結果
である。界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)の濃度は各々10 mMである。
【図４３】(‑)‑PBS中における(±)‑2 (n=20)を内包した界面活性剤１の磁性ナノエマルシ
ョン粒子の調製から(a)2時間後, (b)2日後及び(c)6日後に測定したＥＰＲの結果である。
界面活性剤1と(±)‑2 (n=20)の濃度は各々10 mMである。
【図４４】(‑)‑PBS中における(±)‑2 (n=20)を内包した界面活性剤１の磁性ナノエマルシ
ョン粒子の調製から(a)1時間後, (b)2日後及び(c)6日後に測定したDLSの結果である。界
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面活性剤1と(±)‑2 (n=20)の濃度は各々10 mMである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
以下、本発明の有機ニトロキシドラジカル化合物、その製造方法、ナノエマルション粒
子及びその用途について詳細に説明する。
【００１９】
有機ニトロキシドラジカル化合物
本発明の有機ニトロキシドラジカル化合物は、式（１）：
【００２０】
【化４】
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【００２１】
（式中、Ｒ１は、炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基を示す。）
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で表される化合物である（以下、単に「化合物（１）」ともいう。）。該有機ニトロキシ
ドラジカル化合物は、Ｒ１が疎水性部分であり、その他の部分が親水性部分である両親媒
性を有している。
【００２２】
Ｒ１は、炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基であり、例えば、ｎ−デシル、ラウリル、
ミリスチル、セチル、ステアリル、イコシル基等が挙げられる。
Ｒ１として、炭素数１６〜２２の直鎖アルキル基が好ましく、炭素数１８〜２２の直鎖
アルキル基がより好ましく、炭素数１８〜２０の直鎖アルキル基が特に好ましい。
【００２３】
本発明の有機ニトロキシドラジカル化合物は、ラセミ体及び光学活性体のいずれかであ
ることができる。
【００２４】
有機ニトロキシドラジカル化合物の製造方法
化合物（１）は、例えば、式（２）：
【００２５】
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【化５】

10

【００２６】
１

（式中、Ｒ

は、前記に同じ。）

で表される化合物（以下、単に「化合物（２）」ともいう。）を酸化してラジカルを発生
させることにより製造することができる。
【００２７】
酸化は、例えば、適当な溶媒中、塩基の存在下で２価の銅化合物を触媒とし、酸化剤を
用いて行うことができる。
【００２８】
溶媒は、化合物（２）が溶解又は分散し易く、酸化反応に悪影響を及ぼさないものを使
用することができる。このような溶媒として、例えば、メタノール、エタノール等のアル
コール、テトラヒドロフラン等が挙げられる。溶媒の使用量は、化合物（２）１質量部に
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対して、通常４０〜６０質量部程度であり、３５〜５５質量部程度が好ましい。
【００２９】
塩基として、例えば、アンモニア水、水酸化ナトリウム等が挙げられる。溶媒の使用量
は、化合物（２）１質量部に対して、通常３〜５質量部程度であり、２〜４質量部程度が
好ましい。
【００３０】
触媒として、酢酸銅（II）、硝酸銅（II）等の２価の銅化合物が挙げられる。触媒の使
用量は適宜選択することができる。例えば、化合物（２）１モルに対して、通常２〜５モ
ル程度、好ましくは３〜４モル程度使用することができる。
30

【００３１】
酸化剤として、酸素、オゾン、空気、酸化銀、過酸化水素等を挙げられる。酸化剤の使
用量は、化合物（２）１モルに対して、通常２〜５モル程度、好ましくは３〜４モル程度
使用することができる。
【００３２】
反応温度及び反応時間は、使用する化合物（２）の量、酸化剤等により適宜調整するこ
とができる。例えば、反応温度は、通常１０〜４０℃程度、好ましくは２０〜３０℃程度
である。反応時間は、通常１〜５分間程度、好ましくは１〜２分間程度である。
【００３３】
化合物（２）は、市販されている製品を使用することができる。或いは、化合物（２）
を公知の製造方法を適用して製造することができる。例えば、ニトロンと、ベンゼン環の
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１

１位及び４位がそれぞれＢｒＭｇ基及びＯＲ

基で置換されたグリニャール試薬とのグリ

ニャール反応により製造することができる。
グリニャール試薬の製造、及びグリニャール反応は、グリニャール反応で通常用いられ
る条件等に従って行うことができる。詳細な反応条件等は、実施例に記載する。
【００３４】
ナノエマルション粒子及びその用途
本発明のナノエマルション粒子は、前記有機ニトロキシドラジカル化合物と非イオン性
界面活性剤とが０．８：１から１．２：１のモル比で構成され、ニトロキシドラジカルが
内包されているものである。
【００３５】
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本発明のナノエマルション粒子は、前記有機ニトロキシドラジカル化合物と非イオン性
界面活性剤とで構成され、前記有機ニトロキシドラジカル化合物が前記非イオン性界面活
性剤１モルに対して０．８〜１．２モル含まれており、粒子中にニトロキシドラジカルが
内包されていることが特徴である。
前記有機ニトロキシドラジカル化合物と前記非イオン性界面活性剤とのモル比が０．８
：１から１．２：１であることにより、水系溶媒中で安定なエマルション粒子として存在
することができる。より安定なエマルション粒子が得られることから、前記有機ニトロキ
シドラジカル化合物と非イオン性界面活性剤とのモル比は、１：１であることが好ましい
。
10

【００３６】
有機ニトロキシドラジカル化合物は、上述した通りである。
【００３７】
非イオン性界面活性剤は、疎水性部分と親水性部分とを有する両親媒性化合物である。
該非イオン性界面活性剤として、例えば、ラウリン酸グリセリン、モノステアリン酸グ
リセリン、ソルビタン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル等のエステル型界面活性剤
；ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエー
テル等のエーテル型界面活性剤；ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ソルビ
タン脂肪酸エステルポリアルキレングリコール等のエステルエーテル型界面活性剤；ラウ
リン酸ジエタノールアミド、ステアリン酸ジエタノールアミド等のアルカノールアミド型
界面活性剤；デシルグリコシド、ラウリルグリコシド等のアルキルグリコシド、セタノー
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ル、ステアリルアルコール等の高級アルコール等が挙げられる。
【００３８】
これらの非イオン性界面活性剤の中で、炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基を有するも
のが好ましい。より好ましくは、下記式（３）：
【００３９】
【化６】

