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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１）注射可能かつ磁化可能なナノ粒子およびそれを注射するための手段と、（２）注
射後に、注射されたナノ粒子のうちの少なくとも２５〜６０％が腫瘍血管新生網内に保持
される、血管新生網に関連する腫瘍に機械的な拘束を与えるための磁場勾配を放出する発
生器と、
を備える医療システムであって、
前記システムは、細胞構築物でも埋め込み物でもなく、
前記システムは、薬物ターゲティングまたは温熱療法によって腫瘍を治療するために使
用されず、
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前記ナノ粒子は、薬物担体または造影剤として使用されず、
前記磁場勾配は、０．００１〜１０Ｔ／ｃｍの範囲である、
医療システム。
【請求項２】
前記ナノ粒子は、酸化鉄、フェルモキシデスまたはそれらの混合物からなる、請求項１
に記載の医療システム。
【請求項３】
前記ナノ粒子は、非医薬組成物で被覆されている、請求項１または請求項２に記載の医
療システム。
【請求項４】
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前記ナノ粒子は、磁鉄鉱（Ｆｅ３Ｏ４）、磁赤鉄鉱（［γ］−Ｆｅ２Ｏ３）またはそれ
らの混合物からなる、請求項１〜３のいずれか１項に記載の医療システム。
【請求項５】
前記ナノ粒子は、親水性被覆物で被覆されている、請求項１〜４のいずれか１項に記載
の医療システム。
【請求項６】
前記ナノ粒子は、デキストランで被覆されている、請求項１〜５のいずれか１項に記載
の医療システム。
【請求項７】
前記ナノ粒子は、３０〜１０００ｎｍの範囲の平均直径を有する、請求項１〜６のいず
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れか１項に記載の医療システム。
【請求項８】
前記ナノ粒子は、コロイド状または非コロイド状の媒体に懸濁されている、請求項１〜
７のいずれか１項に記載の医療システム。
【請求項９】
機械的な手段によって腫瘍を治療する方法において使用するための組成物であって、
前記組成物は、磁化可能なナノ粒子を含み、
前記方法は、
前記組成物を注射する工程と、
生体内で腫瘍に機械的な非接触拘束を与えるための、腫瘍領域に向けられた磁場勾配
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を適用する工程と、
を含み、
前記磁場勾配は、０．００１〜１０Ｔ／ｃｍの範囲であり、
注射されたナノ粒子のうちの少なくとも２５〜６０％が腫瘍血管新生網内に保持され、
前記方法は、薬物ターゲティングまたは温熱療法によって腫瘍を治療する方法ではない
、
組成物。
【請求項１０】
注射されるナノ粒子の量は、１００μｇ〜１０ｇの範囲である、請求項９に記載の組成
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物。
【請求項１１】
注射されるナノ粒子の量は、５００μｇ〜２ｇの範囲である、請求項９または１０に記
載の組成物。
【請求項１２】
前記腫瘍は悪性上皮性腫瘍である、請求項９〜１１のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１３】
前記腫瘍は、膵臓癌腫瘍または乳癌腫瘍である、請求項９〜１２のいずれか１項に記載
の組成物。
【請求項１４】
腫瘍細胞の腫瘍体積および／または表面積を減少させるための方法において使用するた
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めの組成物であって、
前記組成物は、磁化可能なナノ粒子を含み、
前記方法は、
前記組成物を注射する工程と、
前記腫瘍細胞に対して機械的な非接触拘束を与えるために、腫瘍領域に向けられた磁
場勾配を実行する工程と、
を含み、
前記磁場勾配は、０．００１〜１０Ｔ／ｃｍの範囲であり、
注射されたナノ粒子のうちの少なくとも２５〜６０％が腫瘍血管新生網内に保持され、
前記方法は、薬物ターゲティングまたは温熱療法によって腫瘍を治療する方法ではない
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、
組成物。
【請求項１５】
前記磁場は、一定磁場である、請求項９または１４に記載の組成物。
【請求項１６】
前記磁化可能なナノ粒子は、鉄を主成分とするナノ粒子または鉄のナノ粒子である、請
求項９または１４に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、物理科学の分野に関する。特に、本発明は、ナノ粒子と、腫瘍領域に磁場勾
配を遠隔から印加する手段とを備えたシステムに関する。本発明によれば、腫瘍を有する
対象の静脈内にナノ粒子を注射する。ナノ粒子を注射し、移行後に、腫瘍領域に位置づけ
る。ナノ粒子が位置づけられる腫瘍領域に磁場勾配を印加すると、腫瘍周囲に拘束場が生
成され、腫瘍体積および組織表面積を減少させることができる。
【背景技術】
【０００２】
医薬において埋め込み可能なナノ粒子を用いることは良く知られており、多くの参考文
献に、薬物の磁気ターゲティングのためのナノ粒子の使用が記載されている。例えば、欧
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州特許第２５０８１７１号には、ナノ粒子の表面に被覆された医薬組成物を標的組織に誘
導および蓄積させるためにナノ粒子を使用することについて記載されている。米国特許出
願公開第２０１１２２３２５５号（ＭａｇＦｏｒｃｅ社）には、特に腫瘍の外科的除去後
の後療法としての温熱治療ための、ナノ粒子を含有する埋め込み可能な製品および医薬に
おけるその使用について記載されている。
【０００３】
癌の治療では、腫瘍を治療するための新しい医薬的戦略、特に物理的戦略が明らかに必
要とされており、癌細胞によって示される急速な細胞分裂を妨害するために交番電場を用
いる新規な癌治療法が試みられてきた。１つのシステムがＮｏｖｏｃｕｒｅ社によって開
発され、悪性脳腫瘍の一種である再発性多形性膠芽腫の治療のために２０１１年４月１５
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日に米国ＦＤＡによって認可された。
【発明の概要】
【０００４】
本発明は、注射可能かつ磁化可能なナノ粒子と、腫瘍周囲に拘束場を生成するための磁
場勾配と、任意に磁石とを備えた注射装置を実装する、新しい医療システムおよび腫瘍の
治療方法を提案する。本発明の方法では、それを必要としている対象に、多くの磁化可能
なナノ粒子を注射し、ナノ粒子が保持される腫瘍領域に外部磁場勾配を印加する。
【０００５】
本出願人は、ナノ粒子を静脈内に注射すると、それらが血管新生網によって保持される
ことに気づいた。腫瘍を取り囲む血管新生網における注射したナノ粒子の無作為化分布に
