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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光線温熱化学療法に使用され、癌治療用の薬剤を内包したリポソーム複合体が投与され
た患部に対して光を照射する装置であって、
８１０ｎｍの単一波長の光を照射する光照射手段を備え、
前記リポソーム複合体は、近赤外領域に吸収波長を有するインドシアニングリーン色素
に結合したリポソーム膜構成物質を含み、かつ、リポソーム内に癌治療用の薬剤を含む、
医療用装置。
【請求項２】
10

前記光照射手段は発光ダイオードを含む請求項１記載の医療用装置。
【請求項３】
前記リポソーム膜構成物質が脂質からなる請求項１記載の医療用装置。
【請求項４】
前記インドシアニングリーン色素に結合したリポソーム膜構成物質が、下記式（Ｉ）で示
される、請求項１または２記載の医療用装置。
Ａ−（ＣＨ2）a−Ｂ1−（ＣＨ2）b−Ｂ2−Ｄ−Ｅ１

（Ｉ）

Ａはインドシアニングリーン色素であり；
Ｂ１、Ｂ２はそれぞれ独立して、−ＣＨ2−、−ＣＨ＝ＣＨ−、−Ｏ−、−Ｓ−、−Ｎ
Ｈ−、−ＣＯ−、−ＣＯＯ−、−ＯＣＯ−、−ＮＨＣＯ−、−ＣＯＮＨ−、−ＳＯ2−、
−ＳＯ2ＮＨ−、−ＮＨＳＯ2−、−ＰＯ4Ｍ−（Ｍはアルカリ金属イオン）または−（Ｃ
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Ｈ2ＣＨ2Ｏ）c−、（ｃは１〜１０の整数）であり；
Ｄは−ＣＨＥ2−、−ＮＥ2−、−Ｃ6Ｈ4Ｅ2−、−ＣＨ2ＣＨ（ＯＣＯＥ2）−ＣＨ2ＯＣ
Ｏ−または−ＣＨＥ2−ＣＨ2ＯＣＯ−であり；
Ｅ1は、炭素数８〜１８の置換または非置換の炭化水素基であり；
Ｅ2は、水素または炭素数８〜１８の置換または非置換の炭化水素基であり；
ａは０〜４の整数であり、ｂは０〜６の整数である。
【請求項５】
Ｂ1及びＢ2がそれぞれ独立して、−ＣＨ2−、−ＣＨ＝ＣＨ−、−Ｏ−または−Ｓ−で
あり、
Ｄが−ＣＨＥ2−であり、Ｅ2は、水素または炭素数８〜１８の置換または非置換の炭化
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水素基である、
請求項４記載の医療用装置。
【請求項６】
Ｂ1及びＢ2が−ＣＨ2−である、請求項５記載の医療用装置。
【請求項７】
インドシアニングリーン色素は、ＩＣＧ−１１である、請求項１ないし請求項６のうち
いずれか１項に記載の医療用装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、近赤外線の波長特性を利用した非侵襲性医療装置であって、特に、光線力学
療法／光線温熱療法／光線温熱化学療法に使用される医療用装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
ドラッグデリバリーシステム（DDS）において、癌組織周辺の未成熟な血管組織から20
〜200nmの粒子が漏れる現象であるEPR(Enhanced Permeability and Retention)効果を利
用して薬物を癌組織選択的に送達することにより、薬効向上と副作用軽減を発揮する薬物
キャリアーを用いたターゲッティング・システムが開発されている。
【０００３】
しかしながら、従来の技術では、EPR効果により、血管内に投与した薬物キャリアーを
