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(57)【要約】
【課題】有機溶剤の残存を回避し得る、リポソームの製
造方法および製造装置を提供すること。
【解決手段】リポソームの製造方法を開示する。この製
造方法は、密閉容器内において、二酸化炭素流体および
水を含有するバッチ混合物の存在下でリン脂質を含む原
料に超音波を照射する工程を含み、該超音波が、該密閉
容器内で鉛直方向に指向するように取り付けられた超音
波振動子の振動部分から、該原料および該バッチ混合物
に対して直接的かつ一軸方向に照射される。リポソーム
の製造装置もまた開示する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
リポソームの製造方法であって、
密閉容器内において、二酸化炭素流体および水を含有するバッチ混合物の存在下でリン
脂質を含む原料に超音波を照射する工程
を含み、
該超音波が、該密閉容器内で鉛直方向に指向するように取り付けられた超音波振動子の
振動部分から、該原料および該バッチ混合物に対して直接的かつ一軸方向に照射される、
方法。
【請求項２】
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前記超音波の照射が常圧よりも高い圧力下で行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記常圧よりも高い圧力が５ＭＰａ〜８ＭＰａである、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記超音波振動子の前記振動部分が前記密閉容器内の略中央に鉛直方向に指向して配置
されている、請求項１から３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
前記超音波振動子の前記振動部分が超音波振動ホーンである、請求項１から４のいずれ
かに記載の方法。
【請求項６】
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前記原料が、リポソームへの内包を目的とする内包物質をさらに含む、請求項１から５
のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
前記リン脂質が、親水性ポリマーで修飾されたリン脂質を含む、請求項１から６のいず
れかに記載の方法。
【請求項８】
前記密閉容器内に有機溶剤を含んでいない、請求項１から７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
リポソームの製造装置であって、
二酸化炭素流体および水を含有するバッチ混合物ならびにリン脂質を含む原料を含む密
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閉可能な容器と、
該密閉可能な容器に取り付けられたホーン型超音波振動子であって、該ホーン型超音波
振動子の振動部分が該密閉可能な容器内に貫設されておりかつ鉛直方向に指向して配置さ
れている、ホーン型超音波振動子とを備える、装置。
【請求項１０】
前記ホーン型超音波振動子の前記振動部分が、前記密閉可能な容器内の略中央に鉛直方
向に指向して配置されている、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
前記ホーン型超音波振動子の前記振動部分が超音波振動ホーンである、請求項９または
１０に記載の装置。
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【請求項１２】
前記密閉可能な容器が、前記二酸化炭素流体を該密閉可能な容器に供給する供給管を備
え、該供給管に該二酸化炭素流体の供給を制御するバルブが設けられている、請求項１１
に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、リポソームの製造方法および製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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リポソームは、両親媒性脂質（例えば、リン脂質）の二分子膜からなる閉鎖小胞構造を
有する。リポソームは、例えば、この構造形態から、優れた薬物キャリアとして薬物送達
システム（ＤＤＳ）に用いられ得る。
【０００３】
従来、リポソームの調製には、有機溶剤を用いる方法が多数知られている。このような
調製のための具体的な方法として、例えば、（１）リン脂質をクロロホルム、エーテルな
どの有機溶剤に溶解させた後、減圧乾燥により有機溶剤を留去して脂質薄膜を形成させ、
得られた脂質薄膜を機械的撹拌により水または緩衝液により水和させてリポソームを調製
する方法；（２）リン脂質をエーテルあるいはアルコールなどの有機溶剤に完全に溶解さ
せ、これを高温の水または緩衝液に加え、有機溶剤が除去される、あるいは希釈されるこ
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とによりリン脂質が二重層（ベシクル状）を形成し、リポソームを調製する方法；および
（３）リン脂質を溶解した有機溶剤を水相に加え超音波照射し、いったん油中水（Ｗ／Ｏ
）型エマルジョンを形成し、ついで有機溶剤を除去することによりゲル化させ、このゲル
を機械的撹拌により転相を起こしリポソームを調製する方法などが挙げられる。
【０００４】
一方、超臨界二酸化炭素を用いたリポソームの製造について報告がある（非特許文献１
）。非特許文献１においては、一旦リン脂質を有機溶剤であるエタノールに溶解した溶液
を、超臨界二酸化炭素が水と相分離した高圧容器内に添加している。これにより、有機溶
剤は超臨界二酸化炭素に吸収され、他方、リン脂質は別途添加された水滴と接触され、最
終的に、超臨界二酸化炭素相の下にある水相内でリポソームが調製される。この場合にお
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いても、リポソームの調製に有機溶剤が重要な役割を果たす。さらに、二酸化炭素と超音
波を併用したリポソーム調製法について報告がある（特許文献１〜２）。特許文献１〜２
には、密閉したセル内に二酸化炭素、リン脂質、水等を入れて、超音波照射を行うことが
記載されている。二酸化炭素と超音波とを併用する方法では、超音波振動子が密閉された
高圧セル内に超音波を照射するように設置される。このような設置として、従来、超音波
振動子を高圧セルの壁に貼り付ける固定型で固定されていた。しかし、このような固定型
の振動子では高圧セル内で振動エネルギーが分散して減衰が大きく、二酸化炭素と水との
界面に振動が届かず、ミクロ相分離を誘起できず、リポソームの量産化にはなお改良の余
地があった。
【０００５】
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上記で使用されるクロロホルム、エーテルなどの有機溶剤は人体にとって有害であり、
そのような有機溶剤を用いる方法では、調製されたリポソームを含む水溶液内に有機溶剤
などが残存している可能性があることから、人体への投与について安全性に不安が生じ得
る。また、リポソームの原料となるリン脂質は、水に溶解しにくく、有機溶媒と水が作る
界面に膜を作る性質がある。このため、水の有機溶媒の大きな界面が実現できない従来の
装置では、量産化が困難であった。二酸化炭素と超音波を併用したリポソーム調製法にお
いても、リポソームの調製時間や生産量に関してなお改善が求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特許第４６４９８４１号公報
【特許文献２】特開２０１７−１９０３２９号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Chemical Engineering Journal 249 (2014) 153‑159
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は、有機溶剤の残存を回避し得る、リポソームの製造方法および製造装置を提供
することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明は、リポソームの製造方法を提供し、この方法は、
密閉容器内において、二酸化炭素流体および水を含有するバッチ混合物の存在下でリン
脂質を含む原料に超音波を照射する工程
を含み、
該超音波が、該密閉容器内で鉛直方向に指向するように取り付けられた超音波振動子の
振動部分から、該原料および該バッチ混合物に対して直接的かつ一軸方向に照射される。
【００１０】
１つの実施形態では、上記超音波の照射は常圧よりも高い圧力下で行われる。
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【００１１】
１つの実施形態では、上記常圧よりも高い圧力は５ＭＰａ〜８ＭＰａである。
【００１２】
１つの実施形態では、上記超音波振動子の振動部分が前記密閉容器内の略中央に鉛直方
向に指向して配置されている。
【００１３】
１つの実施形態では、上記超音波振動子の前記振動部分は超音波振動ホーンである。
【００１４】
１つの実施形態では、上記原料は、リポソームへの内包を目的とする内包物質をさらに
含む。
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【００１５】
１つの実施形態では、上記リン脂質は、親水性ポリマーで修飾されたリン脂質を含む。
【００１６】
１つの実施形態では、上記密閉容器内に有機溶剤を含んでいない。
【００１７】
本発明は、リポソームの製造装置を提供し、この装置は、
二酸化炭素流体および水を含有するバッチ混合物ならびにリン脂質を含む原料を含む密
閉可能な容器と、
該密閉可能な容器に取り付けられたホーン型超音波振動子であって、該ホーン型超音波
振動子の振動部分が該密閉可能な容器内に貫設されておりかつ鉛直方向に指向して配置さ
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れている、ホーン型超音波振動子と、
を備える。
【００１８】
１つの実施形態では、上記超音波振動子の前記振動部分は、上記密閉可能な容器内の略
中央に鉛直方向に指向して配置されている。
【００１９】
１つの実施形態では、上記超音波振動子の前記振動部分は超音波振動ホーンである。
【００２０】
１つの実施形態では、上記密閉可能な容器が、前記二酸化炭素流体を該密閉可能な容器
に供給する供給管を備え、該供給管に該二酸化炭素流体の供給を制御するバルブが設けら
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れている。
【発明の効果】
【００２１】
本発明によれば、有機溶剤の使用を必須とすることなく、リポソームを効率よく製造す
ることができる。本発明によれば、得られるリポソームが残存有機溶剤を含有する可能性
が著しく低減される。よって、ＤＤＳなどの人体への利用においてもより高い安全性を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明のリポソーム製造装置の一例であり、実施例１〜５で用いたリポソーム製
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造装置を示す模式図である。
【図２】図１に示すリポソーム製造装置を用いた超音波振動子による超音波照射前の高圧
セル内の状態（Ａ）および超音波照射中の高圧セル内の状態（Ｂ）を示す模式図である。
【図３】図１に示すリポソーム製造装置の超音波振動子の振動部分先端と界面との間の距
離Ｄを示す模式図である。
【図４】実施例１においてリン脂質として大豆由来レシチンを用いて製造したリポソーム
のＴＥＭ画像（左）および粒度分布測定による粒子径確認結果（右）である。
【図５】実施例１においてリン脂質として水素添加大豆ホスファチジルコリンを用いて製
造したリポソームのＴＥＭ画像（左）および粒度分布測定による粒子径確認結果（右）で
ある。
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【図６】実施例１においてリン脂質としてジミリストイルホスファチジルコリンを用いて
製造したリポソームのＴＥＭ画像（左）および粒度分布測定による粒子径確認結果（右）
である。
【図７】実施例１においてリン脂質としてＬ−α−ホスファチジルコリンジパミルトイル
を用いて製造したリポソームのＴＥＭ画像（左）および粒度分布測定による粒子径確認結
果（右）である。
【図８】実施例１においてリン脂質としてＬ−α−ホスファチジルＤＬ−グリセロールを
用いて製造したリポソームのＴＥＭ画像（左）および粒度分布測定による粒子径確認結果
（右）である。
【図９】実施例１の大豆由来レシチンを使用して製造したリポソームの粒子径測定結果（
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右）と、比較例１で製造したリポソームの粒子径測定結果（左）とを示すグラフである。
【図１０】実施例１の大豆由来レシチンを使用して製造したリポソームにおいて、温度と
リポソーム生成量（左縦軸）およびリポソーム平均粒子径（右縦軸）の関係性を示すグラ
フである。
【図１１】実施例１の大豆由来レシチンを使用して製造したリポソームにおいて、水量と
リポソーム生成量（左縦軸）およびリポソーム平均粒子径（右縦軸）の関係性を示すグラ
フである。
【図１２】実施例１の大豆由来レシチンを使用して製造したリポソームにおいて、リン脂
質量とリポソーム生成量（左縦軸）およびリポソーム平均粒子径（右縦軸）の関係性を示
すグラフである。
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【図１３】実施例１の大豆由来レシチンを使用して製造したリポソームにおいて、超音波
照射時間とリポソーム生成量（左縦軸）およびリポソーム平均粒子径（右縦軸）の関係性
を示すグラフである。
【図１４】実施例２でクロモグリク酸ナトリウムを用いて製造したリポソームにおいて、
仕込み薬剤濃度に対する薬剤内包率（左縦軸）およびリポソーム内薬剤物質量（右縦軸）
を示すグラフである。
【図１５】実施例２におけるクロモグリク酸ナトリウム内包リポソームのＦＴ−ＩＲ測定
結果である。
【図１６】実施例２におけるアスコルビン酸内包リポソームのＦＴ−ＩＲ測定結果である
。
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【図１７】実施例２におけるL‑システイン内包リポソームのＦＴ−ＩＲ測定結果である。
【図１８】実施例２におけるロラタジン内包リポソームのＦＴ−ＩＲ測定結果である。
【図１９】実施例２におけるリポソームに内包する薬剤と粒子径の関係を示すグラフであ
る。
【図２０】実施例２においてクロモグリク酸ナトリウムを用いて製造されたリポソーム（
レシチンリポソーム）のＴＥＭ画像（左）および粒度分布測定による粒子径確認結果（右
）である。
【図２１】実施例３において製造されたリポソーム（ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソーム）
のＴＥＭ画像（左）および粒度分布測定による粒子径確認結果（右）である。
【図２２】実施例３における薬剤内包ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソームのＦＴ−ＩＲ測定
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結果である。
【図２３】実施例４における塩素化亜鉛フタロシアニンのＴＥＭ画像（左）および粒度分
布測定による粒子径確認結果（右）である。
【図２４】実施例４における塩素化亜鉛フタロシアニン内包レシチンリポソームのＴＥＭ
画像（左）および粒度分布測定による粒子径確認結果（右）である。
【図２５】実施例４における塩素化亜鉛フタロシアニン内包ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソ
ームのＴＥＭ画像（左）および粒度分布測定による粒子径確認結果（右）である。
【図２６】実施例４における塩素化亜鉛フタロシアニン内包レシチンリポソームのＦＴ−
ＩＲ測定結果である。
【図２７】実施例４における塩素化亜鉛フタロシアニン内包ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソ
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ームのＦＴ−ＩＲ測定結果である。
【図２８】実施例５における超音波直接照射、超音波間接照射および超音波未照射でそれ
ぞれ得られたリポソーム含有溶液のリポソーム濃度を示すグラフである。
【図２９】実施例５における超音波直接照射、超音波間接照射および超音波未照射でそれ
ぞれ得られたリポソーム含有溶液中のリポソーム個数を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００２４】
本発明のリポソームの製造方法は、密閉容器内において、二酸化炭素流体および水の存
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在下、リン脂質を含む原料に超音波を照射する工程を含む。
【００２５】
本発明において、「リポソーム」は、脂質二分子膜構造を有する閉鎖小胞である。水性
環境下（例えば、水を含む環境下）、親水性の頭部（「親水部」）と疎水性の尾部（脂肪
酸）（「疎水部」）とを有する脂質分子が集合し、各分子の疎水部を内側にかつ親水部を
外側に向けた膜を形成する。この膜は、膜の両方の表面部が親水部であり、内側が疎水部
となるように二分子の脂質から形成された層状物であり、これを「脂質二分子膜」という
。脂質二分子膜は「脂質二重層」とも呼ばれる。本明細書では、リポソームの「層」は、
脂質二分子からなる層を１つの層とし、すなわち、脂質二分子膜の数を層の数（「枚数」
ともいう）とする。リポソームの層の数は特に限定されない。単層リポソームは、１つの
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脂質二分子膜（１枚膜）からなる層を有し、多重層リポソームは、複数の脂質二分子膜が
重なって層形成されたものである。例えば、小さな１枚膜（単層）リポソーム（small un
ilamellar vesicles：ＳＵＶ）、大きな１枚膜（単層）リポソーム（large unilamellar
vesicles：ＬＵＶ）、および多重層リポソーム（multilamellar vesicles：ＭＬＶ）のい
ずれであってもよい。
【００２６】
リポソームの膜構成成分として、リン脂質が用いられ得る。リン脂質は、構造中に、疎
水性の脂肪酸エステル部位（疎水部）と親水性のリン酸アニオン部位（親水部）とが存在
し、両親媒性を示す。リン脂質は、グリセリンを骨格として結合された２つの脂肪酸鎖を
有するグリセロリン脂質と、スフィンゴシンを骨格として結合された１つの脂肪酸鎖とス
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フィンゴシン由来の不飽和炭化水素鎖とを有するスフィンゴリン脂質とに分けられる。グ
リセロリン脂質およびスフィンゴリン脂質とも、２つの疎水性の炭化水素鎖および親水性
頭部基を有し、リポソームの原料としていずれも用いられ得る。炭化水素鎖の炭素数は、
例えば１４〜２２個である。炭化水素鎖は、飽和または種々の不飽和度を有する。
【００２７】
リン脂質の具体例としては、ホスファチジルコリン（ＰＣ）（例えば、ジラウロイルホ
スファチジルコリン、ジミリストイルホスファチジルコリン、ジパルミトイルホスファチ
ジルコリン、ジステアロイルホスファチジルコリン、ジオレオイルホスファチジルコリン
、ジリノレオイルホスファチジルコリン、ミリストイルパルミトイルホスファチジルコリ
ン、ミリストイルステアロイルホスファチジルコリン、パルミトイルステアロイルホスフ
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ァチジルコリンなど）；ホスファチジルグリセロール（ＰＧ）（例えば、ジラウロイルホ
スファチジルグリセロール、ジミリストイルホスファチジルグリセロール、ジパルミトイ
ルホスファチジルグリセロール、ジステアロイルホスファチジルグリセロール、ジオレオ
イルホスファチジルグリセロール、ジリノレオイルホスファチジルグリセロール、ミリス
トイルパルミトイルホスファチジルグリセロール、ミリストイルステアロイルホスファチ
ジルグリセロール、パルミトイルステアロイルホスファチジルグリセロールなど）；ホス
ファチジルエタノールアミン（ＰＥ）（例えば、ジラウロイルホスファチジルエタノール
アミン、ジミリストイルホスファチジルエタノールアミン、ジパルミトイルホスファチジ
ルエタノールアミン、ジステアロイルホスファチジルエタノールアミン、ジオレオイルホ
スファチジルエタノールアミン、ジリノレオイルホスファチジルエタノールアミン、ミリ
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ストイルパルミトイルホスファチジルエタノールアミン、ミリストイルステアロイルホス
ファチジエタノールアミン、パルミトイルステアロイルホスファチジルエタノールアミン
など）；ホスファチジルセリン（ＰＳ）；ホスファチジン酸（ＰＡ）；ホスファチジルイ
ノシトール（ＰＩ）；スフィンゴミエリン（ＳＭ）；カルジオリピン；卵黄由来レシチン
；大豆由来レシチン；およびこれらのリゾ型または水素添加物、ならびにそれらの任意の
２つ以上の組合せなどが挙げられる。
【００２８】
１つの実施形態では、リン脂質は、ホスファチジルコリンを含む。ホスファチジルコリ
ンは、グリセリンに結合した２分子の長鎖脂肪酸を疎水基とし、別に結合するリン酸及び
これに結合するコリンを親水基として含むリン脂質であり、強力な界面活性作用を有する

