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表紙：竹川竹斎邸と顔写真 

竹川竹斎は約 200 年前の文化六年（1809 年）5 月 25 日に射和（三重県松阪市射和町）

で生誕した。父は本居宣長の弟子で豪商の竹川政信、母は賀茂真淵の高弟の荒木田久老の

長女・菅子である。このように文化的な環境にも恵まれながら育ち、生来読書を好み、幅

広い知識を身につけていった。幕末から明治維新に活躍した勝海舟、大久保一翁らとも親

交が深く、彼が展開した護国論は幕閣の小栗上野介に注目され、幕末の政策論者としても

高く評価されていた。一方、私財をなげうって集めた当時としては異例に多い蔵書や美術

品を一般に公開するため、私的図書館の射和文庫を創設した博物者でもあった。表紙の竹

川邸と竹斎の顔写真は竹川裕久氏（竹川竹斎の孫）の提供による。 

 

中表紙：射和文庫の玄関 

 竹川邸の中に書院として残っており、額書は鳥羽藩主（現在の射和町は松阪市に合併さ

れているが江戸時代は鳥羽藩）の稲垣長明の筆、衝立の人物画は月僊の作 
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巻頭言 

 

前田浩博士は抗がん剤の開発や発がん機序研究での世界的権威であるが、加熱野菜によ

る実際的ながん予防法を 20年以上前に公開されていた。筆者はかなり後でこの事実を教示

され、その原理と家庭で手軽にできる方法に驚いた。2007 年には新たな著書「活性酸素と

野菜の力」で、より充実した理論的根拠が示された。すばらしいがん予防対策であり、周

辺の仲間にも伝え、知識の普及を図った。それまで私ども疫学・予防学関係者は、野菜摂

取ががんを含め生活習慣病予防に有効との指導をしていたが、野菜の調理効果については

無知であった。前田博士は細胞・組織の損傷、ひいては疾病の予防には、抗酸化物質が重

要であり、日常より多くの抗酸化物を摂取するには、野菜が最も適している。そして野菜

を加熱すれば非常に高い抗酸化性が得られることを発見された。ビタミンＣの加熱による

失活も、個々の野菜でみれば 30％くらいあるが、多種類の野菜を同時に加熱した結果では、

ほとんど減少はないことも突き止められた。まことに画期的である。 

私どもは機会あるごとに、この知識の普及に努力してきたが、第一線を退いた私どもの

力は弱く、10 年経過してもこの地方では効果は周辺に限られ、マスコミの関心も高くでき

なかった。それで、この内容を電子書籍としてインターネットで流し、利用度の高い若い

研究者、医師、他の関係各位に知らせようと考えた。また、インターネットであれば全国

的にかなり長期にわたって普及できるので効率的と考えた。 

上記の前田博士の既刊書籍は古書店でも入手できず、多くの地域では忘れ去られた時期

でした。しかも、この貴重なオリジナルな内容を電子書籍化し無料で公開することには多

くの問題があり、難しいとためらっていた。一昨年、ある機会に、思い切って前田博士に

お伺いすると、前田博士は新しくまとめなおせば可能でしょうと承諾をいただいた。その

後、前田博士はご自身の長年のがん治療薬研究がノーベル賞候補となり、内外の対応に大

変ご多忙になられたので、悪い時期に重なったとの悔みもあった。 

しかし、ご多用な昨年夏、先生は一般向けに講演された記録を届けてくださった。既刊

の書籍の膨大な内容を要約され、新しい重要な項目もつけ加えていただいた。誠にありが

たいことで、さっそく編集に取り掛かかった。本年に入り、校正稿とともに、前田博士は

別にノーベル賞候補研究や、オリジナリテイの高い炎症、活性酸素と疾病成立という貴重

な論文、さらに総説を加えてくださった。がん治療薬の基本的な考え、がんを含む生活習

慣病予防の基礎理論であり、専門家の卒後教育には最適で、このシリーズとしてはこの上

ない内容となった。幸いなことに、昨年、前田博士が一般向に解説された出版物「最強の

野菜スープ」が大変な人気で、アマゾンのベストセラーになり、この 2 月には当地方の書

店でも売り切れが続いていた。一般人への加熱野菜の知識普及は軌道に乗ってきたわけで

あり、私どもも少し肩の荷が下りた感がある。 

さて、この歴史的ともいうべき電子書籍の内容を手短に紹介すると以下の様に、3部から

なり、第一に、機能性食品によるがん予防、第二に、新しい制癌剤開発に関する基礎的研
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究、第三に、フリーラジカルと発癌機序に関する研究である。 

第一の機能性食品によるがん予防では、組織障害や生活習慣病の成立には過酸化物、活

性酸素の作用がベースにあり、局所では抗酸化物が対応するがそれでは不十分で、外部か

らの補給が重要であり、それには加熱野菜が最適と考えられた。野菜の固い細胞壁を壊す

のには、生野菜を 5～6分煮たてるだけでよく、スープの中の抗酸化性は生野菜に比べ数十

倍から百倍にまで高まる。その中にはポリフェノール、フラボノイド、ビタミンＣ，葉酸、

ビタミンＫ，カロチノイドなどが大量に含まれる。多種類の野菜からは予想以上の抗酸化

物質が得られたのである。この野菜スープを手軽に作る方法、保存方法、食べ方をまで工

夫された。人体の組織内で絶えず産生される過酸化脂質、フリーラジカル、活性酸素など

は副反応として正常細胞を障害し、遺伝子までも傷つける。そうした分子生物学的研究に

よる機序も付け加えられ理解しやすくなっている。その他に、日常使われる食用油の特性、

構成成分による生理的機能、代謝物としての脂質ラジカルの出現、それを中和する脂質、

また海藻による放射線障害の防御作用も紹介されている。 

第二のノーベル賞候補となったがん治療薬の開発に関する研究では、最初に発表したス

マンクスという薬剤の制がん効果と、その作用の基礎となる EPR 効果 (Enhanced 

Permeability Retention Effect)の発見である。がん病巣の新生血管壁はその透過性が通常

の血管より大きく、各種の薬剤も取り込みやすく、放出されやすい。しかし高分子物質（薬

剤など）のみは放出されにくい特性がある。つまり高分子薬物は病巣に長く停滞する特性

が治療効果の向上に役立つわけである。この浸透性と停滞性が EPR効果であり、その後の

抗がん剤開発の大きな指針となり、1986年に Cancer Researchに掲載された前田論文は大

きな評価を受け、トムソン・ロイターの高頻度引用栄誉賞（化学部門、5名）に選ばれてい

る。日本人では初めてと聞いている。このスマンクス開発についての 18年に及ぶ研究経過

は手に汗を握るほどの感動を覚える。別の研究として、古くからある光線力学療法に EPR

理論を応用し、高分子の薬剤 protoporphyrinに亜鉛をつけた ZnPPを開発、腫瘍細胞に長

時間停留させて、皮膚障害の少ないキセノン・レーザー光線を照射する治療方法を開発し

た。抗腫瘍薬を併用すると効果はさらに大となる。蛍光物質を利用できるので、治療効果

の判定も容易であり、薬剤の副反応が極めて少ないので、期待ができる治療法である。前

田博士はこれらの成果から今後の腫瘍治療は、１）高い血中濃度の維持と管理、２）腫瘍

組織における選択的蓄積と活性薬剤の緩やかな放出、３）活発な活性薬剤の腫瘍細胞内取

り込み という基本的な 3原則を提唱された。 

第三のフリーラジカルと発がん機序に関する研究では、まず微生物から放出される有害

物質プロテアーゼの研究の論文から始まる。微生物のプロテアーゼは生体内炎症のメヂエ

イターであるブラディキニンを産生させ、それが引き金となって、宿主内のプロテアーゼ

が活性化される。そして局所痛、血管透過性の亢進、血管平滑筋弛緩などが起こり、ひい

ては感染症の病態を悪化させるという機序、感染炎症の持つ重要な一面を明らかにされた。

次に炎症と発がんの関連研究で、局所に炎症が成立すると、各フリーラジカルが生成し、
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サイトカインなど関連分子種が局所に集中する。それらは炎症終息に関与すると同時に、 

DNA障害にも及んで発癌に関連してくる。これらの研究結果で重要なことは、発がん物質

に暴露されていても局所に炎症が起きなければ発がんしないということである。放射線暴

露でも炎症を生じなければがん化せず、慢性炎症と発がんとの関連性は臨床疫学的にも明

らかで、感染による慢性炎症は予防できるだけに重要な知見と言える。こうした業績は約

20 年前に欧米で高く評価されたものであるが、わが国での評価は遅れていた。予防医学者

にとっては反省すべきことが多い。 

末尾に「がん研究における分子生物学パラダイムの苦悩、40 年にわたる苦戦の経験から

原点回帰へ」と題して Robert Weinberg の 2014 年の総説をベースに、著者の体験を織り

交ぜて、過去のがん研究成果を振り返っている。ワインバーグは、過去半世紀、膨大な予

算を使ってなされたがんの発症機序、治療法、予防などおびただしい領域の研究成果に目

を見張ったが、結果としてはがんの発生機序の解明や普遍的かつ特異的な治療法の確立に

は至ってない。がん病変は予想外に複雑な仕組みによって成り立っており、がん治療に普

遍的な分子生物学的レベルでの共通の攻撃目標は見つかっていないので、今後も短期間に

がん制圧ができるとは断定できない。前田博士もその実態は肯定しているが、前述の EPR

効果を基礎に、ナノ粒子化した薬物を含む高分子製剤の開発や、がん組織と正常組織の pH

濃度の差を利用する腫瘍特異的現象を用いた治療薬などの開発を勧めれば、今後のがん治

療研究は悲観的ではなく、普遍的な効果が得られるのではないかと述べている。 

以上、どの論文も世界のトップクラスの内容であり、啓発的、かつ教訓てきで、将来の

研究に大きな示唆を与えている。すばらしい原稿をいただき、改めて前田博士に厚く御礼

申し上げるとともに、これらの諸文献が多くの若い研究者、医師に読まれて、研究や治療

の進展に役立つことを願ってやまない。 

 

               平成 30年 2月 

                       理事長  青木國雄 
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著 者 略 歴 

 

（生年月日）  昭和13年 12月22日生れ（兵庫県出身） 

 

（学歴・職歴等） 

1957年 3月 兵庫県立龍野高等学校卒業 

1962年 3月 東北大学農学部食糧化学科卒業 

1964年 6月 カリフォルニア大学(Davis校)大学院修了 

（フルブライト奨学生）(指導： RE Feeney教授) 

1968年 3月 東北大学大学院博士課程修了 

（指導：医学部 石田 名香雄教授）（医学博士/農学博士） 

1968年 4月 東北大学医学部細菌学講座助手（教授 石田名香雄） 

1968年 5月 ハーバード大学癌研究所主任研究員 

（シドニー・ファーバー教授） 

1971年 10月 熊本大学医学部微生物学講座助教授（教授 日沼頼夫） 

1981年 4月 熊本大学医学部微生物学講座教授（日沼頼夫教授 後任） 

1994年 8月 財団法人バイオダイナミックス研究所 設立（理事長） 

2004年 3月 熊本大学退官、4月 熊本大学名誉教授（医学） 

2005年 4月 崇城大学薬学部教授、同大学院工学研究科応用化学専攻教授歴任 

2011年 4月 崇城大学DDS研究所 特任教授 

2017年 3月 崇城大学退職 

2017年 6月 大阪大学医学研究科 招聘教授、7月 東北大学 特任教授 

 

（賞等） 

1989年（平成元年）7月  米国サンアントニオ市名誉市長（スマンクスによる肝癌の治療により） 

1989年（平成元年）9月  米国オクラホマ州名誉州民（同上） 

1990年（平成2年）8月  連合王国オックスフォード大学リッチフィールド記念講演 

1995年（平成7年）3月  日本細菌学会浅川賞（同学会の最高賞） 

1997年（平成9年）2月  高松宮妃癌研究基金学術賞 

1998年（平成10年）10月 ドイツ連邦共和国 E. K. Frey-E. Werle 財団(Commemorative Gold Medal) 

2003 年（平成 15 年）7 月  米国 Controlled Release Society、2003 Nagai Innovation Award for 