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癌組織選択的に送達・集積させることは可能になったものの、内包した薬剤を効果的に除
放させることは困難であった。
【０００４】
一方、赤外領域に吸収波長を持つ色素の発熱作用や活性酸素を発生する作用（ＰＤＴ効
果）を利用した、光線温熱化学療法や光線力学療法が注目されている。これは、生体内に
おける近赤外光の透過性及び近赤外光を吸収する化合物を利用した療法である。
【０００５】
例えば、光線温熱化学療法については、特許文献１に、光感受性色素剤としてインドシ
アニングリーン（以下「ＩＣＧ」という）を用いて、その発熱作用及び活性酸素発生作用
を利用した光線温熱化学療法が開示されている。
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【０００６】
また、経皮的光力学治療については、特許文献２に、ＩＣＧ等の光感作性薬剤を用いた
ものが開示されている。特許文献２では、光感作性薬剤からなるリポソーム送達系を用い
ている。ここでは、光感作性薬剤をリポソームに内包させて使用している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０−６９００１号公報
【特許文献２】特開２００２−５３４２１８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は、光線力学療法／光線温熱療法／光線温熱化学療法に使用される医療用装置で
あって、例えば癌の治療に好適な医療用装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本願の発明者は、癌組織（主に、皮膚癌・脳腫瘍・胸膜播種・腹膜播種）に特異的かつ
十分な壊死の誘導をもたらす（最終的には、寛解に至る）医療用装置を開発した。
【００１０】
その医療用装置は光線力学療法／光線温熱療法／光線温熱化学療法に使用される装置で
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あって、８１０ｎｍの波長の光を照射する光照射手段を備える。光照射手段は例えばレー
ザ発光素子で構成されてもよい。また、医療用装置は、癌の温熱治療に使用され、例えば
、癌治療用の薬剤を内包したリポソーム複合体が投与された患部に対して、光を照射する
ために使用される。
【００１１】
リポソーム複合体は具体的には以下のものである。
［１］近赤外領域に吸収波長を有するインドシアニングリーン色素、フタロシアニン色
素、スクアリリウム色素、クロコニウム色素及びジインモニウム色素からなる群より選択
される光吸収化合物に結合したリポソーム膜構成物質を含み、かつ、リポソーム内に薬剤
を含む、リポソーム複合体。（「光吸収化合物」とは、近赤外領域の光を吸収してリポソ
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ームを開裂させるのに十分な熱を発生する化合物であり、好ましくはさらに、一重項酸素
を発生させ、及び／又は、腫瘍細胞を死滅させるのに十分な熱を発生させる。）
［２］上記［１］のリポソーム複合体において、リポソーム膜構成物質が脂質からなる
リポソーム複合体。（脂質としては、例えば、リン脂質、糖脂質、ステロール、飽和又は
不飽和の脂肪酸等が挙げられる。）
［３］上記［１］のリポソーム複合体において、光吸収化合物に結合したリポソーム膜
構成物質が、下記式（Ｉ）で示されるリポソーム複合体：
Ａ−（ＣＨ2）a−Ｂ1−（ＣＨ2）b−Ｂ2−Ｄ−Ｅ１