30

【００４０】
２

（式中、Ｒ

は、炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基を示す。ｎは２以上の整数である

。）
で表されるポリオキシエチレンアルキルエーテルである。なお、前記式（３）の非イオン
性界面活性剤においては、Ｒ２が疎水性部分であり、その他の部分が親水性部分である。
【００４１】
Ｒ２は、炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基であり、例えば、ｎ−デシル、ラウリル、
ミリスチル、セチル、ステアリル、イコシル等が挙げられる。
Ｒ２の炭素数は、Ｒ１の炭素数に近いことが好ましく、Ｒ１の炭素数と同じであること
がより好ましい。Ｒ２として、炭素数１６〜２２の直鎖アルキル基が好ましく、炭素数１
８〜２２の直鎖アルキル基がより好ましく、炭素数１８〜２０の直鎖アルキル基が特に好
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ましい。
炭素数１０〜２６の直鎖アルキル基を有するポリオキシエチレンアルキルエーテルとし
て、例えば、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル
、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシエチレントリデシルエーテル等が挙
げられる。
【００４２】
ｎは２以上の整数であり、好ましくは、１０〜２０の整数である。
【００４３】
また、前記非イオン性界面活性剤は、生体適合性を有するものが好ましい。
【００４４】
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前記非イオン性界面活性剤として、市販品を使用することができる。例えば、Ｂｒｉｊ
（登録商標）３０、Ｂｒｉｊ（登録商標）３５、Ｂｒｉｊ（登録商標）５６、Ｂｒｉｊ（
登録商標）５８、Ｂｒｉｊ（登録商標）７８、Ｂｒｉｊ（登録商標）９８等を挙げること
ができる。
【００４５】
本発明のナノエマルション粒子は、水系溶媒中で前記有機ニトロキシドラジカル化合物
（化合物（１））と前記非イオン性界面活性剤（化合物（２））とを混合した後、混合物
を加熱することにより得ることができる。
【００４６】
本発明のナノエマルション粒子の製造に用いる水系溶媒としては、水、親水性有機溶媒
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、又は水と親水性有機溶媒との混合溶媒が挙げられる。
親水性有機溶媒としては、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ｔｅｒ
ｔ−ブタノール等のアルコール系溶媒；アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチ
ルケトン等のケトン系溶媒；酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル等のエステル系溶媒；
Ｎ，Ｎ−ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、スルホラン、Ｎ−メチルピロリ
ドン等の非プロトン性極性溶媒；ジエチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレン
グリコールモノメチルエーテルアセテート等のグリコールエーテル類；エチレングリコー
ル、プロピレングリコール等のグリコール系溶媒；ジエチルエーテル、テトラヒドロフラ
ン、ジオキサン等のエーテル系溶媒等を使用することができる。
水系溶媒としては、水が好ましい。
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【００４７】
溶媒における前記有機ニトロキシドラジカル化合物の濃度は、１×１０−３〜１×１０
−２

ｍｏｌ／Ｌが好ましく、１×１０−２ｍｏｌ／Ｌがより好ましい。濃度を前記範囲に

することにより、安定性の良好なナノエマルション粒子を得ることができる。
【００４８】
溶媒における前記非イオン性界面活性剤のモル濃度は、１×１０−３〜１×１０−１ｍ
ｏｌ／Ｌが好ましく、１×１０−２ｍｏｌ／Ｌがより好ましい。濃度の前記範囲にするこ
とにより、安定性の良好なナノエマルション粒子を得ることができる。
【００４９】
前記有機ニトロキシドラジカル化合物と前記非イオン性界面活性剤との混合比率は、有
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機ニトロキシドラジカル化合物：非イオン性界面活性剤＝０．８：１から１．２：１のモ
ル比の範囲内が好ましく、１：１のモル比がより好ましい。前記有機ニトロキシドラジカ
ル化合物と前記非イオン性界面活性剤とを前記比率で混合することにより、安定性の良好
なナノエマルション粒子を得ることができる。
このことから、本発明のナノエマルション粒子は、図１に示すような前記有機ニトロキ
シドラジカル化合物と前記非イオン性界面活性剤との入れ子構造により形成されているも
のと推察される。
さらに、前記非イオン性界面活性剤の炭素鎖（Ｒ２）と前記有機ニトロキシドラジカル
化合物の炭素鎖（Ｒ１）とがほぼ等しい長さである場合には、図１のような入れ子構造を
形成する際、炭素鎖同士が密に組み合わされ、分子間で働く相互作用も増大するため、よ
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り安定なナノエマルション粒子が得られることが考えられる。
【００５０】
水系溶媒中で前記有機ニトロキシドラジカル化合物（化合物（１））と前記非イオン性
界面活性剤（化合物（２））とを混合する。化合物（１）と化合物（２）とを混合は、好
ましくは攪拌下で行われる。化合物（１）と化合物（２）とを、常圧下で、数秒間から数
時間攪拌しながら行うことがより好ましい。
攪拌及び混合は、例えば、マグネチックスターラー等を用いて行うこともできるし、超
音波又はマイクロウェーブを照射することにより行うこともできる。例えば、水系溶媒中
でとして水を用いる場合、攪拌している前記非イオン性界面活性剤の水溶液中に、前記有
機ニトロキシドラジカル化合物を滴下して攪拌し、さらに超音波照射することにより両者
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を混合することが好ましい。