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より、驚くべきことに、ある種の中空かつ不連続的な球体が形成されることに気づいた。
このようにして、腫瘍は、前記球体内に位置づけられる。
【０００６】
腫瘍を取り囲む血管新生網における注射したナノ粒子のこのような構成により、腫瘍領
域に磁場勾配を印加すると、この印加によって拘束場が生じ、さらに、細胞に拘束が与え
られ、この拘束により、腫瘍細胞の表現型の正常または部分的に正常な細胞表現型への変
化が生じるといった条件が生成される。特に、この物理的および／または機械的な拘束は
、腫瘍体積を減少させることができ、かつ、外部磁場勾配に曝露される腫瘍の２つの組織
表面に作用する。
【０００７】
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言い換えると、腫瘍細胞に与えられる物理的および／または機械的な拘束によって生物
学的効果が得られ、前記拘束は、拘束場により生じ、拘束場自体は、腫瘍を取り囲む血管
新生網内に分散されたナノ粒子に磁場勾配を印加することにより生じる。
【０００８】
一実施形態では、本発明は、（１）注射可能かつ磁化可能なナノ粒子およびそれを注射
するための手段と、（２）注射後にその粒子が保持される血管新生網に関連する腫瘍に物
理的および／または機械的な拘束を与えるための手段であって、磁場勾配を放出する発生
器である手段とを備え、
本システムは、細胞構築物でも埋め込み物でもなく、
本システムは、薬物ターゲティングなどの医薬手段または温熱療法によって腫瘍を治療
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するために使用されず、
当該粒子は、薬物担体または造影剤などとして使用されないことを特徴とする、医療シ
ステムに関する。
【０００９】
一実施形態では、本発明は、細胞に与えられる拘束により行われ、この拘束が機械的な
拘束である治療方法にも関する。一実施形態では、本発明は、細胞に与えられる拘束によ
り行われ、この拘束が非接触拘束である治療方法に関する。本発明の独自のアプローチに
より、機械的な拘束が腫瘍領域内に位置するナノ粒子によって局所的に加えられる力によ
る生じることが分かる。磁場勾配は、拘束場を球体の内部すなわち腫瘍細胞に導く。本発
明では、粒子の移動は観察されない。
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【００１０】
特に、本発明は、物理的および／または機械的な手段による腫瘍の治療方法に関する。
【００１１】
一実施形態では、本発明の方法は、医薬品をさらに含む。一実施形態では、本発明の方
法は、医薬品を含まない。一実施形態では、本発明の方法は、医薬的方法ではない。
【００１２】
定義
本発明では、以下の用語は、以下の意味を有する。
【００１３】
数字の前の「約」は、その数字が前記数字の値の±１０％を意味することを表わす。
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【００１４】
「表現型」とは、生物の観察可能な特性（構造的および機能的特性）を指す。癌腫学で
は、悪性腫瘍の細胞または組織表現型は、対応する正常な細胞または組織と比較して乱さ
れている観察可能な特性である。細胞表現型では、前記観察可能な特性は、限定されるも
のではないが、増殖、細胞分裂、アポトーシス、細胞死、遊走能力などであってもよい。
【００１５】
「血管新生網」とは、腫瘍の近位領域において発生する新しい血管を指す。腫瘍細胞か
ら放出される血管新生促進分子は、新しい血管形成を誘発することができる。
【００１６】
「勾配」は、空間における物理的量の変動または変化を示すベクトルである。本発明の
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意味では、磁場勾配は、広がりのある場の強度の変化率である。磁場勾配は、静止および
移動している磁化可能な粒子の両方に並進力を与える量子物理学で使用される力である。
これは、磁化可能な粒子にゼロの力を与える双極磁石などからの均一な磁場とは対照的な
ものである。力／勾配の関係は、式Ｆ＝∇Ｐ（式中、Ｆは力であり、∇はベクター量とし
ての勾配であり、Ｐは磁位である）によって表される。勾配は、Ｔ／ｍｍで測定する。
【００１７】
「拘束場」は、機械的な力を印加する場である。
【００１８】
「拘束」とは、表面積で割った力を指し、従って、圧力と同種であり、パスカル（Ｐａ
）で測定する。固体の異なる部分に関わる応力すなわち内力の状態は、応力テンソルによ
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って定められる（コーシー、１８２２年）。これらの作用力は、固体の各点で定められ、
応力場または、より一般的にはテンソル場と呼ばれる。連続媒体の物理的特性では、場は
、時空の各点では、物理量の値である。この量は、スカラー（圧力）、ベクター（磁場）
またはテンソルであってもよい。
【００１９】
「悪性腫瘍」とは、癌性腫瘍を指す。
【００２０】
「機械的な」とは、物体または対象に対する物理作用を指し、特に、物体または対象に
伝達される物質的環境における物理信号の伝播を指す。
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【００２１】
「ナノ粒子」とは、球形状を有し、かつ直径が０．１〜１０００ｎｍの範囲のナノ球体
を指す。本発明によれば、ナノ粒子は、中空の球体ではなく、中実の球体である。
【００２２】
「粒子」とは、単一のナノ粒子または多くのナノ粒子の形態の磁気ビーズを指し、前記
粒子は、０．１〜１０００ｎｍの範囲の直径を有し、好ましくは、その直径は、１００ｎ
ｍを超える。
【００２３】
「物理的手段」とは、非化学的手段を指す。
【００２４】
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「間質」とは、器官の構造を形成する組織を指す。
【００２５】
「腫瘍領域」とは、腫瘍、細胞外マトリックスおよび／または間質、および腫瘍を取り
囲む新血管の周辺網（血管新生網）を指す。
【００２６】
「組織」とは、同じ表現型を示す一貫した細胞の集合体を指す。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】腫瘍に対する本発明の一般的な原理を示す。
【図２】鉄のナノ粒子１とＭＤＡ−ＭＢ−２３１（由来：ヒトの乳癌）細胞との混合物が
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皮下１４に移植されたヌードマウス１０を示す模式図である。
【図３】Ｄ０〜Ｄ８０の移植された腫瘍の個々の増殖曲線を示す。図３は、対照と比較し
た実験後の癌細胞の増殖限界も示す。
【図４】写真４Ａおよび模式図４Ｂに概念の証拠を示す。
【図５】マウスの腫瘍の両側に対する２つの磁石の位置決めを示す模式図である。
【図６】治療群（Ｇ１

