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研究成果の概要（和文）：有効かつ安全性の高い、2重安全機構を採用した細菌毒素を用いる新

規癌治療技術の開発を目指した。1 段目の安全機構を持つ標的可変型の標的化毒素を開発し、

これを癌胎児性抗原(CEA)に対する IgG と併用し作製した治療用抗癌剤封入リポソームは、CEA

陽性癌細胞に特異的標的化が可能であり、CEA 陽性癌細胞移植マウスでは顕著な延命効果も示

し有効性が確認された。2 段目の安全機構を持つ細胞障害性エフェクター毒素の作製にも成功

し、両毒素を用いる標的可変型の新規癌治療技術の開発の目処がついた。 

 
研究成果の概要（英文）：We aimed to develop a novel effective and safe technique for cancer treatment 

using bacterial toxins with dual safety systems.  First, a targeting toxin with safety system and the 

variable targeting ability was developed.  It was confirmed that the liposomes enclosed anticancer drug 

prepared by using the targeting toxin and anti-carcinoembryonic antigen (CEA) IgG could specifically 

target to CEA-positive cancer cells and were effective to prolong life of mice inoculated with 

CEA-positive cancer cells.  The second cytotoxic effector toxin with safety system was also produced, 

so the development of a novel technique for the target-variable cancer treatment using both toxins with 

safety systems came in sight. 
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１．研究開始当初の背景 

 

 近年国内外において、癌患者の QOLを重視
して、切除手術と抗癌剤の全身投薬による癌
療法以外に免疫細胞療法や癌ミサイル療法
等が検討されている。そのために癌細胞に特
異的かつ効率良く標的化して作用する副作

用の尐ない治療薬/ツールの開発が望まれて
いる。例えばモノクローナル抗体などを癌へ
の標的分子として用いる標的化技術やそれ
にリンクさせる抗癌剤の開発についても多
くの検討が成されているが、実際の癌治療に
おいては、それらの標的化分子を目標の癌細
胞に大量に集積する技術が十分ではなく、さ
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らなる改善が必要である。我々はこれまで、
細胞膜やコレステロール(CHL)含有膜に作用
し、膜上で大きな環状会合体となり膜孔を形
成する細菌毒素のコレステロール依存性細
胞溶解毒素(CDC)の分子性状や作用機構の解
析を行ってきた。その過程で、CDC の膜結合
ドメインが、抗 CEA 抗体を活性化免疫細胞や
薬剤封入リポソームに簡単に連結するため
の有用なアダプターとして利用できること
を示した。また CDC の一種インターメディリ
シン(ILY)やストレプトリシン Oに SS結合を
１つ導入することで立体構造変化を阻害し
て、細胞膜結合力は持つが膜孔(穴)の形成が
阻害される構造改変毒素（CDC-SS変異体）を
調製し、それをリポソームや細胞に結合させ
た後に SS 還元反応を行うと容易に膜孔形成
が誘導できることも見出した。一方、これま
でに抗癌剤を SS 結合で抗体に連結した標的
化抗体が作られ、癌細胞にエンドサイトーシ
スされた後に細胞内グルタチオンなどの還
元環境で抗癌剤が遊離して薬効を示すこと
も確認されている。これらの背景から CDC-SS
変異体を応用し、細胞外では機能しないよう
改変した低副作用性の細菌毒素などの薬剤
を高濃度で封入した膜小胞（リポソームな
ど）を作製し、ここにキャリアーとして癌指
向性ペプチドや抗体を連結した CDC-SS 変異
体を結合させて、（１）癌標的化機能、（２）
大量の薬剤の集中送達機能、（３）細胞内の
みでの安全な薬剤放出機構（細胞内エンドリ
ソソームでのグルタチオン作用による内容
物自動放出性）を持たせた、２重安全機構を
採用した効果的な新規の癌治療用ドラッグ
デリバリーシステム（DDS）の構築を着想し、
開発を試みた。 
 

２．研究の目的 

 

 細菌毒素を遺伝子工学的に改変し、特定の
条件でのみ活性を発揮するよう安全機構を
施した DDS用の毒素改変体を作製する。これ
らを用いて有効かつ安全性の高い 2重安全機
構を採用した細菌毒素を用いる新規癌治療
技術の開発を行う。 

