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研究成果の概要（和文）：本研究では、pH応答性基の脱離によって、下限臨界共溶温度(LCST)が大きく変化する
新規poly(N-isopropylacryl amide)(PNIPAAm)誘導体を合成した。このポリマーは血中pHでは完全に溶解してい
るが、腫瘍内低pH環境に応答して疎水性へと変化し、がん細胞による取り込み効率や腫瘍内滞留性が向上するこ
とがin vitroおよびin vivo実験により確認された。本ポリマーは、がんのイメージングや光線力学治療への応
用が期待される。

研究成果の概要（英文）：In this study, we synthesized novel poly (N-isopropylacryl amide) (PNIPAAm) 
derivatives with pH-responsive cleavable groups such as 2-propionic-3-methyl　maleic amide(PMM) 
moiety, thereby exhibiting a great change in lower critical solution temperature (LCST) responding 
to environmental pH.  The PNIPAAm derivatives are completely soluble at physiological pH in the 
blood compartment (pH 7.4), but change to a hydrophobic nature in response to the low pH environment
 in the tumor tissue through the cleavage of PMM. As a result, the in vitro and in vivo experiments 
revealed that the optimized PNIPAAm derivatives showed enhanced cellular uptake under acidic 
conditions and improved retention in the tumor tissue after the systemic administration to the 
tumor-bearing mice. These polymers are expected to be applied to molecular imaging and photodynamic 
therapy (PDT) of malignant tumors.

研究分野： ドラッグデリバリーシステム

キーワード： 温度応答性ポリマー　がん　pH応答性　微小環境　イメージング　光線力学治療
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１．研究開始当初の背景 
 がんのイメージングや光線力学治療（PDT）
においては、腫瘍組織に対する高いコントラ
ストを実現する必要がある。長期血中滞留性
を示す高分子キャリアは、腫瘍組織における
血管壁透過性の亢進と未発達なリンパ系の
構築によるクリアランスの低下に基づく EPR
効果によって、効率的で且つ高いがん集積効
果を示すことが知られているが、イメージン
グや PDT への応用に関しては、不連続内皮を
有する肝臓や脾臓への集積による“低いがん
特異性”や血中に存在することによる“バッ
クグラウンドの増大”が大きな課題となる。
従って、がんのイメージングや PDT において
“高いがん特異性”を実現するためには、(i)
血管壁透過性が亢進している臓器・組織にお
いてのみ組織移行性を示す高分子としての
性質を有すること（正常組織への移行の抑
制）、(ii) サイズが糸球体ろ過のしきい値以
下であり投与数時間で体外へと排泄される
こと（バックグラウンドの低下）、(iii)がん
組織においてのみ滞留する性質・機能を有す
ること（がん特異性の向上）が重要であると
考えられる。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、上記の(i)(ii)を満たし、さ
らに (iii)を実現するために、腫瘍内低 pH
環境で pH 応答性基の脱離によって親水性か
ら疎水性に変化する新規機能性ポリマーの
開発を目的として研究を行った。具体的には、
下限臨界共溶温度(LCST)が32℃付近の1級ア
ミ ノ 基 を 有 す る poly(N-isopropylacryl 
amide)(PNIPAAm)誘導体に、pH5.5-6.5 で脱離
するマレイン酸誘導体を介して複数のカル
ボキシ基を導入することによって LCST が生
体内温度以上の pH 応答性 PNIPAAm 誘導体を
合成した(図 1)。これまでも NIPAAm とイオン
性モノマーを共重合した pH 応答性ポリマー
は開発されているが、これらの従来ポリマー
は、図 2(A)に示すように pH 変化に対する
LCST の変化が小さく、相転移挙動の制御が困
難であった。また応答する pH に関しても、
生体内 pH 付近の比較的高い pKa を有するイ
オン性モノマー(スルホンアミド等)の利用
が検討されているものの、その選択肢は限定
的であった。これに対して、図 1の機能性ポ
リマーでは、pH 応答性基が脱離する pH であ
れば（pH により速度は異なるが）脱離反応が
進行し、pH 応答性基が完全に脱離したポリマ
ーとなるために僅かな pH 変化で大幅な LCST
の変化が達成される(図 2(B))。さらに、pH
応答性基には、図 1 では 2-propionic 
-3-methyl maleic amide(PMM)の例を示して
いるが、さまざまな選択肢があり、pH 応答性
基が脱離する pH や速度を任意に制御するこ
とも可能であると考えられる。そこで本研究
では、pH 応答性の脱離基を有する PNIPAAm 誘
導体を合成し、培養細胞を用いた in vitro
実験およびマウスを用いた in vivo 実験によ

