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例）表面修飾リポソーム
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R E V I EW S

Current research on PEG liposomes focuses on
attaching PEG in a removable fashion to facilitate lipo-
some capture by cells. After PEG-liposomes accumulate
at the target site, through the enhanced permeability and
retention (EPR) effect22, the PEG coating is detached
under the action of local pathological conditions
(decreased pH in tumours). New, detachable PEG con-
jugates have been described23, in which the detachment
process is based on the mild thiolysis of the dithiobenzy-
lurethane linkage between PEG and an amino-containing
substrate (such as PE).

Although,PEG remains the gold standard for the steric
protection of liposomes, attempts continue to identify
other polymers that could be used to prepare long-circu-
lating liposomes.Earlier studies with various water-soluble
flexible polymers have been summarized elsewhere20,24.
More recent papers describe long-circulating liposomes
that were prepared using poly[N-(2-hydroxypropyl)
methacrylamide)]25, poly-N-vinylpyrrolidones26,
L-amino-acid-based biodegradable polymer–lipid
conjugates27 and polyvinyl alcohol28. Investigation of
the relative roles of the liposome charge and protective
polymer molecular mass revealed that opsonins with
different molecular masses might be involved in the
clearance of liposomes containing differently charged
lipids29.

Continuing interest in using long-circulating lipo-
somes in cancer chemotherapy30,31 is supplemented by
their potential use for other purposes, such as carrying
imaging agents and the treatment of infection32. Inter-
estingly, recent evidence showed that PEG liposomes,
previously considered to be biologically inert, could still
induce certain side reactions through activation of the
complement system33.

targeted liposomes with surface-attached ligands capa-
ble of recognizing and binding to cells of interest has
been suggested (FIG. 1B). Immunoglobulins (Ig) of the
IgG class and their fragments are the most widely used
targeting moieties for liposomes, which can be
attached to liposomes, without affecting liposomal
integrity or the antibody properties, by covalent binding
to the liposome surface or by hydrophobic insertion
into the liposomal membrane after modification with
hydrophobic residues14. Still, despite improvements in
targeting efficacy, the majority of immunoliposomes
accumulate in the liver as a consequence of insufficient
time for the interaction between the target and targeted
liposome. Better target accumulation can be expected
if liposomes can be made to remain in the circulation
long enough.

Long-circulating liposomes. Different methods have
been suggested to achieve long circulation of liposomes
in vivo, including coating the liposome surface with
inert, biocompatible polymers, such as PEG, which
form a protective layer over the liposome surface and
slow down liposome recognition by opsonins and
therefore subsequent clearance of liposomes15,16 (FIG. 1C).
Long-circulating liposomes are now being investigated
in detail and are widely used in biomedical in vitro and
in vivo studies; they have also found their way into
clinical practice17,18. An important feature of protective
polymers is their flexibility, which allows a relatively
small number of surface-grafted polymer molecules to
create an impermeable layer over the liposome
surface19,20. Long-circulating liposomes demonstrate
dose-independent, non-saturable, log-linear kinetics
and increased bioavailability21.
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Figure 1 | Evolution of liposomes. A | Early traditional phospholipids ‘plain’ liposomes with water soluble drug (a) entrapped into
the aqueous liposome interior, and water-insoluble drug (b) incorporated into the liposomal membrane (these designations are not
repeated on other figures). B | Antibody-targeted immunoliposome with antibody covalently coupled (c) to the reactive
phospholipids in the membrane, or hydrophobically anchored (d) into the liposomal membrane after preliminary modification with a
hydrophobic moiety. C | Long-circulating liposome grafted with a protective polymer (e) such as PEG, which shields the liposome
surface from the interaction with opsonizing proteins (f). D | Long-circulating immunoliposome simultaneously bearing both
protective polymer and antibody, which can be attached to the liposome surface (g) or, preferably, to the distal end of the grafted
polymeric chain (h). E |  New-generation liposome, the surface of which can be modified (separately or simultaneously) by different
ways. Among these modifications are: the attachment of protective polymer (i) or protective polymer and targeting ligand, such as
antibody (j); the attachment/incorporation of the diagnostic label (k); the incorporation of positively charged lipids (l) allowing for the
complexation with DNA (m); the incorporation of stimuli-sensitive lipids (n); the attachment of stimuli-sensitive polymer (o); the
attachment of cell-penetrating peptide (p); the incorporation of viral components (q). In addition to a drug, liposome can loaded
with magnetic particles (r) for magnetic targeting and/or with colloidal gold or silver particles (s) for electron microscopy.146 | FEBRUARY 2005 | VOLUME 4 www.nature.com/reviews/drugdisc

R E V I EW S

Current research on PEG liposomes focuses on
attaching PEG in a removable fashion to facilitate lipo-
some capture by cells. After PEG-liposomes accumulate
at the target site, through the enhanced permeability and
retention (EPR) effect22, the PEG coating is detached
under the action of local pathological conditions
(decreased pH in tumours). New, detachable PEG con-
jugates have been described23, in which the detachment
process is based on the mild thiolysis of the dithiobenzy-
lurethane linkage between PEG and an amino-containing
substrate (such as PE).

Although,PEG remains the gold standard for the steric
protection of liposomes, attempts continue to identify
other polymers that could be used to prepare long-circu-
lating liposomes.Earlier studies with various water-soluble
flexible polymers have been summarized elsewhere20,24.
More recent papers describe long-circulating liposomes
that were prepared using poly[N-(2-hydroxypropyl)
methacrylamide)]25, poly-N-vinylpyrrolidones26,
L-amino-acid-based biodegradable polymer–lipid
conjugates27 and polyvinyl alcohol28. Investigation of
the relative roles of the liposome charge and protective
polymer molecular mass revealed that opsonins with
different molecular masses might be involved in the
clearance of liposomes containing differently charged
lipids29.

Continuing interest in using long-circulating lipo-
somes in cancer chemotherapy30,31 is supplemented by
their potential use for other purposes, such as carrying
imaging agents and the treatment of infection32. Inter-
estingly, recent evidence showed that PEG liposomes,
previously considered to be biologically inert, could still
induce certain side reactions through activation of the
complement system33.

targeted liposomes with surface-attached ligands capa-
ble of recognizing and binding to cells of interest has
been suggested (FIG. 1B). Immunoglobulins (Ig) of the
IgG class and their fragments are the most widely used
targeting moieties for liposomes, which can be
attached to liposomes, without affecting liposomal
integrity or the antibody properties, by covalent binding
to the liposome surface or by hydrophobic insertion
into the liposomal membrane after modification with
hydrophobic residues14. Still, despite improvements in
targeting efficacy, the majority of immunoliposomes
accumulate in the liver as a consequence of insufficient
time for the interaction between the target and targeted
liposome. Better target accumulation can be expected
if liposomes can be made to remain in the circulation
long enough.