前記有機ニトロキシドラジカル化合物が水に難溶である場合には、前記有機ニトロキシ
ドラジカル化合物が可溶である親水性有機溶媒に予め溶解させ、得られた溶液を前記非イ
オン性界面活性剤の水溶液中に滴下することが好ましい。混合した後に加熱する温度とし
ては、６０〜９０℃程度が好ましく、８５〜９０℃程度がより好ましい。加熱時間は、１
５〜４０分間程度が好ましく、３０分間程度がより好ましい。
【００５１】
ナノエマルション粒子が形成されたことは、溶液の色が濁色から透明に変化することに
より確認することができるが、これに限定されるものではない。
【００５２】
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本発明のナノエマルション粒子は、粒子の外側が親水性、粒子の内部が疎水性という両
親媒性の粒子であって、分子内部にニトロキシドラジカルを内包している。よって、本発
明のナノエマルション粒子は、安定的なラジカル構造を有しており、ビタミンＣ等による
還元を受けにくい。
本発明のナノエマルション粒子は、ニトロキシドラジカルにより常磁性を有しており、
磁場による運動制御が可能な機能性有機材料として使用することができる。また、ラジカ
ル構造の組織化を効率的におこなうことができるため、磁場制御による物質輸送等への応
用、安定ラジカルを含む医薬品ドラッグデリバリーシステム（ＤＤＳ）への活用が可能で
ある。
【００５３】
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詳細には、本発明のナノエマルション粒子は、磁性粒子をＭＲＩにより体内の深部まで
リアルタイムに追跡できることから、ＭＲＩ用造影剤として利用することが可能である。
【００５４】
また、本発明のナノエマルション粒子は、分子の内部が疎水性であることから、分子内
部に抗がん剤等の疎水性物質を内包させることができる。さらに粒子径が７０ｎｍ程度で
あって、粒子として安定であることから、抗がん剤を内包したナノエマルション粒子に外
部磁場を印加することにより、抗がん剤を腫瘍組織に誘導することが可能となる。よって
、本発明のナノエマルション粒子は、ＤＤＳキャリアーとして利用することが可能である
。
この手法によれば、がん細胞近辺に磁石を設置することにより、がん細胞へ効率的に抗
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がん剤を送達することが可能であり、特に皮膚がん、乳がん等の皮膚直下にできるがん細
胞へのターゲッティングに威力を発揮することが期待される。また、本発明のナノエマル
ション粒子の内部に蛍光剤を内包させれば、がん細胞の位置を特定することが可能となる
。
【実施例】
【００５５】
以下に実施例および比較例を示して本発明をより具体的に説明する。なお、本発明は以
下の実施例に限定されるものではない。
【００５６】
実施例における分析および評価は、以下の方法によって実施した。なお、実施例で使用
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した試薬は、特に断りがない限り、市販品を購入し、精製せずにそのまま用いた。
【００５７】
実施例における分析及び評価は、以下の方法によって実施した。
（１）電子常磁性共鳴（ＥＰＲ）
ＥＰＲは、パルスＥＳＲ装置（日本電子株式会社製、JES‑PX1050型）を使用して測定し
た。詳細には、サンプルをＥＰＲキャピラリー管内に封入し、両端をパテで閉じた。次に
このキャピラリーをＥＰＲ管に挿入し、これをキャビティーに設置した。ＥＰＲ測定は、
室温化、０．３３Ｔの磁場印加条件下でサンプルにマイクロ波を照射して行った。
（２）動的光散乱測定（ＤＬＳ）
ＤＬＳは、動的光散乱解析装置（マイクロトラック・ベル社製、UPA‑UT151）を用いて
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、動的光散乱（ＤＬＳ）法によって流体力学的直径を測定した。
（３）吸収スペクトル
吸収スペクトルは、紫外可視近赤外分光光度計（株式会社島津製作所製、UV‑3600型）
を使用して測定した。
（４）蛍光スペクトル
蛍光スペクトルは、BioTek Instruments, Inc.製、Cytation 5 Cell Imaging Multi‑Mo
de Readerを使用して測定した。
【００５８】
製造例１（ニトロンの合成）
常圧下、１１０℃で蒸留した３−ブテン−２−オン（２２．０ｇ、０．３１４ｍｏｌ）
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を２−ニトロプロパン（１３９ｇ、１．５６ｍｏｌ）に溶解させた。得られた溶液に、０
℃でテトラメチルグアニジン（１０．８ｇ、０．０９４ｍｏｌ）をゆっくり加え、混合物
を常温で一晩攪拌し、その後、２Ｎ塩酸を加えてジエチルエーテルで抽出した。
有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和塩化ナトリウム水溶液で洗浄し、無水
硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を除去した。さらに、減圧蒸留により未反応の２−
ニトロプロパンを除き、５−メチル−５−ニトロヘキサン−２−オン（１４．４ｇ、０．
０９０ｍｏｌ、収率２９％）を得た。
【００５９】
次に、５−メチル−５−ニトロヘキサン−２−オン（２０．１ｇ、０．１２５ｍｏｌ）
に水（１３９ｍＬ）及び塩化アンモニウム（１７．３０１ｇ、０．３２３ｍｏｌ）を加え
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た。得られた混合物に０℃で亜鉛粉末（７７．９ｇ、０．２３６ｍｏｌ）をゆっくり加え
て４時間反応させた。溶液を吸引濾過して固体をメタノールで洗浄した。
濾液をクロロホルム（５０ｍＬ×３）で抽出して無水硫酸マグネシウムで乾燥した。ク
ロロホルムを除去した後、ベンゼン共沸により乾燥した。３時間真空乾燥した後、ニトロ
ン（（±）−１１）を得た（４．８３ｇ、０．０３８ｍｏｌ、収率３０％）。
【００６０】
実施例１
（１）有機ニトロキシドラジカル化合物の合成（炭素数１８の合成例および元素分析結
果）
式（１）において、Ｒ１が炭素数１４の直鎖アルキル基である有機ニトロキシドラジカ
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ル化合物（化合物１ａ）を、以下のようにして合成した。
【００６１】
【化７】