り、その機能を実証することを目的とした。 

 

図 1.腫瘍内低 pH 環境で親水性から疎水性に
変化する機能性ポリマー 
 

 

図 2.従来の pH応答性 LCSTポリマーと pH応
答性基の脱離によって LCST が変化する新規
機能性ポリマー 
 
３．研究の方法 
 アミノ基を有する AIPAAm 導入率が異なる
P(NIPAAm/AIPAAm) は RAFT 重 合 に よ り
poly(tert-butyl acrylate)を合成した後に、
脱保護を行うことでポリアクリル酸を合成
し、側鎖修飾を行うことで合成した。本研究
では、重合度が 96 のポリマーを使用し、α
末端の官能基変換により得られるアミノ基
を利用して蛍光色素(Alexa Fluor 488)を導
入した。 
 合成したポリマーの LCST は、1.5wt%の溶液
を調製し、UV-Vis 分光光度計を利用して
500nm の波長における透過率を測定すること
により評価した。ポリマーの細胞取り込み実
験は、ヒト肺がん由来 A549 細胞を用いて、1
時間培養後の Alexa488 の強度をフローサイ
トメトリー(Guava easy-Cyte 6-2L, Merck 
Millipore 社)によって評価した。また、in 
vivo 評価では、マウス大腸がん由来の C26 細
胞の皮下移植モデルにAlexa488標識PNIPAAm
および PNIPAAm誘導体を静脈内投与し、1,3,6



時間後に摘出した腫瘍組織の Lysate 中の蛍
光強度を測定することによって、ポリマーの
腫瘍集積性を評価した。 
 
４．研究成果 
 AIPAAm 導入率が 2.5、4、10%の P(NIPAAm/ 
AIPAAm)を合成し、LCST の測定を行ったとこ
ろ、4%の導入率までは LCST が 32℃以下であ
ったが、10%の導入率では 40℃以上に上昇し
た。この結果は、isopropyl 基の連続構造を
維持した状態で官能基を導入すれば、LCST を
PNIPAAm と同等に維持できるという過去の報
告[Macromolecules 33: 8312 (2000); J 
Biomater. Sci. Polym. Ed. 11: 101(2000)]
と一致する結果である。これらのポリマーに
PMM 基を導入したところ、水溶性の増大によ
って LCST が大幅に上昇することが確認され
た(図 3 の緑→青)。次に、このポリマーを
pH5.5の PBS中で1時間処理後にLCSTを評価
したところ、P(NIPAAm/AIPAAm)と同等の LCST
を示すことが確認された（図 3 の赤）。この
結果は、pH5.5 において PMM 基が脱離し、
P(NIPAAm/AIPAAm-PMM)(図1左)からP(NIPAAm 
/AIPAAm) (図 1 右)に変化したことを示唆し
ているものと考えられる。 
 

 
図 3. P(NIPAAm/AIPAAm(2.5%))(緑)、
P(NIPAAm/AIPAAm(2.5%)-PMM)(青)、 
pH5.5の PBS中で 1時間処理後の
P(NIPAAm/AIPAAm(2.5%)-PMM) (赤) 
 