 

３．研究の方法 

 

(1) DDS構成要素の作製 
① 標的化毒素の調製 
 CDC を改変して標的化毒素を作製した。CDC
は必須基本構造として、分子集合と膜貫入の
役割を担うドメイン 1-3と細胞膜への結合を
担うドメイン 4 を持つ。 数種の候補分子の
中から今回は、（i）ドメイン 1-3部位の立体
構造変化を拘束する SS 結合の開裂が調節し
易いインターメディリシン（ILY）のドメイ
ン 1-3（ドメイン 2と 3間に SS 結合を導入）

と、CHL 結合性を持ち CHL 含有リポソームに
連結が容易なスイリシン（SLY）のドメイン 4
（Cys/Ala 置換体）変異体からなるキメラ毒
素の N末端に、S. aureus IFO12732 株由来プ
ロテイン Aの抗体結合ドメイン Zを融合発現
した変異体毒素（Z-mSLY-SS）、（ii）ILY ドメ
イン 1-3（ドメイン 2と 3間に SS結合を導入）
と、CHL親和性が SLYよりやや低い S. mitis
由来ヒト血小板凝集因子（Sm-hPAF）のドメ
イン 4からなるキメラ毒素の N末端に肺癌結
合性ペプチド配列（LTBP）[Oyama T. et al,, 
Cancer Lett., 202, 219-230(2003)]を融合
発現した変異体毒素（LTBP-mPAF-SS）を用い
た。Z-mSLY-SSの発現系の作製方法の詳細は、
５項の特許明細書に記載した。LTBP-mPAF-SS
の作製方法の詳細は、５項の雑誌論文①に記
載した。なお比較分子として用いる各キメラ
毒素の Z ドメイン及び LTBP を欠く分子や
LTBP-mSLY-SSも同様な手法で調製した。 
 各毒素の発現系大腸菌を LB培地で培養し、
遠心集菌後、超音波破砕で菌体から組換え体
毒素の粗分画を得た。HisTrapHP キレート親
和性クロマトグラフィーにより、この粗分画
から精製標品を得た。LTBP-mPAF-SS変異体に
ついては、HisTrapHP カラムの主分画をさら
に HiTrap Butyl HP カラムで精製を行い精製
標品を得た。各々の標品は SDS-PAGE で純度
確認し、使用まで-80℃にて凍結保存し使用
した。 
② エフェクター毒素の調製 
 細胞外においては低毒性であり、細胞内で
活性を発揮するエフェクター毒素として、緑
膿菌（P. aeruginosa）の持つ外毒素 A（ETA）
の細胞膜受容体結合ドメイン Ia を欠いた毒
素（BD-ETA）を作製した。先ず、PAO-1/S-Lac
株由来のシグナル配列を含まない野生型 ETA
遺伝子を PCR増幅し、改変 pQE-1 ベクターに
クローニングした pORF-ETA プラスミドを作
製した。これを鋳型とし、細胞質移行ドメイ
ンから酵素活性ドメインまでの遺伝子断片
を、5’端に BamHI、3’端に SphI認識切断部
位を付加して PCR 増幅した。この断片を、
BamHIと SphIで切断してインサートを除いた
pORF-ETA に挿入して pBD-ETA を作製した。
これら２つのプラスミドで作製した野生型
ETA 及びBD-ETA 発現系大腸菌をそれぞれ LB
培地で培養し、標的化毒素と同様にキレート
親和性クロマトグラフィーにより精製標品
を得た。各々の標品は SDS-PAGE で純度確認
し、使用まで-80℃にて凍結保存し使用した。 
③ 薬剤封入リポソーム 
抗癌剤封入リポソームの調製： 送達薬剤と
して 5mM の 5-フルオロウラシル（5-FU）とリ
ポソーム密封性可視化剤として 10mM の蛍光
色素フルオレセイン Na を含むリン酸緩衝化
生理食塩水（PBS）を封入したリポソーム
[Dipalmitoylphosphatidylcholine（DPPC）/ 