）と３種類の対照群（Ｇ２

、Ｇ３

またはＧ４

）との間で、

、Ｇ３

またはＧ４

）との間で、

全てのマウスの腫瘍体積の比較を示す。
【図７】治療群（Ｇ１

）と３種類の対照群（Ｇ２

腫瘍の西側（図７Ａ）または東側（図７Ｂ）について全てのマウスの組織表面積の比較を
示す。
【図８】治療群（Ｇ１

）の対照群（Ｇ２

、Ｇ３

またはＧ４

）に対する平均的な生
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体内腫瘍体積の漸進的変化を示す。
【００２８】
参照符号の一覧
１

粒子またはナノ粒子

２

磁場勾配

３

コラーゲン

４

血管新生網

５

間質

６

腫瘍細胞

７

新血管
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(6)
８

癌細胞

９

磁石

１０

移植されたマウス

１１

西側における腫瘍の活性部分の増加

１２

筋肉側における腫瘍の活性部分の減少

１３

壊死

１４

皮下に移植された腫瘍の生存部分

１５

筋肉

１６

皮膚
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【発明を実施するための形態】
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【００２９】
本発明は、（ｉ）注射可能かつ磁化可能なナノ粒子１およびそれを注射するための手段
を備えた注射装置と、（ｉｉ）注射後に粒子１が保持される血管新生網に関連する腫瘍に
物理的および／または機械的な拘束を与えるための手段７とを備えた医療システムに関す
る。
【００３０】
定義上、血管新生網とは、腫瘍の近位領域で発達する新しい血管と解釈され、間質とは
、器官の構造を形成する組織を指す。間質は、血管新生網を表わさない。従って、間質は
血管新生網ではない。
【００３１】
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従って、本発明は、特に血管新生網内に保持される磁気粒子を含む物理的および／また
は機械的な手段によって、腫瘍細胞を治療するための医療システムに関する。
【００３２】
一実施形態では、本医療システムは、細胞構築物でも埋め込み物でもない。
【００３３】
一実施形態では、本医療システムは、腫瘍を治療するための医薬品を含まず、特に、当
該ナノ粒子は、薬物担体として使用されない。
【００３４】
一実施形態では、本医療システムは、画像化または造影システムとして使用されない。
【００３５】
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腫瘍
一実施形態では、腫瘍は、血管新生網７に関連している。別の実施形態では、腫瘍は、
局所的に進行した腫瘍である。一実施形態では、腫瘍は、悪性の上皮性腫瘍である。一実
施形態では、悪性腫瘍は膵臓癌である。一実施形態では、悪性腫瘍は肝癌である。別の実
施形態では、悪性腫瘍は乳癌である。一実施形態では、腫瘍は、動物またはヒトの体内に
ある。
【００３６】
機械的および／または物理的な拘束を与えるための手段
一実施形態では、機械的および／または物理的な拘束を与えるための手段は、磁場勾配
２を放出する発生器である。一実施形態では、磁場発生器は、磁場勾配２を発生するよう
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に制御される。一実施形態では、本発生器は、電磁石９を備える。別の実施形態では、本
発生器は、コイル、好ましくは可動コイル、より好ましくはタンブル構成のヘルムホルツ
コイルである。
【００３７】
一実施形態では、機械的および／または物理的な拘束を与えるための手段は、少なくと
も１つの磁石、永久磁石および／または電磁石をさらに備え、好ましくは、前記手段は、
２つ以上の外部磁石、永久磁石および／または電磁石をさらに備え、より好ましくは、２
つ以上の外部磁石、永久磁石および／または電磁石を、腫瘍の様々な好ましくは両側に局
在化させる。
【００３８】
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非常に好ましい実施形態では、機械的および／または物理的な拘束を与える手段（例え
ば外部磁石など）を腫瘍の外側に位置づけ、好ましくは対象の体外に位置づける。一実施
形態では、本手段は可動性であり、好ましくは腫瘍領域の周りを回転する。一実施形態で
は、本手段を、０．１〜１００ｍｍ、好ましくは１〜１０ｍｍの範囲で腫瘍から離して位
置づける。
【００３９】
一実施形態では、磁場は、０．１Ｈｚ〜１ＴＨｚ、好ましくは１Ｈｚ〜１ＭＨｚ、より
好ましくは１０Ｈｚ〜５００ｋＨｚの範囲で異なるかそのような範囲の周波数を有する、
可変または一定の外部場である。
【００４０】
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一実施形態では、磁場は、０．１μＴ〜５０Ｔ、好ましくは０．０１ｍＴ〜５Ｔ、より
好ましくは０．１ｍＴ〜７００ｍＴの範囲である。
【００４１】
一実施形態では、磁場は可動性であり、好ましくは腫瘍領域の周りを回転する。
【００４２】