40

【００６２】
マグネシウム（０．５０６ｇ、２０．０ｍｍｏｌ）を二口フラスコに入れ、減圧下で乾
燥させ、フラスコをアルゴンで満たした。これにテトラヒドロフラン（２０ｍＬ）及び１
−ブロモ−４−テトラデシロキシベンゼン（７．１０ｇ、２０．０ｍｍｏｌ）を加えた。
さらに、１，２−ジブロモエタンを少量入れて反応を開始させ、常温で４時間攪拌し、グ
リニャール試薬を調製した。
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【００６３】
一方で、製造例１で合成したニトロン（１．２７ｇ、１０．０ｍｍｏｌ）を二口フラス
コに入れ、数滴のベンゼンで共沸させた。二口フラスコ内を真空にした後、アルゴンで満
たした。そこにテトラヒドロフラン（２０ｍＬ）を加え、−７８℃に冷却し、グリニャー
ル試薬を滴下した。混合物をゆっくり昇温した後、常温で一晩撹拌を続けた。反応液を飽
和塩化アンモニウム水溶液（５０ｍＬ）に注ぎ、ジクロロメタン（５０ｍＬ）で抽出した
。無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を留去した。
【００６４】
残渣をメタノール（３０ｍＬ）に溶解させ、２５％濃アンモニア水（２ｍＬ）及び酢酸
銅（０．８０５ｇ、４．００ｍｍｏｌ）を加え、酸素を１分間吹き込んだ。溶液が濃青色
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に変化した後、反応液を減圧濃縮し、メタノールを留去した。残渣に飽和炭酸水素ナトリ
ウム水溶液（５０ｍＬ）を加え、ジクロロメタン（５０ｍＬ）で抽出した。得られた有機
層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を留去した。
最後に、シリカゲルカラムクロマトグラフィー（ｎ−ヘキサン／ジエチルエーテル＝９
０／１０（容積比））により精製し、化合物１ａ（０．４７８ｇ、１．１５ｍｍｏｌ、収
率１１．５％）を得た。
【００６５】
元素分析Calculated (%): C, 77.83; H, 11.13; N, 3.36. Found (%): C, 77.61; H, 1
1.01; N, 3.34.
EPR(THF, 25℃)：g=2.0067, aN=1.38 mT
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【００６６】
（２）ナノエマルション粒子の調製
界面活性剤として、シグマ・アルドリッチ社製Brij（登録商標）58（ポリオキシエチレ
ンセチルエーテル、ｎ＝２０）（０．１１４ｇ）をバイアルに入れ、必要量の水を加え、
２分間超音波照射を行い、１×１０−２Ｍの界面活性剤水溶液１０ｍＬを調製した。
【００６７】
化合物１ａ（８．５２ｍｇ、２０．４μｍｏｌ）を少量のジエチルエーテルに溶解させ
た。得られたジエチルエーテル溶液を、激しく攪拌している界面活性剤水溶液（２．０ｍ
Ｌ）中に少しずつ滴下し、３０分間攪拌させた。その後、３分間超音波照射し、続いて９
０℃で３０分間加熱することによりナノエマルション粒子を調製した。
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【００６８】
比較例１
１−ブロモ−４−テトラデシロキシベンゼンの代わりに１−ブロモ−４−ブトキシベン
ゼン（４．５８ｇ、２０．０ｍｍｏｌ）を使用した以外は、実施例１と同様にして、式（
１）においてＲ１が炭素数４の直鎖アルキル基である有機ニトロキシドラジカル化合物を
合成した（０．３９６ｇ、１．４３ｍｍｏｌ、収率１４．３％）。
【００６９】
元素分析Calculated (%): C, 73.87; H, 9.48; N, 5.07. Found (%): C, 73.63; H, 9.
66; N, 5.02.
EPR(THF, 25℃)：g=2.0067, aN=1.39 mT
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【００７０】
実施例１（２）で調製した界面活性剤水溶液（１×１０−２Ｍ）に、上で得られた有機
ニトロキシドラジカル化合物（２．７６ｍｇ、１０μｍｏｌ）をマイクロシリンジで滴下
した。そこに５秒間超音波照射するとマクロエマルション（粒子径約１ｍｍ）が生成し、
バイアル底部に沈降した。このマクロエマルションは永久磁石（最大５００ｍＴ）に応答
し、水中を自由に動いた。
これは、該マクロエマルション中の有機ニトロキシド化合物が磁性を有していることに
基づくものである。これより、同様の有機ニトロキシド化合物を有している実施例１で調
製したナノエマルション粒子も、磁性を有していることが容易に予想できる。
【００７１】
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その後、再度超音波照射し（２０秒間）、次いで９０℃で３０分間加熱することにより
ナノエマルション粒子を調製した。
【００７２】
比較例２
１−ブロモ−４−テトラデシロキシベンゼンの代わりに１−ブロモ−４−オクトキシベ
ンゼン（５．７１ｇ、２０．０ｍｍｏｌ）を使用した以外は、実施例１と同様にして、式
（１）においてＲ１が炭素数８の直鎖アルキル基である有機ニトロキシドラジカル化合物
を合成した（０．６８６ｇ、２．０６ｍｍｏｌ、収率２０．６％）。
【００７３】
元素分析Calculated (%): C, 75.86; H, 10.31; N, 4.21. Found (%): C, 75.99; H, 1
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0.35; N, 4.19.
EPR(THF, 25℃)：g=2.0066, aN=1.39 mT
【００７４】
上記で得られた有機ニトロキシドラジカル化合物を用い、実施例１（２）と同様にして
ナノエマルション粒子を調製した。
【００７５】
試験例１（ナノエマルション粒子の安定性評価）
実施例１、比較例１及び比較例２で調製したナノエマルション粒子について、１日後、
３日後、５日後、及び７日後にＥＰＲ及びＤＬＳを測定した。実施例１のナノエマルショ
ン粒子の結果を図２〜５に、比較例１のナノエマルション粒子の結果を図６〜９に、及び
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比較例３のナノエマルション粒子の結果を図１０〜１３に示す。
【００７６】
図２〜５より、実施例１のナノエマルション粒子は、１日目から２日目にかけて粒径が
急激に増加し、２日目以降、粒径が一定（約７０ｎｍ）となったことから、７日間にわた
って安定に存在することが分かった。ＥＰＲスペクトルに化合物１ａ由来のピーク（３本
線）が見られなかったことから、滴下したほぼすべての化合物１ａがナノエマルション粒
子内部に内包されていることがわかった。
【００７７】
図６〜９より、７日間にわたって粒径は一定（約９ｎｍ）であり、ＥＰＲスペクトルの
線形にも大きな変化が見られなったことから、ナノエマルション粒子は７日間にわたって
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安定に存在していることがわかった。しかし、ＥＰＲスペクトルのピークが若干３本見え
ていることから、ナノエマルション粒子から化合物１ａの漏れが生じていることがわかっ
た。
【００７８】
図１０〜１３より、７日間にわたって粒径は一定（約１００ｎｍ）であり、ＥＰＲスペ
クトルの線形にも大きな変化が見られなったことから、ナノエマルション粒子は７日間に
わたって安定に存在していることがわかった。しかし、ＥＰＲスペクトルのピークが若干
２本見えていることから、ナノエマルション粒子から化合物１ａの漏れが生じていること
がわかった。
【００７９】