Outstanding Achievement 受賞 

2004年（平成 16年）11月 ドイツ生化学会学会誌 Biological Chemistry 11月号にて前田 浩 65歳

誕生記念特別号発刊にて顕彰される。 

2005年（平成18年）3月 国際NO学会誌特別号の前田浩教授退官記念特別号発刊にて顕彰される。 

2007年（平成19年）9月 王立英薬学会においてLife Time Achievement Awardを受賞。Journal of 

Drug Targeting Vol.15 No.7/8(2007)の記念特別号発刊にて顕彰される。 

2010年（平成22年）7月 CRS College of Fellows Award受賞 

2010年（平成22年）11月 西日本新聞社（本社福岡市）より西日本文化賞を受賞 

2011年（平成23年）6月 日本DDS学会 永井賞 受賞 

          10月 日本癌学会 吉田富三賞 受賞 
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2012年（平成24年）6月 熊本日日新聞社より熊日賞を受賞 

2014年（平成 26年）8月 トムソン・ロイター社 Highly Cited Researchers（高被引用論文著者で

あり、世界に影響力を持つ研究者）に選ばれる。（薬学分野で日本の 5

名中1位）。 

2015年（平成27年）   h-index 89ポイント（Google Scholar） 

2016年（平成 28年）9月 トムソン・ロイター引用栄誉賞（化学部門）（学術論文の引用データ分析

からノーベル賞クラスと目される研究者に与えられる賞。2016年の化学

部門の受賞者は世界で5名）。 

2017年（平成 29年）4月 米国ミシガン州 Wayne State Universityより 2017 Roland T. Lakey 賞

を受賞。この賞は薬学の基礎及び臨床研究に卓越した貢献をしている科

学者に授与されるもので、これまで、ノーベル賞受賞者をはじめ優れた

研究者が受賞し、米国の研究者以外では初。 

2017年(平成 29年)9月 Global Citizenship Education Network (マイケル・デュカキス会長)より

Distinguished Global Citizenship Educator 賞。永年にわたる先端的

研究と教育の成果が世界的に貢献をしたとして授与された。この分野で

の日本人の受賞は初。 

 

 

（専門分野） 

高分子薬剤、がん治療、がん予防、感染症の分子病理学、フリーラジカル（特に活性酸素・NO）、

プロテアーゼ（病原性細菌）、DDS（ドラッグデリバリー）。 

 

（学会その他役員） 

1998年（平成10年）〜   日本DDS学会理事 

2000年（平成12年）〜 2002年      日本NO学会会長・理事長 

2002年（平成14年）7月   日本がん予防学会会長 

2002年（平成15年）6月〜 2004年 国際NO学会会長・理事長 

2003年（平成15年）4月  日本細菌学会総会会長 

2007年（平成19年）6月        第23回日本DDS学会学術集会 大会長など 

 

他に日本癌学会（名誉会員）、日本細菌学会（名誉会員）、日本生化学会、国際ＮＯ学会、日本ＮＯ学

会、日本ウィルス学会、日本がん予防学会、日本ＤＤＳ学会、国際徐放制御学会（CRS）等の評議員、

理事歴任。 

 

 

（国際学会誌等編集委員） 

下記の国際学会の編集委員歴任 

日本癌学会、アメリカ化学会、ドイツ生化学会、イギリス免疫学会、国際ＮＯ学会、イタリア癌学会、

ギリシャ癌研究協会、アメリカControlled Release学会等の機関誌等（Jpn. J. Cancer Research（現

Cancer Science）, Bioconjugate Chemistry, Biological Chemistry, Immunology, Nitric Oxide, In 

Vivo, Anticancer Research, J. Exp. Clinical Cancer Research, J. Drug Targeting, 日本ＤＤＳ

学会誌）などの編集委員歴任等。 
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はじめに 

 

青木國雄先生、田島和雄先生の御好意により私が長年たずさわっている研究のうち、と

くにがんの食品からの予防との立場で、この論文をまとめてみないかということになり、

快諾した。とはいうものの、何やかやと急ぎの案件に忙殺され、大変遅れて脱稿したこと

をお詫び申し上げます。 

 もともと筆者は微生物学（熊本大学医学部）の教授という立場から感染症の発現するメ

ガニズムの研究をしていた。そのときマウスのインフルエンザウイルス感染モデルにおい

て真の致死因子はウイルスではなく活性酸素であることを発見した。このことは本文中に

くわしいが、その活性酸素は一酸化窒素と同時に炎症局所で生成しており、それが細胞や

組織の傷害、ひいては個体の病態発現をもたらしていることがわかった。また、その裏で

は DNA の傷害を起こしており、それはまた細胞に対する変異原物質となり、さらには癌化

をもたらすという考え方に到った。この考え方は、多くの識者の賛同を得ているといえる。 

 さて、癌治療の現状で云えることは、癌にならないことが一番であろう。そこで思いつ

いたのが、上記の活性酸素、活性窒素を中和するものは何かということになる。それらは

食品（とくに野菜中の）に含まれている成分により、その毒性を中和（スカベンジ）する

ことである。つまり野菜の効能を見直したということです。最近このことを市民向けの書

物 1）として上梓したところ好評を受けている。実はこの考えのもと、米国の友人と協力し

てがん患者を対象にして野菜スープを投与した臨床介入試験を米国のマウント・サイナイ

病院で行っている 2、3）。対象の患者は非小細胞肺癌の StageⅢB とⅣに対してであるが、肺

野や脳の転移病巣に対して、野菜スープあるいはその放射線併用でも脳転移癌の消失もみ

られている。１９９９年にいわゆる第一相、第二相を行っているが、スープ摂取グループ

における QOLの改善、延命は明らかであった 2、3）。しかしこれらは、何れも小規模の研究で

あったため、評価はされたものの、広く世の中に伝わっていない。このような野菜スープ

は当然のことながら毒性はなく、逆にそこに含まれ、可溶化した多糖類には免疫力を上げ、

あるいは腸内フローラの改善による免疫力の強化など、抗酸化成分以外の見えざる力があ

ることである。同様に我々は高温高圧下で熱水抽出したクマイ笹の葉（大型のクマ笹）の

免疫強化力を検討したところ、それで抽出されてくる多糖（キシラン、アラビノガラクタ

ン、グルカンなど）に強力な免疫賦活力（免疫系の NK 細胞、T 細胞、マクロファージなど

の活性化）があることを見出した。その結果として、マウスのモデルでは明らかに癌の発

生と増殖の抑制力があった。この場合も、癌が大きくなってからの投与よりも、発癌剤の

投与の前、あるいは癌の移植に先立って、早期に投与する、つまり予防的に投与した方が

より効果が強いことがわかった。即ち、がんは予防が一番との感を強くもった 4、5）。今回の

この青木平八郎事業の第 10巻で私の研究の成果を出版していただき、この意図する内容を

より多くの方に理解していただけることはありがたいことであります。それによって、一

人でも多くの方ががんにならずにすむことを願う次第です。 
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勝海舟の肖像写真・手紙

　手紙の上部は竹川竹斎が勝海舟に送った書簡で、護国論が幕府に取り上げられたこ

と、海舟に贈った太刀のこと、三首の和歌などが紹介されている。

　手紙の下部は海舟からの返書で、海舟が咸臨丸でサンフランシスコに着いた経緯、

アメリカで危険な時に使うようにと竹斎から贈られた太刀のこと、などが述べられて

いる。

　中央の写真は、海舟が竹斎に贈ってきたアメリカで撮影したオリジナルの写真で、

海舟が腰に差している太刀は竹斎から贈られたものである。

資料１　竹川竹斎に関する資料
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食品機能によるがん予防 

―特に野菜の重要性― 

 
 

熊本大学名誉教授(医学)／大阪大学招聘教授／東北大学特任教授 

（財）バイオダイナミックス研究所 所長 

前田 浩 

        

                        （財）バイオダイナミックス研究所 

〒862-0954 熊本市中央区神水 1－24－6 

建神ビル 3階 

TEL/FAX (096)383-4577 

 

1. はじめに 

⑴ 制癌剤の有効性と治療費の問題 

今、日本では 2 人に 1人が癌になり、3 人に 1人は癌で死ぬと言われている。 

85、90歳以上の高齢での癌死は自然死に近いともいえるが、50代、60代の癌死はもっと

先送りできないのか、そのような観点から、癌の予防は大変重要であると言える。その癌

治療において各種の最先端の抗癌剤が話題になっているが、金額が高い割にはほとんどが

効かないことが多く、それに加えて、副作用がきついことが困った点である。 

図 1に、最先端の分子標的薬を用いた大腸癌(A)、肺癌(非小細胞肺癌、（B)、乳癌(C)の治

療成績の例を示している。何れの場合も、ほとんど延命していない。最近話題のオプジー

ボは免疫チェックポイント阻害剤と呼ばれる新しいタイプの薬であるが、本来ヒトの体内

にある免疫による抗癌作用が機能不全になっている点を、もとにもどそうというメカニズ

ムの薬である。近藤誠先生による近着の文藝春秋(2017 年 9 月号)によれば、これまでの

制癌剤と同様に我々を落胆させるものである。オプジーボは皮膚がんに対しては約 20％

の有効率であるが（約 80％は無効）、肺癌では無効であった（New Engl. J. Med.（2017; 

Vol. 370 p.2415～ ）の引用）。 

最先端の薬は、通常の薬の何倍、何十倍もの価格であり、日本の医療費の増大に大きく

寄与しているが(図 2A、B)、平成 28 年のデータで、国の税収(歳入)56 兆円に対し、国民

医療費は平成 28年度は 41.3兆円にもなっている。収入の 75％が医療・福祉で使われ 

てしまうのだ。加えて、医療費は年に 1～2兆円ずつ増加しており、医療保険制度、  
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さらには国家財政の破綻をもたらしかねない。その解決策はいくつもあるが、例えば、ジェ

ネリック薬の普及、多くの異論のある胃ろうや乳がん検診のマンモグラフィーの抑制または

廃止、終末期の過剰医療の抑制などである。さらに、筆者をはじめ多くの専門家は食事や運

動を介した癌予防や、メタボ関連疾患の予防が極めて重要であると考えている。それにつけ

ても、いわゆる先端医療、とくに薬品の価格はここ 30年～40年で 10倍なんてものではなく、

100倍、1000倍になっている。（図 2A） 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 最先端の制癌剤の効果の現状(1) 制癌剤はなぜ効かないのか？（ナノメディシン） 
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この時点では超高額薬のオプジーボはデータに入っていない。毎日新聞 2016 年 4月 5日（デジタル版）より。 

図 2. A. 

 

米国の抗癌剤月額治療費 約 10年ごとに 10倍になっている 

 

●は各々の薬剤 

1ヶ月の薬代の平均 

図 2.B. 高騰する制癌剤薬価： 月平均  
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⑵ 発がんの原因と予防と活性酸素の諸問題 

筆者は、癌の治療法の研究以外に、微生物感染の分子病理学／炎症のメカニズムの研究を

行ったが、後者の研究において、活性酸素(O2
・―, ROS)注 1）の生成メカニズムを明らかにした。

その過程で、スーパーオキサイド(O2
-)と一酸化窒素(NO)が感染や炎症局所で同時に生成し、

その両者が次なる、O2
・― (スーパーオキサイド) ＋ NOの反応が急速に進行し、パーオキシナ

イトライト（過酸化亜硝酸、ONOO―）が生成することを見出した。これが極めて強力な変異原

性（突然変異原性）を持つこと、すなわち、これが DNAや RNAのニトロ化、DNA/RNA鎖の酸化、

あるいは切断を生ずることを明らかにした。このような遺伝子の変異に加えて、細胞傷害・

細胞死を引き起こし、さらにまた、生体は損傷を受けた細胞を修復するため、あるいは細胞

自身の分裂・増殖を起すときにも DNA の復製のエラー(ミスコピー)を高率に引き起こすこと

が知られている。細胞の増殖率が高いほど、DNA の復製が多くなり、変異細胞の生ずる確率が

高くなる。その結果として、細菌や癌細胞の薬剤耐性株の形成の原因になり、その変異した

細胞はがん細胞の発生につながっていることである。つまり、炎症や化学物質による ROS や

NO が生ずるような環境では癌化に向かってより高頻度に遺伝子 DNA の変異が進行することに

なると言える。 

そこでこれら ROSなどを中和することは、変異細胞の生成に対して重要な予防になると 

考えられる。このような予防機能をもつ ROS や RNS を中和する食品成分を摂取するよう心が

けることは、大変重要である。以下、そのような観点から、野菜の摂取による、癌予防、メ

タボ疾患(糖尿病、高血圧、高コレステロール血症、骨粗しょう症、肥満など)の予防を論じ

たい。また、食事の内容が大切なことは勿論であるが、運動もそれに劣らず重要であること

を申し添えたい。 

 