20

。ホスファチジルコリンは生体膜の主要成分であり、卵黄、大豆などから公知の方法で抽
出することができる。ある実施形態では、リン脂質は、大豆由来レシチンを含む。大豆由
来レシチンは、その主成分がホスファチジルコリンであり、そして少量のホスファチジル
エタノールアミン、スフィンゴミエリンおよびリゾホスファチジルコリンを含む。
【００２９】
また、本発明において用いられるリン脂質は、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）など
の親水性ポリマーで修飾された誘導体化された脂質を含んでいてもよい。親水性ポリマー
の具体例としては、ポリビニルピロリドン、ポリビニルメチルエーテル、ポリメチルオキ
サゾリン、ポリエチルオキサゾリン、ポリヒドロキシプロピルオキサゾリン、ポリヒドロ
キシプロピルメタクリルアミド、ポリメタクリルアミド、ポリジメチルアクリルアミド、
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ポリヒドロキシプロピルメタクリレート、ポリヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキ
シメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリエチレングリコール、ポリアス
パルトアミド、親水性ペプチドなどが挙げられる。
【００３０】
このような親水性ポリマー（例えば、ＰＥＧ）での修飾による誘導体化は、当業者が通
常用いる方法によってなされ得る。また、親水性ポリマー（例えば、ＰＥＧ）で誘導体化
されたリン脂質は、市販のものであってもよい（例えば、ＰＥＧ誘導体化リン脂質として
、例えば、１，２−ジステアロイル−ｓｎ−グリセロ−３−ホスホエタノールアミン（Ｄ
ＳＰＥ）のＰＥＧ誘導体化物（ＤＳＰＥ−ＰＥＧ）（商品名「ＤＳＰＥ−ＰＥＧ２０００
」日油株式会社製）が挙げられる）。