Long-circulating liposomes. Different methods have
been suggested to achieve long circulation of liposomes
in vivo, including coating the liposome surface with
inert, biocompatible polymers, such as PEG, which
form a protective layer over the liposome surface and
slow down liposome recognition by opsonins and
therefore subsequent clearance of liposomes15,16 (FIG. 1C).
Long-circulating liposomes are now being investigated
in detail and are widely used in biomedical in vitro and
in vivo studies; they have also found their way into
clinical practice17,18. An important feature of protective
polymers is their flexibility, which allows a relatively
small number of surface-grafted polymer molecules to
create an impermeable layer over the liposome
surface19,20. Long-circulating liposomes demonstrate
dose-independent, non-saturable, log-linear kinetics
and increased bioavailability21.

+
+

+
–

A

a

B

b

C

c

e

g

h
i

j

k

l

mno

p

q

r

s

f

D

d

E

Figure 1 | Evolution of liposomes. A | Early traditional phospholipids ‘plain’ liposomes with water soluble drug (a) entrapped into
the aqueous liposome interior, and water-insoluble drug (b) incorporated into the liposomal membrane (these designations are not
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V. Torchilin, RECENT ADVANCES WITH LIPOSOMES AS PHARMACEUTICAL CARRIERS

Nat. Rev. Drug Discovery, 2005, 4, 146–160. 

PEGによる 
ステルス性

抗体によるアクティブ 
ターゲティング

膜透過のためのペプチドなどの装着

糖をコレステロールに修飾して 
脂質膜に突き刺す。

表面へのリガンド（  抗体   、糖、ペプチド）などの導入は有効な戦略だが、 
キャリアの体内動態を変えてしまうリスクがある点に注意。

『図解で学ぶDDS』p. 118



『図解で学ぶDDS（第２版）』p. 123
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薬物の吸収改善とDDS

運ぶものに応じた設計
疎水性薬物：　可溶 化しつつ適宜吸収（徐放）、標的指向性 
水溶性薬物：腎排泄  回避、　細胞膜 透過性付与、標的指向性 
バイオ医薬品（核酸/遺伝子、タンパク質、ペプチド、細胞など）：  
薬理活性を保ったままの送達（免疫系回避、分解からの保護）、細胞内導入     、
標的指向性

投与経路に応じた設計
経口投与：消化管吸収     の改善、肝臓での代謝の回避 
経肺投与：吸入   手法の開発（肺胞細胞が薄いため、吸収自体はおこりやすい。） 
経皮投与：上皮      バリアの突破 
静脈投与：（特にキャリアを使った場合）血中滞留性、標的指向性

薬物を使える状態で患部まで運ぶ必要がある。



『図解で学ぶDDS』(じほう)

医薬品の開発と剤形開発の歴史
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1. コントロールドリリース（薬剤放出制御）

2. 新しい投与経路の開発・吸収障壁の克服

3. 体内動態制御、ターゲティング（標的指向化）

（再録）ドラッグデリバリーシステム(DDS)のアプローチ

a. 量の制御 
b. 部位の制御 
c. 時間の制御



作用
部位

2. 新しい投与経路の開発・吸収障壁の克服

�8

投与経路に応じて、 
クスリの形を変える必要がある。

例えば、全身に行き渡らせる
ためには、血流に乗せる必要
があるが…
✓胃や腸での消化。 
✓肝臓などでの分解。 
✓排泄。 
✓タンパク質への吸着。 
✓免疫応答。 
✓そもそも吸収されにくいも
のがある。（水溶性物質、高
分子など）
これらのバリアを克服する 
工夫が必要。

静脈注射

経皮投与
皮下注射
筋肉注射

経口投与
経呼吸器投与

口腔内・舌下投与
鼻腔内投与

直腸
投与



アドヒアランス：患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を  
受ける（態度の）こと。生活習慣病など長期にわたる服薬が必要な場合に問題になる。



遺伝子治療と遺伝子の送達
遺伝子治療：遺伝子を患者の体内に導入し、体内で遺伝子発現（ タンパク質生産  ）を
させることで疾病を治療する方法。 
　⇒遺伝子異常や欠損が問題となる先天性疾患や、がん、パーキンソン病などの難病に
おいても画期的な治療法となる可能性を秘めている。

1. ターゲット遺伝子を適切に発現さ
せるための 遺伝子ベクター  の開発 
2. 遺伝子ベクターを疾患部位の細胞
に導入する キャリア   の開発

開発要件

⇒倫理的・社会的に繊細な問題のため、
mRNAを導入する手法も検討されている。

遺伝子送達の概念図



遺伝子治療と遺伝子の送達
ウイルスベクター

開
発

非ウイルスベクター (プラスミドベクター)
効率もウイルスより高くなく、一過性の発現しか
できないが、安全性が高い。

遺伝子導入効率が高く、染色体に組み込まれて
の長期発現も可能。 
一方で、制御が難しく、死亡事故や発がんした
例もある。抗原性も高い。

典型的な遺伝子導入試薬

カチオン性脂質

培養細胞では有用。

ステルス高分子キャリア
(リガンドなど)

東大・片岡ら、他。



Hidetaka  Akita, Hideyoshi Harashima, et al.,
Biomaterials, Volume 30, Issue 15, 2009, 2940-2949 

ステルスリポソーム型キャリア

北大・原島ら



遺伝子導入を利用したがん免疫療法
がん免疫療法： 
がん細胞に対する免疫を誘導し、がん細胞を除去・治療する方法。

DNAワクチン 抗原提示細胞にがんを認識させる抗原を提示させ、 
がん細胞除去する細胞（細胞傷害性T細胞など）を活性化。 
がん細胞に抗原を細胞表面に発現させる手法もある(Allovectin-
7®など)。