CHL（モル比 1:1）]をバンガム法で調製した。
これにつき凍結融解を 5回繰り返し、さらに
100nm メンブランフィルターを通して単一膜
（ULM）リポソームを作製した。さらにゲル
ろ過カラムで 5-FU /フルオレセイン Na 封入
リポソーム分画を未封入の薬剤から分離・回
収した。また必要に応じて超遠心処理で濃縮
を行い使用した。  
BD-ETA 変異体封入リポソームの調製方法の
検討： 送達するエフェクター毒素として
BD-ETA 変異体を変性させずに封入したリポ
ソームを調製するため、定法の飽和脂肪酸側
鎖を持つリン脂質を用いて加熱（60℃）・超
音波処理で作製する手法に替わるものとし
て、２つの不飽和脂肪酸側鎖を持つリン脂質
Dioleoylphosphatidylcholine（DOPC）を用
いて常温近く（40℃）でジャイアントリポソ
ーム(GL)を形成させ、その後の CHL+DPPC 添
加処理でリポソームを安定化し、さらに粒径
サイズダウンを行って毒素封入リポソーム
を調製する手法の検討を行った。 
 
(2) 安全機構を施した毒素機能の確認 
①SS結合による標的化毒素の活性制御 
 SS 結合による標的化毒素の膜孔形成活性
の制御性評価は、以下のようにヒト赤血球に
対する溶血活性測定で行った。赤血球の PBS
懸濁液に、SS 還元剤であるジチオスレイトー
ル（DTT）あるいは細胞内還元物質の還元型
グルタチオン（GSH）の有無の条件下で標的
化毒素を 37℃にて 1時間作用させた後、遠心
上清中のヘモグロビン量を 540nmの吸光度で
測定して溶血活性（%）を算出し比較した。 
②標的化毒素のリポソームへの結合能 
 ULM リポソーム懸濁液に標的化毒素を加え、 
37℃で 1 時間反応させた。これを超遠心して
上清（結合反応上清分画）を回収し、沈殿を
PBSで遠心洗浄して洗浄上清（洗浄上清分画）
と沈殿（結合反応リポソーム分画）を回収し
た。これらを SDS-PAGE で泳動した。泳動後、
分離した蛋白質を PVDF 膜上に転写した。転
写した膜は 1%ウシ血清アルブミン含有 PBS
（ブロッキング液）でブロッキング後、ブロ
ッキング液で 1000倍希釈した抗 Hisタグ-マ
ウス抗体（Santa Cruz）を加えて室温で 1 時
間反応させ、3 回洗浄を行い、ブロッキング
液で 1000 倍希釈した西洋ワサビペルオキシ
ダーゼ（HRP）標識化-抗マウス IgG と室温で
1 時間反応させた。6 回洗浄後、HRP活性検出
用化学発光試薬（ Chemiluminescent HRP 
Substrate、 Millipore）と反応させてルミ
ノイメージアナライザー（LAS-4000mini、 
Fujifilm）で発光画像を記録した。 
③Z-mSLY-SSの IgG 結合能 
 Z-mSLY-SS が持つ IgG 抗体結合活性は以下
のように検討した。96穴 ELISA プレートの各
穴に、健常人ボランティア及びウサギの正常

