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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一般式(I)：

(2)
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【化１】
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［式中、R1〜R20は、同一又は異なって、F‑、マンノース‑S‑、マンノース‑D‑S‑又はマン
ノース‑O‑D‑S‑を示し、これらのうちの少なくとも1つはマンノース‑S‑、マンノース‑D‑S‑
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又はマンノース‑O‑D‑S‑を示す。ここで、Dは炭化水素基を示す。
R21及びR22は、同一又は異なって、水素原子、アルキル又はE‑(CH2)n‑を示す。或いは、R
21

及びR22は、互いに結合して環を形成してもよい。ここで、Eは、アリール、アミノ、ア

ルキルアミノ、イミノ又はシクロアルキルを示し、nは0〜3の整数を示す。］で表される
クロリン誘導体又はその金属錯体。
【請求項２】
R5〜R20が全てF‑を示す、請求項１に記載のクロリン誘導体又はその金属錯体。
【請求項３】
R1〜R4が、同一又は異なって、マンノース‑S‑、マンノース‑D‑S‑又はマンノース‑O‑D‑S
‑を示す、請求項１又は２に記載のクロリン誘導体又はその金属錯体。
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【請求項４】
前記金属錯体が一般式(II)：
【化２】

40
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［式中、Mは金属原子を示す。R1〜R22は前記に同じ。］で表される、請求項１に記載のク
ロリン誘導体又はその金属錯体。
【請求項５】
Mが遷移金属原子を示す、請求項４に記載のクロリン誘導体又はその金属錯体。
【請求項６】
Mが、Pt、Pd、Zn又はAuを示す、請求項４又は５に記載のクロリン誘導体又はその金属
錯体。
【請求項７】
前記マンノースが、D(+)‑マンノースである、請求項１〜６のいずれか一項に記載のク
ロリン誘導体又は金属錯体。

10

【請求項８】
請求項１〜７のいずれか一項に記載のクロリン誘導体又はその金属錯体を含む医薬組成
物。
【請求項９】
腫瘍又は固形癌の光線力学的治療用である、請求項８に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
皮膚病の光線力学的治療用である、請求項８に記載の医薬組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】