遺伝子改変T細胞療法
患者の末梢血のT細胞を採取し、体
外で遺伝子導入することによりがん
細胞特異的な細胞傷害性T細胞に改
変する手法。がん細胞特異的なT細
胞受容体や、キメラ抗原受容体遺伝
子の導入が行われている。患者体内
に戻したあと、抗原認識することで
活性化し、がんを撃退可能。今、注
目され臨床試験も進む治療法。治療
後も体内に残り体内を監視すること
もあるらしい（再発防止に有効）。





開発の進む遺伝子治療薬

遺伝子治療の抱える不安・問題点：  
- 挿入変異による 発がん、生殖細胞   への遺伝子導入の可能性 
- ウイルスベクターと 野生型 ウイルスの分子レベルでの混入 
- ウイルスやベクターの体外排出に伴う第三者への感染可能性

2013年に失敗し、
開発中止

アンジェ
スMG (日
本のベン
チャー)

2014年国際共同
治験開始
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ゲノム上の遺伝情報を、思いのままに書き換える技術。 
部位特異的ヌクレアーゼ（核酸分解酵素）が主役。

タンパク質で認識 RNAで認識
(a)	ZFN	(Zinc	Finger	Nuclease)

(b)	TALEN 
(Transcription	Activator-like	Effector	Nuclease)

(c)	CRISPR/Cas9

CRISPR/Cas9	
(Clustered	Regularly	Interspaced	Short	
Palindromic	Repeats/CRISPR	associated	protein	9)
✓ 長い認識サイトを自在に設計可能、かつ結

合部位が核酸なので直接すぐ使える。 
✓ 生きた細胞で使いやすい。(父方、母方の両

方のDNAを同時に改変可能。) 
✓ 特に効率が高い。 
✓ 多重改変が可能。 
✓ 操作が簡便でコストがかからない。

⇒組み換えの効率が高まる。

DNA二本鎖切断

『進化するゲノム編集技術』
（NTS）	p.12

ゲノム編集
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CRISPR/Cas9

5’-CGGTTTATCCCCGCTGGCGCGGGGAACTC-3’

CRISPR:	1980年代後半、石野良純先生（現・九州大学）らが、	

以下の繰り返し配列を発見。

5’
-C
G
GT

TT
AT
CC

CC
G
CT
G

G
CG

CG
G
G
G
AACTC-3’

⇒その後、原核生物の獲得免疫システムであることがわかった。	
⇒外敵のDNAを取り込んで繰り返し配列の間に記憶。

『進化するゲノム編集技術』（NTS）	p.22	より

その配列を見つけ次第、切断。	
⇒部位特異的なヌクレアーゼとして利用可能!!
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『進化するゲノム編集技術』
（NTS）	p.14

⇒二本鎖切断後の修復のプ
ロセスを利用して、改変や
挿入を行うことができる。



核酸医薬の送達
核酸医薬：核酸そのものが機能する医薬品で、標的となる核酸・タンパク質などに結合
して  その機能を阻害   する医薬品。

利点 - 高度に標的分子特異的な作用を期待できる。 
- 標的タンパク質の転写を抑制することで、触媒的/高効率   に効く医薬品
となりうる。 

- デザインしやすい。（配列を決めるだけ。） 
- 化学合成できるため、スケールアップに有利。 
- 免疫応答のリスクもあるが、基本的に毒性物質ではない。 
- タンパク質よりも安定。

弱点・
問題点

- ヌクレアーゼ   で酵素分解されやすい。 
- ポリアニオンのため、生体膜を透過  しない。 
- 配列によっては、意図した標的タンパク質以外にも作用することがある。 
(オフターゲット   効果 ⇐ 使う配列が20塩基程度のものが多い)

DDSが重要。

遺伝子デリバリーの時と類似の戦略が使える。



RNA干渉とsiRNAデリバリー
 RNA干渉：二本鎖RNAを  細胞質内  に持ち込んだ時、そのうちの一本鎖がそれと相補
的な配列を持つmRNAに結合することによりそのmRNAが 切断・分解  される現象。

ウイルス由来の二本鎖RNAなど

デリバリーキャリアの例
SNALP

短い二本鎖RNA (siRNA) 
  - ２０数塩基程度の長さ 

- 先に挙げたMENDやPEG-ポリカチオンなど
遺伝子送達   の手法も活用可能。 

- 2018年（今年）、siRNA製剤を初めてFDA
が承認。からはじめての製品が登場。
[Alnylamのpatisiran; トランスサイレチン
型家族性（hATTR)アミロイドーシスに起因
する末梢神経疾患の治療薬 (hATTR 
Amyloidosis) in Adults]

⇒2006年の 
ノーベル賞

標的mRNAの”サイレンシング”機構



アプタマー、LNA
アプタマー：抗体のように標的に  特異的に強く結合   する核酸。20-50塩基、DNAより
RNAの方がタンパク質との結合性が良いとされる。

- 直接の化学合成が可能。 
- 低分子も標的となりうる。 
- 分子全体で強く結合。 
- 免疫原性が低い。

抗体に対する利点

LNA (locked nucleic acid)/BNA (bridged -)：修飾核酸の一種で、高い分解耐性
を持つ。

例) 加齢黄斑変性の治療薬として上市されているものがある。 
     (Pegaptanib(Macugen))

BNA: 大阪大学名誉教授の今西武先
生により開発された人工核酸の総称

http://www.funakoshi.co.jp/contents/686



タンパク質の送達
タンパク質も生理活性を持つ生体高分子であり、そのままの形で薬効を持つ成分として
使えるため、重要な治療用薬物と考えられる。

ポリエチレングリコール 
(PEG)

タンパク質

PEG化タンパク質

●血中滞留性    の向上  
(分子量の増大、 
RES/MPS回避)

●分解酵素   耐性の賦与

PEGの生体適合性

弱点・
問題点

- 消化・分解   されうる。 
- 生体膜を透過しにくい。 
- 異物とみなされ、血中半減期が短く、免疫応答を惹起する。 
- 糸球体ろ過を受ける場合がある。（小さいタンパク質）

●本来のタンパク質の 活性   を阻害
●修飾時のタンパク質へのダメージ

●免疫原性の低下

アベイラビリティを上げ、
投与回数    が減らせる

一方で、

ナノゲル

中にタンパク質が入り、ワクチンへ
の応用開発が進んでいる。 

(京大・秋吉ら)