血清由来の精製 IgG を 1g ずつ乾燥固定し、
ブロッキング液で 30 分ブロッキングし、ブ
ロッキング液で作製した Z-mSLY-SS希釈列と
1 時間、抗 SLY マウス単クローン抗体と 1 時
間、ブロッキング液で希釈した HRP 標識化-
抗マウス IgGヤギ抗体と 1時間、この順で反
応させた。各々の反応後は PBSで 6回洗浄を
行った。最後に ABTSと過酸化水素を含む HRP
基質液を分注して一定時間後、415nm の吸光
度をマイクロプレートリーダーで測定した。 
④標的化毒素の癌細胞標的化作用 
 ULM リポソーム分画と Z-mSLY-SS をモル比
400（DPPC）:1で混合し、25℃にて 30分反応
させた。これを 2分割し、一方は抗 CEAウサ
ギ IgG 抗体（AB BIOTEC 社）と反応・洗浄し
た後、2 分画とも上清を 10%ウシ胎児血清
（FBS）含有 DMEM培地に置換し、同濃度にな
るように再懸濁した。これを、コラーゲンコ
ートしたカバーグラス上に CEA陽性ヒト癌細
胞（大腸癌細胞 Lovoあるいは肝癌細胞 HepG2）
とヒト正常線維芽細胞 NB1RGB を混合培養し
た上に加えて 37℃で炭酸ガス培養器中にて 2
時間反応させた。その後、上清を取り除いて
血清を含まない DMEM 培地で 3 回洗浄し、パ
ラホルムアルデヒドで固定した。PBS で 3 回
洗浄後、封入剤で封入して倒立型蛍光顕微鏡
IX71（Olympus）で観察した。LTBP-mPAF-SS
についても LTBP を持たない mPAF-SS と比較
しながら、リポソームの代わりにヒト赤血球
を結合させて A549細胞と NB1RGB 細胞に作用
させ、洗浄後に位相差顕微鏡で標的化の特異
性を検討した。 
⑤細胞膜受容体結合ドメインを欠いたエフ
ェクター毒素の細胞障害活性 
 野生型の ETA を対照として、BD-ETA 変異
体の示す細胞毒性をヒト肺癌細胞 A549 とヒ
ト正常線維芽細胞 NB1RGBを用いて検討した。
各細胞を 5x103細胞/穴となるよう 96 穴培養
プレートに分注して 37℃にて炭酸ガス培養
器中で 24 時間培養し、細胞を定着させた。
ここに 10%FBS を含む DMEM 培地で作製した
ETA 及びBD-ETA の希釈液を加えて同条件で
48 時間培養を継続した。その後、細胞の生存
率を WST-1/PMSを用いた MTT アッセイ変法に
よって測定した。 
 
(3) DDSの正常マウスに対する影響 
 以下のように DDSを構築し、正常マウスに
対するその毒性を観察した。Balb/c マウス
（オス、10 週齢）の各 5 匹に、（i）36g の
Z-mSLY-SSを 25℃にて 1時間処理して結合さ
せた 5-FU含有リポソーム（75nmol の DPPC相
当）の懸濁液0.1ml、（ii）36gのLTBP-mPAF-SS
を 25℃にて 1 時間処理して結合させた 5-FU
封入 ULM リポソーム（75nmol の DPPC 相当）
の懸濁液 0.1ml、（iii）5-FU 含有リポソーム
（75nmol の DPPC 相当）のみの懸濁液 0.1ml



をそれぞれ、腹腔内注射し、その後 1週間間
隔で 4回同量の DDSを投与し、経過を観察し
た。なお、標的化毒素処理したリポソームは
毒素処理後に 10 M の CHL含有 PBS で処理し
て、調製過程で含まれる可能性がある遊離毒
素の中和処理を施して使用した。 
 
(4) DDSの担癌マウス生存率に対する影響 
 今回は２つの標的化毒素の内、Z-mSLY-SS
に例を絞り、これと抗 CEA抗体とを連結させ
て抗癌剤 5-FU 封入 ULM リポソームに結合さ
せた DDS につき、CEA 陽性癌を移植したヌー
ドマウスの生存率に及ぼす効果を検討した。
ヌードマウスとして Balb/cSlc-nu/nuマウス
（オス、11 週齢）を使用し、ランダムに４群
（各群５匹：下記参照）に分別した。これら
の群のうち、１～３群のマウスの腹腔内には、
1.0x106 個の CEA 陽性のヒト肝癌細胞 HepG2
をペニシリン/ストレプトマイシン含有 DMEM
培地 1ml に懸濁して移植した。その翌日に、
各群のマウスに下記の DDSの PBS懸濁液また
は PBS を腹腔内投与した。DDS の調製：5-FU
封入 ULM リポソーム（75nmolの DPPC相当）
を、36gの Z-mSLY-SSと 25℃にて１時間結
合させ、これを 10 M の CHL含有 PBS で処
理し、残存する遊離 Z-mSLY-SS の CHL 結合
性の中和処理を施した。次に 36g の抗 CEA
抗体(IgG)を反応させて Z-mSLY-SS に抗体
を連結し、抗体結合 Z-mSLY-SS 化 5-FU 封
入リポソーム（antiCEA/Z-mSLY-SS(LIPO)）
を調製した。これを DDSとして動物実験に
使用した。また比較実験用に、上記で調製
した 5-FU 封入 ULM リポソーム（75nmol の
DPPC 相当）を、36g の Z-mSLY-SS と 25℃
にて１時間処理して結合後、抗体を結合さ
せていない Z-mSLY-SS(LIPO)も作製し、同様
に動物実験に使用した。以下に各群の投与
物を示す。 
・１群：antiCEA/Z-mSLY-SS(LIPO)PBS懸濁液
0.1ml（+HepG2, +antiCEA/Z-mSLY-SS(LIPO)） 
・２群： Z-mSLY-SS(LIPO) PBS懸濁液 0.1ml
（+HepG2, + Z-mSLY-SS(LIPO)） 
・３群：0.1ml の PBS（+HepG2） 
・４群（コントロール群）：肝癌細胞 HepG2
を移植せず、他群の DDS投与時に 0.1mlの PBS
のみを投与（-HepG2 (control)） 
 これらの PBS 懸濁液または PBS投与（初回
投与）の 30 日後に、各群のマウスに同様の
PBS 懸濁液または PBS を腹腔内投与した。但
しその際、１群及び２群に投与した DDSにつ
いては、いずれも初回で投与したリポソーム
量（5-FU量）は同じだが、Z-mSLY-SS及び抗
CEA抗体(IgG)量はいずれも 2/3量に減量し調
製したものである。その後、各群のマウスを
個別に体重測定と状況観察を行いつつ、その
生死を観察した。 
 