40

上記結果より、実施例１のナノエマルション粒子は水中で安定に存在することがわかっ
た。
【００８０】
試験例２（ナノエマルション粒子の安定性評価（１０倍希釈））
実施例１でナノエマルション粒子を調製した後、水溶液の濃度を１０倍に希釈し、ＥＰ
Ｒ及びＤＬＳを測定した。その結果を図１４に示す。
【００８１】
図１４より、希釈の前後でＥＰＲスペクトルの線形に大きな変化はなく、粒子径も変わ
らないことから、実施例１で調製したナノエマルション粒子は、１０倍希釈後も安定に存
在することがわかった。
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【００８２】
実施例２
ナノエマルションをリン酸バッファー中で調製した。
【００８３】
界面活性剤であるBrij（登録商標）58（０．１１４ｇ）をバイアルに入れ、必要量のリ
ン酸緩衝水溶液（（−）−ＰＢＳ）を加え、２分間超音波照射を行い、１×１０−２Ｍの
界面活性剤のリン酸緩衝水溶液１０ｍＬを調製した。
【００８４】
化合物１ａ（８．５２ｍｇ、２０．４μｍｏｌ）を少量のエーテルに溶解させた。得ら
れたエーテル溶液を、激しく攪拌している界面活性剤のリン酸緩衝水溶液（２．０ｍＬ）
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中に少しずつ滴下し、３０分間攪拌させた。その後、３分間超音波照射し、続いて９０℃
で１時間加熱することによりナノエマルション溶液（２．０ｍＬ）を調製した。
【００８５】
試験例３（リン酸バッファー中におけるナノエマルション粒子の安定性評価）
実用性を評価する目的で、化合物１ａを内包した界面活性剤のナノエマルション粒子の
リン酸緩衝水溶液中における安定性（経時変化）をＥＰＲ分光法及びＤＬＳ測定により評
価した。結果を図１５〜１８に示す。
【００８６】
図１５〜１８より、純水中とは異なり、７日目にはエマルション粒子同士が合一した。
これは、エマルション以外の別の構造体（会合ミセル、ラメラ構造等）に変化したと考え
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られる。よって、ナノエマルション粒子は、リン酸緩衝水溶液中においては純水中ほど安
定することができないと考えられる。
【００８７】
試験例４（リン酸バッファー中におけるナノエマルション粒子のアスコルビン酸に対す
る安定性評価）
アスコルビン酸に対する安定性を評価するため、実施例２と同様にして調製したナノエ
マルション粒子のリン酸緩衝水溶液（２．０ｍＬ）に、アスコルビン酸（３．５９ｍｇ、
０．０２ｍｍｏｌ）を添加し、ＥＰＲスペクトルを測定した。測定開始直後の３１４．５
ｍＴ〜３３９．５ｍＴ（３１４５〜３３９５ガウス）の範囲のＥＰＲスペクトルの面積値
（２回積分値）を１００％として、スペクトル面積値の時間変化を測定した。結果を図１
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９に示す。
【００８８】
図１９より、化合物１ａの濃度が一定となるまでに約１５０分かかった。よって、この
ナノエマルション粒子は還元剤に対して徐々に還元されるため、ＤＤＳ、ＭＲＩ用造影剤
等への適用に有利であると考えられる。
【００８９】
実施例３
リン酸バッファー中でピレン(疑似薬剤)及び化合物１ａを内包した界面活性剤のナノエ
マルション粒子を調製した。
【００９０】
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化合物１ａ（８．５２ｍｇ、２０．４μｍｏｌ）及びピレン（０．２０ｍｇ、０．９９
μｍｏｌ）を少量のエーテルに溶解させた。得られたエーテル溶液を、激しく攪拌してい
る界面活性剤のリン酸緩衝水溶液（２．０ｍＬ）中に少しずつ滴下し、３０分間攪拌させ
た。その後、３分間超音波照射し、続いて９０℃で１時間加熱することによりナノエマル
ション溶液（２．０ｍＬ）を調製した。
【００９１】
試験例５（リン酸バッファー中におけるピレンを内包したナノエマルション粒子の吸収
スペクトル及び蛍光スペクトルの測定）
エマルション内部にピレンが内包されていることを確認するために、実施例３で調製し
たナノエマルション粒子（Pyrene/(±)‑10c/5/(‑)‑PBS）の吸収スペクトルを測定した。
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比較として、リン酸緩衝水溶液のみ（Only (‑)‑PBS）、ピレンをリン酸緩衝水溶液に添
加した後の上澄み溶液（Pyrene /(‑)‑PBS）、ピレンを内包したミセル（Pyrene /5/(‑)‑P
BS）の吸収スペクトルをそれぞれ測定した。
また、ナノエマルション粒子（Pyrene/(±)‑10c/5/(‑)‑PBS）及びピレンを内包したミ
セル（Pyrene /5/(‑)‑PBS）についてはＤＬＳを測定した。それらの結果を図２０〜２３
に示す。
また、ナノエマルション粒子（Pyrene/(±)‑10c/5/(‑)‑PBS）については、３５０〜５
００ｎｍの範囲の吸収スペクトルの拡大図を図２４に示す。
【００９２】
図２３より、化合物１ａとともにピレンが内包された界面活性剤のナノエマルション粒
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子（Pyrene/(±)‑10c/5/(‑)‑PBS）では、ピレン由来の吸収スペクトルが確認された。ま
た、ピレンは通常水に極めて難溶でありバイアルの底部に沈殿するが、実施例３で調製し
たエマルション溶液ではバイアルの底部に沈殿物は確認されなかった。よって、加えられ
たピレンは磁性エマルションの内部に内包されていると考えられる。
【００９３】
また、ＤＬＳ測定より、化合物１ａ及びピレンを内包したナノエマルション粒子（Pyre
ne/(±)‑10c/5/(‑)‑PBS）の粒径は約１５ｎｍとなった（図２３）。
化合物１ａなしでピレンのみを内包したミセル（Pyrene /5/(‑)‑PBS）の粒径が約１０
ｎｍであることから（図２２）、エマルション粒子１個に内包されるピレンは微量である
と考えられる。
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【００９４】
さらに、化合物１ａとともにピレンが内包された界面活性剤のナノエマルション粒子（
Pyrene/(±)‑10c/5/(‑)‑PBS）については蛍光スペクトルを測定した。比較のために、リ
ン酸緩衝水溶液のみ（Only (‑)‑PBS）、ピレンをリン酸緩衝水溶液に添加した後の上澄み
溶液（Pyrene /(‑)‑PBS）、ピレンを内包したミセル（Pyrene /5/(‑)‑PBS）の蛍光スペク
トルをそれぞれ測定した。
図２３の吸収スペクトルから最大吸収波長を見積もり、励起波長（λex=320±10nm）を
決定した。それらの結果を図２５〜２８に示す。
また、ナノエマルション粒子（Pyrene/(±)‑10c/5/(‑)‑PBS）については、４２５〜５
００ｎｍの範囲の蛍光スペクトルの拡大図を図２９に示す。
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【００９５】
図２８より、化合物１ａ及びピレンを内包したナノエマルション粒子に関しては、強度
の大きい発光現象は見られなかった。この原因は、化合物１ａ中のニトロキシドラジカル
（Ｎ−Ｏ・）がｎ−π*遷移（４５０ｎｍ）を有しているため（図２４参照）、蛍光消光
するためと考えられる。
その証拠に、図２８の化合物１ａ及びピレンを内包したナノエマルション粒子（Pyrene
/(±)‑10c/5/(‑)‑PBS）の蛍光スペクトルを拡大すると、４５０ｎｍ近傍にわずかながら
発光が見られた（図２９）。
【００９６】
実施例４
磁性ナノエマルションのMRI造影能評価と抗癌剤内包磁性ナノエマルションの細胞毒性
評価
【００９７】
（１）有機ニトロキシドラジカル化合物(±)‑2(n=18)の合成
式（１）において、Ｒ１が炭素数１８の直鎖アルキル基である有機ニトロキシドラジカ
ル化合物（化合物１ｂ）を、以下のようにして合成した。
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【化８】
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【００９８】
削り状のマグネシウム(0.253 g, 10 mmol)を二口フラスコに入れ、減圧下で乾燥させ、
フラスコをアルゴンで満たした。これにテトラヒドロフラン(10 mL)及び少量の1,2‑ジブ
ロモエタンを加え、10分間撹拌させた。これに、事前にベンゼン共沸により乾燥させた1‑
ブロモ‑4‑オクタデシロキシベンゼン（4.255 g, 10 mmol）を溶解させたテトラヒドロフ
ラン溶液(40 mL)を加えた。常温で2時間攪拌し、グリニャール試薬を調製した。
【００９９】

20

一方で、製造例１で合成したテトラメチルニトロン（0.635 g, 5.00 mmol）を二口フラ
スコに入れ、数滴のベンゼンで共沸させた。二口フラスコ内を真空にした後、アルゴンで
満たした。そこにテトラヒドロフラン (20 mL) を加え、‑78

o

Cに冷却し、グリニャール

試薬を滴下した。混合物をゆっくり昇温した後、常温で一晩撹拌を続けた。反応液を飽和
塩化アンモニウム水溶液(100 mL) に注ぎ、ジクロロメタン (100 mL) で抽出した。無水
硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を留去した。
【０１００】
残渣をメタノール(30 mL)とジクロロメタン(30 mL) の混合溶液に溶解させ、25%濃アン
モニア水(2 mL)及び酢酸銅(0.805g, 4.00 mmolを加え、酸素を１分間吹き込んだ。溶液が
濃青色に変化した後、反応液を減圧濃縮し、メタノールを留去した。残渣に飽和炭酸水素
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ナトリウム水溶液(100 mL)を加え、ジクロロメタン(100 mL)で抽出した。
【０１０１】
得られた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した後、溶媒を留去した。最後に、シリ
カゲルカラムクロマトグラフィー (n‑ヘキサン／ジエチルエーテル＝90/10 (容積比))に
より精製し、有機ニトロキシドラジカル化合物(±)‑2 (n=18)（0.440 g, 0.93 mmol、収
率18.6 %）を得た。
元素分析Calculated (%): C, 78.76; H, 11.51; N, 2.96. Found (%): C, 78.89; H, 1
1.49; N, 2.78.
EPR (0.1 mM in THF, 25