（Ｉ）

ここで、
Ａは光吸収化合物であり；
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Ｂ１、Ｂ２はそれぞれ独立して、−ＣＨ2−、−ＣＨ＝ＣＨ−、−Ｏ−、−Ｓ−、−Ｎ
Ｈ−、−ＣＯ−、−ＣＯＯ−、−ＯＣＯ−、−ＮＨＣＯ−、−ＣＯＮＨ−、−ＳＯ2−、
−ＳＯ2ＮＨ−、−ＮＨＳＯ2−、−ＰＯ4Ｍ−（Ｍはアルカリ金属イオン）または−（Ｃ
Ｈ2ＣＨ2Ｏ）c−、（ｃは1〜１０の整数）であり；
Ｄは−ＣＨＥ2−、−ＮＥ2−、−Ｃ6Ｈ4Ｅ2−、−ＣＨ2ＣＨ（ＯＣＯＥ2）−ＣＨ2ＯＣ
Ｏ−または−ＣＨＥ2−ＣＨ2ＯＣＯ−であり；
Ｅ1は、炭素数８〜１８の置換または非置換の炭化水素基であり；
Ｅ2は、水素または炭素数８〜１８の置換または非置換の炭化水素基であり；
ａは０〜４の整数であり、ｂは０〜６の整数である。
［４］上記［３］のリポソーム複合体において、Ｂ1及びＢ2がそれぞれ独立して、−Ｃ
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Ｈ2−、−ＣＨ＝ＣＨ−、−Ｏ−、または−Ｓ−であり、Ｄが−ＣＨＥ2−であり、Ｅ2は
、水素または炭素数８〜１８の置換または非置換の炭化水素基である。
［５］上記［４］のリポソーム複合体において、Ｂ1及びＢ2が−ＣＨ2−である。
【発明の効果】
【００１２】
本発明の医療用装置によれば、８１０ｎｍの波長の光を癌組織に照射することができる
。これにより、効果的に患部の温度を上昇させることができ、例えば効果的に癌細胞を壊
死に誘導させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】本発明の一実施形態における、光線力学療法／光線温熱療法／光線温熱化学療法
に使用される医療用装置を示した図
【図２】照射光の波長の違い（800nm、810nm）による温度上昇の違いを説明するための図
【図３】810nm波長の光を照射したときの治療効果を説明するための図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
【００１５】
１．医療用装置の構成
図１は、本発明の医療用装置の一実施形態の構成を説明した図である。医療用装置１０
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は光線力学療法／光線温熱療法／光線温熱化学療法において使用される装置であり、光源
として光照射部１１を備える。光照射部１１は各々８１０ｎｍの波長の光を出力する６個
のＬＥＤ（発光ダイオード）１３で構成されている。光照射部１１に含まれるＬＥＤ１３
の数は、６に限定されず、照射光の所望の強度に応じて適宜設定されれば良い。例えば、
ＬＥＤ１３の数は、癌細胞を壊死させるためには、被照射部位を４０〜４２度程度まで加
熱させる必要がある。よって、光照射部１１からの照射光の強度は、そのような温度が得
られるように設定されればよい。
【００１６】
ＬＥＤは光が照射された皮膚の温度上昇を招かないことから、本実施形態の医療用装置
１０の光源として好ましい。しかしながら、皮膚温度の上昇を招かないように照射強度や
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照射時間等を調整することができれば、本実施形態の医療用装置１０の光源として、他の
種類の光源（例えば、レーザ光源）を用いることも可能である。
【００１７】
２．リポソーム複合体を用いた薬剤の癌組織への送達
本願の発明者は、ＩＣＧを基本骨格とする「薬剤封入型近赤外蛍光標識リポソーム」を
開発した（特願２０１１−２２３２７３参照）。本願の発明者が開発したリポソーム複合
体は具体的には以下のものである。
【００１８】
［１］近赤外領域に吸収波長を有するインドシアニングリーン色素、フタロシアニン色
素、スクアリリウム色素、クロコニウム色素及びジインモニウム色素からなる群より選択
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される光吸収化合物に結合したリポソーム膜構成物質を含み、かつ、リポソーム内に薬剤
を含む、リポソーム複合体。（「光吸収化合物」とは、近赤外領域の光を吸収してリポソ
ームを開裂させるのに十分な熱を発生する化合物であり、好ましくはさらに、一重項酸素
を発生させ、及び／又は、腫瘍細胞を死滅させるのに十分な熱を発生させる。）
［２］上記［１］のリポソーム複合体において、リポソーム膜構成物質が脂質からなる
リポソーム複合体。（脂質としては、例えば、リン脂質、糖脂質、ステロール、飽和又は
不飽和の脂肪酸等が挙げられる。）
［３］上記［１］のリポソーム複合体において、光吸収化合物に結合したリポソーム膜
構成物質が、下記式（Ｉ）で示されるリポソーム複合体：
Ａ−（ＣＨ2）a−Ｂ1−（ＣＨ2）b−Ｂ2−Ｄ−Ｅ１