40

【００３１】
リポソームの膜構成成分である脂質がポリエチレングリコール（ＰＥＧ）などの親水性
ポリマーで誘導体化されることにより、リポソームの表面に水和層が形成され得、よって
、補体との結合（オプソニン化）が抑制されて細網内皮系組織（ＲＥＳ）のマクロファー
ジ（貪食細胞）による取り込みが抑制され、ステルス性（ＲＥＳに捕捉されにくい性質）
となり得る。また、ポリエチレングリコール（ＰＥＧ）などの親水性ポリマーで誘導体化
したリン脂質をリポソームの製造に用いることにより、非誘導体化リン脂質を用いた場合
に多重層（例えば、二重層または三重層）になりやすいのに対し、リポソームの膜を構成
するリン脂質が当該親水性ポリマー基により反発して多重層が形成されにくくなる。非誘
導体化リン脂質と誘導体化リン脂質とを組み合わせて用いて、リポソームの大きさまたは
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層数を調整し得る。粒子径が比較的小さい（例えば、１００ｎｍ〜５００ｎｍ程度）の単
層リポソームの製造のためには、非誘導体化リン脂質（例えば、大豆由来レシチン）と誘
導体化リン脂質（例えば、ＤＳＰＥ−ＰＥＧ）とのモル比が、例えば、１：０．０５〜０
．５、好ましくは１：０．１で組み合わされ得る。
【００３２】
本発明のリポソームの製造方法においては、リン脂質以外にも、リポソームの膜構成成
分に通常用いられ得る脂質を原料として用いてもよい。このような脂質としては、例えば
、グリセロ糖脂質およびスフィンゴ糖脂質などの糖脂質、コレステロールなどのステロー
ルなどが挙げられる。
【００３３】
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１つの実施形態では、原料は、リポソームへの内包を目的とする物質（「内包目的物質
」）をさらに含む。内包目的物質としては、親水性物質（例えば、水溶性物質）、疎水性
物質（例えば、脂溶性物質）および水不溶性物質のいずれもが用いられ得る。リポソーム
はその構造から親水部と疎水部に分かれ、この内部にそれぞれ親水性物質と疎水性物質を
内包し得る。また、内包目的物質としては、例えば、薬剤、食品添加剤、栄養補助剤、化
粧品などにおいて有効成分として使用される物質が挙げられる。内包目的物質は、化合物
、混合物または組成物の形態であってもよい。
【００３４】
水は、製造されるリポソームの汚染を回避する等の観点から、好ましくは、精製された
ものが用いられる。水は、当業者に公知の任意の適当な方法、例えば、逆浸透、脱イオン
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化、蒸留、ろ過、限外濾過などによって精製され得る。例えば、イオン交換水、純水また
は超純水が用いられる。
【００３５】
二酸化炭素は、自由に変形可能な連続体（すなわち、流体）の形態を有し、水との間で
界面を形成して二酸化炭素−水の二相分離系を生じ得るものであればよい。このような二
酸化炭素を「二酸化炭素流体」という。二酸化炭素流体は、有機溶剤の代替として機能し
得、このため有機溶剤の使用を回避することができる。二酸化炭素流体は、超臨界状態の
もの、亜臨界状態のものもしくは液体状態のもののいずれでもよく、これらの状態は、圧
力または温度の制御によって変化され得る。本明細書中では、大気圧よりは高い圧力（す
なわち、０．１ＭＰａより高い）を「高圧」という。
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【００３６】
超臨界状態とは、その物質の臨界点以上の温度および圧力下においた物質の状態をいい
、気体の拡散性と、液体の溶解性を有する。超臨界二酸化炭素とは、臨界温度（Ｔｃ：３
１．１℃）以上でかつ臨界圧力（Ｐｃ：７．３８ＭＰａ）以上の圧力である二酸化炭素を
いう。超臨界流体は、臨界点および臨界圧力を超えた高密度の流体であり、好ましくは２
００ｋｇ／ｍ３〜９００ｋｇ／ｍ３の密度を有し、好ましくは１０−５Ｐａ・秒〜１０−
４

Ｐａ・秒の粘度を有し、好ましくは１０−８ｍ２／秒〜１０−７ｍ２／秒の拡散係数を

有し、および／または好ましくは１０−３Ｗ／ｍ２・Ｋ〜１０−１Ｗ／ｍ２・Ｋの熱伝導
度を有する、流体である。
【００３７】
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亜臨界状態とは、臨界点よりもやや低い近傍の領域の物質の状態をいう。亜臨界流体は
、臨界温度より低い温度域で蒸気圧曲線より高い圧力で液体状態にある流体であり、好ま
しくは５００ｋｇ／ｍ３〜１１００ｋｇ／ｍ３の密度を有し、好ましくは１０−４Ｐａ・
秒〜１０−３Ｐａ・秒の粘度を有し、好ましくは１０−１０ｍ２／秒〜１０−９ｍ２／秒
の拡散係数を有し、および／または好ましくは０.０８Ｗ／ｍ・Ｋ〜０.１０Ｗ／ｍ・Ｋの
熱伝導度を有する流体である。
【００３８】
これらに対し、密閉容器内の流体における液体状態とは、大気圧（０．１ＭＰａ）より
は高い圧力であり、かつ蒸気圧曲線より高い圧力下、超臨界または亜臨界よりも低い温度
での液体状態をいう。
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【００３９】
超臨界状態、亜臨界状態、もしくは液体状態は、温度および圧力の制御によって変更さ
れ得るので、本発明の製造方法の過程において、密閉容器内の流体は、超臨界状態、亜臨
界状態、もしくは液体状態になり得る。したがって、例えば、本明細書においては、「超
臨界二酸化炭素を用いる」という場合、必ずしも亜臨界状態もしくは（特に高圧下の）液
体状態を排除するわけではない。
【００４０】
本発明のリポソームの製造方法においては、密閉容器内において、二酸化炭素流体、水
、およびリン脂質を含む原料が入れられた後、当該容器内に対し超音波照射が施され得る
。密閉容器としては、オートクレーブ、耐圧セル、超臨界装置の高圧セルなどが挙げられ

10

る。
【００４１】
本発明のリポソームの製造方法は、密閉容器内において、二酸化炭素流体および水を含
有するバッチ混合物の存在下でリン脂質などの両親媒性物質を含む原料に超音波を照射す
る工程を含む。「二酸化炭素流体および水を含有するバッチ混合物」とは、密閉容器内に
二酸化炭素流体と水とをそれぞれ添加して共存状態においたもの（二酸化炭素流体と水と
のバッチ混合を行ったもの）をいう。例えば、密閉容器に（二酸化炭素が添加されずに）
リン脂質を含む原料および水が仕込まれた時点では、リン脂質は、水に溶解せず、水相の
下部に固体または液体（例えば、粘度の高い液体）として沈殿し得る。次いでこの容器内
に二酸化炭素流体が添加されると、水と二酸化炭素とが界面を形成して共存し、そして一

20

部のリン脂質はこの界面上に並び得るが、残りのリン脂質はなお水相の下部に存在し得る
。本発明の製造方法においては、超音波が、該密閉容器内で鉛直方向に指向するように取
り付けられた超音波振動子の振動部分から、該原料および該バッチ混合物に対して直接的
かつ一軸方向に照射される。リン脂質を含む原料および該バッチ混合物への超音波の照射
は、例えば、リン脂質を含む原料および該バッチ混合物と超音波振動子の振動部分との間
に、密閉容器等の他の部材が介在することなく、超音波振動子の振動部分に直接的に接し
たリン脂質を含む原料および該バッチ混合物、あるいはリン脂質とバッチ混合物との混合
体に超音波を伝播することによって行われる。本発明の製造方法においては、超音波が、
超音波振動子の振動部分から密閉容器内で一軸方向に照射される。このような照射によっ
て、二酸化炭素流体相と水相との間の界面の面積を拡大して原料のリン脂質の溶解を増大

30

し、さらに上記原料と二酸化炭素流体および水を含有するバッチ混合物に対して対流（例
えば、密閉容器の蓋側から底部に向かってかつ当該底部から当該蓋側に向かっての対流）
が促される。このような超音波照射によって、密閉容器内の水相内にリポソームが生成さ
れ得る。リン脂質を含む原料が内包目的物質を含む場合は、当該物質を内包するリポソー
ムが生成され得る。
【００４２】
超音波照射は、例えば、１５〜４００ｋＨｚ、好ましくは１９ｋＨｚ〜２１ｋＨｚの周
波数の超音波振動を引き起こす部品（例えば、密閉容器（例えば、超臨界装置の高圧セル
）内部に組み込んだホーン型振動子（すなわち、ホーンを備えた超音波振動子：ホーンを
備えた超音波振動子を「ホーン型超音波振動子」または「ホーン型振動子」という）のよ
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うな超音波振動子）を作動させることによって行われ得る。例えば、ホーン型超音波振動
子では、ソリッドステートパワーサプライ（電源）によって、例えば２０ｋＨｚに増幅し
た電気的エネルギーが、コンバーターによって一軸方向（縦方向）の機械的振動に変換さ
れ得、この変換された機械的振動がホーンに伝達され得る（これを、超音波振動という）
。超音波振動は圧力波となり、キャビテーションを引き起こし得る。キャビテーションと
は、溶液（流体）中の局所的な圧力低下による無数の極めて小さな気泡の形成および減衰
の連続をいう。超音波振動子（例えば、ホーン型超音波振動子）は密閉容器（例えば、高
圧セル）に取り付けられるが、当該超音波振動子の振動部分（例えばホーン型超音波振動
子のホーン）が当該密閉容器の内部に配置の内部に配置され、かつ当該超音波振動子の当
該振動部分から密閉容器内で一軸方向に超音波を発生させるように装着され得る。超音波
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振動子の振動部分の密閉容器内部での配置は、例えば、超音波振動子の振動部分を密閉容
器内に貫設することによって行われる。好ましくは、超音波振動子の振動部分は、密閉容
器の鉛直方向に、より好ましくは密閉容器の上側（例えば蓋側）を貫通して当該容器の下
側（例えば、底部）の方向に向かって貫設されている。超音波振動子（例えば、ホーン型
超音波振動子）は、超音波振動子の当該振動部分が密閉容器内で鉛直方向に指向するよう
に、当該密閉容器に取り付けられている。ホーン型超音波振動子は、ホーンの形状または
種類に依存し得るが、例えば、当該ホーン型超音波振動子が鉛直方向を指向して配置され
た場合、ホーンの軸方向（鉛直方向）に沿って、一軸方向に振動する超音波振動を集中的
に伝達させることができる（言い換えれば、超音波振動のエネルギーを集中させることが
できる）。ホーンは、ホーンの軸方向（鉛直方向）に沿って、一軸方向に振動する超音波
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振動の集中的な伝達（言い換えれば、超音波振動のエネルギーの集中）をより効果的に行
うことができる形状を有することが好ましく、例えば、円柱状である。ホーンは、耐腐食
性の材料で構成されていることが好ましく、例えば、チタン製である。ホーン型超音波振
動子のホーンを鉛直方向に指向させることにより、超音波振動子で発せられた超音波振動
を、一軸方向に振動させながら集中的に伝達させることができる。例えば、ランジュバン
型の超音波振動子に円柱状のホーンを接続したホーン型超音波振動子を、そのホーンが密
閉容器の内部に貫設されかつ当該ホーンが密閉容器内に鉛直方向に指向するように、密閉
容器に取り付けることができる。
【００４３】
上記のように密閉容器に取り付けられた超音波振動子の振動部分によって、リン脂質を