2. 古典栄養学の問題 

栄養学では、まず乳幼児の成長に必要な、たんぱく質・糖質・脂肪・ミネラルに加えて、

微量栄養素であるビタミンの摂取が充分であることを目標としている。さらにビタミンは、

成長に加えて成人の壊血病・くる病止血などの予防と治療にも有効な単一の化学成分と定義

されており、その多くは植物由来で、単一物質で構成されている。しかしながら、抗活性酸

素(抗 ROS活性)の成分注２）は、野菜、果物のフラボノイドやポリフェノールのように生化学的

機能は類似しているが、数千もの類似化合物もあるため、それらはビタミンには入っていな

い。そのうちでも、カロテノイドも類似構造物が多いけれど、βカロテンだけがビタミン A

となっている。カロテノイド類も、例えばトマトやピーマンの鮮やかな赤や黄色を発するリ

コペンやβカロテン（ビタミン Aの仲間で、レチノール、レチノイン酸はこれに含まれる）、

ルテイン、ルテオリン、アスタキサンチン、ゼアキサンチン、カンタキサンチンなど、 

 

注 1）ROS、反応性の強い酸素分子種 reactive oxygen species のこと(例えば、スーパーオキサイド(O2
-)、過酸化水素(H2O2)、

ヒドロキシラジカル(OH・)、一重項酸素(1O2など)で、それに対して RNSとは(活性窒素分子種（reactive nitrogen species）

のことで、NO、NO2、N2O3、ONOO
-など)としばしば同時に生成し、生体に対して、より強力な悪影響を与えると考えられる。 
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何れも大変類似の構造で美しい有色植物に含まれており（図 3）、抗酸化作用として ROSの一

種の一重項酸素の消去機能などを有している。これらは親油性ゆえに皮ふその他で、光の紫

外線由来の ROSに対し、防御的に働いている。 

これらカロテノイドは油と共に加熱（調理）した場合は細胞が破壊され、油に溶けて、経

口摂取すれば腸内で胆汁酸によりで超微粒子になり、よく吸収されるが、生の野菜のサラダ

の状態からはあまり吸収されない。とくに、油を使って炒めると効果的で油で抽出（溶け込

んで）されてくる。 

また、ビタミン C (アスコルビン酸)は野菜由来の重要なビタミンであるが、その一日必要

摂取量は、表 1 のように、健康維持の観点から日本人で 1 日 30mg が必要と言われていたが、

今では 100mgへ、アメリカ人では 60mgから 120mg へと変遷している。発見当初の薬効の壊血

病の予防に加えて、重要な働きとして、コラーゲン（血管や骨に多い）の合成に重要であり、

水によく溶ける安価な抗酸化物質（抗 ROS 物質）として重要であり、さらには防腐（抗菌）

作用もある。もちろん、老化予防・血管の柔軟性・美白効果を考えるとさらに多量の摂取が

すすめられる。 

 

 

 

 

 

 

表１ 栄養学における常識のウソと詭弁。ビタミン Cの成人一日必要量の変遷。 

 

筆者が学生だった 50 年前は、日本人のビタミン C の１日必要量は約 30mg といわれていたが、そのときに抗

酸化・アンチエイジングの知識もなく、壊血病を抑える（発症しない）レベルの量であった。それにしても

アメリカ人は 60mgで日本人は 30mgというのも理屈に合わない。体重は日本人が確かに軽いので 40～50mgで

あればわかるが。また、栄養学ではあまり腸管からの吸収効率や個人差は重要視していないようである。 
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図 3. A. 野菜に含まれる有色カロテノイド成分とエキストラバージンオリーブオイルとの比較。もと

の無色のキャノーラ油 (a)に対し、トマトジュースの絞りかす (b)、ブドウ酒の絞りかす (c)、ほう

れん草 (d)に含まれる有効成分の油への移行。(e) (f) は参考のためのエキストラバージンオリーブ

オイル（各々イタリア産、スペイン産）。(b)、(c)、(d)は乾燥後(a)の中に 5％(w/w) 加え 2～3週間放

置したもの。カロテノイドは油の中に溶け出してくる。(文献 Funct. Fd Health Dis. (2016) 6, 33) 
B.は各種カロテノイドの構造。 

 

図 3. A 

 

図 3. B 
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実験室でビタミン C（アスコルビン酸）の純品を用いて、その水溶液を作成し、加熱すると、

10～20 分の沸騰により、90％以上～100％ が酸化され、分解し、栄養価はなくなる。しかし

ながら、野菜等を考えると、ビタミン C は、他のポリフェノールその他の抗酸化物質と共存

しているため、それらのフェノール化合物の抗酸化作用のお陰で加熱してもほとんど分解さ

れない。ジャガイモでさえも、その植物の組織に存在しているビタミン Cは 30分も沸騰水で

煮ても 60％も残存している。これに対し、純粋のビタミン C 単体では加熱に極めて弱いので

ある。これまで、一般には野菜中のビタミン C は加熱により分解するので、加熱野菜は好ま

れず、野菜は生野菜のサラダで食べるに限るという考えが広く信じられているが、間違いで

ある。それは、上述の実験室のアスコルビン酸の結晶を蒸留水に溶かし、加熱した場合の純

粋な実験系での話で、野菜などを丸ごとの夾雑物（抗酸化物）を多く含む状態で一緒に加熱

したスープの場合とでは全く違った答えが出るわけである。 

 

3. 野菜の加熱の効能：野菜はスープが一番 

 上記のように、生野菜がよいという信仰はアメリカからのサラダ食の普及とともに日本で

もフランスでも広まってきた。どちらかと言えば戦後のアメリカ文化のはやりと軌を一にし

て広まったものである。中国やロシア、あるいは昔の日本やフランスでは野菜は生のままで

はまず食べない。中国は特に油炒めが中心である。 

生野菜の問題としては、まず食中毒の問題があげられる。細菌の O-157、ピロリ菌、ボツリ

ヌス菌、サルモネラ菌などに加えて、肝炎ウイルス(A、B、C型)がある。実際、青ネギ (メキ

シコ産で) をサラダに入れて食べて B型肝炎になった例がフィラデルフィアで発生している。

さらに腸炎ウイルス（ポリオウイルス、エンテロウイルス、ロタウイルスなど数多くの食中

毒性ウイルス）が事件として報告されている。とくに、海産物からは腸炎ウイルスとして近

年ロタウイルスが騒がれている。以上の微生物（細菌、ウィルス）に加えて寄生虫の混入も

考えられる。何れにしろ、食品は加熱による殺菌が一番よい。 

 もう一つの加熱の効能は、今日ではファイトケミカルといわれる植物由来の機能性有用成

分の有効利用である。野菜は即ち、植物性細胞でできており、植物細胞は細菌の細胞などと

同じように細胞をくるむ膜と壁の構造で二重構造をとっていることである。(図 4)。 
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一番外側の殻はカプセル様で、細胞壁と呼ばれる固い構造物で、セルロースを主体とする

多糖系の成分であるので、少々噛んでも壊れない。その内側の細胞膜は柔らかい層で、動物

細胞と同様に軟らかく、こわれ易い膜構造を持っている。車の車輪のタイヤとチューブの関

係である。この外側の固い殻はすりつぶすのにも時間がかかるが、加熱煮沸すれば細胞は容

易に破裂して多くの場合 10分もすると細胞内の有効成分は煮汁(スープ)中に放出される。（図

4 を参照）。その細胞内から溶液（スープ）中へ放出される有効成分（機能性成分は、植物性

化学物質であるので、英語ではファイトケミカルといわれている）は、生で野菜をすりつぶ

したときの倍から数十倍、さらに百倍にも増加する。図 5.にその様子を示している。 

このスープの中には、野菜のもつ豊富で重要な抗酸化成分のポリフェノール、フラボノイ

ドが多量に含まれている。それに加え、上記のビタミン Cの他に葉酸やビタミン K、さらに多

くのカロテノイドなど大変重要なものが豊富にある。このような水溶性のスープになれば、

効率よく腸で吸収される状態になっている。これに対して、生野菜からは、野菜の細胞内か

らこれら機能性成分は充分に放出されずにもとの野菜の細胞内に残ったままでいるため、腸

から容易に吸収されず排泄されるので広い意味で栄養価は低い。 

野菜スープの作り方の例(調理法) をノートのところに記載しているが、飲みやすくするた

めに、図 6[ノート]のように煮沸したあとハンドミキサーを 2－4 分かけると、繊維分子もそ

のまま飲み込めるので都合がよい。 

 

図 4. 植物細胞の加熱による破壊と有効成分の溶出  

 細胞の外に放出された成分（ファイトケミカル）は体に吸収され易い。野菜の細胞の中にあるものは、

吸収されない。 
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図 5.B 各種野菜スープの抗ラジカル中和効果 

図 5.A 生野菜と煮野菜の比較（抗脂質ラジカル活性の量） 

 

 

 

代表的な野菜に水を、例えば 20倍量（w/w）加え、乳鉢で充分すりつぶし、それを 5000rpmで遠心し、

その上清に放出された成分（ファイトケミカル）（左側の丸）と同じものを 5分 100度で加熱し、それを

同様に上清を調製した。それを用いて EB ウイルスに感染した B リンパ球がトランスフォームしたもの

を抑制する力を蛍光抗体で検出した。横軸はトランスフォーム（がん化）を 50％抑える濃度の強さ。 
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[ノート] 図 6スープの作り方 

 

 

[ノート] おいしく楽しく食べてこそ幸せ（図6の説明） 

 我が家では、週２回まとめて作り、冷やしてから小分けにして冷蔵庫で保存しています。野菜

を煮る時間は、20～60分くらいです。野菜が煮えたらハンドミキサーを使って5～10分でトロトロ

のスープ状になり、口当たりのいいスープになります。（図A、B、C、D、E）もちろん、ポタージ

ュ状にしなくても、そのままの状態で食べてかまいません。 

 多種類の野菜を入れることで、抗酸化作用を高めることができるので、スープには何種類か野

菜を入れるようにしています。写真は、ある日の我が家の野菜スープの材料です。タマネギ、ニ

ンジン、キャベツ、カボチャ、セロリ、ブロッコリーの茎などが入っています。ルテインが多い

ホウレンソウやコマツナなど葉ものは、１種は入れるようにしています。ルテインは、ニンジン

のβカロチンや、トマトのリコピンより何倍も抗酸化作用が強いのです。ゴボウなど根菜類も活

性酸素を消去してくれるのでお勧めです。ダイコンなども余った野菜もムダにせず使えます。野

菜スープを食べる量に決まりはありませんが、私は大きめマグカップに６～７割ほど入れ、朝食

と一緒にとっています。味付けは、減塩を心がけているので、特にしていません。しかし、その

日の気分で、たまにはみそや岩塩を隠し味に入れることもあります。少しスープに足すだけで、

味がぐっとおいしくなります。お好みで、スパイスを加えてもいいでしょう。たとえば、カレー

粉に含まれるクルクミンには強い抗酸化作用があるので、とてもいいと思います。 野菜を選ぶ

なら、ハウス栽培のものはなるべく避け、露地物を選ぶことをお勧めします。太陽光を強く浴び

た緑の濃い野菜ほど、抗酸化作用は強くなるからです。 

 楽しく、おいしく食べてこそ食事です。「病気にならないために食べる」というよりも、野菜の

滋味がつまったスープをおいしく味わって、気軽に長く続けることが大事でしょう。 
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毎日の食事に野菜スープをとり入れることは、老化予防やさまざまな生活習慣病の予防に