20

本発明は、優れた抗腫瘍活性を有するクロリン誘導体及びその金属錯体、並びに該クロ
リン誘導体及びその金属錯体を含む医薬組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
光線力学的治療法(PDT)は、ターゲットとなる疾患患者の血管内又は組織中に光感受性
物質を投与し、癌又は腫瘍組織に集積させた後、特定波長の光を照射することにより活性
酸素を発生させ、癌細胞のみを特異的に死滅させる治療方法である。PDTは、光化学的反
応により腫瘍細胞のみを選択的且つ特異的に死滅させることができる低侵襲な癌治療法で
ある。
【０００３】
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PDTでは、特定波長の光により光感受性物質が励起され、活性化された光感受性物質か
らの直接的又は間接的なエネルギー移動により三重項酸素から一重項酸素が生成され、こ
の一重項酸素により腫瘍細胞が破壊されると考えられている。
【０００４】
PDTに使用される光感受性物質としては、ポルフィリン誘導体が周知であり、ポリヘマ
トポルフィリンエーテルやタラポルフィリンナトリウムなどは既に実用化がされている。
しかしながら、ヘマトポルフィリンやその2量体の最大吸収波長は630 nmであって、モル
吸光係数も3000と低いので、PDTの治療効果が表層癌に限定されてしまう。また、副作用
の問題も存在する。そのため、これらの点を改善することを目的として、種々のポルフィ
リン誘導体が研究されている。
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【０００５】
PDTにより、一般的には、癌や腫瘍組織だけでなく、正常組織も損傷させることになる
ので、光毒性を示す光感受性物質は可能な限り少量を使用することが要求される。また、
癌や腫瘍組織周囲の正常組織への障害を最小限にするために、光感受性物質が正常組織に
比べて癌や腫瘍組織に選択的、特異的に集積することが好ましい。さらには、副作用を軽
減させるために、光が照射されない条件では、細胞毒性が低いことが要求される。糖をポ
ルフィリン環に結合させることによって、光照射下での強い細胞毒性を維持しながら、暗
所下での細胞毒性を軽減できることが近年発見され、PDT用の薬剤として糖連結ポルフィ
リン誘導体を利用することが提案されている。
【０００６】
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そして、特許文献１及び非特許文献１では、S‑グルコシル化又はS‑ガラクトシル化され
た5,10,15,20‑テトラキス(テトラフルオロフェニル)クロリンが調製され、これらは光毒
性を有していたこと、S‑グルコシル化された化合物はS‑ガラクトシル化された化合物より
強い光毒性を示したことが報告されている。
【０００７】
さらに、非特許文献２では、上記文献に記載されている、5,10,15,20‑テトラキス[4‑(
β‑D‑グルコピラノシルチオ)‑2,3,5,6‑テトラフルオロフェニル]‑2,3‑[メタノ(N‑メチル)
イミノメタノ]クロリン(以下、H2TFPC‑SGlcと略記する)について、日本において臨床で使
用されているタラポルフィン(Talaporfin)とのPDTの効果を比較したこと、H2TFPC‑SGlcは
インビトロでは癌細胞に対する細胞毒性が約30倍高く、インビボでもタラポルフィンと比
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べて有意に腫瘍増殖が抑制されたことが報告されている。
【０００８】
また、特許文献２には、S‑グリコシル化によりガラクトース、マンノース、キシロース
及びグルコースから選択される単糖等を結合させたポルフィリン誘導体について記載され
、当該ポルフィリン誘導体は光細胞毒性作用を有し、光線力学的療法に使用することが記
載されている。特許文献２には、クロリン誘導体についての記載もあるが、結合させられ
ているのはグルコースのみであり、またフェニル基がフッ素で置換されたものは記載され
ていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００９】
【特許文献１】国際公開第2008/102669号
【特許文献２】特表2005‑500335号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】S. Hirohara et al., Journal of Photochemistry and Photobiology B
: Biology, 97, 22‑33 (2009)
【非特許文献２】M. Tanaka et al., Anticancer Research, 31, 763‑770 (2011)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１１】
しかしながら、特許文献１、非特許文献１及び２で報告されているH2TFPC‑SGlcより更
に高い殺腫瘍細胞効果を有する光感受性物質が求められている。
【００１２】
そこで、本発明は、優れた抗腫瘍活性を有するクロリン誘導体及びその金属錯体を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
癌組織の間質に浸潤しているマクロファージは、腫瘍関連マクロファージ(Tumor‑Assoc
iated Macrophage)(TAM)と呼ばれる。TAMは、(1)癌細胞の増殖、浸潤の促進、(2)腫瘍血
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管新生の促進、(3)腫瘍免疫抑制、(4)転移促進に関連している。そのため、TAMを標的と
すれば腫瘍の抑制効果が得られると考えられている。
【００１４】
TAMはマンノースレセプターを発現しているので、本発明者らは、このTAMを標的とする
ために、H2TFPC‑SGlcのグルコースをマンノースに置換した化合物5,10,15,20‑テトラキス
[4‑(α‑D‑マンノピラノシルチオ)‑2,3,5,6−テトラフルオロフェニル]‑2,3‑[メタノ(N‑メ
チル)イミノメタノ]クロリン(以下、H2TFPC‑SManと略記することもある)を合成し、各種
試験を行った。すると、H2TFPC‑SManは、意外にも、TAM以外の通常の癌細胞に対してもH2
TFPC‑SGlcとほぼ同様の殺細胞効果を示し、その上、インビボではH2TFPC‑SGlcより有意に
高い腫瘍縮小効果を示すという知見を得た。
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【００１５】
本発明は、これら知見に基づき完成されたものであり、次のクロリン誘導体又はその金
属錯体、医薬組成物等を提供するものである。
【００１６】
(I) クロリン誘導体又はその金属錯体
(I‑1) 一般式(I)：
【００１７】
【化１】
10
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【００１８】
［式中、R1〜R20は、同一又は異なって、F‑、マンノース‑S‑、マンノース‑D‑S‑又はマン
ノース‑O‑D‑S‑を示し、これらのうちの少なくとも1つはマンノース‑S‑、マンノース‑D‑S‑
又はマンノース‑O‑D‑S‑を示す。ここで、Dは炭化水素基を示す。
R21及びR22は、同一又は異なって、水素原子、アルキル又はE‑(CH2)n‑を示す。或いは、R
21