PEG化タンパク質の例

C型慢性肝炎治療薬

インターフェロン（抗ウイルス、抗腫瘍・免疫増強）、酵素などに適用されている。
通常、タンパク質を直接、化学修飾する。



抗体医薬
主として、抗体の特異性高く標的に結合する抗原認識能を活用して薬理効果を出す医薬品。
マウスモノクローナル抗体作製技術が開発されて以来、急速に発展したが、ヒトにはヒト
になじむ抗体にしないと使えない。また、細胞内に標的がある場合には適切な細胞導入が
必要となる。



抗体医薬の作用メカニズム

リツキシマブ（悪性リンパ腫）



貪食細胞によるバリア機構
貪食細胞：

（貪食作用）

①貪食細胞は、C3bなどの補体や抗体が結合した病原体
/異物（オプソニン化粒子）を受容体により認識。	

②貪食細胞の細胞膜がダイナミックな変化を起こし、
細菌を囲い込むように変化しで食胞（ファゴソーム）を
形成。	
③食胞内が強酸性になり、リソソームと融合してファ
ゴリソソームを形成。病原体などを殺菌、分解。通常
の加水分解酵素に加え、活性酸素やミエロペルオキシダー
ゼが作るHOCl（次亜塩素酸）が活躍。	

好中球、単球/単核食細胞系 (MPS; Mononuclear phagocyte system; 
マクロファージなど)、樹状細胞などの抗原提示細胞

オプソニン  化した粒子 内在化



補  体：異物や病原体の表面にくっつき、マクロファージなど
の食細胞に食べさせるフラグを立てる。補体系の応答に関わ
るタンパク質は３０種以上あり、血中に3 mg/mL存在するた
め、種々の材料が補体応答の餌食になる。
オプソニン化：C3bが病原体表面に共有結合している状態。貪食細胞上の
補体受容体が病原体表面のC3bを認識・結合し、貪食が誘導。



抗血管新生療法



酵素補充療法
体内に酵素が不足、あるいは欠損することでもたらされる疾患の治療のために、外部から
酵素を補充するのが有効な場合がある。

- 繰り返し投与をする必要があるため、免疫原性が問題になることがある。 
- 投与した酵素の送達効率、活性持続時間なども問題?

高尿酸血症 痛風やがん治療の副作用として生じる。尿酸オキシダーゼを投与する
治療法があるが、繰り返し投与に向かない。



ペプチド/ホルモンの送達
ペプチド/ホルモンも重要な治療用薬物となりうるが、タンパク質と同様の弱点を抱える
他、より分子量が小さいために注意が必要。

黄体形成ホルモン放出ホルモン
(LHRH及びその誘導体)

視床下部ホルモンの一種。 
前立腺がんや閉経前乳がん、子宮内膜症の治療に用いられる。

タケダの開発したリュープリン®は、平均粒子径約20 µm
の微粒子であり、皮下または筋肉に注射して利用する徐放
剤であった。乳酸グリコール酸共重合体(PLGA)からでき
ているため、体内で高分子基材が分解され、4-5ヶ月にわ
たって安定に薬物がリリースされる。その結果、１～3ヶ
月の間隔の投与が可能となった。

その他のペプチド/ホルモン 
- 下垂体ホルモン：成長ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、
副腎皮質刺激ホルモンなど. 

- 視床下部ホルモン：体温・血圧・食欲・睡眠などの調
節ホルモン 

- インスリン（膵臓）：血糖値/糖尿病 
- 副甲状腺ホルモン、副腎皮質ホルモン
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糖180

低分子化合物・	
多くの薬剤

300-
1,000

O2

分子量 物質

7	μm

粒径

70,000 アルブミン 
(血中タンパク質)

170,000 Ig（抗体医薬）
15	nm

低分子量 
物質

ナノサイズ
の物体

血球

薬のサイズと吸収のさせ方（第1回より）

数十～数百	nm

20-150	nm ナノ医薬品

- 拡散 
- トランスポータ 
- 膜透過

循環外移行の形式

赤血球　	

＝酸素の運搬
- 出血

ウイルス	
(インフルエンザ、	
エボラなど）

エクソソーム
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薬物の吸収改善とDDS

運ぶものに応じた設計
- 疎水性薬物 
- 水溶性薬物 
- バイオ医薬品（核酸/遺伝子、 
タンパク質、ペプチド、細胞など）
投与経路に応じた設計
- 経口投与 
- 経肺投与 
- 経皮投与 
- 静脈投与



低分子量薬物

吸収促進剤/可溶化剤：

例) 水溶性 → 脂溶性

薬物自身の 膜透過能/ 
分配係数  が鍵。

水溶性のある薬物を膜透過しやすくする。あるいは、非常に難水溶性の
薬物を利用しやすくする（可溶化）。親水的なペプチドや抗生物質など
について、界面活性剤（両親媒性分子）を用いた例があるが、標的部位
や細胞に対してのダメージが懸念される。

例) インスリン（消化管、鼻、眼から吸収させる） 
　ストレプトマイシン（結核の治療薬; 腸管から吸収） 
　　

ストレプトマイシン

薬効には細胞に移行し
た濃度が重要と考えら
れる（薬効濃度）
⇒オクタノール/水分配
係数(logP)が活用



薬物の修飾による吸収改善（   プロドラッグ  化）
SN-38/イリノテカン

ビタミンB1/フルスルチアミン

加水分解
カンプトテシン 

(難溶性で 
副作用が出る)

プロドラッグ 活性体

SN-38 
(カンプトテシンアナログ)

イリノテカン

抗悪性腫瘍薬

ビタミンB1の不足は  脚気  につながる。
(タケダ、アリナミン)

水溶性が高く吸収されにくい。



プロドラッグ

5-FUと 
そのプロドラッグ類

5-FUは水溶性の高い制がん剤 
血中半減期   短く、副作用強い。

プロドラッグ化の手法は、標的部位特異的な酵素によりプ
ロドラッグが活性化されるシステムを採用すると、ターゲティ
ングの優れた手法にもなる。同時に、投与量を増やし、標
的部位で高い薬物濃度を長時間維持するのにも有効である。

カペシタビン (商品名: ゼローダ)

Enzyme Prodrug Therapy

肝臓でカルボキシルエステラーゼにより5 ' - d e o x y - 5 -
fluorocytidine (5'-DFCR) に代謝される。次に主として肝臓
や腫瘍組織に存在するシチジンデアミナーゼにより5'-deoxy-
5-fluorouridine (5'-DFUR) に変換される。更に、腫瘍組織に
高レベルで存在するチミジンホスホリラーゼ (TP) により活性
体である5-FUに変換され、抗腫瘍効果を発揮する。http://kusuri-jouhou.com/medi/cancer/capecitabine.html