o

C): g=2.0068, aN=1.39 mT

【０１０２】

40

（２）(‑)‑PBS中における(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性
（ナノエマルション粒子の調製）
界面活性剤として、シグマ・アルドリッチ社製Brij（登録商標）58（ポリオキシエチレ
ンセチルエーテル、ｎ＝２０） (0.225 g, 200 μmol)をバイアルに入れ、必要量の(‑)‑P
BSを加え、加熱(90

o

C, 2分間)と超音波照射 (1分間)を行い、10 mMの界面活性剤水溶液2

0 mLを調製した。
化合物(±)‑2 (n=18) (7.06 mg, 15μmol)を少量のジエチルエーテルに溶解させた。こ
れに界面活性剤水溶液(1.5 mL) を滴下し、1分間攪拌させた。その後、90

o

Cで10分間加

熱することにより(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションを調製し
た。
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【０１０３】
（３）(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションの還元耐性
【化９】

10

20

【０１０４】
(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤１の磁性ナノエマルションをダルベッコリン酸緩
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衝液(‑)‑PBS（Wako, Lot. DSJ7024）中で作製し、磁性ナノエマルションの還元剤に対す
る安定性を評価した。具体的には、(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマ
ルションの水溶液にラジカルに対して1.75倍のアスコルビン酸を添加し、磁性ナノエマル
ションのアスコルビン酸耐性をDLS法とEPR分光法を用いて評価した。
【０１０５】
界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)とアスコルビン酸の濃度比は、[1/ (±)‑2 (n=18) / Asco
rbic acid = 1.0 ×10‑2 mM / 1.0 ×10‑2 mM / 1.75 ×10‑2 mM]とした。調製方法は、
少量のエーテルに溶解させた(±)‑2 (n=18)の溶液に界面活性剤水溶液を1.5 mL加えた後
、90 ℃で加熱し、エーテルを系から除去することで、磁性ナノエマルションを調製した
。得られた磁性ナノエマルションにアスコルビン酸を添加し、EPR測定とDLS測定を直ちに
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行った。
【０１０６】
ラジカル濃度の変化については、EPRスペクトルを二回積分し、開始直後のEPRスペクト
ルの二回積分値を100として計算を行った(図３０)。
その結果、この磁性ナノエマルションはTEMPOLのような水溶性ラジカルと比べて、ゆっ
くりと還元を受けることが分かった。この結果は、磁性ナノエマルションがアスコルビン
酸に対して優れた還元耐性を有していることが示された。
本測定では、EPR装置としてJEOL RE‑2Xを使用した。
【０１０７】
（４）MRIファントム測定
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ガドリニウム製剤に代わるMRI造影剤として(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁
性ナノエマルションが有効であると考えた。
そこで、4.7 Tの磁場印加条件下でMRIファントム測定を行い、磁性ナノエマルションと
疎水性擬似ドラッグ或いはドラッグを内包した磁性エマルションのMRIにおける画像造影
能力を評価した。
擬似ドラッグとしてピレン6 (SIGMA‑ALDRICH, Lot. S22012)、テトラフェニルポルフィ
リン8を使用した。また、疎水性のドラッグとしてヒドロコルチゾン9 (TCI, LOT. SZ6YA)
とパクリタキセル7 (サワイ、パクリタキセル注射液30 mg)を使用した。7は実際に医療現
場で使用されている抗がん剤である。
10

【０１０８】
測定法
本測定では、Bruker 4.7 Tマシン (BioSpec 47 USR) を使用した。(‑)‑PBS中で (±)‑2
(n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルション[1 / (±)‑2 (n=18) = 10 mM / 1
0 mM]を調製した。さらに、この溶液を1/2, 1/8, 1/16に希釈し、1.25 mMから10 mMの(±
)‑2 (n=18)を内包した磁性ナノエマルションを計4種類調製した。
【０１０９】
また、擬似ドラッグ或いはドラッグを内包した磁性エマルションについては、(±)‑2 (
n=18)に対して10 mol%の疎水性化合物6, 7, 8或いは9を内包した磁性ナノエマルション [
1と(±)‑2 (n=18)の最終濃度: 各々10 mM] を調製した。ただし、7を内包した界面活性剤
1と(±)‑2 (n=18)から構成された磁性ナノエマルションについては、先と同様に水溶液を
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希釈し、1.25 mMから10 mMの(±)‑2 (n=18)を内包した磁性ナノエマルションを計4種類調
製した。
【０１１０】
これらのサンプルから1 mLをプラスチック製のチューブに移し、それをサンプルホルダ
ーに設置した。続いてこのホルダーをMR装置内に挿入した。最後に、レーザーによるサン
プルの位置決めを行った後、室温条件下で測定を行った。測定手法としてはスピンエコー
法を用いた。画像用の測定条件とr1値算出用の測定条件は異なっており、それぞれ次のよ
うになっている。
【０１１１】
[画像用の条件; エコー時間 (TE) = 20 ms, 繰り返し時間 (TR) = 200 ms, r1値算出用
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の測定条件; エコー時間 (TE) = 10 ms, 繰り返し時間 (TR) = 5000, 3000, 1500, 800,
400 and 200 ms].
【０１１２】
測定結果
図３１aに得られたMR画像を示す。
(a) パネル(A‑D): (±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションのT1
強調画像 [1 と(±)‑2 (n=18)の最終濃度: 各々10, 5, 2.5, 1.25 mM] パネル(E‑H): 10
mol%の7を内包した界面活性剤1 と(±)‑2 (n=18)から構成された磁性ナノエマルションの
T1強調画像 [1と(±)‑2(n=18)の最終濃度: 各々10, 5, 2.5, 1.25 mM] パネル(I‑K): 10
mol%の(I) 6、(J) 8、(K) 9を内包した界面活性剤1と (±)‑2 (n=18)から構成された磁性
ナノエマルションのT1強調画像 [1と(±)‑2 (n=18)の最終濃度: 各々10 mM]
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パネル(L):

コントロール(‑)‑PBS.
図３１aより、コントロール[(‑)‑PBS]と比較して、何れのサンプルからもコントラスト
の増加が観察されたが、10 mMの(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマル
ションは優れた造影効果を示した。
さらに、10 mol%の7を内包した界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)から構成された磁性ナノエ
マルションはより優れた造影効果を示すことが分かった。
(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションと7を内包した界面活性
剤1と(±)‑2 (n=18)から構成された磁性ナノエマルションに関しては、各々の濃度におけ
るT1緩和時間を算出し、(±)‑2 (n=18)の造影能力の指標となるr1値を算出した。r1値はy
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軸にT1緩和時間の逆数を、x軸に(±)‑2 (n=18)の濃度をとって描いた近似直線の傾きとし
て求められる。
【０１１３】
図３１bと図３１cは、それぞれ、 (±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエ
マルションと7を内包した界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)から構成された磁性ナノエマルシ
ョン中に含まれる(±)‑2 (n=18)の濃度とT1緩和時間の関係を示す。
(b) (±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションと(c) 7を内包した
界面活性剤1 と(±)‑2 (n=18)から構成された磁性ナノエマルションにおける(±)‑2 (n=1
8)の濃度とT1緩和時間の関係.
グラフの傾きからr1値を算出すると、それぞれ0.12 s‑1/mMと0.16 s‑1/mMと算出された