及びR

22

は、互いに結合して環を形成してもよい。ここで、Eは、アリール、アミノ、ア

ルキルアミノ、イミノ又はシクロアルキルを示し、nは0〜3の整数を示す。］で表される
クロリン誘導体又はその金属錯体。
(I‑2) R5〜R20が全てF‑を示す、(I‑1)に記載のクロリン誘導体又はその金属錯体。
(I‑3) R1〜R4が、同一又は異なって、マンノース‑S‑、マンノース‑D‑S‑又はマンノース‑O
‑D‑S‑を示す、(I‑1)又は(I‑2)に記載のクロリン誘導体又はその金属錯体。
(I‑4) 前記金属錯体が一般式(II)：
【００１９】
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【化２】

10

【００２０】
［式中、Mは金属原子を示す。R1〜R22は前記に同じ。］で表される、(I‑1)に記載のクロ

20

リン誘導体又はその金属錯体。
(I‑5) Mが遷移金属原子を示す、(I‑4)に記載のクロリン誘導体又はその金属錯体。
(I‑6) Mが、Pt、Pd、Zn又はAuを示す、(I‑4)又は(I‑5)に記載のクロリン誘導体又はその
金属錯体。
(I‑7) 前記マンノースが、D(+)‑マンノースである、(I‑1)〜(I‑6)のいずれか一項に記載
のクロリン誘導体又は金属錯体。
【００２１】
(II) 医薬組成物
(II‑1) (I‑1)〜(I‑7)のいずれか一項に記載のクロリン誘導体又はその金属錯体を含む医
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薬組成物。
(II‑2) 腫瘍又は固形癌の光線力学的治療用である、(II‑1)に記載の医薬組成物。
(II‑3) 皮膚病の光線力学的治療用である、(II‑1)に記載の医薬組成物。
【発明の効果】
【００２２】
本発明のマンノースが結合したクロリン誘導体は、既に報告されているグルコースが結
合したクロリン誘導体よりも優れた抗腫瘍活性を有している。また、本発明のクロリン誘
導体は、ポルフィリン系化合物より長波長の領域である赤色可視光線650‑660 nmを至適波
長とするため、より深部の癌細胞の光線力学的治療への適用が期待される。
【図面の簡単な説明】
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【００２３】
【図１】合成例１におけるH2TFPC‑SManのNMRスペクトルを示す図である。(a)
ctra in CD3OD (CD3OD = 3.34 ppm)、(b)

1

H NMR spe

19

F NMR spectra in CD3OD (CF3COOH = ‑76.05

ppm)
【図２】試験例２におけるPDT後のカスパーゼ3/7活性(%control)を示すグラフである。*p
<0.05
【図３】試験例３におけるPDT後の腫瘍体積比を示すグラフである。*p<0.05
【図４】試験例４における、上からF4/80染色の細胞数/mm2、CD206染色の細胞数/mm2、CD
206/F4/80の比を示すグラフである。***コントロール及びクロリンに対してp<0.001、###
コントロール、クロリン及びG‑Cに対してP<0.001
【図５】共焦点レーザー顕微鏡による観察で、癌細胞内へのマンノース連結クロリンの取
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り込みを示す写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
以下、本発明について詳細に説明する。
【００２５】
クロリン誘導体又はその金属錯体
本発明のクロリン誘導体は、下記一般式(I)で表されることを特徴とする。
【００２６】
【化３】
10