肝臓

代謝

肝臓 
or 

腫瘍細胞

腫瘍 
細胞

5-FU
(IV)

(II)
(I)
(V)



5-FC

押し込み

シトシンデアミナーゼ(CD)封入PICsome

CD

5-FU

腫瘍部位にPICsomeを送達し、
その場でプロドラッグである5-FC
を5-FUに変換可能なシステム。

CDの分子量は~17,000なので押し込み可能。

CDはPICsome内で活性を維持

CD@PICsome

時間/分

5-FC

5-FU

0 20 40 10060 80

含
有
量

CD@PICsomeのみ顕著な抗腫瘍効果

C26-皮下移植マウス

まず、PICsome体を投与。	
5-FC	or	5-FU	concentraZon:	10	mg/kg;	200	µLを3,7,14日後にiv投与。

PICsome投与後日数

CD-PICsome

PBS
5-FUのみ

相
対
腫
瘍
体
積 drug	or	prodrug投与日

0

10

20

30

0 5 10 25 3015 20

40

50

60

PICsome投与日

・培養細胞に対する殺細胞効果も確認。 
・長期血中循環の維持も確認。

酵素プロドラッグ療法(5-FC→5-FU)

後藤さん



生体内 
環境
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キャリアを用いたDDS（再）

薬物

標的部位一般臓器

副作用 不十分な治療効果

不活性化

生体内 
バリア 
の回避

標的部位一般臓器

副作用ナシ 十分な治療効果

薬物inキャリア

放出



注射剤の考え方

高分子化医薬 パクリタキセル(抗がん剤)-ポリグルタミン酸結合体

TNP470-HPMA共重合体
TNP-470: 非特異的に血管内皮細胞の増殖、
浸潤、管腔形成を阻害する(抗血管新生療法)
ポリHPMA: poly(N-(2-hydoxylpropyl) 
methacrylamide) 
免疫原性が低く、よく使われる。



SMANCS
タンパク性抗がん剤にポリマーを結合。 
疎水性が上昇して取り込みが早く、 
短時間のうちに殺細胞効果が高まる。

抗がん剤結合デキストラン
抗がん剤マイトマイシンCにポリマーを結合。 
投与部位に抗癌剤が長時間滞留し、マイトマイ
シンCを徐放することで効果が長期に持続。

マイトマイシンC



エマルション 油(O)、または水(W)を均一に混じり合わない溶液として用意し、
いずれか一方を他方の液中に  乳化剤  を用いて分散させる手法。

油性溶液・油性懸濁液

- 油性溶液は投与部位での滞留性が
高く、デポ   製剤として有効。 
- 油性懸濁液は、固体薬物から油へ
の溶解と油性溶液からの水相への分
配が重要。

リピッド 
マイクロスフェア 
（リポ剤）

乳化剤
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作用
部位

2. 新しい投与経路の開発・吸収障壁の克服

�42

投与経路に応じて、 
クスリの形を変える必要がある。

例えば、全身に行き渡らせる
ためには、血流に乗せる必要
があるが…
✓胃や腸での消化。 
✓肝臓などでの分解。 
✓排泄。 
✓タンパク質への吸着。 
✓免疫応答。 
✓そもそも吸収されにくいも
のがある。（水溶性物質、高
分子など）
これらのバリアを克服する 
工夫が必要。

静脈注射

経皮投与
皮下注射
筋肉注射

経口投与
経呼吸器投与

口腔内・舌下投与
鼻腔内投与

直腸
投与



�43徐放剤の基本戦略（アップデート）

マトリックス拡散制御型
（だんごタイプ）

膜透過制御型 
（カプセルタイプ）

薬物

疎水性 
マトリックス

不溶性放出制御膜

一度に壊れて出てこないようにする。

薬物

親水性高分子
マトリックス

侵食溶解型 
（だんごタイプ）

(エチルセルロース、アク
リル酸系の水不溶性ポリ

マーなど）
(セルロース誘導体、
ワックス、多孔性プラ

スチックなど）

(PEG, ヒドロキシプロピルセ
ルロース、ヒプロメロースなど
の高分子、グアーガム、キサ
ンタンガムなどの天然高分子）
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1. コントロールドリリース（薬剤放出制御）（再録）

毒性(副作用)のしきい値

薬物の治療効果や副作用は、投与後の血中濃度に依存。

薬効のしきい値

投与後の時間

血
中
濃
度

静脈注射
通常製剤 (経口投与)

コントロールドリリース製剤

この間にコントロー
ルしたい！



小腸の構造：腸管吸収に向けて



経口投与と腸管吸収での注意点
腸管吸収は、主に  溶解性と膜透過性   に支配される。

pH ~1.3
（食後は4.9）

食前、食後でもpHが変わる。

弱塩基性薬物：胃で良く溶ける（吸収されにくい） 
弱酸性薬物：腸でよく溶ける（吸収されにくい）

EDTA: Caイオンをキレートして、 
細胞間のすき間を広げる。 
オレイン酸：細胞膜の流動性を上げる。

吸収促進剤

タンパク質分解酵素阻害剤
ペプチド医薬品の吸収改善のために利用されることあり。

溶解速度改善 - 粒子/結晶の微細化 
- 結晶多形の制御（難溶物は

アモルファスにする）

Biopharmaceutics Classification System (BCS)

膜
透
過
性

溶解性



経口投与製剤の製剤崩壊・薬物放出部位制御

小腸の場合：pH5~8で溶けるポリマー。（メタクリル酸コポリマー、ヒプロメロース
アセテートサクシネートなどでコーティング）一般に、溶解pHを高めるほど小腸深部
に到達。

1～3時間 3～5時間 ～20時間滞留時間
pH ~1.3 (食後: ~4.9) 6~7/7~8 5.5~8

大腸の場合：pH7程度で溶解するメタクリル酸コポリマーの他、腸内細菌による分解
されるキトサン、アミロース、合成アゾポリマーの活用が検討されている。

胃の場合：低いpHで溶けるポリマー（アミノアルキルメタクリレートコポリマー、
ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテートなどでコーティング。） 
　⇒苦味マスキング、防湿/安定性改善などの目的が多い。