４．研究成果 
 
(1) 安全機構を施した標的化毒素とそれを
用いた DDS 
 安全機構を施した標的化毒素として CDCの
キメラ毒素を複数作製した結果、肺癌指向性
の標的化毒素として LTBP-mPAF-SS、組み合わ
せる IgG抗体の特異性によって指向性が可変
型の Z-mSLY-SSの作製とキャラクタライズに
成功した。両毒素ともに分子内の SS 結合に
よって細胞膜及び CHL含有リポソームに対す
る膜孔形成活性が、1g/mlと高濃度でも阻害
されており、これが DTTや細胞内で想定され
る濃度の GSHの共存により解除され、膜孔形
成が進行することが確認された。図１に
LTBP-mPAF-SSの例を示す。従ってこれらは細
胞内で GSHによるリポソームの崩壊を誘導で
きる能力を持つことが示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 これらの標的化毒素は、赤血球膜や CHL 含
有リポソームに反応させたところ、いずれも
強い結合能を示した。また図２に示すように、
Z-mSLY-SS は S. aureus プロテイン A と結合
性を示すヒトやウサギ等の IgGとの結合能も
保持することが確認された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 先 ず 、 こ れ ら の 標 的 化 毒 素 の 中 の
LTBP-mPAF-SSをヒト赤血球に結合させ、ヒト
肺癌細胞 A549 への特異的標的化をヒト正常
線維芽細胞 NB1RGBと比較して検討した結果、
図 3 に示すように LTBP-mPAF-SS を表面に持
つ赤血球は A549 に大量に結合した。一方、
LTBP を欠くキメラ毒素を結合させた赤血球
ではどちらの細胞にもほとんど親和性を示
さなかった。またどちらの毒素を結合させた
赤血球も正常細胞である NB1RGB には結合性
を示さなかった。この結果は LTBP-mPAF-SS
が肺癌指向性の DDS用標的化毒素として機能
することを示唆すると考えられた。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 次に Z-mSLY-SSを、蛍光色素を封入した CHL
含有 ULMリポソームに結合させた DDSを作製
し、抗 CEA-IgGと併用してヒトの CEA陽性癌
細胞への標的化を試みた。抗 CEA-IgGを連結
した Z-mSLY-SSを結合させたリポソームはヒ
トの正常線維芽細胞 NB1RGB と CEA 陽性大腸
癌細胞 Lovo の混合培養系において、選択的
に Lovoに結合することが観察された（図 4）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また CEAを持つ肝癌細胞 HepG2 でも、同様
な選択的な結合が観察された（図 5）。これら
の結果から、抗 CEA 抗体と Z-mSLY-SSを用い
れば、CEA 陽性の癌細胞特異的な抗癌剤治療
が可能であることが示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 さらに LTBP-mPAF-SS と Z-mSLY-SS を結合
したリポソームをマウスに投与して毒性を
検討した結果、5 回の反復投与を行っても異
常は認められず、死亡する個体も無かった。
そこで Z-mSLY-SS に例をとり、これと抗
CEA-IgG抗体を連結させて 5-FU封入 ULMリポ
ソームに結合させ、ヒト肝癌細胞を移植した
ヌードマウスに投与して影響を観察したと
ころ、図６に示すように、1 ヶ月間隔での 2
回の投与によって、癌細胞移植 100 日後でも
80％の生存率を維持した。しかし抗 CEA抗体