20

【００２７】
［式中、R1〜R20は、同一又は異なって、F‑、マンノース‑S‑、マンノース‑D‑S‑又はマン
ノース‑O‑D‑S‑を示し、これらのうちの少なくとも1つはマンノース‑S‑、マンノース‑D‑S‑
又はマンノース‑O‑D‑S‑を示す。ここで、Dは炭化水素基を示す。
21

R

及びR

21

30

22

は、同一又は異なって、水素原子、アルキル又はE‑(CH2)n‑を示す。或いは、R

及びR

22

は、互いに結合して環を形成してもよい。ここで、Eは、アリール、アミノ、ア

ルキルアミノ、イミノ又はシクロアルキルを示し、nは0〜3の整数を示す。］
【００２８】
炭化水素基は、直鎖状又は分岐鎖状のいずれでもよく、好ましくは炭素数1〜6の炭化水
素基である。炭化水素基としては、例えば、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、α
‑ブチレン基、β‑ブチレン基、シクロへキシレン、o‑フェニレン基、m‑フェニレン基、p‑
フェニレン基等が挙げられる。
【００２９】
本発明のクロリン誘導体は、フェニル基のo位、m位、p位のいずれにマンノースが結合

40

していてもよく、また、各フェニル基において、マンノースが2個以上結合していてもよ
い。
【００３０】
R5〜R20は、好ましくは全てF‑を示す。また、R1〜R4は、好ましくはマンノース‑S‑、マ
ンノース‑D‑S‑又はマンノース‑O‑D‑S‑を示し、より好ましくはマンノース‑S‑を示す。
【００３１】
本発明のクロリン誘導体は、好ましくは、R5〜R20が全てF‑を示し且つR1〜R4の少なく
とも1つがマンノース‑S‑、マンノース‑D‑S‑又はマンノース‑O‑D‑S‑を示す。この場合、R1
〜R4は、より好ましくは全てがマンノース‑S‑、マンノース‑D‑S‑又はマンノース‑O‑D‑S‑
を示し、更に好ましくは全てがマンノース‑S‑を示す。
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【００３２】
マンノースとしては、D(+)‑マンノース及びL(‑)‑マンノースのいずれでもよいが、好ま
しくはD(+)‑マンノースである。また、マンノースはα型及びβ型のいずれであってもよ
い。
【００３３】
アルキルは、直鎖状又は分岐鎖状のいずれでもよく、好ましくは炭素数が1〜6のアルキ
ルである。アルキルとしては、例えば、メチル、エチル、n‑プロピル、イソプロピル、n‑
ブチル、イソブチル、tert‑ブチル、n‑ペンチル、イソペンチル等が挙げられる。アルキ
ルには、アルキルアミノのアルキル部分も含まれる。
【００３４】

10

アルキルアミノは、アルキルによるモノ置換アミノ及びジ置換アミノのいずれであって
もよい。
【００３５】
アリールとは、5又は6員の芳香族炭化水素環からなる単環又は多環系の基を意味し、具
体例としては、フェニル及びナフチルが挙げられる。
【００３６】
シクロアルキルは、好ましくは炭素数が3〜7のシクロアルキルである。シクロアルキル
としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロへ
プチル等が挙げられる。
【００３７】
21

R

20

とR

22

は、互いに結合して環を形成してもよく、形成される環としては、3〜7員の飽

和若しくは不飽和炭化水素環又はヘテロ環が挙げられる。R21とR22が結合した基としては
、例えば‑CH2‑N(R)‑CH2‑が挙げられる(ここで、Rは水素原子、メチル、エチル等である)
。
【００３８】
本発明のクロリン誘導体としては、例えば、5,10,15,20‑テトラキス[4‑(α‑D‑マンノピ
ラノシルチオ)‑2,3,5,6‑テトラフルオロフェニル]クロリン、5,10,15,20‑テトラキス[4‑(
α‑D‑マンノピラノシルチオ)‑2,3,5,6‑テトラフルオロフェニル]‑2,3‑[メタノ(N‑メチル)
イミノメタノ]クロリン等が挙げられる。
【００３９】
本発明のクロリン誘導体の金属錯体としては、好ましくは下記一般式(II)で表される金
属錯体である。
【００４０】
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【化４】