ヒプロメロース: Hydroxypropylmethylcellulose



経口投与徐放剤

速放性ユニットと徐放性ユニット

徐放性ユニットの例：時間依存型ユニット、
腸溶性(pH依存型)ユニット

マトリックス
拡散制御型

膜透過拡散制御型



気管支喘息治療薬

抗生物質

てんかん、躁状態

血管拡張薬
血管拡張薬

抗炎症剤
抗炎症剤

血圧降下剤
血管拡張薬
血管拡張薬

狭心症治療薬
持続性癌疼痛
治療

顆粒剤



血管拡張薬

抗ヒスタミン薬

鉄分の補給

カリウムの補給

錠剤



テオフィリン

カフェイン



皮膚バリアをいかに
乗り越えるか？

経皮投与

軟膏/クリーム/化粧
水 etc…



吸収促進剤

吸収促進剤 
の活用

プロドラッグ   化が有効



うまくいけば、QOLが高いまま、
薬物濃度を長時間に一定に保ちやす
いのが特徴。予防などにも使われる。



肺
最も細い毛細血管を持つ。(直径2-13 µm) 
硬さにもよるが、直径3 µm以上の物体はひっかかりやすい。

硬くて10 µm以上の物体：詰まる。 
赤血球：柔らかい（変形能大）なので、素早く通過。 
白血球：でかくてある程度硬いので、ゆっくり通過。 
直径3-6 µm程度の物体：残りやすいがいずれ通過。 
直径< 3 µmの物体：スムーズに通過。

肺胞嚢

肺胞 
(１つ250-300 µm)

肺静脈肺動脈

ラット肺

肺胞孔



FITC-Dexの部位による吸収性の差 
（ラット）

肺

小腸
鼻
口腔
大腸

吸入ステロイド剤の
体内動態の例

肺胞細胞が薄いため、 
吸収自体はおこりやすい。

肺吸収



- 吸入する粒径は0.5～3 µmで、密度が低いほど良いらしい。 
（空気力学的な問題） 
- 多孔性微粒子などが吸入用には優れる。

経肺投与：その材料と手法



吸入器



金曜１限 
生体ナノテクノロジー特論 
（高分子合成論）

2017年1月27日

第12回（最終回）： 
DDSの設計と実例（続）、 
難治性疾患への取り組み

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/dds/-char/ja/

Drug Delivery System Vol. 31(2016) No. 4
特集：DDSを支える高分子 ―ポリエチレングリコール― 

（参考情報）



参考文献
『図解で学ぶDDS』

(じほう)

『生体内薬物送達学』 
(基礎生体工学講座)  
橋田 充, 高倉 喜信 (著) 

(産業図書, 1994年)

『総合製剤学』(南山堂)

Nanotechnology and tumor microcirculation.
Mitsunobu R. Kano, Advanced Drug Delivery Reviews 74 (2014) 2–11.

Human pathological basis of blood vessels and stromal tissue for nanotechnology.
Hiroshi Nishihara, Advanced Drug Delivery Reviews 74 (2014) 19–27.

Nanodevices for studying nano-pathophysiology.
Horacio Cabral, Kanjiro Miyata, Akihiro Kishimura, Advanced Drug Delivery Reviews 74 (2014) 35–52.

総説

『NEW 薬理学』(南江堂)

『分子薬物動態学』 
(南山堂)

『標準病理学』
(医学書院)



難治性疾患/難病：いわゆる不治の病であり、治りにくい病気。 
医学的に正確な定義はないが、難病として国に指定されているものがある。 
根本治療が困難であり、対処療法   に頼るしかない場合も多い。

薬物治療の限界

薬物治療が困難な疾患：治療に有効とされる化合物は知られているが、効果的
な使い方が見つかっていない疾患。治療満足度が低く実用的でない(  副作用   ・
正常組織への影響、頻回投与   が必要だが経口投与ができない、etc…)、 
作用部位   に到達しない、有効濃度    域が狭い（効きすぎる場合など）、薬物
動態における個体間変動が大きい、などの問題がある。

治療抵抗性が獲得される疾患：投与初期には有効な薬物はあるが、次第に効果
がなくなってしまうケース。 
ex.) 薬剤耐性がん、多剤耐性菌による感染症、タンパク質製剤における抗体産生など

ex.) 脳梗塞、脳出血、認知症、統合失調症、自律神経障害、エイズ、COPD（慢
性閉塞性肺疾患）、肝硬変、慢性腎不全、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、睡眠
時無呼吸症候群などなど。



リンパ系

がん組織

未発達なリンパ系

透過性が亢進した 
血管壁: 低分子薬物

: 薬物キャリア

低い排出機能

正常組織

Enhanced Permeability and Retention (EPR)効果：がん組織や炎症組織では、毛
細血管の漏出性が上昇しており、物体が漏れ出やすい。また、リンパ系が未発達（あ
るいは、機能不全）で、物質の排出が起こりにくい。

ステルス化された（異物認識を受けにくい）微粒子性薬物キャリアが
よく貯留する。サイズ< 150 nmが閾値と言われている。

リンパ系からの 
排出

薬物ナノキャリアのがん集積



マクロ ナノキャリアの活用

微小循環

病巣組織

正常組織

キャリアなし

難治病巣組織

病巣組織

微小循環

正常組織

EPR効果の限界

- 周皮細胞の存在 
- 間質の線維化

血管漏出性が低下

�63

一層の内皮細胞 + 周皮細胞

連続型毛細血管
周皮細胞

5-9 µm

内皮細胞
(外側に基底膜)



血管内皮細胞 周皮細胞

結
腸
が
ん

膵
臓
が
ん

赤矢印：血管

病理標本に見る周皮細胞の存在

厚い周皮細胞に
覆われている



内皮

内皮 内皮
赤血球

微小血管

周皮細胞

膵癌*	
悪性脳腫瘍
スキルス胃癌
腎細胞癌	
結核

胃癌*	

大腸癌*	

褥瘡	
動脈硬化巣

死亡者数

患者数
80,000 

60,000 

40,000 

20,000

(症例数)

（年）

胃がん

　‘75     80      85      90       95       00       05

5年生存率　7割
　‘75     80      85      90       95       00       05

死亡
者数

患者
数

14,000 

12,000 

10,000 

8,000 

6,000 

4,000 

2,000

(症例数)

（年）

膵がん

5年生存率　1割

ある種の難治疾患に共通する微小循環構造
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周皮細胞を含む間葉細胞の増殖を促進し、
内皮細胞の増殖を抑制。 ⇒阻害が有効

