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1. 緒言
先進国を中心に高齢化が進行し、アルツハイマー病(AD)に代表され
る中枢神経系(CNS)疾患は深刻な社会問題と化している. CNS 治療を
困難にしている最大の障壁が血液脳関門(BBB)と呼ばれるバリア機構
である. BBB は脳血管内皮細胞(BCECs)を主体に形成される関門組織
で、脳活動に必須な栄養素を選択的に取り込む反面、薬剤の送達を制
限している(1). 実際に臨床で AD 治療薬として使用されているドネペ
ジルの脳への集積量は投与量の 0.01%、BBB 通過を指向したペプチド
搭載ナノ粒子も 0.05%と既存技術では集積量は低く、十分な治療効果
が望めないのが現状である(2). そうした中で筆者らは、BCECs で血糖
値に応答して局在量・箇所が変化しさらに他のトランスポーターと比
べ桁違いに多く局在するグルコーストランスポーター1(GLUT1)に着
目し、グルコース(Gluc)を表層に搭載した高分子集合体 (直径 30 nm)
を構築し、さらに血糖値の推移を精密制御することで臨床薬の約 100
倍も多くナノ粒子を脳へ集積させることに成功している(3).

図 1. 本研究課題の概念図

今後ナノ粒子を用いた脳への薬剤送達が活発になると考えられる一方で、ナノ粒子の細胞内・組織内トラフィッキング
において、『サイズ』という物理的パラメータが脳内分布に影響することが類推される. そこで上記の方法論を用いて、
「サイズの異なるナノ粒子の脳内分布」に関する検証を実施し、未だに未解明な部分の多い脳内の生理学評価に用いるツ
ールへと展開することを検討した. なお本研究では、電子顕微鏡などを用いた評価が容易でありさらに単分散性の著しく
高い金ナノ粒子(AuNP)を用いた. AuNP 表面への BBB 通過のための Gluc リガンドは、
Gluc-ポリエチレングリコール(GlucPEG)を基盤高分子とし、末端にスルフィド基を導入した Gluc-PEG-SH と AuNP との自己組織化技術を用いた(図 1).

2. 高分子合成及びナノ粒子の物性評価
6 位のヒドロキシル基以外を保護したグルコースを開始剤としてエチレンオキシド(EO)重合を行い Gluc-PEG-OH を重
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図 2. Gluc-PEG-SH の合成スキーム

合した. ここで PEG 分子量は、これまでの報告例に従って約 2,000 を標的として重合した. その後末端を OH 基から NH2
基、SH 基へ変換し Gluc-PEG-SH を調製した. 調製した Gluc-PEG-SH は、プロトン核磁気共鳴測定, 超高速液体クロマト
グラフィ測定、さらに SH 基の定量キットを用いて評価した(図 2). 標的とする PEG 分子量約 2,100 で末端の SH 基導入率
が 98%と効率的に反応が進行し所望の高分子合成を確認した. また最終
的に AuNP 表層の Gluc 密度を制御するために、グルコースを担持してい
ない MeO-PEG-SH も合わせて調製した. 調製した Gluc-PEG-SH と PEGSH を任意の割合で混合した水溶液をサイズの異なる AuNP (30, 50 100
nm)に添加し、種々のサイズの Gluc-AuNP を調製した. 動的光散乱(DLS)
測定及び電子顕微鏡(TEM)観察により単分散な粒子形成が確認された
(図 3). また還元糖の定量法であるフェノール−硫酸法でグルコース導入
を評価し、添加量に比例してグルコース導入の増加が確認された. 以後、
Gluc-AuNP(X)の X は粒径を意味する(例えば Gluc-AuNP(38)は直径 38 nm
の Gluc-AuNP).

図 3. サイズの異なる Gluc-AuNP の動的光散乱測定

3. 血中循環性評価および脳集積性試験
まず種々のサイズの Gluc-AuNP をマウス(Balb c/メス, 8 週齢)に尾静脈より投与し、血中循環性を生体内での挙動をリ
アルタイムで観察可能な in vivo 共焦点顕微鏡(IVRTCLSM)を用いて評価した (本実験においては、蛍光分子を修飾した
AuNP を用いた). その結果、粒径に関わらず高い血中循環性を示すことが明らかとなった. また脳集積性についても同様
に評価した. その結果、Gluc-AuNP(38)は 2%、Gluc-AuNP(60)は 0.9%、Gluc-AuNP(108)は 0.6%が脳に集積することが明ら
かとなった.

4. 脳内分布評価
異なる蛍光色素で標識した Gluc-AuNP(38)と Gluc-AuNP(108)を、上記と同様にマウスに尾静脈投与し 24 時間後に脳を
回収し、脳切片をクライオスタットで作成し、CLSM により脳実質部のどこに集積しているかを検討した。その結果、興
味深いことに Gluc-AuNP(38)は脳の深部に至るまで一様に分布するのに対し、Gluc-AuNP(108)は脳脊髄液中に留まること
が明らかになった. これは、おそらく BCECs を取り囲むように存在するミクログリアのエンドフットにより形成される
グリア限界膜を粒径の大きな Gluc-AuNP(108)は通過することができずに脳脊髄液中に留まることが考えられる. 言い換
えると、NPs のサイズを制御することで脳内の分布を制御できることを支持する結果である(4).
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