10

【００４１】
［式中、Mは金属原子を示す。R1〜R22は前記に同じ。］

20

【００４２】
Mとしては、例えば、遷移金属、II族、III族、IV族の金属が挙げられ、好ましくは遷移
金属を示し、より好ましくはPt、Pd、Zn及びAuを示す。
【００４３】
本発明のクロリン誘導体及びその金属錯体は、公知の方法(例えば、国際公開第2008/10
2669号)を参考にすることで化学的に合成することが可能である。
【００４４】
本発明のクロリン誘導体は、既に報告されているグルコースが結合したクロリン誘導体
よりも優れた抗腫瘍活性を有している。また、本発明のクロリン誘導体又はその金属錯体
は、癌細胞集積性及び選択性に優れることや、癌組織間質に存在するTAMの抑制効果につ
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いても期待できる。
【００４５】
医薬組成物
本発明の医薬組成物は、上記クロリン誘導体又はその金属錯体を含有することを特徴と
する。
【００４６】
本発明のクロリン誘導体は、既に報告されているグルコースが結合したクロリン誘導体
よりも優れた抗腫瘍活性を有しているので、本発明の医薬組成物は、腫瘍又は固形癌の光
線力学的治療に有用である。
【００４７】
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本発明における光線力学的治療に適用できる癌の種類としては、悪性腫瘍に分類される
癌である。具体的な癌の種類としては、食道癌、肺癌、胃癌、子宮頸癌、子宮体癌等の子
宮癌、皮膚癌、前立腺癌、大腸癌、脳腫瘍、膀胱癌、肝臓癌、膵癌、胆管癌、腎臓癌、頭
頸部癌、乳癌、卵巣癌などが挙げられる。皮膚癌には、原発性(扁平上皮癌、基底細胞癌
、表皮付属器癌)の他にも内臓癌の皮膚転移も含まれる。
【００４８】
また、本発明のクロリン誘導体及びその金属錯体は、悪性腫瘍に加えて、良性腫瘍に対
しても親和性を有するので、本発明の医薬組成物は、皮膚乾癬症、日光角化症等の皮膚病
の光線力学的治療にも有用である。
【００４９】
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さらに、本発明のクロリン誘導体の腫瘍集積性を利用して、PET等との併用により、癌
の診断に利用することも可能である。
【００５０】
本発明のクロリン誘導体は、ポルフィリン系化合物より長波長の領域である赤色可視光
線650‑660 nmを至適波長とするため、表層癌だけでなく、表皮よりも深い領域にある腫瘍
又は固形癌に対する適用が期待できる。
【００５１】
本発明の医薬組成物は、カテーテル、静脈内又は筋肉内注射により投与でき、非経口的
な経路で投与することができる。また、内視鏡下散布チューブによる散布や経皮的にも投
与でき、体内の深部の腫瘍組織へ直接局所注入することもできる。
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【００５２】
本発明の医薬組成物は、ヒトを含む哺乳動物に対して投与される。また、本発明の医薬
組成物は、その使用形態に応じて生物学的に許容される担体、賦形剤等を任意に含有でき
る。また、本発明の医薬組成物は、常套手段に従って製造することができる。
【００５３】
本発明の医薬組成物を注射用製剤として調製する場合、クロリン誘導体又はその金属錯
体を含む無菌の水溶液若しくは分散液又は無菌の凍結乾燥剤の形に製剤化することができ
る。液体担体としては、例えば、水、生理食塩水、エタノール、含水エタノール、グリセ
ロール、プロピレングリコール、植物油等を挙げることができる。
20