毛細血管＋豊富な周皮細胞

TGF-β 阻害剤

少ない周皮細胞、 
高い血管漏出性

ドキソルビシン(図中ではADR)だけ

ドキソルビシン封入高分子ミセル

ドキソルビシン封入高分子ミセル+TGF-β阻害剤

赤：ドキソルビシン (アドリア
マイシン, ADR)
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⇒TGF-βの阻害でも浸透性は上がるが、 
サイズの制御でも効果大。

30-nmミセル/70-nmミセル/共局在



大動脈瘤

動脈硬化関連の疾患の病態解明

→ CT/MRIなどで発見は可能であるものの、瘤が大きくなり、
外科的手術になるまで有効な治療法がない。 
→ 有効な薬剤は知られているものの、大量投与の必要な点が
問題。適切な薬剤送達ができれば都合がよい。 
→ ナノキャリアの集積・貯留が可能かを評価

腹部大動脈瘤（AAA） 
- ラットモデル：東大医 赤井先生、三浦先生、小山先生  
- マウスモデル：横浜市大医 横山先生 
　→各モデル動物にCy5標識したPICsome(各サイズ)を投与

動脈硬化などによって、もろくなった
血管部に発生。



Material : adult male Sprague-Dawley rats (300 - 350g) 
Anesthesia : 1.5 - 2.5% inhalational isoflurane 

Temporary ligatures

2.5 unit of porcine 
pancreatic elastase 

(E-2150, Sigma 
Chemical, St Louis, Mo)

腹部大動脈瘤：ラットモデル

Elastase 
Infusion

After Infusion

赤井、三浦、小山、et al.  in preparation.

elastase処理から7日後、
PICsomeを投与。

Cy5-PICsome 
(100 nm)

{Dose:	体重300gのラットに対して濃度10mg/mL

のPICsomeを300	µL)



AAA

1-1. In vivo imaging system (IVIS)

AAA

TA

Normal AA

RA

Aortic bifurcation

腹部大動脈瘤：ラットモデル
赤井、三浦、小山、et al.  in preparation.

IVISで撮影

7 POD, 3 days after injection 
100-nm	PICsomeがラット大動脈瘤に

特異的に集積した

腹部大動脈(AA)を取り出し、 
ex vivo蛍光イメージングを行った。
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ラットAAAモデルにおける粒径依存性
赤井、三浦、小山、et al.  in preparation.

- 100 nmのPICsomeがよく集積し、2日間にわたって貯留された。 
- 大きい粒子は集積しづらく、また、小さい粒子は貯留しにくい。

n = 5

ここでもまた、サイズ効果を確認

ナノ材料を用いて病変部位の特徴が解析可能
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動脈血管の構造

毛細血管以外は3層構造
弾性型動脈の例

外膜

中膜
内膜

2 mm

内皮細胞平滑筋弾性板
栄養
血管交感神経

30 mm

中膜の平滑筋細胞は、いろいろな環境や年齢的な要因により性質を変えて、
収縮型平滑筋から増殖型平滑筋となり内膜に遊走し、増殖する能力を有する。
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大動脈瘤モデル集積メカニズムの考察

⇒血管がボロボロになって、ひどくなると破裂
（動脈瘤破裂）したり、動脈解離となる。

大動脈の中には高い圧力（血圧）がかかっており、動
脈硬化などの弱った部分で“瘤”ができやすい。血管の
壁が薄くなって大きく膨らんでくる病気が動脈瘤。

大動脈解離

⇒はじめは外側は正常な細胞であるが、慢性的に圧が掛かることにより次第
に炎症が若起され、血管拡張などが起こる。結果として、ナノ粒子の貯留が
おこりやすい。 
瘤の部位の構造がすき間だらけのため、小さいものは貯留しづらい？ 
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急性炎症の仕組み

『人体の正常構造と機能』(日本医事新報)

感染

腫脹・疼痛

発赤・熱感
血流増加/代謝亢進

⇒肉芽組織形成
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動脈硬化と内膜肥厚
http://www.miyake-naika.or.jp/05_health/doumyakukouka/kandoumyaku_puraku.html

動脈硬化巣そのものには小さい粒子
のほうが効果的に貯留されるらしい。

粥状硬化は大～中型血管で起こりやすく、
心筋梗塞や動脈瘤と関係が深い。
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Adequately-Sized Nanocarriers Allow Sustained Targeted Drug
Delivery to Neointimal Lesions in Rat Arteries
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ABSTRACT: In atherosclerotic lesions, the endothelial barrier against the bloodstream can become compromised, resulting in
the exposure of the extracellular matrix (ECM) and intimal cells beneath. In theory, this allows adequately sized nanocarriers in
circulation to infiltrate into the intimal lesion intravascularly. We sought to evaluate this possibility using rat carotid arteries with
induced neointima. Cy5-labeled polyethylene glycol-conjugated polyion complex (PIC) micelles and vesicles, with diameters of
40, 100, or 200 nm (PICs-40, PICs-100, and PICs-200, respectively) were intravenously administered to rats after injury to the
carotid artery using a balloon catheter. High accumulation and long retention of PICs-40 in the induced neointima was
confirmed by in vivo imaging, while the accumulation of PICs-100 and PICs-200 was limited, indicating that the size of
nanocarriers is a crucial factor for efficient delivery. Furthermore, epirubicin-incorporated polymeric micelles with a diameter
similar to that of PICs-40 showed significant curative effects in rats with induced neointima, in terms of lesion size and cell
number. Specific and effective drug delivery to pre-existing neointimal lesions was demonstrated with adequate size control of the
nanocarriers. We consider that this nanocarrier-based drug delivery system could be utilized for the treatment of atherosclerosis.
KEYWORDS: atherosclerosis, neointimal hyperplasia, epirubicin, nanocarrier, nanoparticle, drug delivery

1. INTRODUCTION
Atherosclerosis related diseases are the leading causes of death
in the United States and in most other developed countries.1

To inhibit the progression of this pathological condition,
various drugs to treat patients have been developed.2 However,
there are many cases for which these drugs have only limited
therapeutic effects, and therefore, invasive therapies (i.e.,
endovascular or surgical interventions) may be required to
achieve a better outcome. One of the limitations of traditional

pharmacotherapy is that therapeutic drugs with low molecular
weight undergo nonspecific systemic disposition, which
prevents their specific and concentrated accumulation in
diseased lesions.
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40-nm particles showed better infiltration.