一実施形態では、磁場は交番磁場ではない。一実施形態では、磁場は交番電場ではない
。
【００４３】
一実施形態では、磁場勾配２は、強度、周波数および／または方向が変わる。腫瘍に対
する拘束が、強度、方向および周波数において変化するような方法で、磁場勾配２を印加
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すると有利である。当業者であれば、腫瘍の位置およびその大きさ、場合により他の生物
学的データに応じて、磁場勾配の強度、周波数および／または方向を変更するであろう。
【００４４】
一実施形態では、磁場勾配２は、０．００１〜１０Ｔ／ｃｍ、好ましくは０．０１〜１
Ｔ／ｃｍ、より好ましくは０．１〜０．５Ｔ／ｃｍの範囲であり、さらにより好ましくは
約０．４Ｔ／ｃｍである。
【００４５】
一実施形態では、細胞骨格および／または細胞壁および／または周囲の軟組織および／
または硬組織の共鳴周波数またはその倍音を有する拘束場を探し出し、それに到達するよ
うに、磁場勾配２の周波数を変えてもよい。有利なことに、拘束場により、腫瘍内の腫瘍
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細胞成分によって形成される連続的な集合体の共鳴周波数を誘発するように、磁場勾配の
周波数を変化させてもよい。
【００４６】
一実施形態では、本システムは、磁場を方向付けるために、磁場の方向または本発生器
の方向を変えるための手段を備える。
【００４７】
磁化可能なナノ粒子
一実施形態では、粒子またはナノ粒子１は、任意の磁化可能な材料、好ましくは、酸化
鉄またはマンガン、より好ましくは磁鉄鉱（Ｆｅ３Ｏ４）、磁赤鉄鉱（［γ］−Ｆｅ２Ｏ
３）またはフェルモキシデスすなわちデキストランで被覆されたコロイド状酸化鉄、また
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はそれらの混合物を含むか、それらで構成されているか、それらからなる。
【００４８】
粒子とは、本発明では、単一の粒子またはナノ粒子の集合体と理解される。
【００４９】
一実施形態では、粒子またはナノ粒子１は、腫瘍細胞が取り込むことができないような
大きさまたは流体力学的体積を有する。
【００５０】
一実施形態では、粒子またはナノ粒子１は、腫瘍を取り囲む血管新生網７によって保持
され、かつ腫瘍または腫瘍細胞の中に進入することなく腫瘍の周辺に残留するような大き
さまたは流体力学的体積を有する。
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【００５１】
一実施形態では、粒子またはナノ粒子１は、３０〜１０００ｎｍ、好ましくは４０〜８
００ｎｍ、より好ましくは６０〜３００ｎｍの範囲の平均直径を有する。
【００５２】
非常に好ましい実施形態では、当該粒子またはナノ粒子は、細胞腫瘍および／または器
官による取り込みを回避するために、１００ｎｍを超える平均直径を有し、好ましくは約
２００ｎｍの平均直径を有する。
【００５３】
一実施形態では、体に投与される粒子またはナノ粒子１の量は、０．１ｍｇ〜１０００
ｍｇ、好ましくは１〜１０の範囲であり、より好ましくは約５ｍｇである。
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【００５４】
一実施形態では、粒子またはナノ粒子１は被覆されていない。
【００５５】
一実施形態では、粒子またはナノ粒子１は、非医薬組成物で被覆されており、好ましく
は、前記ナノ粒子１は、親水性被覆物、より好ましくはデキストランで被覆されている。
【００５６】
別の実施形態では、粒子またはナノ粒子１は、医薬組成物で被覆されている。
【００５７】
別の実施形態では、粒子またはナノ粒子１は、少なくとも１種の生化学的製剤、好まし
くはペプチド、より好ましくは、アルギニルグリシルアスパラギン酸（ＲＧＤ）で被覆さ
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れている。
【００５８】
別の実施形態では、粒子またはナノ粒子１を、例えば、注射前にナノ粒子１に塗布され
る特定の被覆剤により、腫瘍領域へのそれらの移行を支援してもよい。
【００５９】
一実施形態では、粒子またはナノ粒子１を懸濁液内で製剤化し、ここでは、粒子または
ナノ粒子１を、コロイド状または非コロイド状媒体に懸濁させる。本実施形態では、本発
明に包含される注射装置は、上記磁化可能な粒子またはナノ粒子１を含有する懸濁液を含
む。
【００６０】
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一実施形態では、粒子またはナノ粒子１を乳濁液内で製剤化し、ここでは、粒子または
ナノ粒子１は乳濁液の中にある。本実施形態では、本発明に包含される注射装置は、上記
磁化可能な粒子またはナノ粒子１を含有する乳濁液を含む。
【００６１】
本発明は、
−

３０〜１０００ｎｍ、好ましくは４０〜８００ｎｍ、より好ましくは６０〜３００ｎ

ｍの範囲の平均直径を有する粒子またはナノ粒子１、好ましくは磁化可能な粒子またはナ
ノ粒子、より好ましくは鉄を主成分とするか鉄の粒子またはナノ粒子を含有する組成物、
好ましくは懸濁液または乳濁液を注射する工程と、
−