（Ｉ）
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ここで、
Ａは光吸収化合物であり；
Ｂ１、Ｂ２はそれぞれ独立して、−ＣＨ2−、−ＣＨ＝ＣＨ−、−Ｏ−、−Ｓ−、−Ｎ
Ｈ−、−ＣＯ−、−ＣＯＯ−、−ＯＣＯ−、−ＮＨＣＯ−、−ＣＯＮＨ−、−ＳＯ2−、
−ＳＯ2ＮＨ−、−ＮＨＳＯ2−、−ＰＯ4Ｍ−（Ｍはアルカリ金属イオン）または−（Ｃ
Ｈ2ＣＨ2Ｏ）c−、（ｃは1〜１０の整数）であり；
Ｄは−ＣＨＥ2−、−ＮＥ2−、−Ｃ6Ｈ4Ｅ2−、−ＣＨ2ＣＨ（ＯＣＯＥ2）−ＣＨ2ＯＣ
Ｏ−または−ＣＨＥ2−ＣＨ2ＯＣＯ−であり；
Ｅ1は、炭素数８〜１８の置換または非置換の炭化水素基であり；
Ｅ2は、水素または炭素数８〜１８の置換または非置換の炭化水素基であり；
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ａは０〜４の整数であり、ｂは０〜６の整数である。
［４］上記［３］のリポソーム複合体において、Ｂ1及びＢ2がそれぞれ独立して、−Ｃ
Ｈ2−、−ＣＨ＝ＣＨ−、−Ｏ−、または−Ｓ−であり、Ｄが−ＣＨＥ2−であり、Ｅ2は
、水素または炭素数８〜１８の置換または非置換の炭化水素基である。
［５］上記［４］のリポソーム複合体において、Ｂ1及びＢ2が−ＣＨ2−である。
【００１９】
本願の発明者は、上記のリポソーム複合体にシスプラチン等の抗癌剤を内包し、直径を
約100nmに調整した。770nmの波長の光を照射し、830nm蛍光を観測することで本薬剤が癌
組織に集積することを非侵襲的に確認できた。また、本願の発明者は、800‑810nmの波長
の照射により、ＩＣＧ誘導体の光吸収による発熱と活性酸素の発生、並びに、封入されて
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いたシスプラチン（抗癌剤）等の除放による癌組織の壊死誘導が可能であることを見出し
た。特に、本願発明者は、810nmの波長の照射により、より効果的に癌組織の壊死誘導が
可能であることを見出した。
【００２０】
３．試験結果
本願発明者は、上記のリポソーム複合体を投与したラットの腫瘍に対して上記の医療用
装置１０と同様の構成を有する装置を用いて光を照射する試験を行い、腫瘍内の温度変化
及び腫瘍の治療効果を確認した。
【００２１】
（１）波長の違いによる腫瘍内温度変化の違い
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−リポソーム分散液：
卵黄由来フォスファチジルコリン（DOPC MC‑8181，10 mM）、コレステロール（5 mM）
、ポリエチレングリコール修飾型ホスファチジルエタノールアミン（PEG‑phosphatidylee
tahanolamine, 0.5 mM）、ICG‑11（1 mM）を含む、クロロフォルム／メタノール（9:1, v
/v）溶液により溶解し、一部を減圧乾燥し、生成した薄膜に生理食塩水を添加し、孔径10
0nmのフィルターで処理してリポソームを得た。
【００２２】
−ラット：
試験には、Ｆ３４４／ＪＣＬ（３１−３４週齢，雌）を用いた。腫瘍は、ＡＦＢ−１（
アフラトキシン誘発線維肉腫−１）であり、１カ所当たり１×１０７個接種した。接種後
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１６日目より実験を開始した。
【００２３】
Ｆ３４４／ＪＣＬラット（31‑34週齢，雌，ＡＦＢ−１細胞接種）において，腫瘍径約1
0mmの腫瘍組織を用いた。１ｍＬのＩＣＧ−１１を脂質二重膜に有するリポソーム分散液
をラットの頸静脈より投与した。投与の２４時間後，上記の医療用装置１０と同様の構成