20

含む原料ならびに二酸化炭素流体および水を含有するバッチ混合物に対して直接的かつ一
軸方向に超音波を照射することができる。好ましくは、超音波振動子（例えば、ホーン型
超音波振動子）の振動部分（例えばホーン先端）は、密閉可能な容器内の略中央に鉛直方
向に指向して取り付けられており、この振動部分から一軸方向に超音波を発する。このよ
うに超音波を発することによって、照射された二酸化炭素流体および水中において一軸方
向の超音波振動波（縦波）を生じることができ、二酸化炭素と水との間の界面に一軸方向
の振動エネルギーを大きく減衰させることなく到達させることができる。例えば、超音波
振動子が高圧セルの蓋を貫通して高圧セルの内部に向かって該高圧セルの底面に対して略
垂直である方向で取り付けられている場合は、超音波振動子の振動部分の先端から該高圧
セルの底面に向かって一軸方向に超音波が発せられる。一軸方向に超音波（縦波）を生じ
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させて、二酸化炭素と水との間の界面に一軸方向の超音波振動を与えることができる。超
音波照射前に静止状態にある界面が、上記のような超音波照射によって水相と二酸化炭素
流体相とが交互に入り組んだ構造となり、界面の面積が増大し、リン脂質の溶解量を増大
させることができる。さらに、密閉容器内の原料全体（すなわち、リン脂質を含む原料な
らびに二酸化炭素流体および水を含有するバッチ混合物）に、対流を促すことができる。
このように超音波を照射することにより、密閉容器内で二酸化炭素流体相と水相との界面
の面積の増大ならびに原料およびバッチ混合物の対流を生じる強力な撹拌作用が生じ、二
酸化炭素および水の界面でのミクロ相分離が誘発され得る。
【００４４】
超音波の周波数は、例えば、１５ｋＨｚ〜２５ｋＨｚ、好ましくは１９ｋＨｚ〜２１ｋ
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Ｈｚであり、上記範囲内であることにより、リポソームの生成効率をより向上し得る。超
音波照射は、単回または適切なインターバルを空けて多数回行われ得、例えば、１回また
は２回〜１０回、好ましくは３回〜８回であり、上記範囲内であることにより、リポソー
ムの生成効率をより向上し得る。周波数または照射回数に依存し得るが、照射１回あたり
の超音波照射時間は、例えば、１０秒間〜５０秒間、好ましくは、２０秒間〜３０秒間で
あり、上記範囲内であることにより、リポソームの生成効率をより向上し得る。
【００４５】
超音波照射は、密閉容器内に二酸化炭素流体が存在し得る温度および圧力に保った状態
で行われ得る。上記圧力は、常圧よりも高い圧力下であり、例えば、５ＭＰａ〜８ＭＰａ
、好ましくは、６ＭＰａ〜７ＭＰａであり、上記範囲内であることにより、リン脂質の溶
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解をより効率的なものとし、リポソームの生成効率をより向上し得る。上記温度は、例え
ば、１０℃〜７０℃、好ましくは、３０℃〜５０℃であり、上記範囲内であることにより
、リン脂質の溶解をより効率的なものとし、リポソームの生成効率をより向上し得る。
【００４６】
容器内へのリン脂質の仕込み量は、例えば、リン脂質の種類、製造されるリポソームの
粒子径、製造量に依存して適宜決定され得る。容器内への水の仕込み量は、容器内の高圧
流体二酸化炭素との間で水−二酸化炭素二相系を生じかつ生成されたリポソームを含み得
る量である限り限定されないが、その容器の容積に対して、例えば、１０％（ｗ／ｖ）〜
４０％（ｗ／ｖ）である。内包目的物質の仕込み量は、例えば、目的とする内包物質量に
依存して適宜決定され得る。

10

【００４７】
超音波照射を行ってリポソームが生成された後、容器内を減圧することにより、高圧の
二酸化炭素が容器から排気され、リポソームは、容器内に残る水相中に分散して残る。こ
のリポソームを大気圧下で、水相の液体と共に容易に取り出すことができる。
【００４８】
本発明のリポソームの製造方法は、例えば、原料を仕込む容器；二酸化炭素流体を容器
に供給する手段；容器内に超音波を照射する手段；および二酸化炭素流体を容器から排出
および回収する手段を備えるように設計された装置によって行われ得る。例えば、従来の
超臨界技術において用いられる装置を、応用し得る。リポソームの製造のために、以下、
このような装置の具体例を説明する。
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【００４９】
例えば、図１に示す装置１００は、二酸化炭素を高圧に供するための昇圧部１１０、密
閉可能な容器内でリポソームの原料に超音波照射を行うリポソーム生成部１３０、および
密閉可能な容器（以下「高圧セル」ともいう）１３８から二酸化炭素を除去し回収する回
収部１６０で構成され、昇圧部１１０とリポソーム生成部１３０とはストップバルブ１３
１を境にして、そしてリポソーム生成部１３０と回収部１６０とはストップバルブ１６１
を境にして区切られ得る。
【００５０】
昇圧部１１０において、液体二酸化炭素の昇圧用ポンプ１２０によって、二酸化炭素の
昇圧がなされ得る。この昇圧用ポンプ１２０へ二酸化炭素を供給する二酸化炭素ボンベ１
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１２が備えられる。液体二酸化炭素の供給源として、液体二酸化炭素が充填されたサイフ
ォン付きのボンベが使用され得る。
【００５１】
二酸化炭素ボンベ１１２と昇圧用ポンプ１２０との間には、乾燥剤が充填された乾燥管
１１４が設けられている。二酸化炭素ボンベ１１２からの液体二酸化炭素がこの乾燥管１
２０を通過することにより、液体二酸化炭素中の水分が除去される。
【００５２】
乾燥管１１４の下流に冷却ユニット１１６を備える。冷却ユニット１２０内には、例え
ば、エチレングリコールが充填されており、このエチレングリコールが約２６０Ｋに冷却
されるようにされている。上記の乾燥管１１４の通過中に乾燥剤によって水分が除去され
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た液体二酸化炭素は、冷却ユニット１１６のエチレングリコールによって冷却され、昇圧
用ポンプ５に供給される。
【００５３】
また、冷却ユニット１１６と昇圧用ポンプ１２０との間には、フィルター１１８が設け
られている。フィルター１１８によって、ゴミなどの不純物を除去し、昇圧用ポンプ１２
０内に不純物が混入するのが防止され得る。
【００５４】
フィルター１１８を通過した二酸化炭素が昇圧用ポンプ１２０に供給される。昇圧用ポ
ンプ１２０のヘッド部分には、液体二酸化炭素の気化を防ぐために冷却器が装着され得る
（図示せず）。
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【００５５】
昇圧部１１０には、圧力調節弁１２１が設けられている。圧力調節弁１２１によって、
昇圧部１１０およびリポソーム生成部１３０の系内の圧力を任意の圧力に設定し得る。
【００５６】
昇圧部１１０には、圧力計１２２が設けられている。圧力計１２２によって昇圧部の系
内の圧力を測定し得る。圧力計１２２には、上限接点出力端子が付いており、指定圧力で
、昇圧用ポンプ１２０の電源を切るように設定され得る。
【００５７】
昇圧部１１０とリポソーム生成部１３０との間に、ストップバルブ１３１が配置されて
いる。ストップバルブ１３１によってリポソーム生成部への二酸化炭素の供給を調節し得

10

る。
【００５８】
また、昇圧部１１０とリポソーム生成部１３０との間には、安全性を確保するために、
安全弁１２４が設けられている。
【００５９】
リポソーム生成部１３０は、恒温水槽１３２内に設置される。恒温水槽１３２内は、温
度制御器（図示せず）により、水温を±０．１℃で制御され得る。恒温水槽１３２内の温
度を測定するために、測温部１４４を備える。
【００６０】
恒温水槽１３２内に密閉可能な容器（高圧セル）１３８が設置される。高圧セル１３８
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は、密閉可能な蓋体１３８ａと容器部分１３８ｂとを備え、耐熱性および耐圧性であるこ
とが好ましい。高圧セル１３８内で、二酸化炭素流体および水の存在下、仕込まれたリポ
ソーム原料への超音波照射が行われる。高圧セル１３８の内部に、例えば、ホーン型超音
波振動子１４０が備え付けられ得る。図１に示す装置では、ホーン型超音波振動子１４０
は、高圧セル１３８内部に位置するホーンの内側にランジュバン型超音波振動子のような
超音波振動子が組み込まれて接続されたものである。ホーン型超音波振動子１４０の備え
付けは、例えば、ホーン型超音波振動子１４０の振動部分（ホーンの先端）１４１が高圧
セル１３８内に貫設することにより行われる。ホーン型超音波振動子の振動部分（ホーン
の先端）は、密閉可能な容器（例えば、高圧セル）１３８の内部に配置され、かつ当該超
音波振動子の当該振動部分から密閉容器内で一軸方向に超音波を発生させるように装着さ
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れ得る。例えば、ホーン型超音波振動子１４０の振動部分（ホーンの先端）を密閉可能な
容器（例えば、高圧セル）１３８内に（好ましくは、該密閉可能な容器を鉛直方向に、よ
り好ましくは該密閉可能な容器１３８の上側（例えば蓋体１３８ａ側）を貫通して当該容
器の下側（例えば、容器部分１３８ｂの底部）の方向に）貫設することにより、当該振動
部分を密閉可能な容器の内部に配置することができる。この一実施形態として、ホーン型
超音波振動子１４０が高圧セル１３８の蓋体１３８ａを貫通して取り付けられ、この蓋体
１３８ａを閉じて高圧セル１３８を密閉した場合に、ホーン型超音波振動子の振動部分が
高圧セル１３８内部に配置される。ホーン型超音波振動子は、当該超音波振動子の振動部
分が密閉容器内で鉛直方向に指向して配置されているように、当該密閉容器に取り付けら
れている。図１に示す装置においては、ホーン型超音波振動子１４０は、ホーン型超音波
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振動子１４０の振動部分（ホーンの先端）１４１が密閉可能な容器（高圧セル）１３８内
で鉛直方向に指向するように取り付けられている。ホーン型超音波振動子１４０は、例え
ば、高圧セル１３８の蓋のセル内部側で圧力止めパッキン（例えば、Ｏリングのようなゴ
ムパッキン）にて超音波振動子を当該蓋の面に対して垂直方向に固定し、かつこのホーン
型超音波振動子１４０が備えるホーン（例えば円柱状ホーン）の振動部分１４１を高圧セ
ル１３８内で鉛直方向に指向させることにより、当該振動部分１４１が高圧容器の内部に
配置され、そして当該超音波振動子１４０の当該振動部分１４１から該高圧セル１３８内
で一軸方向に超音波を発生させるように装着することができる。超音波振動電源１４２に
よって、例えば２０ｋＨｚに増幅した電気的エネルギーが、コンバーター（図示せず）に
よって一軸方向の機械的振動に変換され、この変換された機械的振動がホーン型超音波振
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動子１４０の振動部分（ホーンの先端）１４１に伝達される（超音波振動）。ホーン型超
音波振動子１４０の振動部分（ホーンの先端）１４１より発生した超音波振動は圧力波と
なり、高圧セル１３８内部の仕込み原料に照射し得る。
【００６１】
図２は、図１に示す製造装置を用いた、超音波振動子による密閉可能な容器（高圧セル
）内の二酸化炭素流体および水を含有するバッチ混合物ならびにリン脂質を含む原料への
超音波照射を示す模式図である。高圧セル１３８内には、二酸化炭素流体相２０２、水相
２０４、ならびにリン脂質を含む原料２０６が含まれている。超音波照射前では、図２の
（Ａ）に示すように、二酸化炭素流体相２０２と水相２０４とは界面２０８を形成して二
相に分離して高圧セル内で共存し、この時点では、リン脂質を含む原料２０６のごく一部
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が水相２０４内で界面上に並ぶように存在し、溶解し得ない大部分のリン脂質を含む原料
２０６は、水相２０４の底部にたまっている。本発明の製造装置では、例えば、ホーン型
超音波振動子１４０の振動部分（ホーンの先端）１４１が、密閉可能な容器（高圧セル）
１３８内に、該密閉可能な容器の蓋体１３８ａ側を貫通して容器部分１３８ｂの底部）の
方向に貫設されており、そしてこの超音波振動子１４０の振動部分１４１が、密閉可能な
容器（高圧セル）１３８内の略中央に鉛直方向に指向して配置されている。この配置によ
って、振動部分のホーンは一軸方向に超音波（例えば、矢印２１０に示す方向に向かって
縦波）を発することができる（図２の（Ｂ））。この超音波によって、図２の（Ａ）に示
すような界面２０８に対して一軸方向の振動エネルギーを与えることができ、高圧セル１
３８内部の界面２０８が微小振動し、界面２０８が二酸化炭素流体相と水相とが入り組ん
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だ構造となり、界面２０８の面積が拡大する。このような界面２０８の面積の拡大により
、リン脂質の溶解量が増大する。本発明の製造装置で超音波照射を行うことにより、図２
の（Ａ）に示すような超音波照射前の界面２０８では水相２０４の底部にたまっていて溶
解し得なかったリン脂質を、拡大した面積の界面２０８に溶解することができる。本発明
の製造装置で超音波照射を行うことにより、さらに、図２の（Ｂ）に示すように、高圧セ
ル１３８内部にて二酸化炭素流体および水を含有するバッチ混合物２０５の全体に対流２
１２が促される。これに伴って、リン脂質を含む原料２０６もまた高圧セル１３８内を対
流２１２と同様の方向に対流する。このように、本発明の製造装置で超音波照射を行うこ
とにより、原料２０６のリン脂質が大量に溶解され、そして二酸化炭素および水の界面で
のミクロ相分離が誘発されて、リポソームを高濃度で生成することができる。
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【００６２】
なお、本発明の装置においては、密閉可能な容器（高圧セル）１３８内で一軸方向に超
音波を発することができることから、ホーン型超音波振動子１４０の振動部分（例えばホ
ーンの先端）１４１は、二酸化炭素流体２０２と水２０４との界面２０８の位置（言い換
えれば、超音波振動子の軸方向における振動部分のホーンの先端１４１と界面２０８との
間の距離（例えば、図３に示す距離Ｄ：界面２０８が振動部分（例えばホーンの先端）１
４１よりも上にある場合を負（−）の値で示す）に関わらず、照射された二酸化炭素流体
２０２および水２０４中において一軸方向に超音波振動波（縦波）を生じて二酸化炭素と
水との間の界面に一軸方向の振動エネルギーを大きく減衰させることなく到達させること
ができ、効果的に対流を生じることができる。本発明の装置においては、超音波照射を反
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復して行う場合であっても、反復照射の間での密閉可能な容器（高圧セル）１３８内の二
酸化炭素流体２０２および水２０４の液量の変化によって生じ得るこれらの界面２０８の
位置の変動に関わらず、効果的に超音波を照射することができる。
【００６３】
ホーン型超音波振動子１４０の振動部分（例えばホーンの先端）１４１は超音波照射開
始前では、静止した状態の界面２０８に対して近接していることが好ましく、距離Ｄは、
例えば、−５ｃｍ〜１０ｃｍ、好ましくは、２ｃｍ〜７ｃｍである。距離Ｄがこのような
範囲内にあることにより、二酸化炭素と水とで構成される界面２０８に対して超音波がよ
り効果的に照射されて縦波を生じやすく、高圧セル１３８内に強力な撹拌力が生じやすく
なる。
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【００６４】
高圧セル１３８への二酸化炭素流体の供給は、以下のように行われ得る。ストップバル
ブ１３１から供給される液体二酸化炭素は、高圧セル１３８に供給されるまでに恒温水槽
１０内で流体とされ得る。ストップバルブ１３１から供給される液体二酸化炭素は、恒温
水槽１３２内に設置したヒーター１３４、逆止弁１３６、およびストップバルブ１６１を
介して高圧セル１３８内に導入される。ヒーター１３４は、液体二酸化炭素を加熱し、流
体とし得る。逆止弁１３６は、流体の逆流を防止するために備えられる。ストップバルブ
１６１は、高圧セル１３８への二酸化炭素流体の供給を調節し得る。
【００６５】
高圧セル１３８には圧力計１４６が備えられ、圧力計１４６は、高圧セル１３８内の圧