確実につながるといわれている。 老化をはじめ心臓病、高血圧、糖尿病、脂質異常症（高

脂血症）やがんなどの生活習慣病には、活性酸素がかかわっている。ファイトケミカルが溶

け出した野菜スープをとることにより、活性酸素の害を効率よく退けることができるからで

す。 

厚生労働省は、成人が１日にとる野菜の摂取量の目標を３５０ｇに置いています。この量

は、スープにすれば野菜のカサが減り、やすやすと取ることができます。また、おなかが満

たされ、主食やおかずの食べすぎを防いで、ダイエットにも役立ちます。さらにまた、野菜

スープは毒性の強い油の活性酸素（過酸化脂質ラジカル）の害も防ぐと考えられます。 

 ウシやブタなど赤身の肉や、揚げ物、炒め物などの高脂肪食が大腸がんや動脈硬化、高脂

血症（脂質異常症）の原因といわれています。脂質の多い食事をとると、血液中の脂質が増

えます。脂質が活性酸素によって酸化されると過酸化脂質ができます。内臓にたまった過酸

化脂質は、赤身肉などに含まれている鉄と反応して脂質ラジカルに変化します。 

  

脂質ラジカルは、活性酸素のなかでも、とりわけ寿命が長く、体内をぐるぐるまわり続け

て細胞に対する毒力として細胞やDNAを傷つけます。大腸の便のなかで脂質ラジカルが慢性的

に発生すると、大腸炎から、さらには大腸のDNAを傷つけ大腸がんを引き起こします。 

 野菜スープは、この凶悪な脂質ラジカルも消去し、遺伝子の損傷や細胞のがん化の促進（プ

ロモーター作用）を抑えることを、私たちは実験で証明しています（Carcinogenesis (2013) 

34, 2833） 

 血液中を流れるコレステロールが脂質ラジカルによって酸化されると、悪玉コレステロー

ルとなり、動脈硬化の原因となります。野菜スープをとれば、万病の元となる動脈硬化も予

防することができます。肉や油ものを食べるときは、野菜スープを一緒にとれば安心です。 

 

  
＜エピソード＞ 

筆者のアメリカの友人の母親が腎癌になり、熊本にてスマンクス動注療法で治癒し、Tumor 

free となった。米国に帰ってからの母親の食事として何を摂ればよいかとのアドバイスを

求められたので、そのころ筆者はキノコの多糖や野菜の抗酸化（抗ラジカル）機能の研究

をしていたので、キノコや豆類、野菜を多めに含む野菜スープを提案した。その母親はそ

の後ずっと元気で、95 才まで天寿をまっとうされている。一方、息子の彼はニューヨーク

のマウント・サイナイ病院からイエール大学に転職し、そこで彼は野菜スープにはまり込

んで、会社まで立ち上げ、その野菜スープを用いて、stageⅢ、stageⅣの非小細胞肺癌の

患者に対して、スープによる臨床介入試験を行った。症例数はかぎられていたが、明らか

に通常の化学療法の群（historical control）に比べ有意に延命し、かつ QOLははるかに

よいことがわかった。その野菜スープのヒトでの治験は 2 つの論文（Nutrition Cancer 

(1999) 34, 62; ibid (2001) 39, 85）になっている。その後、情熱をもってこの方向の

研究をやっていたが、彼は、過労が原因で亡くなり、米国でこの展開は途絶えているよう

である。 
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4. 過酸化脂質とそのラジカルの問題 

癌とか炎症に深く関わっている脂質過酸化ラジカル(アルキルパーオキシラジカル、つまり

脂質のパーオキシラジカル)を中和する力と、癌化の因子の一つの重要な指標であるプモータ

ー活性の抑制活性を測定してみると、両者は強い相関関係があることがわかりました(図 7)。

このパーオキシラジカル中和能は、葉菜類では一般に色の濃いものが高力価（活性が高い）を

示し、その程度に比例してがん化 (トランスフォーメーション)を強く抑える力があるという

ことです。勿論、さつまいも、ごぼう、じゃがいも、さといも、豆類の他、リンゴなどの果物

の多く、みかけは白色でも、概ね高力価といえます。とくに褐変するものはポリフェノールが

多いので好ましいといえます。（加熱の効能を図 4, 表 2にまとめてある。） 

次に、緑黄色野菜により多く含まれるカロテノイド（図 3）は、強力な抗酸化剤です。ROS

の一種で、紫外線によって生じる一重項酸素（表 3A,B）は日焼けの原因で、体はそれを中和す

る成分の黒色色素のメラニンをもっています。日光に当たるとメラニンを皮膚（体表面）で合

成するようにできていて、この紫外線由来の ROSの傷害作用を抑えている。この ROS中和能は、

リコピン (とくにトマトに多い) やルテイン (とくに緑黄色野菜に多い) が特に優れており

(表 4)、白内障の予防にもなります。白内障は、どちらかといえば紫外線に多く当たる野良仕

事をする老齢の人に多く、南日本の人は、北日本の方より多いと言われている。前述の過酸化

脂質ラジカルもカロテノイドにより、中和される。 
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図 7. 

表 2. 加熱の効果 

 

(1) バイオアベイラビリティー（生体内での利用可能に）の向上 

（細胞壁破壊 → 溶出 → 吸収可能） 

 <フラボノイド、ポリフェノール、ミネラル> 

(2) 消化酵素の阻害成分等の不活性化 

（インヒビターの熱変性 → 蛋白質分解酵素などの活性維持） 

(3) 加熱による溶解、溶出、化学反応（？） 

生トマトより加工トマト：トマトペースト、ピューレ、 

ケチャップの方が、がん予防によい。生で絞ったナタネ油より焙煎 

したナタネ油がはるかによい。（Biosci. Biotechnol. Biochem. 

(2005) 69, 1568) (JNCI, 1999 年 8月号) 

(4)    多糖の可溶化→免疫 ↑、腸内細菌 → 改善 → 

(5)    肝炎ウィルス、ロタウィルス、O-157、ピロリ菌   殺菌 

(6)    有害成分が気化（タケノコ）：タキシフィリン、アクで除く 

野菜類の沸騰水 5分抽出物（スープ）の抗プロモーター作用と抗脂質パーオキサイド 

ラジカル活性の相関関係（IPox50 はパーオキシラジカルを 50％抑制する強さ）両者

間は統計学的に十分信頼できる因果関係にあるといえる。（文献 Jpn. J. Cancer Res. 

(1993) 83, 923; J. Agric. Fd. Chem. (1999) 47, 397 ; J. Agric. Fd. Chem. (2004) 

52, 4380） 
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表 3-B 酵素ラジカルと関連物質の半減期（おおよその推定） 

表 3-A 酸素ラジカル/フリーラジカル：各種の活性酸素 
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ちなみにこれらカロテノイドは油によく溶け、水に溶けない成分で、生野菜よりも炒め物

や、オリーブオイルなどでソテーにすると、吸収されやすくなる（図 3参照）。腸管内では油

脂成分（脂溶性物質）は胆汁(酸)により超微粒子化(石鹸による乳びのエマルジョンと同様に)

され、これはカイロミクロン(キロミクロン)と呼ばれる超微細な乳微球となっており(1 ミク

ロン以下のサイズで)、腸管からリンパ系に吸収され、それから血液中に入り、全身を循環し

に移動する。皮膚にはこれら脂質成分はよく分布し易いので好都合である。これらのカロテ

ノイド類の構造は、先に示したように（図 3）、二重結合を多く含み、図 3Bの植物の葉の緑色

の葉緑素の分解物のキサントフィルは黄色であり、ルテインは卵黄の黄色色素でもある。食

物に色彩を添えるだけでなく、大変重要な栄養源である。 

 

5. 食用油にまつわる重要な問題 

 食用油のほとんどは植物の種子(種)が原料であり（一部、動物由来の油脂もあるが）、一粒

の種子は一つの生命の完璧なパッケージである。水さえあれば発芽するし、さらに光があれ

ば次の生命を再生できる。その種子の栄養は完全に自己完結型である。エネルギー源として、

糖質(でんぷん)と脂質が入っている。しかしながら、これらの種子は天敵の昆虫、さらに微

生物(細菌とかび)が、隙があれば侵入し、その宝をものにしようとしている。 

  

表 4  野菜と果物中のカロテノイド含量 
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そこで、昆虫などに対しては、多くの種子は強力な殻の防御をつけているし、食べても

消化されないように消化酵素（例えばプロテアーゼの）阻害剤をたっぷり含まれている。

場合によっては、毒物や苦味成分を含んでいる。一方、細菌やかび類は、でんぷん(多糖)

やたんぱく質そのものは、そのままでは利用できないので、酵素によってこれらを分解し

て、（水が加わって、加水分解されて）注 2）ブドウ糖やアミノ酸にすることによって吸収

できるようになり、微生物の栄養になっている。従って、乾燥していれば、微生物には耐

性で、安全に保存され、侵食されない。 

一方、人間は火を使う文明の獲得により、これらの種子（穀物、豆類など）は何れも加

熱処理(調理)して食に供している。この加熱調理によりこれらの種子に多く含まれている

消化酵素阻害剤(プロテアーゼインヒビター)は分解・失活し、ヒトの消化酵素が作用して、

消化が可能となり、はじめて栄養成分になる。動物は様々なシステムで消化器(管)の中で

プロテアーゼ阻害成分を分解したり、あるいはウシなどは胃袋が発酵槽となっており、そ

こに住んでいる微生物の消化酵素を利用して、あるいは草などのセルロースでもその酵素

（セルラーゼ）により加水分解注 2）され、ブドウ糖にしている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 2) 加水分解とはこの場合は、もともとは高分子のたん白質やでんぷん、セルロースなどに水分子が付加されて、

それらはその高分子を構成するもとの低分子（アミノ酸、ブドウ糖などもとの構成成分）まで分解することである。

つまり、これら高分子は低分子のアミノ酸やブドウ糖が鎖のように連なって、ひも状の長い高分子となっているので

ある。それらの連結部位に水分子が加わると鎖状分子は構成単位ごとに切断し、もとの低分子になる。このことを加

水分解といい、単体のアミノ酸やぶどう糖（グルコース）になる反応である。生体内（消化管内）では消化酵素によ

る加水分解反応（つまり、消化）が中心である。酸性条件下で加熱しても同様に加水分解反応が起こる。 

 

 

脱臭コーン油 Corn (deodorized)

脱色コーン油 Corn (decolorized)

脱酸コーン油 Corn (deacidified)

未精製ベニ花油 Safflower (unpurified)

未精製コーン油 Corn (unpurified)
Rapeseed (unpurified/nonroasted)

Rapeseed (classic/roasted)

Sesami (commercial)

Virgin olive (commercial)

Extra virgin olive (commercial)

キャノーラ油 Rapeseed (commercial)

米ヌカ油 Rice bran (commercial)

紅花油 Safflower (commercial)

市販コーン油 Corn (commercial)

1 10 100
ROO.-scavenging activity (Trolox equiv.)

ROO. ラジカル中和能

ナタネ油、コーン油など
精製油はラジカル中和能
がなくなっている

粗製ナタネ油

焙煎ナタネ油

ゴマ油

図 8 市販食用油の過酸化脂質ラジカル (ROO

.