 AIPAAm 導 入 率 の 異 な る P(NIPAAm 
/AIPAAm(2.5, 4, 10%)-PMM)の異なる pH環境
下での LCST を図 4に示した。この結果より、
いずれのポリマーも酸性条件でPMM基が脱離
することによる LCST の低下を示すことが確
認された。とりわけ、P(NIPAAm /AIPAAm(2.5, 
4 %)-PMM)においては、pH7.4 では 40℃以上
の LCST を示したが、pH6.8 以下で 35℃以下
の LCST を示し、生体内温度(37℃)で血中 pH
から腫瘍内 pH への変化によって親水性から
疎水性に変化する特性を有するものと思わ
れた。 
 次に、Alexa488 で標識した PNIPAAm および
PNIPAAm 誘導体の LCST を評価したところ、比
較的水溶性の高い Alexa488 の結合により、
すべてのポリマーの LCST が上昇した。これ 

 
図 4. 異なる pH 環境における P(NIPAAm 
/AIPAAm-PMM)の LCST 
 
を散乱光強度の変化により評価したところ、
37℃における pH7.4 から pH6 への変化によっ
て P(NIPAAm/AIPAAm(2.5%)-PMM)のみが散乱
光強度の増加を示すことが明らかになった
(図 5 に 37℃における pH7.4 と pH6 の散乱光
強度の比をまとめている)。また、酸開裂性
を示さない carballylic anhydride(CAR)、
succinic anhydride(SUC)を P(NIPAAm/AIPAAm 
(2.5%))に反応させカルボキシ基を導入した
場合には、pH7.4 から pH6 への変化によって
散乱光強度の増加が見られなかったことか
ら、P(NIPAAm /AIPAAm(2.5%)-PMM)の散乱光
強度の増加はPMM基の脱離によるものである
ことが示唆された。 

 

図 5. Alexa488標識 PNIPAAmおよび
PNIPAAm誘導体の 37℃における pH7.4 と
pH6の散乱光強度の比 
 
 この結果に基づいて、Alexa488 標識
PNIPAAmおよびPNIPAAm誘導体のA549細胞に
よる培養1時間後の取り込み量を評価した結
果を図 6 に示した。この結果より、
P(NIPAAm/AIPAAm(2.5%)-PMM)のみが pH7.4か
ら pH6 への変化によって 5倍以上の細胞取り
込みを示すことが確認された。この結果は、
pH6 において PMM 基が脱離し、ポリマーの
LCST の低下によって疎水性となったために
細胞との相互作用が惹起されたことに起因
するものと考察される。 



 
図 6. Alexa488標識 PNIPAAmおよび
PNIPAAm誘導体の A549細胞による取り込み
量の評価（pH7.4および 6の培地中で 1時間培
養後の結果） 
 
 最後に、マウス大腸がん C26 細胞の皮下移
植モデルマウスに Alexa488 標識 PNIPAAm お
よび P(NIPAAm/AIPAAm(2.5%)-PMM)を i.v.投
与した時のがん組織中のポリマー量を評価
した結果を図 7に示す。この結果より、水溶
性の Alexa488 標識 PNIPAAm は時間依存的に
腫瘍から消失していくことが確認されたが、
Alexa488 標識 P(NIPAAm/AIPAAm(2.5%)-PMM)
は長時間にわたりがん組織に滞留すること
が確認された。この結果は、腫瘍内の低 pH
環境においてポリマーが親水性から疎水性
に変化し、がん組織と相互作用したことによ
るものと考えられる。 

 
図 7. Alexa488標識 PNIPAAmおよび
P(NIPAAm/AIPAAm(2.5%)-PMM)の i.v.投与
後の固形がん(C26)への集積 
 
 以上のように、本研究では、pH 応答性の脱
離基を利用した新規PNIPAAm誘導体を設計し、
血中 pH と腫瘍内 pH を境として大幅な LCST
変化を実現することに成功した。また、この
ポリマーが in vivo 環境においても設計通り
に機能することをマウスを用いた動物実験
により実証した。本ポリマーを利用すれば、
“高いがん特異性”を達成することが可能で
ある。現在、新規 PNIPAAm 誘導体のがんのイ
メージングや PDT への応用を進めている。 
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