10

力を測定し得る。
【００６６】
また、高圧セル１３８の下流側に安全弁１４８が設置され、安全弁１４８は、高圧セル
１３８内の圧力上昇による爆発を防止し得る。
【００６７】
リポソーム生成部１３０において、超音波照射後、生成されたリポソームを高圧セル１
３８から取り出す前に、高圧セル１３８内の圧力を圧力調節弁１１５によって減圧し、大
気圧下に調整し得る。減圧後、二酸化炭素流体を高圧セル１３８外に排出する。
【００６８】
高圧セル１３８外に排出した二酸化炭素を気体として回収するために、恒温水槽１３２

20

外に空気恒温槽１６８および１７０が備えられ、回収部１６０を構成する。回収部１６０
は、空気恒温槽１６８および１７０内にトラップ１７２および１７４を備え、これらの中
に、リポソーム生成部１３０から排出された二酸化炭素を気体として分離回収し得る。高
圧セル１３８から空気恒温槽１６８の間には、恒温水槽１３２内に配置されるストップバ
ルブ１６１が設けられ、リポソーム生成１３０と回収部１６０との境となる。回収部１６
０には、恒温水槽１３２外の加熱管１６２、および加熱管１６２に接続された膨張弁１６
４をさらに備える。減圧に伴う二酸化炭素によるドライアイスの発生を防ぐために、加熱
管１６２は、ヒーター（図示せず）によって加温され得る。トラップ１７２および１７４
の間にストップバルブ１７３が設けられ、流量計１６６がさらに設けられてもよい。
【００６９】

30

ストップバルブ１６１の開放により、二酸化炭素が気体として高圧セル１３８から排出
され、加熱管１６２を通り、膨張弁１６４を通じてトラップ１７２に導入される。ストッ
プバルブ１７３の開放により、二酸化炭素気体は、トラップ１７４に導入され、最終的に
、流量計１６６を通じて装置外に排気される。
【００７０】
得られるリポソームは、リン脂質の種類、内包目的物質の種類（例えば、親水性物質か
疎水性物質か）などに依存し得るが、例えば、０．１μｍ〜２μｍ、好ましくは、０．１
μｍ〜０．７μｍ、より好ましくは、０．１μｍ〜０．５μｍの粒子径を有する。リポソ
ームの粒子径（粒径）は、動的光散乱法にて測定され得る。単層リポソームは、粒子径が
比較的小さいものとなり得、例えば、０．１μｍ〜０．５μｍである。多重層（例えば、

40

二重層または三重層）リポソームでは、粒子径は、例えば０．２μｍ〜１μｍになり得る
。
【００７１】
リポソームの粒子径の分布を所望の範囲内に揃え、かつ不純物の除去、滅菌などを行う
ために、濾過工程などを必要に応じてさらに設けてもよい。
【００７２】
さらに、リポソームを含む溶液を凍結乾燥してもよい。これにより、リポソームを使用
までの間の保管に適した形態にし得る。
【００７３】
本発明の製造方法では、クロロホルムなどの有害有機溶媒を用いずに、水と二酸化炭素
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のみでリン脂質を溶解し、リポソームを生成することが可能となる。このようにして得ら
れるリポソームは、有害な有機溶媒と接触していないことから、人体に対して用いても、
残存有機溶媒が人体に混入する心配がない。このことから、人体に安全なリポソームとし
て応用が広がる。さらに、本発明は、水と二酸化炭素が超音波照射時に生成する極めて大
きな界面をリポソーム生成場として、利用しているので、大量生産が可能となる。
【００７４】
本発明の製造方法で製造されたリポソームは、例えば、医薬品、食品、化粧品等の種々
の分野において利用することができる。このようなリポソームは、注射剤、経皮吸収剤、
経口投与剤、皮膚外用剤などに用いることができる。
【実施例】

10

【００７５】
以下、実施例により本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により限
定されるものではない。
【００７６】
（リポソーム製造装置）
本実施例においては、図１に示すリポソーム製造装置１００を組み立てて用いた。
【００７７】
（実施例１：リポソームの製造）
本実施例では、リン脂質として、以下を使用した：
大豆由来レシチン（富士フィルム和光純薬株式会社製）、

20

水素添加大豆ホスファチジルコリン（COATSOME：日油株式会社製）、
ジミリストイルホスファチジルコリン(Anatrace：日油株式会社製）、
Ｌ−α−ホスファチジルコリンジパミルトイル（富士フィルム和光純薬株式会社製）、
Ｌ−α−ホスファチジルＤＬ−グリセロール（富士フィルム和光純薬株式会社製）。
【００７８】
本実施例のリポソーム製造手順を以下に説明する。まず、リポソーム製造装置１００に
おける容積１５０ｍＬの高圧セル１３８内に超純水およびリン脂質を仕込み、高圧セル１
３８の蓋１３８ａを閉じてセル１３８内を密閉状態とした。次いで、恒温水槽１３２の温
度を所定温度に設定した状態でセル１３８内に、二酸化炭素ボンベ１１２から二酸化炭素
８９ｇ（ρＣＯ２＝０．７４２）を送液し、セル１３８内を高圧状態（６．８ＭＰａ）と

30

した。その後、ホーン型超音波振動子（ランジュバン型の超音波振動子にチタン製円柱状
ホーンが鉛直方向を指向して接続されている）１４０のホーン先端１４１から２０ｋＨｚ
（３０％振幅：１８．３μｍ）超音波を照射した。セル１３８内でリポソーム粒子が生成
された後、減圧操作を行い、セル１３８から粒子を溶液とともに回収した。
【００７９】
上記手順を、水量２５ｍＬ、リン脂質量１ｍＭ、温度２５℃、超音波照射回数５回（２
５秒／回）で行った。超音波照射の開始前、二酸化炭素と水との間で生じた界面とホーン
先端との間の距離Ｄ（図３）は、０．５ｃｍであった。得られたリポソーム形状を確認し
た。粒子の形態を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）で観察し、溶液中の粒子径をレーザー解析
型粒度分布測定装置（MICROTRAC‑UPA150：日機装社製）で測定した。
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【００８０】
図４〜図８に、用いた異なるリン脂質について、ＴＥＭ画像（左）および粒度分布測定
による粒子径確認結果（右）をそれぞれ示す：
図４：大豆由来レシチン；
図５：水素添加大豆ホスファチジルコリン；
図６：ジミリストイルホスファチジルコリン；
図７：Ｌ−α−ホスファチジルコリンジパミルトイル：および
図８：Ｌ−α−ホスファチジルＤＬ−グリセロール。
【００８１】
粒度分布測定によれば、図４における体積平均径は０．１５９０μｍ、図５における体
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積平均径は０．１５３３μｍ、図６における体積平均径は０．１８５８μｍ、図７におけ
る体積平均径は０．２０５５μｍ、図８における体積平均径は０．２０８２μｍであった
。このように、これらの粒子径は全て文献値（例えば、０．１μｍ〜２μｍ）の範囲であ
り、使用した全てのリン脂質においてリポソームが生成されていることが確認できた。な
お、粒子径結果とＴＥＭ画像を比較するとＴＥＭ画像の方が粒子径が大きいように見える
が、これはＴＥＭ観察用の試料を作製する際、乾燥工程を含むため、そのときにリポソー
ムが薄膜状になってしまったためである。
【００８２】
（比較例１）
実施例１で使用したのと同じ大豆由来レシチンを有機溶剤（クロロホルム：メタノール