を併用しない場合や DDSを全く投与しない場
合には、生存率が各々40%と 20%であり、抗
CEA 抗体を併用した DDS の投与による顕著な
延命効果が確認された。従って、安全機構を
施した標的化毒素のみを DDSに応用した癌治
療法でも、その有効性が十分に示唆された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 安全機構を施したエフェクター毒素 
 ETA の 3 つのドメイン（細胞膜受容体結合
ドメイン/細胞質移行ドメイン/伸長因子
2-ADP リボシル化酵素ドメイン）の内の細胞
膜受容体結合ドメインを欠くBD-ETA とドメ
イン構成が完全な野生型 ETA について、肺癌
細胞 A549及び正常線維芽細胞 NB1RGB への細
胞毒性を比較した結果、A549 に対する野生型
ETA及びBD-ETAの LD50値は各々14pgと 59ng、
NB1RGB に対するそれらは各々530pg と 2.3g
であり、それぞれの細胞に対して野生型 ETA 
の 4000 倍以上加えないと細胞外からは
BD-ETA の取り込み/殺細胞活性は見られな
かった。従ってこの安全域を念頭に濃度を設
定して使用すれば、安全性の高い細胞内作用
性のエフェクター毒素として有用であるこ
とが確認できた。このように、BD-ETA を封
入したリポソームと先に示した標的化毒素
とを組み合わせて癌細胞のエンド/ファゴソ
ーム内へBD-ETA を送達できれば、5-FU等の
通常の抗癌剤比べてより効率的な癌治療が
可能であることが示唆された。しかし通常の
リポソーム作製法ではその過程の加熱によ
るBD-ETA の失活が著しく、十分量の毒素を
封入できなかった。そこで DOPC を用いて低
温で作製した GLにBD-ETA を封入し、それを
サイズダウンすることを試みたが、リポソー
ムの密封性が低く毒素の漏れが短時間で起
こった（調製 3 日後で残存率 12%）。そこで
GL 作製後に CHL と DPPC を取り込ませたとこ
ろ、密封性の有意な改善が認められた（調製
3 日後で残存率 63%）。従って、今後この作成
方法を更に最適化すれば、2 重安全機構を備
えた安全性と効率の高い癌治療用 DDSの開発
ができる目処が立ってきた。 



(3) 総括 
 本研究では、有効かつ安全性の高い、2 重
安全機構を施した細菌毒素を用いる新規癌
治療技術の開発を目指した。その結果、先ず
1 段目の、細胞外では活性を示さず細胞内で
のみ活性を示す安全機構を施した標的化毒
素として、肺癌細胞に指向してリポソームを
運搬できる毒素や抗体を併用することで標
的可変型のリポソーム運搬毒素の開発に成
功した。特に後者を CEA に対する IgG抗体と
併用して作製した治療用抗癌剤封入リポソ
ームによる DDS は、CEA 陽性癌細胞に特異的
に標的化でき、CEA 陽性癌細胞を移植したヌ
ードマウスによる動物実験で顕著な延命効
果を発揮し、その有効性が確認された。この
ような安全機構を持った標的化毒素は国内
外で開発例は無く斬新なものであり、この 1
段目の毒素のみを用いた癌治療システムで
も有望な技術と考えられる。さらに、2 つ目
の安全機構を施した癌細胞障害性エフェク
ター毒素の作製にも成功した。今回の研究で
は当初の目的である、この両者を併用した
DDS の開発までには到らなかったものの、今
後このエフェクター毒素を安定かつ効率的
にリポソームに封入する技術が確立できれ
ば、両毒素を併用した標的可変型の新規癌治
療技術の開発は十分可能であると考えられ、
新規癌治療法の開発の目処がついた。 
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