任意に、血管新生網７内に保持される粒子またはナノ粒子の濃度を検出するために画
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像化装置を用いて画像化を行う工程と、
−

生体内で腫瘍に対して非接触拘束を与えるための物理的および／または機械的な手段

を適用する工程であって、前記物理的および／または機械的な手段は、磁場勾配２であり
、その印加は、腫瘍領域に向けられる工程と、
を含む、物理的および／または機械的な手段による腫瘍、特に血管新生網７に関連する腫
瘍の治療方法にも関する。
【００６２】
本発明の方法で使用されるナノ粒子１は、上記のとおりである。本発明によれば、少な
くとも注射された粒子またはナノ粒子１の２５〜６０％が、腫瘍血管新生網７内に保持さ
れる。理論に縛られたくはないが、本出願人は、本発明のシステムの粒子またはナノ粒子
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１は、注射した場合、血管新生網７に関して周知の血管透過性・滞留性亢進（ＥＰＲ）効
果、好ましくは主に滞留性亢進効果から利益を享受すると考える傾向にある。ＥＰＲ効果
は、ある大きさの粒子またはナノ粒子１が、それらが正常組織内にある場合よりも多く腫
瘍領域内に蓄積する傾向にあるという特性である。ＥＰＲ効果は、粒子またはナノ粒子１
を腫瘍領域に導くのを支援する。但し、本発明の粒子１の性質および大きさにより、粒子
またはナノ粒子１は、腫瘍細胞に進入したり接触したりすることができず、腫瘍を取り囲
む血管新生網７内に保持される。
【００６３】
一実施形態では、本発明の粒子またはナノ粒子１のＥＰＲ比、すなわち血管新生網７に
到達する注射された粒子またはナノ粒子１の量は、２５％〜６０％の範囲である。別の実
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施形態では、ＥＰＲ比は、注射された粒子１の３０％〜４０％の範囲である。ＥＰＲ比は
、粒子またはナノ粒子１の大きさおよび／または腫瘍領域の位置および／または腫瘍の組
織学的性質によって異なってもよい。
【００６４】
粒子またはナノ粒子１は、腫瘍を取り囲む血管新生網７によって保持され、一実施形態
では、粒子またはナノ粒子１の分布により、中空かつ不連続的な球体が形成される。
【００６５】
本発明によれば、粒子またはナノ粒子は、間質によって、あるいは間質内に保持されな
い。
【００６６】
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本発明によれば、粒子またはナノ粒子１は、腫瘍細胞に接触することができない。一実
施形態では、腫瘍細胞と粒子またはナノ粒子１との距離は、少なくとも１ミクロン、好ま
しくは５〜１００μｎｍである。
【００６７】
一実施形態では、注射される粒子またはナノ粒子１の量は、１００μｇ〜１０ｇ、好ま
しくは５００μｇ〜２ｇの範囲である。
【００６８】
非接触拘束を与えるための手段は、上記外部発生器である。外部とは、磁場勾配２の発
生が腫瘍の外側にあり、好ましくは対象の体外にあることを意味する。一実施形態では、
磁場勾配２は、１分〜４８時間、好ましくは１５分〜５時間の範囲の期間にわたって印加
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され、この期間は、数週間にわたって繰り返される。
【００６９】
一実施形態では、対象は、ヒトを含む動物である。対象は、雄または雌であってもよい
。この対象は、その体内の血管新生網７に関連する腫瘍を包含する。一実施形態では、腫
瘍は、局所的に進行した腫瘍である。一実施形態では、腫瘍は悪性上皮性腫瘍である。一
実施形態では、悪性腫瘍は膵臓癌腫瘍である。別の実施形態では、悪性腫瘍は乳癌腫瘍で
ある。
【００７０】
本発明は、
−

粒子またはナノ粒子１が腫瘍を取り囲む血管新生網７によって保持されるように上記
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粒子またはナノ粒子１を含有する組成物、好ましくは懸濁液または乳濁液を注射する工程
であって、好ましくは、上記注射を静脈内で行い、粒子またはナノ粒子１は、自然発生的
に腫瘍の血管新生網７に移行する工程と、
−

任意に、血管新生網７内に保持される粒子またはナノ粒子１の濃度を腫瘍の周辺で検

出するために、画像化装置を用いて画像化を行う工程と、
−

腫瘍細胞に、例えば非接触圧力などの非接触拘束を与えるために、磁場勾配２の外部

源から生体内で粒子またはナノ粒子１に印加される磁場勾配２を含むかそれからなる物理
的および／または機械的な手段を実行する工程と、
を含む、標的領域内の癌細胞の癌表現型を正常な細胞に変更するための方法にも関する。
【００７１】
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特に、本発明は、
−

粒子またはナノ粒子１が腫瘍を取り囲む血管新生網７によって保持されるように上記

粒子またはナノ粒子１を含有する組成物、好ましくは懸濁液または乳濁液を注射する工程
であって、好ましくは、上記注射を静脈内で行い、粒子またはナノ粒子１は、自然発生的
に腫瘍の血管新生網７に移行する工程と、
−