) に対する中和活性 
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さて、現在の工業化社会では現代人の好みとして、精製度を高くして純粋にした食品のほ

うが大衆から好まれ、未精製の小麦粉（全粒粉）や玄米よりも、これらをより白く精製（白）

したものが好まれる。或いはまた精製度の低い不透明の食用油よりも、透明度も高く、どち

らかというと無色透明の食用油の方が見栄えもするので一般に好まれている。このように高

度に精製した市販の種子を原料とする食用油は、本来の種子に含まれる有用成分、特に強力

な抗酸化成分がほとんど除去されており(図 8)、市場の食用油は無色無臭のものがほとんどで

ある。もともと圧搾したてのものは有色、あるいは黒色がかったものが大半で、何らかの色

がついている。無精製油の代表例は、エキストラ・バージンオリーブ油で、オリーブの実を

圧搾抽出したその上清の濾過操作のみで製造されている。オリーブの実の約３０％(w/w)が油

成分という。そのオリーブ油は、緑色のものから黄金色まで様々であり、産地と収穫時期な

どの違いにより異なる。 

 

6. 食用油の酸化とそれに由来する酸化物の ROS（脂質ラジカル分子）とがん予防 

筆者は、炎症反応に付随する ROS（活性酸素）の生成、なかんずく過酸化脂質ラジカル（ア

ルキルパーオキシルラジカル、ROO・）は癌のプロモーターの促進因子と考えているが、前述

のように我々は体内で感染（炎症）が起こる局所で炎症が起ると活性酸素が生成することを

1989年に発見したが［より詳しくは、次章第６部参照 図 9］、この活性酸素が油、特に 

 

 

 

B 

著者らがウィルス感染の炎症部で活性酸素が爆発的に発生し、この活性酸素の生成がインフルエンザウイ

ルス感染の病原因子であることを世界で初めて発表した。その雑誌 Science（1989 年 5月号の表紙（A）。  

図 9A. Science 表紙とそのアブ

ストラクト（9B）。 

 

A 
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リノール酸などの不飽和脂肪酸と反応して生ずるアルキルパーオキシルラジカル(ROO・)は、

長寿命性であり、生成局所から遠くまで移動し、DNA や細胞に刺激を与え、また、傷（傷害）

をつける。食用油に含まれる不飽和脂肪酸のうちでもリノール酸はとくに酸化し易い。注 3）食

品に含まれる抗酸化物質のうち、この ROO・の中和能力が強い程、癌化の第二ステップのプロ

モーターといわれる過程抑えることを、我々は EB ウイルス感染リンパ球(B－リンパ球)の試

験管内癌化（トランスフォーメーション）の実験系を用いて証明している（図 7）。つまり、

ROO・を中和する物質には癌予防活性があることになる。ということは逆説的に云えば ROO・は

がん化の促進因子なのである。従って、ROO・の中和力の強い野菜スープは、癌予防能が強い

と言える。 

 食用油の問題に関連するもう一つ興味ある別の現象も我々の発見である。これは、焙煎ナ

タネ油中に、新規のフェノール化合物(キャノロールと命名)を発見した（図 10）。 

 

 

 

 

 

 

 

注 3）食用油に含まれる有用成分の EPA（エイコサペンタエン酸）とか DHA（ドコサヘキサエン酸）などは純

化する程さらに酸化し易い。コーンオイルをサラダドレッシングの調理のときにはげしく振とうするとリノ

ール酸などは酸化され易い。 

ナノハナと焙煎ナタネ種子に生ずるキャノロールの化学構造 図 10 
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我々は、もともと微生物感染や炎症のときに生ずる最も強力な過酸化亜硝酸［パーオキシ

ナイトライト(ONOO―)］の酸化力を強く中和する物質の成分を探索中に発見した物質がキャノ

ロールで（図 10）、焙煎処理(150℃以上)によって初めて生成してくるものである。これは、

もともとナタネ種子中に含まれるシナピン酸が化学変化（脱水）して生ずるものであること

がわかった。 

愛知がんセンターの立松正衛病理部長らはピロリ菌を胃に慢性感染し、同時に高食塩食を

摂取し胃癌を発症するモデル実験系である砂ネズミにこのキャノロール含有食を食べさせた

ところ、炎症（胃炎）とそれに続いて生ずる胃癌の発生を抑えたのである（Int. J. Cancer: 

(2008) 122, 1445）。さらに我々は同様の発見として、マウスの大腸癌発生モデルの系（アゾ

キシメタンとデキストラン硫酸ソーダの経口投与で生ずる潰瘍性大腸炎と大腸癌の発生する

マウスのモデル）に、キャノロールを投与すると、高率に癌化と大腸炎を抑えることが出来

た。（Carcinogenesis (2013) 34, 2833） 

つまり、このことは重大な意味を持っている。化学発癌(大腸癌)のモデルも慢性感染性 

発癌モデル(胃癌)でも、炎症が原因で、そのとき活性酸素の抑制剤（抗酸化物質）を投与す

ると発癌が抑制できるということである。 

もう一つ大切なことは、近代的な工場で高度に精製された食用油には本来の(古風な)方 

法に含まれていた種子中の抗酸化などの有効成分が除去されていることである。我々の経験

では、市販のキャノーラ油には焙煎ナタネ油中に含まれる有用な抗酸化成分で、かつ癌予防

成分である（キャノロール）は除かれており、従って高度に精製した食用油中の不飽和脂肪

酸は、空気(酸素)と光の当たる状態では、容易に過酸化脂質になり、それから生ずる ROS は

癌のプロモーターとなる成分であるといえる。癌予防の立場からは、高度に精製した食用油

は問題をかかえていることになる。このような困った問題も緑黄色野菜のリコペンやルテイ

ンによる抗酸化作用があるので、キャノロールと同様に有用性が考えられ、緑黄色野菜の摂

取がすすめられる理由である。 

 

7. 活性酸素とは何者か、活性酸素はどこからくるか？ 

この世の中のものは、何でも経年変化をきたし、多くの場合劣化する。米にしても、一年

以上貯蔵したものは味がよくない。橋の欄干や鉄棒は自然に錆びてくる。ヒトも老人になる

と何かと多くの病気や老化が原因と言われる。この世のものはほとんどの場合、空気に直接

ふれて酸化する。ヒトは呼吸によって酸素を体内に取り込む。この酸素のうち、1～5％が活

性酸素（特にスーパーオキサイド、前述の O2
・―）になると言われている。つまり、自動車の

排気ガスのようなもので、自動車の場合にはその排気ガス中には二酸化炭素の他に、一酸化

炭素や窒素酸化物も含まれている。最近の車の排ガス規制のお蔭でタール成分やディーゼル

エンジンの排気ガス中に多い超微粒子成分や PM2.5 は少なくなっているが、これらは ROS を

生成する原因成分と考えられている。それはともかく正常な細胞(体)の働きにおいても、普

通に活性酸素（スーパーオキサイド）は生成する。 
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前述したように活性酸素は専門的には ROS（reactive oxygen species、化学反応性の高い

分子種）と呼ばれ、化学反応性の強い酸素分子種を意味する。ROS の中には、表 3、4 のよう

にスーパーオキサイド（O2
・－）の他に、一重項酸素（1O2）、過酸化水素（H2O2）、アルキルパー

オキサイド（ROO・）、パーオキシナイトライト（ONOO―、過酸化亜硝酸のこと）、オゾン（O3）、

ヒドロキシラジカル（OH・：水酸化ラジカル）、次亜塩素酸ラジカル（OCl・）などが含まれ、

何れも多くの物質（化合物）と容易に反応・結合し、相手の分子を酸化とか分解して変えて

しまう。細胞であれば傷をつけ、細胞死をもたらす、あるいは、DNA / RNA やたんぱく質、

さらには細胞膜を損傷する。 

活性酸素という言葉は文学的には、通常の酸素よりも活性があるから体に良いのではない

かという印象を与えている。しかし、この活性酸素の意味は、アクティブ（active）という

英語の言葉の意味ではなく、実際はリアクティブ（reactive）の意味で厳密には活性酸素よ

りも「反応性の強い酸素」と訳すべきであったといえる。しかし、今では活性酸素という言

葉が定着しているので、本書でもそれに従っており、決して活性酸素が生ずれば元気になる

という意味はありません。反応性とは化学反応性で ROSは概ね何とでも結合し、多くの場合、

酸化反応により、標的となる化合物は傷つき、別の化合物に変化するという意味である。 

一方、同様の単語で活性窒素分子種は RNSと略記され、reactive nitrogen species の訳で、

反応性の高い酸化窒素分子のことである。それには・NO（一酸化窒素）、・NO2（二酸化窒素）、 

ONOO－（パーオキシナイトライト）、N2O3などが含まれる。このうち、とくに・NO は哺乳動物の

血管を拡張する作用をもっており、血圧を低くする役割をもっている。血管の拡張、つまり、

血管の直径が広がるので血管の内容積が増加し、血圧が下がる。つまり、その動物の血圧制

御のキー物質である NOとその機能の発見により、2001年にノーベル賞が与えられている。ニ

トログリセリンは体内では、吸収されて NO2
―（亜硝酸イオン）となり、それが酸素分圧の低

い虚血性病変局所では NO に変換され、その NO が血管を拡げ、血圧を下げ、血流を再開通さ

せ治療効果を示す。（この現象はノーベル賞の創設者のノーベルがニトロ化合物を作る火薬工

場内で体験しているという）。 

ROSも RNSも多くの物質と容易に高速に反応し、相手と結合あるいは、酸化、ニトロ化など

の化学反応を起こすが、一般に生体内で生成してからの寿命は極めて短く、・OHラジカルでは、

ミリ秒（1/1000 秒以下）のものまである。これは ROS の置かれた状況（環境、例えば共存す

る物質、pH、溶媒など）で大きく異なる。前述したスーパーオキサイドと NOが同時に存在す

ると直ちに反応し、ONOO―（パーオキシナイトライト）になる。これは O2
・―より多面的な作

用をする。大洋を漂う材木や有機物は紫外線や金属イオンの存在する海表面では・OH などの

ROS が生じ長年のうちに分解すると言われている。降り注ぐ紫外線がそのもとになっている。

表 3に各種 ROSの構造と特徴をまとめている。 

いわゆる活性酸素は、表 3にあるように何れも酸素原子と電子（ドット）を含み、2個以上

の酸素がつながっているものはパーオキサイドと呼ばれている。これらは別記のように、DNA

や RNA、さらに細胞膜やたんぱく質、酵素に傷をつけ、その機能を壊していく。 

29



 

 

 

23 

 

 

8. 活性酸素分子（ROS）、活性窒素分子（RNS）による遺伝子変異の発生 

生物学の進化論において、一般の遺伝学者が自然界の生物に発生する突然変異率は、感染

とか炎症とか癌のような病的状況下で、猛烈にフリーラジカル (ROS / RNS)が生成する系で

はなく、静かな正常の状態においての DNA の複製エラー（ミスコピー）による突然変異の率

からの計算に基づいている。この静かな正常状態でさえも、1個の細胞が DNAを複製（コピー）

して、子孫を作る過程、つまり、DNAの複製過程では、細胞が 1日 3万個所もミスコピーをす

るという（R. Weinberg : Biology of Cancer, 2007, Taylor & Francis）。もちろんすべて

の細胞は DNA 複製のエラー修復装置（修復酵素）をもっており、多くは修正されるが、それ

でもミスコピーのチャンスは残っている。それが正常（健常）状態での変異率である。これ

はこれで正しい解釈であろう。 

しかしながら、我々の生命が存在しているこの世の中（環境）は予想外の思わぬことが起

こりうるわけで、そのときは状況が一変し、その結果、作業仮説は大幅な変革を迫られる。

この予想外のこととは、ヒトや哺乳動物にとっては感染である。感染が起これば、炎症反応

が起こり、生体にとっては生化学的、病理学的、生理学的な大変動となる。上記の活性酸素

の例で言うと、マウスのインフルエンザ感染症においては、肺胞内のスーパーオキサイドが

300～600 倍も上昇することを我々は前述のように 1989 年に発見し、サイエンス誌に発表し、

世界的なニュースとなった（図 9）。続いて、我々は、一酸化窒素(NO)の産生の誘導も同時に

起こってくることを同じウイルス感染モデルの系で、誘導されることも明らかにした（PNAS

（2003）11, 45-52、Microbiol Immunol （2009）53, 1–7、J. Virol. (2004) 8709）。この 2

つの事象は、スーパーオキサイドと NOが同時に肺胞内で生成することを示し、この両分子は  

[ O2
・－ + NO → ONOO―（パーオキシナイトライト）] の反応の生成を生じ、前述の ONOO－を生

成し、それがさらに強力な生体内の酸化剤となり、またニトロ化剤として、DNA、RNA、たん

ぱく質に対し甚大な傷害(DNA変異)、とくにニトロ化、DNA切断などを起こすことを証明した。

さらに、インフルエンザウィルスの変異体が多数生じたのである。これと同時に我々はイン

フルエンザの症状は ROS を中和する酵素スーパーオキサイドディスムターゼ（SOD）（抗酸化

剤として働く酵素の一つを用いて証明した。この SOD の体内で持続性を賦与するためにポリ

マー注 5）を結合した SOD、ポリマー結合型 SOD を作成し、感染マウスにそれ）を投与すると、

そのマウスは肺炎から完全に回復したのである注 4）。より詳しく述べると、この発見の重要な

ポイントはインフルエンザ肺炎における本当の病原因子はスーパーオキサイドであり、イン

フルエンザウイルスそのものではないことである。もしマウスの死因の原因がウイルスであ

れば、死亡例のマウスの肺からインフルエンザウイルスが多数検出されねばならないが、全

くその病原体であるウイルスが検出されない。インフルエンザウイルスが、病原菌であると

断定されないのである。古くより細菌学の泰斗のロバート・コッホは、ある疾患を引き起こ 

 