For the ballon injury model
R. Taniguchi, Y. Miura, et al., Mol. Pharm., 2016, 13, 2108. 

Time after administration (h)



薬物の排出
トランスポーターによる薬物排出：肝臓における代謝や腎臓のフィルタ機能による薬
物の排出以外に、トランスポーターによる薬物排出も重要なファクター。 
一つのトランスポーターが  多彩な薬物   を輸送すると同時に、一つの薬物が複数の
トランスポーターにより輸送され得る。

『NEW 薬理学』(南江堂)
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多薬排出トランスポーター
(ABC   トランスポーター)

有機アニオン 
トランスポーター

有機カチオン 
トランスポーター

ペプチドトランスポーター
アミノ酸トランスポーター

ヌクレオチドトランスポーター
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ABC(ATP-binding cassette)トランスポーターによる薬物排出

外界からの異物の侵入を防ぐために、ほとんどの生物が持つ、 
ATPの加水分解エネルギーを利用して輸送するトランスポーター。 
ヒトで約５０種が知られる（非ABCは約360種。）

ABCトランスポーターは、体内の臓器に限らず、がん、肝炎、
HIVなどでも見られ、過剰発現が  多剤耐性   の原因となる。

代表例) P-glycoprotein (P-gp; P-糖タンパク質)

主に疎水性薬物を輸送。



Structure of a multidrug transporter
Michael M Gottesman, Suresh V Ambudkar & Di Xia

Nature Biotechnology 27, 546 - 547 (2009)

Ribbon renditions of the structure of P-glycoprotein embedded in a membrane bilayer.

P-糖タンパク質: 分子量約18万のリン酸化タンパク質であり、２つのATP結合
サイトを持つ12回膜貫通型タンパク質。

↑
入り口

出す状態
輸送物が
ここにはまる



P-glycoprotein の排出機能抑制
界面活性剤（Tween 80, Cremophor ELなど）、ポリマー（PEG、Pluronic）、 
シクロデキストリンなどを添加、あるいは、結合することにより吸収改善可能。
また、キャリアにより適切に  細胞内  に薬物を送達できれば、回避できることも有る。
P-gpの  阻害剤   を使うことも検討されているが、あまりうまくいっていない。

Reversal of multidrug resistance by the inhibition of ATP-binding cassette pumps employing 
“Generally Recognized As Safe” (GRAS) nanopharmaceuticals: A review
Alejandro Sosnik, Advanced Drug Delivery Reviews 65 (2013) 1828–1851.
Reversal of multidrug resistance by stimuli-responsive drug delivery systems for therapy of tumor
Qi Yin, Jianan Shen, Zhiwen Zhang, Haijun Yu, Yaping Li, ibid, 65 (2013) 1699–1715.

【参考文献】



がんにおける多剤耐性

Nanopreparations to overcome multidrug resistance in cancer.
Niravkumar R. Patel 1, Bhushan S. Pattni 1, Abraham H. Abouzeid, Vladimir P. Torchilin
Advanced Drug Delivery Reviews 65 (2013) 1748–1762.

【参考文献】

ABCトランスポーター以外にもメカニズムが知られており、種々の克服法が検討さ
れている。

低酸素状態

低pH (細胞外)
がん微小環境

血管
⇒放射線治療抵抗性

DNA修復機構

⇒遺伝子治療やRNA干渉の活用。
⇒異なるメカニズムの薬剤の活用。

⇒薬物透過性の変化

細胞内要因

細胞外要因（と各因子の関連性）



血液脳関門（BBB）
脳の血管内皮は無窓性であり、周皮細胞とアストロサイト(星状膠細胞)に覆われて
いる。これらは脳への物質透過を制限しており、”  脳血液関門  ”として知られる。

『分子薬物動態学』 
(南山堂)

『人体の正常構造と機能』
(日本医事新報)

通常の毛細血管の100倍量の
周皮細胞がいるとの説あり。



脳側

血液

受容体 輸送担体

脳側

血液側

脳血管 
内皮細胞

�84脳血管内皮細胞と輸送体
脳血管内皮細胞に発現する

輸送機構の概要
血液側

脳側

脳血管 
内皮細胞

受動拡散

ATP

トランス 
サイトーシス 
輸送

促進拡散 能動拡散
供給輸送

能動拡散
排出輸送

イオン

『分子薬物動態学』(南山堂)

脳側

血液側

脳血管 
内皮細胞
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排出トランスポーターをノックアウト
すると、脳内移行性が改善する薬剤が
多数。
　⇒脳実質への取り込みメカニズムを
うまく利用して、排出トランスポーター
を回避する方法論（ナノキャリアの活
用など）が開発できると良い！

血液脳脊髄液関門
排出抑制

排出促進
血液側

脳脊髄液側

脈絡叢 
上皮細胞

（参考）BBB透過性薬物のBBB透過性（透過速度クリアランス PCL,BBB）：
PCL,BBB = –0.70 + 0.45log (Poct/MW1/2)
(Poct: オクタノール–水分配係数, MW: 分子量)



最後に：概要（再録）

1. 生体をトップダウン/ボトムアップ双方の視点で理解するためのテ
クノロジー的基礎、疾患治療や生命現象理解のための医学・薬学・生
理学に関連する基礎的事項について学ぶ。
2. ナノテクノロジーの応用事例としての薬物送達技術についてその
原理から理解する。
3. ナノスケールを中心とした材料の設計に基づき、疾患の治療にアプ
ローチする考え方を身につける。



機構解明 生体実験系の進歩 材料・計測法の進歩

17世紀

19世紀 

人体解剖

顕微鏡

化学染料/ 
有機合成

「ナノ」に始まる階層構造を
意識した難治病巣の理解と 

送達原理開発

微小循環を解析 
する新規実験系

ナノ材料/ 
マイクロ流体デバイス/ 
先端イメージング法

微小循環系が初めて認識された

細胞の存在が初めて認識された

体内で一貫した「流れ」の存在が明らかに

培養技術20世紀
正常微小循環

分野を横断した知識の共有/現象の理解から新技術創出を!!

循環器系

電顕/MRI/X線

高分子化学

現在/これから

新しい病態生理学・薬学・製剤学
動物代替モデル/ 
再生医療 治療～生命現象の理解まで
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Thank you very much!!