10

＝２：１（体積比））に完全に溶解させて、０．０２５ｇ／１０ｍＬ（クロロホルム：メ
タノール＝２：１（体積比））リポソーム原料溶液を調製した。ロータリーエバポレータ
ーを用い、減圧乾燥して有機溶剤を完全に留去し、なす型フラスコの底面に脂質薄膜を生
成させた。６０℃に設定した恒温槽中になす型フラスコの底を付けてリン酸緩衝生理食塩
水（ＰＢＳ）を１０ｍＬ加えて、よくなじませた。次いで、ボルテックスの機械的振動に
より脂質薄膜をはがし、リポソームを分散させた。溶液中の粒子径を実施例１と同様に測
定した。
【００８３】
図９は、実施例１の大豆由来レシチンを使用して製造したリポソームの粒子径測定結果
（右）と、比較例１で製造したリポソームの粒子径測定結果（左）とを示す。
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【００８４】
比較例１で製造したリポソームの体積平均径が０．１７４８μｍであるのに対し、実施
例１の大豆由来レシチンを使用して製造したリポソームの体積平均径は０．１５９０μｍ
であり、これらのリポソーム粒子径に差は見られなかった。
【００８５】
したがって、実施例１によれば、有機溶媒を溶剤として用いなくとも、所望の大きさ（
例えば、０．１μｍ〜２μｍ）のリポソームが製造され得ることが分かった。
【００８６】
（実施例１−２：種々の操作因子によるリポソーム生成量および平均粒子径の影響）
実施例１の手順にてリポソームを製造する際の操作因子によって、リポソーム生成量お

30

よびリポソーム平均粒子径が変化するかどうかを確認した。操作因子としては、温度、水
量、リン脂質量、超音波照射時間の４つの因子について確認した。操作因子以外の条件は
、水量２５ｍＬ、リン脂質量１ｍＭ、温度２５℃、超音波照射回数５回として実験を行い
、リン脂質としては大豆由来レシチンを使用した。
【００８７】
表１〜表４に実施条件を、図１０〜図１３に操作因子とリポソーム生成量（左縦軸）お
よびリポソーム平均粒子径（右縦軸）の関係性をそれぞれ示す。図１０〜図１３において
、丸および実線は、リポソーム生成量を表し、そして三角および破線は、リポソーム平均
粒子径を表す。
【００８８】
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【表１】

10
【００８９】
図１０は、温度依存の場合の実施条件での結果、すなわち温度とリポソーム生成量（左
縦軸）およびリポソーム平均粒子径（右縦軸）の関係性を示すグラフである。
【００９０】
【表２】

20

【００９１】
図１１は、水量依存の場合の実施条件での結果、すなわち水量とリポソーム生成量（左
縦軸）およびリポソーム平均粒子径（右縦軸）の関係性を示すグラフである。
【００９２】
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【表３】

40
【００９３】
図１２は、リン脂質量依存の場合の実施条件での結果、すなわちリン脂質量とリポソー
ム生成量（左縦軸）およびリポソーム平均粒子径（右縦軸）の関係性を示すグラフである
。
【００９４】
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【表４】

10
【００９５】
図１３は、超音波照射時間依存の場合の実施条件での結果、すなわち超音波照射時間と
リポソーム生成量（左縦軸）およびリポソーム平均粒子径（右縦軸）の関係性を示すグラ
フである。
【００９６】
表１および図１０から、操作温度が増加すると、リポソームの平均粒子径に大きな違い
は見られないが、リポソーム生成量は増加していることが分かる。これは、温度増加が起
こることにより水−液体二酸化炭素系へのリン脂質溶解量が増加し、その結果リポソーム
の粒子の数が増加したためであると考えられる。

20

【００９７】
表２および図１１から、仕込み水量が増加しても、リポソームの平均粒子径およびリポ
ソーム生成量に大きな違いは見られないことが分かる。これは、リン脂質は水に不溶であ
り、水量が増加しても水−液体二酸化炭素系への溶解量が変わらないためであると思われ
る。
【００９８】
表３および図１２から、仕込みリン脂質量が増加すると、リポソームの平均粒子径が若
干増加し、さらにリポソーム生成量は大きく増加していることが分かる。これは、仕込み
リン脂質量が増加すると、単位リポソームの粒子径が増加し、その結果単位リポソーム重
量が増加し、全体のリポソーム重量が増加したためであると思われる。
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【００９９】
表４および図１３から、超音波照射時間が増加すると、リポソームの平均粒子径および
リポソームの平均粒子径が減少傾向にあることが分かる。これは、超音波照射時間が増加
することによりセル内で生成したリポソームおよびミセル構造が破壊され、リポソーム量
が減少したためであると思われる。平均粒子径については、超音波照射時間が増加するこ
とにより生成したリポソームが崩壊し、その後再形成することにより、より凝集したもの
になったためであると考えられる。
【０１００】
（実施例２：薬剤内包リポソームの製造）
本実施例では、リン脂質として、実施例１と同様の大豆由来レシチンを使用し、そして
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リポソームの内包目的物質として、以下の薬剤物質を使用した：
クロモグリク酸ナトリウム（富士フィルム和光純薬株式会社製）、
Ｌ−システイン（富士フィルム和光純薬株式会社製）、
Ｌ（＋）−アスコルビン酸（富士フィルム和光純薬株式会社製）および
ロラタジン（LKT Laboratories製）をそれぞれ使用した。
【０１０１】
本実施例のリポソーム製造手順を以下に説明する。まず、リポソーム製造装置１００に
おける容積１５０ｍＬの高圧セル１３８内に超純水、リン脂質および薬剤を仕込み、高圧
セル１３８の蓋を閉じてセル１３８内を密閉状態とした。次いで、恒温水槽１３２の温度
を所定温度に設定した状態でセル１３８内に、二酸化炭素ボンベ１１２から二酸化炭素８
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９ｇ（ρＣＯ２＝０．７４２）を送液し、セル１３８内を高圧状態（６．８ＭＰａ）とし
た。その後、超音波振動子（ホーン）１４０から２０ｋＨｚ（３０％）超音波を照射した
。セル１３８内でリポソーム粒子が生成された後、減圧操作を行い、セル１３８から粒子
を溶液とともに回収した。溶液中の粒子径を実施例１と同様に測定した。
【０１０２】
上記手順を、水量２５ｍＬ、リン脂質量１ｍＭ、薬剤濃度１０ｍＭ、温度２５℃、超音
波照射回数５回で行った。
【０１０３】
リポソーム内の薬剤内包確認に関して、紫外光（Ultraviolet：ＵＶ）検出器による薬
剤内包率の算出、およびフーリエ変換赤外分光光度計（FT‑IR 470‑Plus：日本分光株式会
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社製）を用いた全反射測定法（Attenuated Total Reflection：ＡＴＲ法）による定性ア
ッセイを行った。
【０１０４】
ＵＶ検出器による薬剤内包率の算出について、以下のように行った。調製した薬剤内包
リポソーム溶液の、リポソーム内以外の薬剤物質量をｎｏｕｔ、仕込み薬剤物質量をｎｔ
ｏｔａｌとすると、薬剤内包率はｎｔｏｔａｌ−ｎｏｕｔ／ｎｔｏｔａｌ×１００［％］

として表される。調製した薬剤内包リポソーム溶液から０．１μｍフィルターを用いてリ
ポソームを除去し、リポソーム内以外の薬剤物質量ｎｏｕｔをＵＶ検出器により算出した
。ＵＶ検出器において測定した吸光度を以下に示すランベルト・ベールの式に当てはめて
用いて、ｎｏｕｔを算出した。

20

【０１０５】
【数１】

【０１０６】
（上記式中、
Ａｂｓ：吸光度［−］（Ａｂｓ＝−log（透過光強度／入射光強度）
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ε：モル吸光係数［Ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ］
ｃ：モル濃度［ｍｏｌ／Ｌ］
ｌ：光路長［ｃｍ］＝１．３ｃｍ）
【０１０７】
まず、ＵＶ検出器による各薬剤の薬剤内包率算出結果は、下記の通りであった。
【０１０８】
クロモグリク酸ナトリウム：
検量線の結果よりε＝９．３２×１０３Ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ、
Ｍｗ＝５１２．３３ｇ／ｍｏｌ、
極大吸収波長＝３２５ｎｍであり、
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薬剤内包率を算出すると、
薬剤量＝０．１２７６ｇ、水量＝２５ｍＬ、Ａｂｓ＝０．７７０８より、（100倍希釈
）
ｎｔｏｔａｌ＝２．４９×１０−４ｍｏｌ、ｎｏｕｔ＝１．６９×１０−４ｍｏｌであ
り、薬剤内包率＝３６％であった。
【０１０９】
Ｌ（＋）−アスコルビン酸：
検量線の結果よりε＝９．０２×１０３Ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ、
Ｍｗ＝１７６．１２ｇ／ｍｏｌ、
極大吸収波長＝２６５ｎｍであり、
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薬剤内包率を算出すると、
薬剤量＝０．１０６８ｇ、水量＝２５ｍＬ、Ａｂｓ＝１．４３３７より、（100倍希釈
）
ｎｔｏｔａｌ＝５．０×１０−４ｍｏｌ、ｎｏｕｔ＝３．０５×１０−４ｍｏｌであり
、薬剤内包率＝３８．９％であった。
【０１１０】
ロラタジン：
検量線の結果よりε＝５．６３×１０３Ｌ／ｍｏｌ・ｃｍ、
Ｍｗ＝３８２．８８ｇ／ｍｏｌ、
極大吸収波長＝２４７．５ｎｍであり、