注 4）このポリマー（ピランコポリマー）結合 SOD は静脈投与で、もとの SODの血中半減期は 20～50倍延長

する。もとの SOD（分子量約３万）は静脈注射後 1～2 時間で消失する。 
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す原因が、そこで見出されたその細菌が原因菌であるというためには、いくつかの要件を満

足せねばならないという（表 5）。その第一の要件として、感染局所からその病原体が検出さ

れなければならないといっている。我々の発見は確かにウイルスはスーパーオキサイドの生

成を誘導（トリガー）してはいるが、ウイルスそのものが病気（死亡）の原因ではないので

ある。さらに詳しくいえば、スーパーオキサイドを中和することによってあるいはスーパー

オキサイドを生成する酵素（この場合は中心的役割はキサンチン酸化酵素）であることを証

明し、それが第一の病気の原因であり、第二に白血球由来の NADPH 酸化酵素など由来の O2
・-

で、とくに前者を阻害することによってインフルエンザ肺炎が治癒したのである。この一連

の実験はコッホの感染論の第一条件を超えたところにきていると興奮したものである。(表 5) 

このような炎症反応は、普遍的に感染局所では起こっており、それが慢性的に継続すると、

発癌の原因となることは容易に理解される注 5）。また、このような遺伝子の損傷は、いわゆる

発癌の第一段階のイニシエーションの点火となり、それに油を注ぐのが、特に炎症性のサイ

トカインや上記のアルキルパーオキサイド、あるいはプロスタノイドなどの起炎性物質の産

生によるプロモーション段階の促進であるといえる。これだけ DNA の複製（コピー）におい

てエラーがあると、99.9％修復装置が作動したとしても、傷ついた遺伝子は残存し、それが

癌原細胞となり、ついには癌になる。いわゆる薬剤耐菌の発生も同じメカニズムが考えられ

る。(表 6) 

しかしながら、千に一つ、万に一つの割合で癌化が起これば大変なことである。我々の体

は、それに対してちゃんと安全装置を持っており、普通の状況では癌細胞は除去される。そ

の一つのシステムは癌抑制遺伝子（P53）などによる癌化細胞に対する自殺（自滅）指令を出

して、がん細胞の増殖を封じ込めることである。あるいは、それでも万一生き残った癌細胞

がある場合は、免疫の監視機構が働いて、免疫防御細胞である NK 細胞、T 細胞、マクロファ

ージなど白血球系の細胞が寄ってたかって癌細胞を撃破するので、そうめったやたらに癌に

ならないようにできている。 

 

   表 5. ある細菌が感染症を引き起こす原因の病原体であると定義する条件をコッホの 4原則 

という。即ち、 

(1) 同一の感染疾患の局所から必ずその菌が分離される。 

(2) その菌が純粋培養できる。 

(3) その純粋培養をした菌を動物に感染させると、前と同じ症状の疾患を生ずる。 

(4) (3)で発症した局所から、(2)で純粋培養した菌と同一細菌が固定され、その菌の感染が 

(1)と同様の病態を再現できる。 

 

注 5） 慢性感染・炎症が原因と考えられる癌腫として、胃癌（ピロリ菌）、肝癌（肝炎ウイルス、A 型、B

型、C 型による慢性肝炎）、子宮がん（ヒトパピローマウイルス）、膵癌、胆のう癌（慢性すい炎、慢性胆

のう炎）など数多い。 
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表 6. 典型的な発癌に至る各ステップ（発癌の多段階説） 

 第 1段階 第 2段階 第 3段階 第 4段階 

段階の名称 イニシエーション

の原因 

プロモーション プログレッショ

ン 

発癌/転移 

説明 ・ROS / RNSによる

DNA の損傷 

・ウイルス感染・

炎症など 

・放射線照射など 

・ヘテロサイクッ

クアミンやアフラ

トキシンキシン、

その他の発癌剤

（実はこれらは

ROS の生成を誘導

する。） 

・いわゆるトラン

スフォーメーショ

ンの成立のこと

で、細胞の試験管

内でのがん化とい

える。永続的な細

胞分裂と増殖性を

みることである

（in vitro のみ）

in vivo での増殖

は不明。 

・増殖の継続と

多様化が起き

る。 

・染色体の多形

化カリオタイプ

多様化。次のス

テップへの準

備。 

・真の癌細胞。

（in vivo で他

臓器へ転移あ

り。同系統のマ

ウスでの移植

可能となる。） 

 

 

 

[ノート]海藻による癌予防・放射線防御作用 

東北大震災のときの津波により、破壊された原子力発電所から放射性ヨードが飛散し、それが人体に吸収さ

れ、甲状腺に蓄積し、その放射能によって甲状腺腫になるのではないかと多くのメディアや専門家は心配し

た。もともと甲状腺ではチロキシン（サイロキシン）というヨードを含むホルモンが作られており、T3、T4

と略される。T3 あるいは T4は、成長や体の活動に重要なホルモンである。 

チェルノブイリでは確かにその心配は現実のものとなり、甲状腺腫瘍の発生頻度が増加したと聞かされてい

る。これは、ウクライナとか多くの内陸国では海藻をほとんど食べないので、どちらかと言うとヨード欠乏

症になりがちである。従って、体外から超微量のヨードが入ってきても、それが放射性であるなしにかかわ

らずヨード（アイソトープ）として、直ちに甲状腺に捕捉され、T3 / T4 の合成に使われる。ブータンのよ

うな内陸の国では、普通の人でも大概ヨード欠乏症であり、その臨床的な結末として甲状腺腫（良性）が多

発している。一方、日本人の多くは日常的にヨードを高濃度に含む海藻類を食べており（表 7）、甲状腺がヨ

ードで飽和している。したがって、飛散するヨードもウクライナの人より体にとり込まれないといえる。福

島原発の爆発がウクライナの何分の一と規模も小さく、放射性ヨードの飛散も少なかったために、福島原発

の場合では甲状腺腫瘍の発生には至っていないと言われている。表 7 に昆布など海草中のヨード含量を、チ

ェルノブイリで支給された放射線防御用のヨード剤(ヨードカリ、KI)の 1錠（50mg 含有）との比較を示した。 
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9. 運動は薬だ 

ヒトも動物も身体を動かし、運動や力仕事をすることにより体の代謝回転がスムーズに動

くように生まれついている。エコノミー症候群は、まさにヒトが体を動かさない状態で長く

いると起ってくるときの象徴的現象である。また、老人が骨折等で長期入院すると、運動量

が減少し、筋肉量が減少し、起立も困難になる。通常、地上のヒトの体は引力による体の重

力に抗って、筋肉によって支えられているが、宇宙飛行士が地上に帰還したときは自力で起

立できないほど弱っている。一般に、昔から生理学では「廃用性退行（萎縮）」と呼ばれる現

象はまさに、使わない器官や組織は次第に脆弱化していくのである。 

 運動、例えば朝起きてから、散歩することで心臓は拍動が少し増加し、全身への血流の流

れは加速する。血液の約半分は赤血球などの固体で、ある意味ヘドロ状態のもので、その中

の大半を占める赤血球の大きさ（直径）は約 6.5μ（ミクロン、1/1000mm）の円盤状の細胞で

ある。一方、その赤血球の流れてゆく血管の最も細いところ（毛細血管）は直径約 3.5μ で

あり、赤血球はそのままでは血管の中を流れない、そのための少々の血圧がかかって弾丸状

に変形して血球は移動(流れ)する。しかし、それだけでは赤血球の細胞膜は破れてしまう。 

 その時、血液中の潤滑成分として α1酸性糖蛋白という物質を少量加えると溶血（赤血球の

細胞破壊）することなく、血球は毛細血管のその細い隙間の潤滑剤となり、また赤血球は弾

丸状に変形して通過し、かつ溶血が防止されることを我々は発見した（Life Science (1980) 

27,157）。この α1酸性糖蛋白はもともと血中に存在し、炎症やがんになると増加するもので

炎症性蛋白質の 1つと考えられている。 

表 7 放射能予防に海藻！食品中のヨウ素ベスト１０ 
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 しかし、一般に健康な人がマラソンなど長距離を早く走ってくると足の着地のたびに各血

管は圧迫されて赤血球は次第に破裂して、その長距離走の前と後では血中の赤血球数は有意

に減少するといわれている。そのとき赤血球が壊れると、鉄を含む赤色タンパク質のヘモグ

ロビンが血液中へ放出される。（このヘモグロビンの役割は赤血球の中にあって体のすみずみ

まで酸素を運搬すること。）前述のように、過酸化脂質（アルキルパーオキシド）は鉄イオン

と接触することにより（アルキルパーオキサイドラジカル、ROO・）を化学的に生成する。こ

の ROO・は ROS のうちでも最も長寿命であるので、（つまり、反応性が低いので）、それが、体

内を循環している間に心臓や肝臓あるいは血管に蓄積するのは困ったことである。ROO・それ

自身は脂溶性の物質であり、同じ脂溶性の抗酸化物質であるトコフェロール、リコペン、ル

テイン、アスタキサンチン、キャノロールなどは、同じ脂溶性のラジカルの強い反応性を中

和することに優れているので、このような抗酸化剤はより優れた有用性があるといえる。数

年前のベルリンの世界陸上の日本女子選手はアスタキサンチンのサプリを摂って好成績であ

ったとも聞いている。また、一般に、生体はヘモグロビンが肝臓に蓄積すると、ヘムを分解

し、無毒化するヘムオキシナーゼが誘導され、抗酸化力を強化し、その害毒を中和するシス

テムも持っている。 

運動に伴う血流量の増加は、血管の内皮細胞と赤血球の間に生ずるずれ応力（シェアスト

レス）という血管の機械的刺激が、生理的に血管内皮細胞にある NOの合成酵素（e-NOS）の

誘導のトリガーとなって NOが生ずる。つまり、動物の体の血管を形成している血管内皮細胞

には血管内皮細胞型の NO合成酵素（e-NOS）をもっており、この物理的刺激を受けて、e-NOS

は活性化されて NOが作られる。NO は、血中のアルギニンを原料（基質）として上記の NO合

成酵素により合成され、NOが血管のまわりの平滑筋を弛緩し、血管の直径が拡張し、血流は

よりスムーズに流れ、心身がそう快になるのである。この血球のシェアストレスによる e-NOS 

の活性化により NO生成が生じ、血流改善するのを発見したのは友人で、一昨年までハーバー

ド大学医学部長のトーマス・ミッチェル教授である。従って、適度な運動によって血圧の低

下をもたらすこともできる訳である。つまり、運動は降圧剤と同じ効果を示すのである。 

 

10. 運動のもう一つの役割・・・リンパ流量の活性化 

 哺乳動物の血管系は閉鎖系で、血液は心臓から始まって血管という管の内部を大動脈系  

→細動脈→毛細血管→細静脈→大静脈、再び心臓と、漏れることなく全身を循環している。

この血管系はどんな組織の隅々までも、くまなく張り巡らされている。また、これはいわば

上水道管に相当するシステムであり、心臓というポンプの加圧で流れている。この上水道系

に対して、リンパ管（系）も体の隅々まで下水道管のように張り巡らされている。最も顕著

な例として万一、打撲などで血管が切れて内出血した場合は下水道管に相当するリンパ管系

（リンパ系）によってゆるやかに流れ、最初の浮腫を示した打撲された局所から、１０日以

上もかかってから次第にリンパ系へ回収され消失する。ハチなどの昆虫に刺された場合や、

細菌感染した局所の浮腫（腫れ）は血管から血漿成分が漏出して、それらがその局所の血管
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外の組織（間質）に滞留している状態である。この血漿成分にはタンパク質や脂肪球などの