10

。この結果は、7を内包した界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)から構成された磁性ナノエマル
ションが、(±)‑2 (n=18)のみを内包した磁性ナノエマルションと比べて水の緩和をより
効果的に短縮することを示唆している。
7を内包した界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)から構成された磁性ナノエマルションの粒径
は12 nmであり、(±)‑2 (n=18)のみを内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルション (粒
径16 nm)よりも小さい。また、EPRスペクトルは三本線成分が観察された。
これらのことを勘案すると、7を内包した界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)から構成された
磁性ナノエマルションにおいては、その内部に存在している水分子と外部に存在している
水分子との間で早い交換が起こっていると考えられる。さらに、(±)‑2 (n=18)の回転相
20

関時間が増加していることを示唆されている。
【０１１４】
（５）In vitroにおける細胞毒性評価
(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションと、7を内包した界面活
性剤1と(±)‑2 (n=18)から構成された磁性ナノエマルションのHeLa細胞に対する毒性評価
行った。
【０１１５】
測定法
10%のウシ胎児血清 (SIGMA‑ALDRICH, LOT 14A189)と1%のペニシリン/ストレプトマイシ
ン(Wako, Penicillin‑Streptomycin Solution (×100))を含むダルベッコ改変イーグル培
地 (Wako, LOT DSG7015)中で培養されたHeLa細胞を、96ウェルマイクロプレート (Thermo

30

Fisher SCIENTIFIC, Nunclon(TM）Delta 96‑Well MicroWell(TM) Plates, Sterile)の各
ウェルにHeLa細胞を9,000個/100 μLずつ播種した。
続いて界面活性剤1のミセル水溶液、(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノ
エマルション、0.001 mol%の7を内包した界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)から構成された磁
性ナノエマルション、7の(‑)‑PBS溶液をそれぞれ10 μLずつウェルに加え、インキュベー
タ(Thermo SCIENTIFIC, HERACELL 150i)で24時間培養 (温度: 37

o

C、二酸素濃度: 5%)し

た。
ミセル水溶液 [1の濃度: 10 mM]、(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエ
マルション [1 と(±)‑2 (n=18)の濃度: 各々10 mM]と7の(‑)‑PBS溶液 [7の濃度: 10 μM
]は、ウェルに添加される前に(‑)‑PBSで1/32 [1 と(±)‑2 (n=18)の最終濃度: 各々0.313
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mM]、1/64 [0.156 mM]、1/128 [0.078 mM]、1/256 [0.039 mM]に希釈された。
続いて、これらの水溶液を各ウェルに添加した。24時間培養後、各ウェルを(‑)‑PBSで
二回洗浄し、cck‑8 評価法（同仁化学研究所、LOT JH159）により評価した。
本測定では、cck‑8試薬を添加後、30分間培養し、マイクロプレートリーダー (TECAN、
infinite M200)により細胞数に応じた吸光度 (波長: 450 nm)を測定した。解析の際は、
コントロールとして(‑)‑PBSのみを添加した際に得られた細胞生存率を100%として各サン
プルにおける細胞生存率を算出した。また、一つのサンプルにつき4ウェル使用し、各ウ
ェルから得られた細胞生存率の平均を算出した。
なお、ミセル水溶液とすべての磁性エマルションは(‑)‑PBS中で調製した。
【０１１６】
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測定結果
図３２a：界面活性剤1のミセル水溶液と(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナ
ノエマルションの細胞毒性.
図３２b：7を内包した界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)から構成された磁性ナノエマルショ
ンと、7の(‑)‑PBS溶液の細胞毒性.
図３２aより、32倍かそれ以上の希釈条件ではHeLa細胞に対してほとんど毒性を示さな
いことがわかった。
一方、図３２bより、7を内包した界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)から構成された磁性ナノ
エマルションと7の(‑)PBS溶液は、32倍かそれ以上の希釈条件においてもHeLa細胞に対し
て毒性を示した。

10

この結果は、抗がん剤を磁性ナノエマルションに内包させた場合でも、それが抗がん剤
として有効に働くことを示している。さらに、64倍と128倍希釈条件における殺細胞効果
を見ると、磁性ナノエマルションに内包された7が、溶液中に分散した状態でいる7よりも
2倍の細胞毒性を示すことが分かった。
このことは、比較的低濃度条件において、7を内包した界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)か
ら構成された磁性ナノエマルションがHeLa細胞内に効果的に取り込まれることを示してい
る。磁性ナノエマルション内部から放出された7が薬剤活性であるという事実は、7を内包
した界面活性剤1と(±)‑2 (n=18)から構成された磁性ナノエマルションが薬剤送達システ
ムのキャリヤとして有効であることを示している。
【０１１７】

20

実施例５
化合物の最適化の経緯を示すデータ
【化１０】

30
界面活性剤1とそれぞれ長さの異なるアルキル側鎖を有する疎水性のラジカルを用いて、
リン酸緩衝液(‑)‑PBS中で純有機磁性ナノエマルションを作製し、その安定性を評価した
。
具体的には(‑)‑PBS中で作製した磁性ナノエマルションの安定性をEPR分光法とDLS法に
より評価した。
磁性ナノエマルションの安定化条件の結果を示す。
【化１１】
40

【０１１８】
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（１）(±)‑3を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルション
【化１２】

10
(±)‑3をエーテルに溶解させて、この溶液を界面活性剤水溶液で分散させることにより磁
性ナノエマルションの調製を試み、磁性ナノエマルションの安定性をEPR分光法とDLS法に
より評価した。
界面活性剤1と(±)‑3の濃度比は、[1 /(±)‑3 = 10 mM / 10 mM]とした。調製方法は、
少量のエーテルに溶解させた(±)‑3の溶液に、界面活性剤水溶液を1 mL加えた後、90 ℃
で加熱し、エーテルを系から除去することで、ナノエマルションを調製した。系からエー
テルが除去されると、溶液の色が黄濁色から黄色透明に変化した。
図３３は調製後のEPRスペクトルと平均粒径である。EPR測定の結果から、三本線成分が
確認された。これは、ラジカルが(‑)‑PBS中で分散していることを示している。
【０１１９】