10

薬剤内包率を算出すると、
薬剤量＝０．１４９０ｇ、水量＝２５ｍＬ、Ａｂｓ＝１．３４００より、（100倍希釈
）
ｎｔｏｔａｌ＝３．９×１０−４ｍｏｌ、ｎｏｕｔ＝０．４５８×１０−４ｍｏｌであ
り、薬剤内包率＝８８．３％であった。
【０１１１】
L‑システインに関しては、極大吸収波長が小さすぎた為、溶媒（水）の吸収帯と重なり
、ＵＶ測定が困難であった。
【０１１２】
クロモグリク酸ナトリウムとアスコルビン酸は薬剤内包率が４０％程度であり、ロラタ
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ジンは薬剤内包率が９０％近くであった。これは、薬剤の極性に起因する、リポソーム内
の封入される場所の違いと思われた。クロモグリク酸ナトリウムとアスコルビン酸は親水
性薬剤であり、リポソーム内部の親水部に内包され得るのに対し、ロラタジンは疎水性薬
剤であり、リポソーム膜の疎水部に内包され得る。この親水部よりも疎水部の方が容積が
大きいため、疎水性薬剤の方が、親水性薬剤よりも多くの量にてリポソーム内に封入され
たと考えられた。
【０１１３】
また、クロモグリク酸ナトリウムを用いた場合の仕込み薬剤濃度と薬剤内包量との関係
を調べた。図１４は、クロモグリク酸ナトリウムを用いた場合の仕込み薬剤濃度に対する
薬剤内包率（左縦軸）およびリポソーム内薬剤物質量（右縦軸）を示すグラフである。図
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１４において、菱形は、薬剤内包率を表し、そして三角は、リポソーム内薬剤物質量を表
す。
【０１１４】
図１４から、クロモグリク酸ナトリウムを用いた場合、仕込み薬剤濃度が５ｍＭを超え
ると、薬剤内包率は４０％程度に収束されることが観察された。このことより、リポソー
ム内に封入できる溶液の体積量は一定であり、リポソーム内の薬剤物質量は仕込み薬剤濃
度にのみ依存することが分かった。
【０１１５】
次に、ＦＴ−ＩＲを用いた薬剤の定性結果について示す。ＦＴ−ＩＲ測定結果を図１５
〜図１８に示す。図１５は、クロモグリク酸ナトリウム内包リポソームの結果であり、図
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１６は、アスコルビン酸内包リポソームの結果であり、図１７は、L‑システイン内包リポ
ソームの結果であり、そして図１８は、ロラタジン内包リポソームの結果である。図１５
〜図１８には、実施例２のリポソーム製造手順に従って製造した薬剤内包リポソーム（破
線）と、内包する薬剤（点線）と、実施例１において大豆由来レシチンを用いて製造した
レシチンリポソーム（実線）とのスペクトルを示す。
【０１１６】
図１５に示されるように、薬剤内包リポソームのスペクトルの１６４３ｎｍおよび１７
３５ｎｍ付近に、クロモグリク酸ナトリウムのベンゼン環伸縮振動およびエステル基伸縮
振動が確認できた。これより、リポソーム内に薬剤が内包されていることが分かる。
【０１１７】
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図１６に示されるように、薬剤内包リポソームのスペクトルの１３２２ｎｍおよび３６
４０ｎｍ付近に、アスコルビン酸のＯＨ基の面内変角振動およびＯＨ基による伸縮振動が
確認できた。これより、リポソーム内に薬剤が内包されていることが分かる。
【０１１８】
図１７に示されるように、薬剤内包リポソームのスペクトルの１６４０ｎｍおよび２９
６０ｎｍ付近に、Ｌ−システインのベンゼン環伸縮振動およびエステル基伸縮振動が確認
できた。これより、リポソーム内に薬剤が内包されていることが分かる。
【０１１９】
図１８に示されるように、薬剤内包リポソームのスペクトルの１６００ｎｍおよび２０
００ｎｍ付近に、ロラタジンのＣ＝Ｃ伸縮振動が確認できた。これより、リポソーム内に
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薬剤が内包されていることが分かる。
【０１２０】
以上のように、使用した薬剤物質のいずれにおいても、リポソーム内への内包を確認す
ることができた。
【０１２１】
（比較例２）
比較のため、以下の手順を用いる従来法のリピドフィルム法にて、リポソーム内への薬
剤の封入を行った。有機溶剤（クロロホルム：メタノール＝２：１（体積比））に大豆由
来レシチン１ｍＭを完全に溶解させて、０．０２５ｇ／１０ｍＬ（クロロホルム：メタノ
ール＝２：１（体積比））のリポソーム原料溶液を調製した。ロータリーエバポレーター
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を用い、減圧乾燥して有機溶剤を完全に留去し、なす型フラスコの底面に脂質薄膜を形成
させた。６０℃に設定した恒温槽中になす型フラスコの底を付けて１０ｍＬのＰＢＳおよ
び薬剤（クロモグリク酸ナトリウム）１０ｍＭを加えて、よくなじませた。次いで、ボル
テックスの機械的振動により脂質薄膜をはがし、リポソームを分散させた。
【０１２２】
比較例２のリポソームについて、実施例２と同様にＵＶ検出器による薬剤内包率の算出
を行った。その結果、
薬剤量＝０．１３１７ｇ、水量＝２５ｍＬ、Ａｂｓ＝０．７７４６より、（100倍希釈
）
ｎｔｏｔａｌ＝２．５８×１０−４ｍｏｌ、ｎｏｕｔ＝１．６０×１０−４ｍｏｌであ
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り、薬剤内包率＝３８％であった。
【０１２３】
比較例２のリポソームの薬剤内包率（３８％）と、実施例２のリポソーム（１０ｍＭク
ロモグリク酸ナトリウムを用いた場合）の薬剤内包率（３６％）とを比較しても、その薬
剤内包率に差は見られなかった。
【０１２４】
したがって、実施例２によれば、有機溶剤を用いることなく、仕込み原料に超音波照射
を行うという簡便な方法にて、従来通りの薬剤内包リポソームが製造され得ることが分か
った。
【０１２５】
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また、リポソームに内包する薬剤と粒子径の関係を調べた。図１９は、薬剤なし（「レ
シチンリポソーム」）、３種の親水性薬剤のクロモグリク酸ナトリウム（「クロモグリク
酸ナトリウム内包リポソーム」）、アスコルビン酸（「アスコルビン酸内包リポソーム」
）およびＬ−システイン（「Ｌ−システイン内包リポソーム」）、ならびに疎水性薬剤で
あるロラタジン（「Ｌ−システイン内包リポソーム」）のそれぞれの体積平均径を示すグ
ラフである。
【０１２６】
図１９に示されるように、内包される薬剤が存在しない場合よりも、薬剤が内包された
リポソームにおいて全体的に粒子径の増加が見られた。親水性薬剤と疎水性薬剤とを比較
すると、体積平均径は、疎水性薬剤内包の方が増加していることが分かる。これもまた、
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リポソーム内の封入される場所の違いにより生じると考えられた。
【０１２７】
（実施例３：親水性ポリマー修飾リン脂質を用いたリポソームの製造）
リン脂質として、大豆由来レシチンとＰＥＧ修飾型リン脂質（ＤＳＰＥ−ＰＥＧ２００
０：日油株式会社製）とが１：０．１のモル比で混合したもの、薬剤としてクロモグリク
酸ナトリウムを用い、実施例２のリポソーム製造手順において、水量２５ｍＬ、リン脂質
量１ｍＭ、薬剤濃度１０ｍＭ、温度２５℃、超音波照射回数５回で行った。
【０１２８】
実施例１と同様に、得られたリポソーム形状の確認のため、粒子の形態をＴＥＭで観察
し、溶液中の粒子径について粒度分布測定を行った。さらに、実施例２と同様に、リポソ

10

ーム内の薬剤内包確認に関して、ＵＶ検出器による薬剤内包率の算出、およびＦＴ−ＩＲ
を用いたＡＴＲ法による定性アッセイを行った。これらの結果を、実施例２のクロモグリ
ク酸ナトリウム内包レシチンリポソームと対比して示す。
【０１２９】
図２０および図２１に、それぞれのＴＥＭ画像（左）および粒度分布測定による粒子径
確認結果（右）を示す（各図中、粒子径確認結果について、右縦軸は頻度（％）であり、
粒子径毎の結果を棒で表し、左縦軸は累積（％）であり、その結果は各粒子径に対する線
で表される）：
図２０：実施例２のクロモグリク酸ナトリウム内包レシチンリポソーム（レシチンリポ
ソーム）；
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図２１：実施例３のリポソーム（ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソーム）。
【０１３０】
図２０におけるレシチンリポソームの体積平均径は０．２４２８μｍであり、図２１に
おけるＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソームの体積平均径は０．１２８９μｍであった。この
ように、これらの粒子径は全て文献値（例えば、０．１μｍ〜２μｍ）の範囲であり、い
ずれのリン脂質においても、リポソームが生成されていることが確認できた。なお、粒子
径結果とＴＥＭ画像を比較するとＴＥＭ画像の方が粒子径が大きいように見えるが、これ
はＴＥＭ観察用の試料を作製する際、乾燥工程を含むため、そのときにリポソームが薄膜
状になってしまったためである。
【０１３１】
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レシチンリポソームと、ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソームの粒子径の違いについては、
以下のように考えられた。通常のリン脂質のみで構成されたリポソームは多重層になりや
すく、特に二重から三重までが確率的に起きやすいとされる。一方、ＤＳＰＥ−ＰＥＧ２
０００が混合されていると、ＰＥＧ基によりリン脂質が反発し、多重層が形成されにくく
なる、このため、単層の０．１μｍ程度のリポソームが生成されるようになる。このこと
を考慮しても、リポソームの粒子径は文献の範囲内である。
【０１３２】
まず、ＵＶ検出器による薬剤内包率算出結果を示す。ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソーム
については、
薬剤量＝０．１２６４ｇ、水量＝２５ｍＬ、Ａｂｓ＝０．８２７８より、（100倍希釈
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）
ｎｔｏｔａｌ＝２．４５×１０−４ｍｏｌ、ｎｏｕｔ＝１．７１×１０−４ｍｏｌであ
り、薬剤内包率＝３０％であった。
【０１３３】
レシチンリポソームの薬剤内包率は３６％で、ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソームの薬剤
内包率は３０％であり、いずれのリポソームも薬剤を内包できていることが確認できた。
ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソームの内包率の方が若干低いが、これはＤＳＰＥ−ＰＥＧ混
合リポソームは単層構造を形成しており、薬剤を内包できる体積が少ないためであると考
えられた。
【０１３４】
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次に、ＦＴ−ＩＲを用いた薬剤の定性結果について示す。ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソ
ームのＦＴ−ＩＲ測定結果を図２２に示す。図２２には、実施例３のＤＳＰＥ−ＰＥＧ混
合リポソーム（破線）と、内包目的の薬剤（クロモグリク酸ナトリウム）（点線）と、実
施例１において大豆由来レシチンとＰＥＧ修飾型リン脂質（ＤＳＰＥ−ＰＥＧ２０００：
日油株式会社製）とが１：０．１のモル比で混合したものを用いて製造したＤＳＰＥ−Ｐ
ＥＧ混合リポソーム（実線）とのスペクトルを示す。
【０１３５】
ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソームにおいても、図２２の薬剤内包ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合
リポソームのスペクトルに示されるように、レシチンリポソーム（図１５）と同様、１６
４３ｎｍおよび１７３５ｎｍ付近に、クロモグリク酸ナトリウムのベンゼン環伸縮振動お
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よびエステル基伸縮振動が確認できた。これより、ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソーム内に
薬剤が内包されていることが分かる。
【０１３６】
（実施例３−２：マクロファージ貪食アッセイ）
細胞株から培養したマクロファージにリポソームを接触させることにより、貪食が起こ
るかどうかを確認した。
【０１３７】
マクロファージによる貪食確認実験は以下のように行った。まずＪ７７４マウスマクロ
ファージ細胞株を１０％ウシ胎児血清（ＦＢＳ）を加えて培養し、緑色の蛍光標識として
ファロイジンを加え、チャンバースライド（０．８ｃｍ２／ウェル、８ウェル）の１ウェ
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４