高分子が含まれる。このようなリンパ（液）の流れを促すのは周辺の組織の動き（運動）や

マッサージによって可能となる。しかしその流れは大変遅く、打撲の青あざも 2～3週間ある

いはそれ以上かかってリンパから回収され、その局所から消失する（究極的には血流と合流

する）。つまり、リンパ系は究極的には血液の循環系と合流する。リンパ液の流れを動かして

いる原動力は心臓のようなポンプはなく、体の運動や圧迫や動作であり、ラジオ体操のよう

に体を動かしたり、マッサージをすることによってリンパの流れを促すことができる。 

運動の効能の一つに充分な運動の後に、多くの人は気持ちよさを経験する。これはエンド

ルフィンとかエンケファリンと呼ばれる体内で産生されるペプチドホルモンで、幸福感を引

き起こすといわれている。抗うつ作用と同様の作用を示す。エンドルフィン（endorphin）の

語源は endogenous（内因性）の morphine（モルフィン）の略で、自分の体内で合成したモル

ヒネ様物質による至福感といえる。 

最近のもう一つの運動生理学上、重要な発見がある。筑波大学の征矢（そや）英昭教授は

軽い運動によって、脳の前頭前野や海馬の働きが活発になり、実行機能や記憶・認知機能を

高めることを見出し、意欲的で楽しい感情を高める作用をもたらすといっている。このこと

は、運動はアルツハイマーの進行を止め、人生を有意義たらしめるといえる。 

 

11. 心のもち方と癌治療・癌予防 

この項は栄養素とか、活性酸素という西洋医学的な物質論の世界の話ではなく、心の持ち

方を述べたい。癌患者のかなりの割合はその人のこれまでの人生で何らかのストレス負荷状

態が長期間続いた経験を持つ人が少なくないことである。ストレスは免疫を抑制し、血圧を

高い方へ引っぱる。 

 米国の癌専門雑誌にキャンサー（Cancer）という雑誌があるが、2～3 年前に癌患者の予後

（治療後の生存率）を、その患者の家族や友人の見舞が毎日ある人、週に 2～3回の人、週に

1回程度の人、全くない人を比べたところ、毎日家族や友人の見舞のある人は抗癌剤治療のみ

のグループと比べ、有意に延命したとの報告があった。 

 その後、英国の医学雑誌（British Med. Journal）に化学療法の有効性について、70 歳以

上、75 歳以上の人について化学療法なしの人と延命性を比べて検討したところ、化学療法な

しの人の方が長生きしたという。日本の国立がん研究センターの研究でも、最近の新聞のデ

ータ（平成 29 年 4 月 27 日）に発表されたところでは、70 歳以上では無治療群の方が延命率

がよかったという。これらは何れも制癌剤のもつ副作用が患者に相当な負担となり、免疫系

も神経系も抑えられ、患者にとってはきつい結果をもたらすことを示している。癌患者のう

つ病も大きな問題である。それは家族にとってもきついことである。 

さらにまた、制癌剤の製造販売の承認に際しては QOL（患者の治療による生活の質のことで、

苦痛のない楽しい日常を過ごすこと）の向上の寄与の項目が、通常は入っていないか、それ

ほど重要視されていない。食欲不振、吐き気、脱毛、末梢神経麻痺、気力喪失、心不全、骨
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折等々をもったまま、管につながれたままでも、対象のグループと比べ 1～2ヶ月でも長く生

き延びることが承認の規準になっていることも問題であろう。副作用のない QOL を下げない

薬の方が本当に人間中心の考え方ではないかと考えられる。ヨーロッパで 2009 年から 2013

年に承認された 44 種の最先端の抗癌剤の適応症 68 種のうち、QOL に寄与したのはわずか 10

～11％であるとの報告がある。（Br. J. Med. (2017); 359: j4350, C. Davis ら）。延命もあ

ったと考えられる人の平均 2.8 ヶ月であったという。普通の細菌感染症に対するの抗菌抗生

剤の有効性（95％以上）と比べ、抗癌剤の世界はひどいものであるといえる。それにつけて

も、がんは予防が第一といえる。 

 

12. おわりに 

本書はもともと癌予防をめざした食事からのがん予防の指針を、基礎的理論と現実をみす

えて書くことを目的にした。実際、ほとんどの市民は食品中の特定成分の詳細な分子の構造

やその作用メカニズムよりも、何をどう食べればよいかという現実の問題に興味があるわけ

で、ビタミン Cの構造とか、アスコルビン酸ラジカルがどうかなどはどうでもよい訳である。 

 自分の経験では、1960 年代終わりごろ、ハーバード大学医学部の生理学の 1 回目の講義で

ステットソン教授（のちに医学部長）は講義で、今日の医学の教科書の内容の半分は間違っ

ているか、想像によるもので、諸君の使命はその誤りを正し、新しい知見を発見することだ

と教えられた。一方、日本では教科書のプロトコールを 100％守ることが医師の使命と教えて

いる。本書でとりあげたビタミン C の加熱による分解の誤りなども、その例で、その事象の

置かれた環境で答は全く違ってくることもあるのである。 

 癌の問題も極めて複雑で、現実の癌になるまでには極めて多種の要因が関与している訳で、

1：1 の対応の思考（1 つの原因からがんになるという結果になるという考え方）では解決に

ならないといえる。遺伝子変異に基づく生物の種の進化においても、静の海（平常時）と荒

の海（炎症時）では生ずる ROS ラジカルが何十倍何百倍も違うので、静な海を見て考えた事

象は、荒の海ではあてはまらないといえる。 

 大学等の実験では、実験システムは現実離れした単純化した系であり、それを特に臨床医

学に場を移せば、その現場は、動物の単純化モデルの実験によるデータとは、年齢、遺伝的

背景、病理学、サイズ等、食事、その他の各個人（人）の個人差は千差万別であり、何倍、

何百倍と違うことも考えられる。このような観点から、癌化学療法におけるこれら多様性に

関する類似の問題について、最近の「化学療法の領域」に筆者は記している。 

 本稿の一部はもともと幸書房の「活性酸素と野菜の力」（2007年）と最近ではマキノ出版に

「最強の野菜スープ」（2017年）に含まれる内容を、さらに詳しく述べたもので、読者の好奇

心に応えることができれば幸いである。 

 

[結論] John Hogan 曰く、「科学はほどほどにしか真理探究の答を出してくれない」 
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「射和文庫」反古帖より－駱駝図の瓦版・象図の引札

　竹川竹斎が当時としては珍しい動物の見世物「引札」「瓦板」「器物」などを収めたも

ので、書物を好まない者がこのような珍しいものに釣られて射和文庫に足を運び、書

物に興味を持つように配慮したものである。上図は瓦版の駱駝図、下図は引札の象図

である。

資料２　竹川竹斎に関する資料
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Ⅱ 新しい制がん剤開発に関する基礎的研究 
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輸出用醤油瓶

　竹川竹斎が主に中国に輸出したものに醤油があり、射和で作られた万古焼の容器に

入れられた。正面には日本醤油１斤の下にアルファベットで「Nippon Shouyu One 

Pond」と書かれている。

資料３　竹川竹斎に関する資料
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総説

1 EPR 効果をもつナノプローブによる革新的PDTへの 
大いなる期待
Great expectation for innovative PDT and  
tumor imaging using fluorescing nano- 
photosensitizers that utilizes EPR effect
前田　　浩 1、方　　　軍 1、中村　秀明 1,2

Hiroshi Maeda 1, Jun Fang 1, Hideaki Nakamura 1,2

1．崇城大学　DDS研究所、2．崇城大学　薬学部
1．Institute of Drug Delivery Science, Sojo University，2．Faculty of Pharmaceutical Sciences, 
Sojo University

Abstract
　The basic principle of photodynamic therapy 
（PDT） has been well known for more than 110 year 
as N. R. Finsen’s Nobel Prize in Medicine. However, 
its clinical role in cancer treatment is rather insignif-
icant. The reason for this may be attributed to at 
least two aspects, perhaps three, as discussed below. 
The first issue is concerned with photosensitizers 
（PS） themselves. There are numbers of PS being 
used and most of them are protoporphyrin （PP） de-
rivatives, and all of them have low molecular weight 
（Mw）. Thus, non-tumor selective accumulation of 
PSs less than 40　KDa poses the first problem. Sec-
ond issue is more to do with He／Ne laser, emitting 
only at 633　nm. Many PSs of PP derivatives absorb 
most at 400-450　nm and generate singlet oxygen 
（ 1O 2） effectively for tumor cell killing. Third point 
concerns degradation of PP in tumor. Degradation of 
heme proceeds by enzyme called heme-oxygenase-1 
（HO-1） （also called heat shock protein, HSP32）. We 
demonstrated many solid tumors exhibit upregulat-
ed expression of HO-1, and high level of HO-1 in ro-
dent and in human tumors. This indicates PP and its 
derivative such as Photofrin® etc may be degraded, 
with a few exception of Zn-chelated PP （ZnPP） 
which shows HO-1 inhibitory activity. In this con-
text, L-ALA （L-aminolevulinic acid）-induced higher 
PP／heme concentration in tumor cells will be also a 
subject of HO-1 dependent degradation. Thus, HO-
1, highly upregulated in many cancers, will nullify 
expected therapeutic potential role of PP induced by 

L-ALA.
　Use of polymer-conjugates of ZnPP has an answer 
to those problems: （i） tumor targeting by EPR ef-
fect, （ii） inhibition of HO-1 per se yielding antitumor 
activity, and, （iii） much efficient fluorescence imag-
ing of tumor location as well as  1O 2 generation by 
xenon or blue fluorescent light, but without using 
He／Ne laser beam. （iv） Original free ZnPP has very 
weak solubility in aqueous system, however, poly-
mer conjugation described above makes it water-
soluble and stable in vivo.

Keywords
ZnPP （zinc protoporphyrin）, photosensitizer, poly-
mer conjugates, tumor targeting by EPR effect, 
HO-1 inhibition, no laser light required.

要約
　光線力学的療法（photodynamic therapy　;　PDT）
は 110 年以上前から知られており、事実、N. R. 
Finsen は PDT の皮膚結核などに対する治療の応用
で、1903 年にノーベル医学・生理学賞を受賞してい
るが、現在に至っても PDTは医学、とくに癌治療分
野においては主役にはなっていない。1970 年頃より、
レーザー技術が普及し、それによる PDTの癌治療が
試みられているが、ごく限られた展開である。
　問題点の一つとして、皮膚で起こる光線過敏症が挙
げられる。PDTに用いられる光増感剤（Photosensi-
tizer（PS））の多くは低分子のポルフィリン誘導体で
あり、全身性に分布し、とくに皮膚では光過敏反応を
示す。つまり、通常の低分子性の PSは腫瘍部への選
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択性は弱いが、皮膚等の正常組織によく集まることが
知られる。第二の問題点は、PS の最も好都合な励起
波長域である Soret 帯（400-450　nm）を利用せず、
HeNe レーザーの 633　nm の波長一点に依存している
ことである。この 633　nm 長波長は、組織透過性が優
れている反面、PS の主たる吸収・励起がほとんどな
い。我々の実験結果によれば、これら二つの問題点
は、容易に解決できることが分かった。第三の問題点
は、PS の細胞内安定性である。多くの固型腫瘍で高
発現しているヘムオキシゲナーゼ-1（HO-1）は、
ヒートショック蛋白（Hsp32）とも、あるいは腫瘍の
survival factor とも呼ばれているが、このHO-1 はヘ
ムを分解することが知られており、ヘム鉄プロトポル
フィリン（FePP）かその誘導体を PS として用いる
場合（多くの通常の市販の PS はこれに相当）は、
HO-1 により分解される。さらにまた、L-アミノレブ
リン酸（L-ALA）処理（投与）による PP、またはヘ
ム濃度を高め PDTの効果を増強しようという試みが
あるが、HO-1 が高発現している多くの腫瘍では問題
と考えられる。
　我々は、PSとして、PPに亜鉛をキレートした Zn-
protoporphyrin（ZnPP）を用いているが、ZnPP は
HO-1 を阻害するので好都合である。一方、HO-1 に
より生成するビリベルジン（→ビリルビン）は腫瘍細
胞ではとくに重要で、かつ強力な抗酸化物質であり、
この抗酸化物質が消失すると腫瘍細胞はオキシストレ
スに対し、弱くなり死に至る。
　もともと ZnPP は水に難溶性で水溶性の注射剤とし
ては不向きであったが、生体親和性のあるポリマー
（PEG（ポリエチレングリコール）、SMA（スチレン
マレイン酸コポリマー）および P-HPMA（ヒドロキ
シプロピルメタクリルアミド）などの合成ポリマー）
などに結合すると水溶性が大幅に改善し、EPR 効果
を示し、腫瘍部に選択的によく集積し、強い蛍光を発
し、1 O 2 も生成することを、我々は見出している。さ
らにレーザー光源ではなく、キセノン光源でも充分な
抗腫瘍効果があることをマウスおよびラットの in 
vivo 腫瘍で確認している。とくに、化学発癌剤
DMBA（ジメチルベンズアントラセン）でラットに
発癌した乳癌で、15　mg／kg（ZnPP 等量）の 1 回の
iv 投与、光照射 2 回で、乳癌のほぼ完全な消失をみ
ている。さらに副作用は全く見られなかった。（事実、
ZnPP は肝疾患の肝庇護剤としても用いられており、
本来無毒の薬剤である）。通常の内視鏡光源の他に、
青色蛍光灯 25　Wやスライドプロジェクター光源でも

