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研究成果の概要（和文）：生体の機能を生体内外の物質や細胞機能等を利用して分子レベルで可視化する、いわ
ゆる分子イメージング技術を導入した新しいMRI機能化造影剤を開発した。Gd-DTPAを内孔に固定化したナノカプ
セル型MRI造影剤のT1緩和度を算出したところ、最大で10倍の高感度化に成功した。興味深いことに、得られた
緩和度とナノカプセルの粒径をプロットしたところ、高い相関関係が得られた。これはナノ粒子型のMRI造影剤
の造影能がその粒径と関係していることを示した初めての例である。さらにこのカプセル表面を機能化すること
で、膵がん特異性を持たせることにも成功した。

研究成果の概要（英文）： In this study, small heat shock protein 16.5 (Hsp16.5)-based nanocages 
conjugated to gadolinium(III)-chelated contrast agents and iRGD peptides (which target neuropilin-1 
expressed on pancreatic cancer cells) were developed. To investigate whether template size 
influences relaxivity, nanocages with one to four hydrophobic domains were designed. MRI data showed
 that larger nanocages had higher T1 relaxivity than smaller nanocages, which resulted from a 
reduction in molecular tumbling rates caused by an increase in nanocage size, and a robust cage 
structure resulting from the introduction of hydrophobic domains. For in vivo MRI studies, molecular
 MRI with protein nanocages was enabled to detect neuropilin-1-positive cells and to produce strong 
signal enhancement of spontaneous pancreatic tumors in KPC genetically engineered mouse models. 

研究分野： ナノ医工学

キーワード： ナノ材料　分子イメージング　MRI　機能化造影剤
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る。既に、肝臓、脾臓、そして骨髄といった

網内系に特異的な造影剤が臨床において広
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影剤の複合化を目的とした
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