ル毎に細胞数にして３．３×１０

となるように４００μＬ入れ、１日ＣＯ２インキュベ

ータにて接着作業を行った。その後、赤色の蛍光染料ローダミンＢを０．１ｍＭ／２０μ
Ｌかつ薬剤を１ｍＭ／２０μＬにて加えて調製したリポソームを凍結乾燥させ、ＰＢＳ溶
液３ｍＬと共にチャンバースライドの１ウェルに２０μＬ入れ、２時間ＣＯ２インキュベ
ータにて接着作業を行った。こうして作製した試料を蛍光顕微鏡にて観察した。蛍光顕微
鏡下では、緑の蛍光がマクロファージ、赤の蛍光がリポソームを示す。
【０１３８】
蛍光顕微鏡による観察の結果、レシチンリポソーム（実施例２）では、緑のマクロファ
ージの中に赤のリポソームが取り込まれており、マクロファージによるリポソームの貪食
が確認された。このことにより、レシチンリポソーム（実施例２）の安全性を確認するこ
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とができる。ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソーム（実施例３）では、緑のマクロファージの
中に赤のリポソームが一切取り込まれていなかった。このように、リポソームの製造にＰ
ＥＧ修飾型リン脂質を用いることにより、マクロファージからの貪食が抑制された。ＰＥ
Ｇで修飾されたリン脂質の使用によってステルスリポソームが生成され、これにより、マ
クロファージからの貪食が回避されたと考えられた。
【０１３９】
（実施例４：水不溶性物質内包リポソームの製造）
リン脂質として、（ｉ）大豆由来レシチンのみ、または（ｉｉ）大豆由来レシチンとＰ
ＥＧ修飾型リン脂質（ＤＳＰＥ−ＰＥＧ２０００）とが１：０．１のモル比で混合したも
のを用い、そして内包目的物質の薬剤として塩素化亜鉛フタロシアニン０．０１７３４ｇ

40

を用い、実施例２のリポソーム製造手順において、水量２５ｍＬ、リン脂質量１ｍＭ、温
度４０℃、超音波照射回数５回で行った。
【０１４０】
実施例１と同様に、得られたリポソーム形状の確認のため、粒子の形態をＴＥＭで観察
し、溶液中の粒子径について粒度分布測定を行った。対照として、塩素化亜鉛フタロシア
ニンについてもＴＥＭ観察および粒度分布測定を行った。さらに、リポソーム内の薬剤内
包確認に関して、実施例２と同様のＦＴ−ＩＲを用いたＡＴＲ法による定性アッセイを行
った。
【０１４１】
図２３〜２５に、それぞれのＴＥＭ画像（左）および粒度分布測定による粒子径確認結
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果（右）を示す（各図中、粒子径確認結果について、右縦軸は頻度（％）であり、粒子径
毎の結果を棒で表し、左縦軸は累積（％）であり、その結果は各粒子径に対する線で表さ
れる）：
図２３：塩素化亜鉛フタロシアニン；
図２４：（ｉ）大豆由来レシチンのみ（レシチンリポソーム）；
図２５：（ｉｉ）大豆由来レシチンとＰＥＧ修飾型リン脂質との混合物（ＤＳＰＥ−Ｐ
ＥＧ混合リポソーム）。
【０１４２】
図２３のＴＥＭ画像に見られるように、塩素化亜鉛フタロシアニンは凝集しており、そ
の凝集体の体積平均径は１．４５４４μｍであった。しかし、ＴＥＭ画像より単位塩素化

10

亜鉛フタロシアニンの粒子径は約１００ｎｍであることが確認できる。
【０１４３】
図２４における体積平均径は０．２８１３μｍであり、図２５における体積平均径は０
．３６４４μｍであった。図２３と比較すると体積平均径は小さくなっていた。超音波の
照射によって、塩素化亜鉛フタロシアニンが分散し、体積平均径が小さくなったと確認で
きる。また、図２４および図２５のＴＥＭ画像よりリポソームが生成されていることが確
認できる。したがって、超音波の照射によって、塩素化亜鉛フタロシアニンが分散し、そ
してリポソームの生成が確認できた。なお、粒子径結果とＴＥＭ画像を比較するとＴＥＭ
画像の方が粒子径が大きいように見えるが、これはＴＥＭ観察用の試料を作製する際、乾
燥工程を含むため、そのときにリポソームが薄膜状になってしまったためである。
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【０１４４】
次に、ＦＴ−ＩＲを用いた薬剤の定性結果について示す。ＦＴ−ＩＲ測定結果を図２６
および図２７に示す。図２６は、（ｉ）レシチンリポソームの結果であり、図２７は、（
ｉｉ）ＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合リポソームの結果である。図２６および図２７には、実施例
４の塩素化亜鉛フタロシアニン内包リポソーム（破線）と、内包する薬剤（塩素化亜鉛フ
タロシアニン）（点線）と、実施例１において大豆由来レシチン（図２６）または大豆由
来レシチンとＰＥＧ修飾型リン脂質（ＤＳＰＥ−ＰＥＧ２０００：日油株式会社製）とが
１：０．１のモル比で混合したもの（図２７）を用いて製造したリポソーム（実線）との
スペクトルを示す。
【０１４５】

30

図２６および図２７よりそれぞれ１６４０ｎｍでベンゼン環による伸縮振動が確認でき
た。レシチン、ＤＳＰＥ−ＰＥＧにはベンゼン環は存在せず、塩素化亜鉛フタロシアニン
のみベンゼン環を持っている。よって、レシチンリポソームおよびＤＳＰＥ−ＰＥＧ混合
リポソームは塩素化亜鉛フタロシアニンが内包されているということが確認できた。
【０１４６】
（実施例５：リポソームの製造における超音波照射方法の検討）
超音波直接照射、超音波間接照射および超音波未照射の間で製造されたリポソームの濃
度及び個数を対比し、リポソームの製造効率について検討した。
【０１４７】
超音波直接照射については、リン脂質として大豆由来レシチンを採用し、リポソーム製

40

造装置１００を用いて実施例１の手順に従ってリポソームを製造した（なお、リン脂質１
ｍＭ＝０．０３ｇであった）。超音波照射によりリポソーム粒子が生成された後、減圧操
作を行い、セル１１から粒子を溶液とともに回収した。
【０１４８】
超音波間接照射については、リポソーム製造装置１００のホーン型超音波振動子１４０
に代えて、ランジュバン型振動子を備え付けた振動板を高圧セル１３８の底面の外部に取
り付けた。容積１５０ｍＬの高圧セル１３８内に超純水およびリン脂質（大豆由来レシチ
ン）を仕込み、高圧セル１３８の蓋を閉じてセル１３８内を密閉状態とした。次いで、恒
温水槽１３２の温度を所定温度に設定した状態でセル１３８内に、二酸化炭素ボンベ１１
２から二酸化炭素８９ｇ（ρＣＯ２＝０．７４２）を送液し、セル１３８内を高圧状態（
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６．８ＭＰａ）とした。その後、ランジュバン型振動子から２０ｋＨｚ（３０％振幅：１
８．３μｍ）超音波を照射した。セル１３８内でリポソーム粒子が生成された後、減圧操
作を行い、セル１３８から粒子を溶液とともに回収した。
【０１４９】
超音波未照射については、超音波照射を行わなかったこと以外は、超音波直接照射と同
様に行った。リポソーム製造装置１００における容積１５０ｍＬの高圧セル１３８内に超
純水およびリン脂質（大豆由来レシチン）を仕込み、高圧セル１３８の蓋を閉じてセル１
３８内を密閉状態とした。次いで、恒温水槽１３２の温度を所定温度に設定した状態でセ
ル１３８内に、二酸化炭素ボンベ１１２から二酸化炭素８９ｇ（ρＣＯ２＝０．７４２）
を送液し、セル１３８内を高圧状態（６．８ＭＰａ）とした。１時間静置させた後、減圧

10

操作を行い、セル１３８から粒子を溶液とともに回収した。
【０１５０】
それぞれ回収したリポソーム含有溶液をＵＶ検出器によってリポソーム濃度を測定した
ところ、超音波直接照射では０．７１１ｍｇ／ｍＬであり、超音波間接照射では０．２３
４ｍｇ／ｍＬであり、超音波未照射では０．１１３ｍｇ／ｍＬであった。この結果を図２
８に示す。さらにＮａｎｏｓｉｇｈｔナノ粒子解析システム（富士フィルム和光純薬株式
会社製）によって溶液１ｍＬ当たりのリポソーム粒子個数を測定したところ、超音波直接
照射では１．５０×１０１１個／ｍＬであり、超音波間接照射では４．９４×１０１０個
／ｍＬであり、超音波未照射では２．３７×１０１０個／ｍＬであった。この結果を図２
20

９に示す。
【０１５１】
超音波直接照射では、超音波間接照射と比べても約３倍量のリポソームを得ることがで
きた。また、本実施例の超音波直接照射で回収したリポソーム含有溶液のリポソーム濃度
は、例えば、親水性薬剤内包リポソームを製造する際に望ましいリポソーム濃度を十分達
成していたのに対し、超音波間接照射および未照射では当該望ましいリポソーム濃度に到
底及ばなかった。
【０１５２】
さらに仕込みリン脂質量に対するリポソーム生成率を、仕込みリン脂質量から未反応リ
ン脂質量を差し引いたものを仕込みリン脂質量で除することによって求めた。超音波直接
照射では、仕込みリン脂質量０．０３０３ｇに対し未反応リン脂質量は０．００９ｇであ
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り、リポソーム生成率は７０．３％であった。超音波間接照射では、仕込みリン脂質量０
．０３０７ｇに対し未反応リン脂質量は０．０１４５ｇであり、リポソーム生成率は５２
．７％であった。このように、リポソーム生成率においても超音波直接照射は、超音波間
接照射を顕著に上回った。
【産業上の利用可能性】
【０１５３】
本発明は、例えば、医薬品、食品および化粧品の製造の分野に有用である。
【符号の説明】
【０１５４】
１００

リポソーム製造装置

１１０

昇圧部

１１２

二酸化炭素ボンベ

１１４

乾燥管

１１６

冷却ユニット

１１８

フィルター

１２０

昇圧用ポンプ

１２１

圧力調節弁

１２２

圧力計

１２４

安全弁

１３０

リポソーム生成部
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１３２

恒温水槽

１３４

ヒーター

１３６

逆止弁

１３８

密閉可能な容器（高圧セル）

１４０

ホーン型超音波振動子（ホーン）

１４１

振動部分

１４２

超音波振動電源

１４４

測温部

１４８

圧力計

１６０

回収部

１６２

加熱管

１６４

膨張弁

１６６

流量計

１６８，１７０

空気恒温槽

１７２，１７４

トラップ
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１３１，１３７，１６１，１７３

ストップバルブ

２０２

二酸化炭素流体相

２０４

水相

２０５

バッチ混合物

２０６

リン脂質を含む原料

２０８

界面

２１２

対流
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