任意に、血管新生網７内に保持されるナノ粒子の濃度１を腫瘍の周辺で検出するため

に、画像化装置を用いて画像化を行う工程と、
−

腫瘍細胞に、例えば非接触圧力などの非接触拘束を与えるために、磁場勾配２の外部

源から生体内で粒子またはナノ粒子１に印加される磁場勾配２を含むかそれからなる物理
的および／または機械的な手段を実行する工程と、

10

を含む、標的領域内の腫瘍細胞の体積および表面積を減少させる方法にも関する。
【実施例】
【００７２】
以下の実施例により、本発明をさらに説明する。
【００７３】
図１は、その周辺の血管新生網７内に、本明細書に記載されているナノ粒子１を含む腫
瘍を示す。
【００７４】
図２では、ヌードマウス１０の皮下１４に、鉄のナノ粒子１とＭＤＡ−ＭＢ−２３１（
由来：ヒトの乳癌）細胞との混合物が移植されている。図２に示すように、マウス１０を
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２つの磁石９の間隙に配置する。図２の例では、１つの磁石は、腫瘍に可能な限り近くに
あり、反対側の磁石は、腫瘍の周辺から距離ｄだけ離れており、この距離ｄは、腫瘍の直
径に対応している。
【００７５】
実施例１：実現可能性調査
【００７６】
目的
本調査の目的は、マウスの皮下に移植された１０個のヒトの腫瘍（ＭＤＡ−ＭＢ−２３
１、乳癌細胞株）を分析することにあり、
−

皮下に移植された腫瘍の顕微鏡的特徴（ＨＥＳ染色）

−

腫瘍細胞の鉄の蓄積（ＨＥＳ染色／ペルルス特別染色）
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を調べる。
【００７７】
要約
５匹のマウス１０の皮膚（西側）１６と筋肉（東側）１５との間に、細胞株ＭＤＡ−Ｍ
Ｂ−２３１のヒトの細胞（１匹のマウスにつき２つの異種移植片）を皮下に移植した。本
調査の終了時に、全ての腫瘍を回収し、４％ホルマリンで固定し、パラフィンに包埋した
。腫瘍の組織病理学的特徴を評価するために、各マウス１０からの２つの異種移植片のう
ちの１つを処理した（ＨＥＳ染色）。腫瘍細胞の鉄の蓄積を評価するために、各マウスか
らの両方の異種移植片試料を処理した（ペルルス特別染色）。本調査では、１０個の評価
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したＭＤＡ−ＭＢ−２３１異種移植片は、類似した組織学的特徴を示し、未分化癌として
現れた。全ての腫瘍の中央部分に壊死性領域１３が認められた。それらは、腫瘍表面積の
６０％から８０％まで様々であった。鉄の沈着は、腫瘍領域の周囲に位置していた。それ
らは、ＨＥＳ染色した側では褐色の顆粒状沈着物として現われ、ペルルス染色された側で
はダークブルーの顆粒状沈着物として現われた。どの群のどの腫瘍の腫瘍細胞にも、鉄の
沈着は特定されなかった。
【００７８】
マクロファージの細胞質および壊死性領域１３には、最小の沈着物が観察された。
【００７９】
結果
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腫瘍の組織病理学検査（ＨＥＳ染色）
【００８０】
ＨＥＳ染色した側では、腫瘍の顕微鏡的特徴を評価した。
【００８１】
本調査では、評価したＭＤＡ−ＭＢ−２３１異種移植片は、類似した組織学的特徴を示
し、腺様分化を伴わない未分化癌として現れた。これらの腫瘍は、高密度な細胞からなり
、非常に境界が明確であって、粗い結節性であり、隣接する皮下組織、特に神経において
浸潤性増殖が生じていた。
【００８２】
腫瘍周囲の線維性間質には非常に数多くの炎症性細胞が認められ、隣接する組織（脂肪

10

組織、骨格筋、皮膚）には、より少ない量の炎症性細胞が認められた。これらの細胞は主
として、顔料を多く有するマクロファージに存在し、若干の小リンパ球と、時には顆粒球
にも存在していた。僅かな腫瘍内間質にも、顔料を多く有するマクロファージを含む少な
い数の同様の炎症性細胞が観察された。これらの細胞は主に、腫瘍の周辺部分で観察され
、恐らく腫瘍周囲の間質から拡散したものと思われる。顔料を多く有するマクロファージ
は、中型から大型の細胞であり、多量の褐色の顆粒状顔料を含有し、多くの場合、丸い核
を覆うか隠す大きな細胞質を示した。そのような顔料は、顆粒状顔料の破片として腫瘍周
囲および腫瘍内間質に時折認められた。
【００８３】
腫瘍細胞の鉄の蓄積（ペルルス特別染色）

20

ペルルスの酸／フェロシアン化物反応により、ダークブルーの標識を介して鉄化合物が
現れた。各腫瘍について、３つの連続した箇所を評価した。これらの３つの全ての箇所が
類似した特徴を示した。
【００８４】
どの群のどの腫瘍の腫瘍細胞にも、青色に染色された鉄の沈着は特定されなかった。
【００８５】
結論
粒子１は、腫瘍の周囲に分散しており、驚くべきことに、中空かつ不連続的な球体を形
成していた。
【００８６】

30

腫瘍に拘束を与えるための条件が集まっているように見える。
【００８７】
実施例２：動物における拘束により癌表現型を正常に変更するための能力
【００８８】
手順
本調査の目的は、皮下にＭＤＡ−ＭＢ−２３１ヒト乳房腫瘍を有するマウスモデルにお
いて、磁場によって活性化されたナノ粒子の抗腫瘍効率を調べることにある。
【００８９】
試験物質
【表１】