を有する装置により２０分間、光を照射した。装置には、エピテックス社製のHigh Power
TOP LED，2.5 mW（波長８００ｎｍ、８１０ｎｍ）を用いた。
【００２４】
ICG‑11を脂質二重膜に有するリポソーム分散液（［１］のリポソーム複合体）を投与し
たラットの腫瘍に対して、２種類の波長（８００ｎｍ、８１０ｎｍ）の光を照射し、腫瘍
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内温度の変化を観測した。図２は、２種類の波長（８００ｎｍ、８１０ｎｍ）の光に対す
る腫瘍内温度の変化を示した図である。横軸は照射時間（分）を示し、縦軸は温度変化（
ΔＫ）を示す。曲線Ａは８１０ｎｍの波長の光を照射したときの温度変化を示し、曲線Ｂ
は８００ｎｍの波長の光を照射したときの温度変化を示す。図２に示すように、８００ｎ
ｍの波長の光を照射した場合よりも、８１０ｎｍの波長の光を照射した場合の方が、より
高い温度まで温度が上昇しているのが分かる。癌細胞を壊死させるためには、４０〜４２
度程度まで温度を上昇させる必要がある。８１０ｎｍの波長の光によれば、約４度の温度
上昇が観察され（ラットの皮下体温は約３６〜３７度）、癌細胞を壊死させるために十分
に高い温度（例えば４２度程度）まで温度を上昇させることができることが分かる。一方
、８００ｎｍの波長では、約２度の温度上昇であり、十分な温度上昇を得ることは難しい
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。この実験結果により、８１０ｎｍの波長の光が、癌細胞を壊死させるための温度上昇に
効果的に作用することが理解できる。
【００２５】
（２）８１０ｎｍの波長光の照射による治療効果
図３は、８１０ｎｍの波長光の照射による温熱治療による効果を説明するための図であ
る。実験に用いたリポソーム分散液及びラットは前述のとおりである。前述のとおり、Ｆ
３４４／ＪＣＬ（３１−３４週齢，雌，ＡＦＢ−１細胞接種）において，腫瘍径約１０mm
の腫瘍組織を用いた。１ｍLのＩＣＧ−１１を脂質二重膜に有するリポソーム分散液をラ
ットの頸静脈より投与した。投与の24時間後、エピテックス社製の光照射装置により、２
０分間、８１０ｎｍの波長の光を照射した。その後、約１００日間に渡って腫瘍径の計測
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を行った。
【００２６】
図３において、縦軸は腫瘍体積、横軸は光照射後の日数を示す。曲線Ｘは、前述のリポ
ソーム分散液を投与した場合の結果を示し、曲線Ｙは、対比実験として生理食塩水を投与
した場合の結果を示す。図３を参照すると、生理食塩水を投与し、８１０ｎｍの波長の光
を照射した場合（曲線Ｙ）、日数の経過とともに腫瘍体積が増加している。これに対して
、リポソーム分散液を投与し、８１０ｎｍの波長の光を照射した場合（曲線Ｘ）は、腫瘍
体積の増加が抑制されているのがわかる。特に、投与後３０日経過後に腫瘍体積の増加が
抑制されており、顕著な効果が現れているのが分かる。これは、８１０ｎｍの波長光の照
射により、腫瘍部の温度を癌細胞を壊死させるのに十分高い温度に上昇させすることがで
きたためであると考えられる。
【００２７】
以上のように、本実施形態の癌医療用装置により８１０ｎｍの波長の光を照射すること
で、より効果的に癌細胞を壊死させることができることが確認できた。
【符号の説明】
【００２８】
１０

医療用装置

１１

光照射部（光源）

１３

ＬＥＤ（発光ダイオード）
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【図３】

【図２】
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