【００５４】
本発明の医薬組成物には、スクロース、ラクトース、第2リン酸カルシウム、カルボキ
シメチルセルロース等の希釈剤；ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、
タルク等の滑剤；デンプン、糖蜜、ポリビニルピロリドン、グルコース、セルロース、そ
の誘導体等の結合剤を含み得る。
【００５５】
本発明の医薬組成物の投与量は、剤型の種類、投与方法、患者の年齢や体重、患者の症
状等を考慮して、最終的には医師の判断により適宜決定できる。
【００５６】
本発明における光線力学的治療は、本発明の医薬組成物を投与した後、治療すべき部位
にクロリン誘導体又はその金属錯体の吸収帯を含む光線を照射することにより行う。具体
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的には、500 nm以上の光線照射により一重項酸素を発生させることで殺腫瘍細胞効果を発
揮できるが、最大吸収波長の光の割合が高い光線を照射することが好ましい。
【００５７】
本発明における光線力学的治療での光線照射量は、治療効果が得られる範囲であれば特
に限定されないが、例えば1〜100 J/cm2である。
【００５８】
光線の照射源としては、例えば、レーザー、ハロゲンランプ、LED等が挙げられる。レ
ーザーとしては、励起に必要な波長の光線が得られるものであれば特に限定されず、色素
レーザー、アルゴンレーザー、半導体レーザーなどが挙げられる。
40

【実施例】
【００５９】
以下、実施例を挙げて、本発明を更に詳しく説明するが、本発明は実施例により制約を
受けるものではない。
【００６０】
合成例１

マンノース連結クロリン

特許文献１の実施例１の（３）Ｓ−グルコシル化工程において、2,3,4,6‑テトラ‑O‑ア
セチル‑β‑D‑グルコピラノシルチオアセチルに代えて、J. Defaye et al., Carbohydrate
Research, 130, 317‑321(1984)に基づいて合成した2,3,4,6‑テトラ‑O‑アセチル‑α‑Ｄ‑
マンノピラノシルアセチルチオアセチルを用いた以外は、特許文献１の実施例１と同様に
して、糖がマンノースである5,10,15,20‑テトラキス[4‑(α‑D‑マンノピラノシルチオ)‑2,
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3,5,6−テトラフルオロフェニル]‑2,3‑[メタノ(N‑メチル)イミノメタノ]クロリン(H2TFPC
‑SMan(M‑クロリン))を得た(収率49.9%)。MALDI‑TOF‑MASS (ブルカー社製): m/z for C71H
61F16N5O20S4

([M]+) Calcd 1735.25, Found 1735.23.

Anal (Perkin‑Elmer 240C). Fou

nd (Calcd. for C71H61F16N5O20S4・5H2O): C, 46.90 (46.69); H, 3.66 (3.92); N, 3.9
1.

NMRスペクトル(JEOL JNM‑EX400): 図１(a)

1

H‑NMR, (b)

19

F‑NMR

【００６１】
また、比較基準物質である5,10,15,20−テトラキス(ペンタフルオロフェニル‑2,3‑[メ
タノ(N‑メチル)イミノメタノ]クロリン(以下、H2TFPC (クロリン)と略記する)は、特許文
献１の実施例１の（２）H2TFPCの製造(ポルフィリン誘導体からクロリン誘導体への変換)
に記載の工程に基づいて、H2TFPC‑SGlc (G‑クロリン)は、特許文献１の実施例１の（３）

10

H2TFPC‑SAcGlcの製造(Ｓ−グルコシル化)及び（４）H2TFPC‑SGlcの製造(アセチル保護基
の除去)に記載の工程に基づいて合成した。
【００６２】
試験例１
96ウェルプレートに細胞株(胃癌(MKN28, MKN45)、大腸癌(HT29, HCT116, CT26))を5×1
3