40

【００９０】
治療用量−薬物投与経路
細胞と共に注射した鉄の量は５ｍｇである。腫瘍細胞と共に、ナノ粒子をＢａｌｂ／ｃ
ヌードマウスに投与する（腫瘍細胞の注射時）。ナノ粒子の注射体積は、３００μＬ／マ
ウス／注射である。
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【００９１】
動物
受け取り時に６〜７週齢で体重が１６〜２０ｇの４５匹の雌のＢａｌｂ／ｃヌードマウ
スを、Charles River社（フランス）から入手した。治療前に、特定病原体不在（ＳＰＦ
）動物の管理団体で動物を少なくとも７日間観察する。この動物管理団体は、フランスの
農業／研究省によって認可されている（認可番号：Ａ２１２３１０１１ＥＡ）。動物実験
の倫理指針および腫瘍実験における動物の福祉のための英語ガイドライン（English guid
elines for welfare of animals in experimental neoplasia）に従って、動物実験を行
う。動物に関する全ての手順を医薬大学(ディジョン)の動物実験委員会に提出する。
【００９２】

10

動物の磁場への曝露
磁石を備えた装置を用いて磁場に曝露する際に、動物に麻酔（イソフルラン）をかけ、
赤外線ランプによりマウスの体温を生理的レベルの範囲内に維持する。
【００９３】
治療群（すなわち、後で説明する右の腫瘍Ｇ３）において、腫瘍が約１ｃｍの腫瘍に到
達したら、マウス１０を斥力モードの２つの磁石９の間隙に配置した（図２を参照）。
【００９４】
次いで、磁場勾配２を印加した。印加した勾配は、３ｍｍの深さで約０．４テスラ／ｃ
ｍである。
【００９５】

20

癌細胞株
使用した細胞株を、以下の表に詳細に記載する。
【表２】

【００９６】
雌のＢａｌｂ／ｃヌードマウスへのＭＤＡ−ＭＢ−２３１腫瘍の導入
５ｍｇのナノ粒子を含有するかナノ粒子を含有しない０．３ｍＬの体積のＲＰＭＩ１６
４０媒体に再懸濁した１０００万個のＤＡ−ＭＢ−２３１腫瘍細胞を、４５匹の雌のスイ

30

スヌードマウスの側腹部に皮下接種し、２４〜７２時間後に、γ源を照射した（全身照射
法、2 Gy、60Co、BioMEP Sarl社、フランスのBreteniere）。
【００９７】
４５匹の全てのマウスの左腹部に、ナノ粒子を含まない腫瘍細胞を注射する。
【００９８】
４５匹の全てのマウスの右腹部に、ナノ粒子を含む腫瘍細胞を注射する。
【００９９】
腫瘍細胞注射の当日を０日目（Ｄ０）とみなす。
【０１００】
治療スケジュール

40

【０１０１】
以下の式により、腫瘍体積を推定する。
腫瘍体積＝１／２×長さ×幅２
【０１０２】
平均腫瘍体積が約１００〜２００ｍｍ３に到達したら、３６匹の腫瘍を有する雌のＢａ
ｌｂ／ｃヌードマウスを、それらの個々の腫瘍体積に従って、３つの群（８匹のマウスか
らなる１つの群と１４匹のマウスからなる２つの群）に無作為化する。以下のように治療
スケジュールを選択した。
・１群：８匹のマウスの左腹部の腫瘍（ナノ粒子を含有しない）を、連続した２１日間で
１日１回２時間連続して磁場に曝露する
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・２群：１４匹のマウスの左腹部の腫瘍（ナノ粒子を含有しない）および右腹部の腫瘍（
ナノ粒子を含有する）を磁場に曝露しない
・３群：１４匹のマウスの右腹部の腫瘍（ナノ粒子を含有する）を、連続した２１日間で
１日１回２時間連続して磁場に曝露する
【０１０３】
無作為化の後に治療（すなわち、磁場への曝露）を開始する。以下の表１は、治療スケ
ジュールをまとめたものである。
【表３】
10

【０１０４】
このようにして、治療群（３群：右の腫瘍）を３種類の対照群と比較した。

20

・ナノ粒子１を含み、勾配場２を有しない群：１群（右の腫瘍）および２群（右の腫瘍）
・ナノ粒子１を含まず、勾配場２を有する群：１群（左の腫瘍）
・ナノ粒子１を含まず、勾配場２を有しない群：２群（左の腫瘍）および３群（左の腫瘍
）
【０１０５】
腫瘍試料の回収
腫瘍を切除し、切断して２つの断片にする。この２つの断片を１０％中性緩衝ホルマリ
ンで固定する。
【０１０６】
結果

30

治療群（ナノ粒子１を含み、勾配場２を有する、すなわち右の腫瘍Ｇ３）を３種類の対
照群と比較した。２つの統計的に有意な変化があった（ｐ＜０．０５）。
【０１０７】
一方、３種類の対照群と比較した場合、治療群の総腫瘍増殖率１１／１２は、より低か
った（図３を参照）。治療した腫瘍のより詳細な分析を使用して、西側よび東側を比較し
た。対照群と比較した場合、治療した腫瘍（ナノ粒子および磁場勾配を有する）において
、西側１１の腫瘍の活性部分の厚さが増加し、東側１２の腫瘍の活性部分が減少した。
【０１０８】
移植後５９日目（Ｄ５９）に、右の腫瘍Ｇ３群（７匹のマウス）の腫瘍体積は、全ての
対照群（３３匹のマウス）よりも非常に小さかった。治療群の中央値は５２９．４ｍｍ３