20

（２）(±)‑2 (n=4)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルション
同様に、(±)‑2 (n=4)をエーテルに溶解させて、この溶液を界面活性剤水溶液で分散さ
せることにより磁性ナノエマルションの調製を試み、磁性ナノエマルションの安定性をEP
R分光法とDLS法により評価した。
界面活性剤1と(±)‑2 (n=4)の濃度比は、[1 / (±)‑2 (n=4) = 10 mM / 5.0 mM]とした
。界面活性剤に対してラジカルの量は半分である。調製方法は、少量のエーテルに溶解さ
せた(±)‑2 (n=4)の溶液に、界面活性剤水溶液を1 mL加えた後、90 ℃で加熱し、エーテ
ルを系から除去することで、ナノエマルションを調製した。
系からエーテルが除去されると、溶液の色が黄濁色から黄色透明に変化した。図３４は
調製後のEPRスペクトルと平均粒径である。(±)‑3の場合と同様に、EPRスペクトルを測定
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すると三本線成分が確認された。
これは、ラジカルが(‑)‑PBS中で分散していることを示す。
【０１２０】
（３）(±)‑2 (n=8)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルション
(±)‑2 (n=8)をエーテルに溶解させて、この溶液を界面活性剤水溶液で分散させること
により磁性ナノエマルションの調製を試み、磁性ナノエマルションの安定性をEPR分光法
とDLS法により評価した(図３５及び３６)。
界面活性剤1と(±)‑2 (n=8)の濃度比は、[1 / (±)‑2 (n=8) = 10 mM / 5.0 mM]とした
。界面活性剤に対してラジカルの量は半分である。調製方法は、少量のエーテルに溶解さ
せた(±)‑2 (n=8)の溶液に、界面活性剤水溶液を1 mL加えた後、90 ℃で加熱し、エーテ
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ルを系から除去することで、磁性ナノエマルションを調製した。
系からエーテルが除去されると、溶液の色が黄濁色から黄色透明に変化した。調製して
から20分経過しないうちに溶液が白濁した。DLS測定の結果から、調製3日後に1000 nm付
近に大きな会合体由来のピークが観察された。
これらの結果は、(±)‑2 (n=8)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションが(‑)‑P
BS中で非常に不安定であることを示す。
【０１２１】
（４）(±)‑2 (n=14)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルション
(±)‑2 (n=14)は水に難溶である。そこで、(±)‑2 (n=14)をエーテルに溶解させて、こ
の溶液を界面活性剤水溶液で分散させることにより磁性ナノエマルションの調製を試み、
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磁性ナノエマルションの安定性をEPR分光法とDLS法により評価した(図３７及び３８)。
界面活性剤1と(±)‑2 (n=14)の濃度比は、[1 /(±)‑2 (n=14) = 1.0 ×10‑2 M / 1.0
×10‑2 M]とした。調製方法は、少量のエーテルに溶解させた(±)‑2 (n=14)の溶液に、界
面活性剤水溶液を1 mL加えた後、90 ℃で加熱し、エーテルを系から除去することで、ナ
ノエマルションを調製した。
エーテルが除去されると、溶液の色が黄濁色から黄色透明に変化した。DLS測定の結果
から、2日後の磁性ナノエマルションの粒径が調製直後と比較して増加していることが分
かった。また、水溶液の色も黄色透明から黄濁色に変化していた。6日後には、水溶液中
に浮遊物が確認された。
この水溶液は0.45μmφのmembrane filterを通過出来なかったため、DLS測定等は行っ
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ていない。
以上の結果から、(±)‑2 (n=14)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションは(‑)‑
PBS中で不安定であると考えられる。
【０１２２】
（５）(±)‑2 (n=16)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルション
(±)‑2 (n=16)をエーテルに溶解させて、この溶液を界面活性剤水溶液で分散させるこ
とにより黄色透明の磁性ナノエマルションの調製を試み、磁性ナノエマルションの安定性
をEPR分光法とDLS法により評価した(図３９及び４０)。
EPR測定の結果、(‑)‑PBS中では、会合体形成に由来するブロードな一本線のみが観測さ
れた。また、粒形の経時変化は1日目が16 nm、2日後が27 nm、6日後が37 nmであり、徐々

20

に大きくなった。
この結果から、磁性ナノエマルションは7日間に渡って、安定に存在していることがわ
かった。
【０１２３】
（６）(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルション
(±)‑2 (n=18)をエーテルに溶解させて、この溶液を界面活性剤水溶液で分散させるこ
とにより黄色透明の磁性ナノエマルションの調製を試み、磁性ナノエマルションの安定性
をEPR分光法とDLS法により評価した(図４１及び４２)。
EPR測定の結果、(‑)‑PBS中では、会合体形成に由来するブロードな一本線のみが観測さ
れた。また、粒形の経時変化は1日目が16 nm、2日後が17 nm、14日後が24 nmであり、徐

30

々に大きくなった。
この結果から、磁性ナノエマルションは14日間に渡って、安定に存在していることがわ
かった。また、DLS測定の結果から(±)‑2 (n=16)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマ
ルションと比較して、会合し難いことが分かった。
このことは、(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションが、(±)‑2
(n=16)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションよりも(‑)PBS中で安定であること
を示している。
【０１２４】
（７）(±)‑2 (n=20)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルション
同様に、(±)‑2 (n=20)をエーテルに溶解させて、この溶液を界面活性剤水溶液で分散
させることにより黄色透明の磁性ナノエマルションの調製を試み、磁性ナノエマルション
の安定性をEPR分光法とDLS法により評価した(図４３及び４４)。
EPR測定の結果、(‑)‑PBS中では、会合体形成に由来するブロードな一本線のみが観測さ
れた。また、粒形の経時変化は7日間に渡って17 nmで一定となった。
この結果から、(±)‑2 (n=20)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションが、(±)
‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションと同様に、(‑)‑PBS中で7日間以
上、安定であることが分かった。
【０１２５】
（８）類似のPEG系界面活性剤から構成された磁性ナノエマルション
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【化１３】

界面活性剤4と界面活性剤5を用いて、(‑)‑PBS中で安定な(±)‑2 (n = 12, 14, 16, 18 or
20)を内包した磁性ナノエマルションを調製することはできなかった。この理由としては

10

、入れ子構造を形成するには、4と5のポリエチレングリコール鎖或いは、アルキル鎖の長
さが短すぎると考えられる。
【０１２６】
（９）結論
(±)‑2 (n=18)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションの平均粒径は16 nm (調
製直後)となった。この値は、界面活性剤1のミセル水溶液の粒径(9.0 nm)と(±)‑2 (n=18
)の分子長(3.3 nm, MM2計算より)の2倍値(6.6 nm)の合計(15.6 nm)とほぼ等しい値である
。
(±)‑2 (n=20)を内包した界面活性剤1の磁性ナノエマルションの場合は、(±)‑2 (n=20
)の分子長が3.4 nmであるので、合計(15.8 nm)となる。この値も、DLS測定の結果とよく
一致している。
以上より、(±)‑2 (n=18)と1または、(±)‑2 (n=20)と1の組み合わせが、安定な磁性ナ
ノエマルションを作製する上で最適な選択肢であると結論付けられる。
【符号の説明】
【０１２７】
１

ナノエマルション粒子

２

有機ニトロキシドラジカル化合物

３

非イオン性界面活性剤
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