0 個/wellで播種した。培地は、RPMI1640+10%FBS、McCOY's 5A+10%FBS、l‑DMEM+10%FBSを
使用した。その後、37℃5%CO2で24時間インキュベートした。
【００６３】
7種類の濃度に調整した薬剤溶液(H2TFPC‑SMan、H2TFPC‑SGlc、H2TFPC)と培地を混合し
、プレートに投与した。その後、37℃5%CO2で4時間インキュベートした。
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【００６４】
培地を除去し、PBSで一度洗浄し、再度PBSを加えた。660 nm赤色LEDを22 J/cm2照射し
た。その後、PBSを除去し、培養液に戻し、37℃5%CO2で24時間インキュベートした。WST‑
8アッセイキット(Dojindo, Kumamoto, Japan)を使用して50%細胞発育阻止濃度を算出し，
PDTの効果判定を施行した。
【００６５】
結果を表１に示す。
【００６６】
【表１】
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【００６７】
表１の結果から、M‑クロリンはG‑クロリンと同等の殺細胞効果を示すこと、及びクロリ
ンと比べて非常に強い殺細胞効果を示すことがわかる。
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【００６８】
試験例２
CT26細胞を96ウェルプレートに5×103個/wellで播種し、l‑DMEM+10%FBS培養液で培養し
、クロリン、G‑クロリン又はM‑クロリンを0.1μMずつ各ウェルに投与した。4時間後に660
nmの赤色光線LEDを22 J/cm2照射し、照射後直後(0時間)、1、2、4、8時間後にCaspace 3
/7をCaspase‑Glo 3/7 Assay kit (Promega)を用いて測定した。
【００６９】
結果を図２に示す。図２から、M‑クロリン及びG‑クロリンは、クロリンに比べてPDTに
よるアポトーシスを強力に誘導したことが分かる。
【００７０】
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試験例３
BALB/cマウス(各群各々7匹ずつ、雌4週齢)にマウス大腸癌細胞株CT26を1×106個皮下注
射した。1週間後、直径約5 mmの皮下腫瘍ができたところで、BALB/cマウスに、クロリン
、G‑クロリン又はM‑クロリン(各々6.25μmol/kg)を腹腔内投与した。投与24時間後に660
nm赤色LEDを22 J/cm2照射した。7日後に、再度クロリン、G‑クロリン又はM‑クロリン(各
々6.25μmol/kg)を腹腔内投与した。投与24時間後に660 nm赤色LEDを22 J/cm2照射した。
その後、経時的に腫瘍の大きさを測定し、腫瘍体積は長径×短径×短径により算出した。
【００７１】
結果を図３に示す。図３から、同種移植モデルでは、M‑クロリンがG‑クロリン、クロリ
ン及びコントロールに比べて有意な腫瘍縮小効果を有することが認められた。
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【００７２】
試験例４
BALB/cマウスにマウス大腸癌細胞株CT26の皮下腫瘍を作成し、上記試験例３と同様にPD
Tを施行した。施行後3日後に皮下腫瘍を摘出し、ホルマリン固定後、マクロファージのマ
ーカーである抗F4/80モノクロナール抗体(ab6640, Abcam)、及びTAMのマーカーである抗C
D206モノクロナール抗体(MCA2235T, Bio‑Rad)で免疫染色し、各腫瘍の間質に存在するマ
クロファージ、TMAの個数をカウントし定量した。
【００７３】
結果を図４に示す。図４から、F4/80及びCD206では、コントロール及びクロリンに比べ
て、G‑クロリン及びM‑クロリンにおいて細胞数が有意に低下したが、G‑クロリン及びM‑ク
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ロリンの間には有意差は認められなかったこと、しかし、CD206/F4/80の比で比べると、M
‑クロリンは他と明らかに差を認め、M2マクロファージ(TAM)に特異的に作用していること
が分かる。
【００７４】
試験例５
CT26細胞をプレパラート上で培養し、2μMのM‑クロリンを培養液中に投与し、4時間後
又は24時間後に洗浄した。洗浄後、カバーグラスを載せ、周囲を包埋し、共焦点レーザー
顕微鏡(Nikon共焦点レーザー顕微鏡C1)にて543 nmのレーザー光照射で励起し、605‑675 n
mの範囲の細胞内のM‑クロリンからの放出光を観察した。
【００７５】
結果を図５に示す。図５から、CT26へのM‑クロリンの取り込みが確認された。M‑クロリ
ンは、癌細胞の表面に接着するなどの様式ではなく、癌細胞の細胞膜を通過し細胞質内に
取り込まれ、光線照射によりPDTによる殺細胞効果を発揮することが明らかとなった。
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【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

【図５】
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