40

であり、対照群の中央値は１３３４ｍｍ３である（ｐ＝０．０１４＜０．０５）。
【０１０９】
腫瘍に関する結果を図４Ａに示し、図５Ｂに図式化している。
【０１１０】
本出願人の知識の範囲では、それは、腫瘍増殖に対して磁場勾配により生成される物理
的な拘束の生体内作用の第１の証拠である。
【０１１１】
実施例３：動物における物理的および／または機械的な拘束による腫瘍の体積および表
面積を変更する能力
【０１１２】
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目的
本調査の目的は、皮下にＭＤＡ−ＭＢ−２３１ヒト乳房腫瘍を有するマウスモデルにお
ける磁場勾配により活性化されたナノ粒子による腫瘍の体積および表面積の減少を調べる
ことにある。
【０１１３】
要約
マウスの皮膚と筋肉との間に、細胞株ＭＤＡ−ＭＢ−２３１のヒトの細胞を皮下移植し
た。治療群において腫瘍が約１ｃｍの腫瘍に到達したら、マウスを、図２に示すような特
定の幾何学的形状を有する斥力モードの２つの磁石の間隙に配置した。
10

【０１１４】
実験群
１ｃｍの大きさの腫瘍を有する７９匹のマウスを４群に割り振った。
−

Ｇ１

（治療群）：粒子をマウスに注射し、次いで、マウスを磁場勾配下に置く実験

−

Ｇ２

（対照群）：粒子をマウスに注射するが、マウスを磁場勾配下に置かない実験

−

Ｇ３

（対照群）：マウスを磁場勾配下に置くが、粒子をマウスに注射しない実験

−

Ｇ４

（対照群）：粒子をマウスに注射せず、磁場勾配を使用しない群

【０１１５】
腫瘍細胞の注射当日を０日目（Ｄ０）とみなす。体積をｍｍ３で計算する。
【０１１６】
20

結果
腫瘍体積−生体内実験
【０１１７】
Ｇ１

と全未治療群との比較

治療群（Ｇ１

）をＧ２

、Ｇ３

およびＧ４

を含む全未治療群と比較した。以下の

表２および図８には、皮下移植された全てのマウスについて５９日後に得られた結果をま
とめてある。
【表４】
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【０１１８】
ｐ値
治療群（Ｇ１

）と他の群（未治療）との間で中央値を比較するためのウィルコクソン

検定により、０．０１４６（＜０．０５）のｐ値が得られた。
【０１１９】
このように、磁場勾配下での磁気粒子による乳房腫瘍細胞の治療により、未治療群（Ｇ
２

、Ｇ３

またはＧ４

）と比較して腫瘍体積が顕著に減少している。

40

【０１２０】
Ｇ１

と各未治療群との比較

次いで、治療群（Ｇ１

）を各未治療群（Ｇ２

、Ｇ３

またはＧ４

）と比較した。

以下の表３および図６には、各群の皮下移植された全てのマウスについて６０日後に得ら
れた結果がまとめてある。
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【表５】
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【０１２１】
治療群（Ｇ１

）は、より小さい腫瘍体積が得られる唯一の群であることは明らかであ

る。
【０１２２】
このように、本実施例により、注射可能なナノ粒子および磁場勾配を含む本医療システ
ムは、機械的および／または物理的手段によって腫瘍体積を減少させる最良の方法である
ことが分かる。
【０１２３】
西側および東側の表面積−生体外実験
腫瘍のより細かい分析により、西側および東側を比較することができた。総表面積の測
定値は、５１個の腫瘍について入手可能であり、その結果を表４および図７に示す。

20

【表６】

30

【０１２４】
ｐ値
治療群（Ｇ１

）および対照群（Ｇ２

〜Ｇ４

）の両方を包含する群に対して、対数

変換を用いて、西側および東側の表面積の一元配置分散分析を行った。
【表７】
40

【０１２５】
これらの最初の結果から、当該群が、腫瘍の西側および東側の表面積の両方に対して有
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意な全体的効果を有することが分かる。
【０１２６】
未治療群間でのｐ値の比較
未治療群間でのチューキーの調整を用いた一対比較（一元配置分散分析）により、表５
に示す結果が得られた。
【表８】

10

【０１２７】

20

全てのｐ値が０．０５よりも高かったため、予想した通り、３つの未治療群間に有意差
はない。
【０１２８】
治療群（Ｇ１

）と未治療群とのｐ値の比較

最後に、この３群の混合を実現させ、表６に示す対比オプションを用いて、一元配置分
散分析を行う。
【表９】

30

【０１２９】
驚くべきことに、これらの結果から、治療群の表面積が未治療群（混合されたもの）と
は有意に異なることが分かる。治療群の表面積は、未治療群の表面積よりも小さい（差の
推定値は、西側では−０．３４４対数、東側では−０．４８５である）。
【０１３０】
結論
これらの結果から、本出願人が、腫瘍細胞の表現型に作用し、注射可能な粒子および外
部磁場勾配によって実行される、機械的および／または物理的な拘束に曝露される腫瘍の
体積および表面積を減少させることができる医療システムを発見したことが実証される。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

JP 6534660 B2 2019.6.26

(18)
【図５】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８】

JP 6534660 B2 2019.6.26

(19)

JP 6534660 B2 2019.6.26

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

Ａ６１Ｋ

ＦＩ

9/14

(2006.01)

Ａ６１Ｋ

9/14

Ａ６１Ｋ 47/36

(2006.01)

Ａ６１Ｋ

47/36

(72)発明者 ブロッセル，レミー
フランス国，エフ−１３２８０ ラフェル レ アルル，チェミン ドゥ ラ ポテリエ，ル マ
１ ヘルミテ ３３１
10
審査官 高橋 樹理
(56)参考文献 特開２００９−１１４０６６（ＪＰ，Ａ）
特表２００９−５３４３５０（ＪＰ，Ａ）
米国特許出願公開第２０１１／００５４２３７（ＵＳ，Ａ１）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
Ａ６１Ｋ

３３／２６

Ａ６１Ｋ

４１／００

Ａ６１Ｎ

２／０８

20