充分な治療効果が見られ、我々は高額なレーザー光源
にとらわれる必要がないということを明らかにした。
このレビューでは自験例を中心に概説した。

1． PDTにおけるPS（光増感剤）の
イノベーション

　我々は PS として ZnPP に着目して、研究してい
る 1,2。ZnPP は 400-450　nm の光照射により、強い蛍
光を発し、かつ一重項酸素（1 O 2）を生じることをみ
とめている。しかしながら、ZnPP は水溶性が極めて
悪いため、それ単独では注射剤とするには難があっ
た。従って、可溶化によって有用性の向上が考えられ
た。我々は、これまで数多くの生理活性物質を生体親
和性のある高分子と結合させることにより、画期的な
癌治療剤に繋がることを明らかにしてきた。まず、も
ともとの出発点は、蛋白性（小型の）制癌剤ネオカル
チノスタチン（NCS）に水溶性合成高分子スチレン
マレイン酸コポリマー（SMA）を結合した SMANCS
（スマンクス）から始まる 3-7。同様に、合成高分子の
PEG（ポリエチレングリコール）に ZnPP を結合した
PEG-ZnPP、さらに SMA、ついでHPMA（ヒドロキ
シプロピルメタクリルアミド）ポリマーなどと ZnPP
との結合物を作製した 1,8-11。これらは何れも in vivo
では高分子として挙動し、固型腫瘍選択的なデリバ
リーの特性である EPR（enhanced permeability and 
retention）effect によって、固型腫瘍に選択的に集め
ることができ、それに光照射することにより腫瘍部を
蛍光画像として検出し、さらに PDTの作用を 1 O 2 の
発生により腫瘍選択的に発揮させることができ
た 8,12,13。
　図 1にこれらの構造を、図 2に静注後の腫瘍部と正
常組織の分布を、図 3に iv 投与後の血中濃度の時間
経過を示す。

2． 我々のZnPPのもつPDTによら
ないもう一つの抗腫瘍メカニズム

　HO-1 はとくに炎症や腫瘍などの病変部（同じく、
火傷など（熱処理によっても誘導されるためヒート
ショックプロテイン（Hsp）のひとつ（Hsp-32）と
呼ばれている）で高発現している酵素で、ヘム（プロ
トポルフィリン）を酸化的にビリベルジンへと分解
し、それはさらに黄色色素のビリルビン（BB）に還
元的に分解される。そのBBは強い抗酸化物質で、細
胞を酸化ストレスから守っているため、HO-1 は正常
細胞の防御酵素であり、腫瘍細胞ではサバイバルファ
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クターとも呼ばれている。我々は腫瘍を ZnPP で処理
することにより、HO-1 を阻害し、それに伴う酸化ス
トレスにより、アポトーシス（細胞死）をもたらすこ
とを報告した 1,14-16）。我々のこの ZnPP の作用メカニズ
ムに興味をもたれたウィーン大学の Peter Valent 教
授らと、さらに検討し、ZnPP は、白血病系細胞の系
においても、アポトーシスを誘導することを明らかに
した 17-19。その作用は、イマチニブ耐性株（BCR／
ABL 点変異株）でも見られた 18。野性型 BCR／ABL

株のみならず、変異型 BCR／ABL 株でもイマチニブ
と ZnPP との併用で、相乗効果が見られたことから、
HO-1 阻害作用以外の、例えばMAPKなどのシグナ
ル伝達経路に ZnPP が関与している可能性が考えられ
た。
　即ち、ZnPP は HO-1 阻害による、細胞の抗酸化能
防御の破綻作用に加え、シグナル伝達経路の調整と
いった、他の PSには見られないユニークな機能を有
している。以上のように、PS としての ZnPP は光照

図 1　  Cheminal structures of three types of polymer conjugated ZnPP we developed.
（A） PEG-conjugated ZnPP, （B） P-HPMA-conjugate ZnPP, （C） SMA-copolymer conjugate ZnPP, （D） clustering 
micelle of polymer conjugated ZnPP forming micelle. Example is （A） and （B）. See text （1, 13）.

図 2　  In vivo fluorescence imaging of tumors using P-HPMA-ZnPP.
（A） Fluorescence image of tumor using P-HPMA-ZnPP and, （B） that of low MW 
ZnPP, non-polymer conjugate. （C） Tumor and tissue uptake of P-HPMA-ZnPP at 24 
and 48 hr after iv injection.
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射による 1 O 2 生成以外に、多面的な作用を示す点が優
れていることがわかった。
　また、HO-1 はヘムを分解することが知られてお
り、ヘム鉄プロトポルフィリン（FePP）かその誘導
体を PS として用いる場合（多くの通常の市販の PS
はこれに相当）は、HO-1 により分解される。このた
め、L-アミノレブリン酸（L-ALA）処理（投与）に
よる PP、またはヘム濃度を高め PDTの効果を増強
しようという試みがあるが 20、HO-1 が高発現してい
る多くの腫瘍では問題と考えられる。一方、我々は、
PSとして、ZnPP を用いているが、ZnPP は HO-1 を
阻害するので好都合である。これも ZnPP の PS とし
ての一つの特徴／メリットである。

3． ZnPP結合高分子の性状と体内の
挙動、とくに腫瘍組織集積性
（EPR効果）

　我々は図 1 に示した 3 種のポリマーに対し、ポリ
マー鎖 1本に 1～3個 ZnPP を結合させた。それぞれ、
1 本あたり重量平均分子量（Mw）は、PEG は約
5,000、P-HPMA は 約 10,000～12,000、SMA は 約
1,600 である。これらは水溶液中で比較的均一なサイ
ズ分布のミセルを形成し、その中心部は ZnPP が hy-
drophobic の head to head のかなり強く結合した
cluster head となり（図 1D）、水溶性ポリマー鎖の部
分は tail（尾部）となってミセルの表面で外向きに配
位していると考えている。水溶液中におけるみかけの
分子サイズはいずれも 80～200　nm であり（光散乱、
ゲルクロマトなど）、優れた EPR 効果を示すが、

ZnPP はヘム分子としての肝・脾への親和性が強く、
肝脾への集積は腫瘍と同じく高い。
　腫瘍集積性は iv 投与 24 時間後で、肝臓を除き、腫
瘍部が最も高く、脾臓の 3倍、その他、心臓、腎臓等
より約 10 倍高い（図 2C）。IVIS 装置による移植腫瘍
および自家発癌乳癌部の蛍光像の S／N比は正常皮膚
の蛍光強度の約 10 倍であった（図 2A, B、図 3）。こ
のことは一般の高分子ミセルやリポソームなどの腫瘍
デリバリーがナノ粒子化／ミセル化によって大幅に上
昇するのと同じである。ちなみに、レザフィリンでは
このような腫瘍選択的な蛍光部はみられなかっ
た 21-23。

4． ナノPSプローブとしてのZnPP- 
ポリマー結合体を用いた in vivo
抗腫瘍活性と腫瘍の蛍光イメージ
ング

　皮膚に移植したマウス S180 腫瘍に対する照射光量
と薬剤（ZnPP 当量）の投与量の依存性を検討した 12。
光源はxenon光のファイバーオプティックスでAsahi 
Spectra 製（MAX-303 型、5 分）で行った。薬剤は
前述の HPMA ポリマーに ZnPP をつないだ P-
HPMA-ZnPP で、0、5、10、20　mg／kg を各 bolus iv
で 1 回のみ投与し、この装置の出力の 0、20、40、
60%の照射強度で各々でテストした。光照射は day 1
（薬剤投与後 24　hr）、day 2 の 2 回のみであった。図 4
に示す通り、薬剤 10　mg、20　mg の用量において、光
量 60% 出力で、ほぼ完全に腫瘍の増殖を抑制した。
薬剤 20　mg 投与では、光量に対する治療効果は薬剤

図 3　  In vivo fluorescence imaging of breast cancer using P-HPMA-ZnPP.
（A） Tumor image of normal light. （B） Fluorescent view of DMBA-induced breast can-
cer of rat was obtained at 48 h after drug injection i.v. （15　mg／kg ZnPP equivalent） un-
der IVIS system. Arrows inside the circles point to fluorescent tumor nodules. See text.
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用量に比例した。さらにラット乳癌モデル（発癌剤
DMBAを経口投与（10　mg／rat）により、約 3～4 ヶ
月後にラット乳腺に乳癌が生ずる）において、腫瘍塊
が直径 10～20　mmになったところで、前述の薬剤 20　
mg／kg、光量 27　J／cm 2（60% 出力、5分）を 2回（各
群 5～6 匹）で照射した。これらラットの乳癌は治療
開始から約 50 日後には消失した（図 5） 12。同じ乳癌
をパナソニックの青色蛍光灯（FL20S-B）10　J／cm 2　3
回照射（各回 60 分）で完全に消失した。このように
ナノ PS を用いる治療は in vivo の自然発癌モデルに
対しても明らかに有効であった 12。
　上記に示すように、我々の開発した高分子型 ZnPP
（P-ZnPP）は優れた抗腫瘍効果を示すことが分かる。
しかし、高い抗腫瘍効果を示す抗がん剤は、必然的に
強い副作用を持つものが多く、その使用は制限されて
いる。P-ZnPP は副作用に関してもいわゆる制癌剤と
は異なり、動物実験において体重減少や、発赤などの
明確な副作用は見られなかった。これはもともと
ZnPP には毒性がなく、肝庇護剤として肝臓の薬とし
て用いられていることからもわかる。P-ZnPP の安全
性は、① EPR 効果による腫瘍特異的なデリバリー

（図 2、図 3）、②効率的な 1 O 2 の生成によると考えて
いる。1 O 2 の生成量は、他の PS と同様に、光源の距
離とその出力によって違ってくる。他の PSと異なる
点は、P-ZnPP は血中や細胞外マトリックス中では、
ミセルを形成しているために、光照射による蛍光と
1 O 2 の生成はクエンチングにより光増感活性も抑えら
れている。しかし細胞内に取り込まれることによっ
て、細胞膜上の界面活性剤成分（レシチン等）の作用
によりこのミセルの高次構造が崩壊し、光増感活性が
「オン」の状態になる（図 6） 8,12。即ち、細胞内取り込
みの活発な腫瘍組織においては、選択的に光増感活性
が増強されると考えられる。つまり、血液等 complex
として循環しているときは 1 O 2 の生成は弱いのであ
る。このように、P-ZnPP は 3 重のメカニズムによっ
て、抗腫瘍活性と安全性が付与される。

5． 固形腫瘍の蛍光検出、超早期での
腫瘍の発見と光照射による根絶

　これらの polymer 化 ZnPP 投与後～3日後において
腫瘍の蛍光イメージ像は極めて明瞭であった。このこ
とから、管腔、腹腔、胸腔、膀胱、子宮等の腫瘍に対

図 4　  PDT of S180 solid tumors with P-HPMA-ZnPP and xenon light source.
（A） Instrument of xenon light source （MAX-303　;　Asahi Spectra）. （B） Dose responses. Different amounts 
of P-HPMA-ZnPP were injected i. v. when tumor diameters reached 5-10　mm. After 1 and 2 days of drug 
injection, light irradiation （36　J／cm 2） was performed. （C） Light intensity. Mice received treatments of P-
HPMA-ZnPP （20　mg／kg, ZnPP equivalent）, with different intensities of light for 5 min as indicated. Data 
are means ±SD　;　n＝5-10. （PZP　:　P-HPMA-ZnPP）
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図 5　  PDT with P-HPMA-ZnPP of DMBA-induced breast cancer in rats.
In DMBA-induced rat breast cancer model, when tumor diameters became 10-20　mm, P-HPMA-
ZnPP （20　mg／kg） was injected i.v., followed by light irradiation after 24 and 48　h. （A） Xenon light 
（MAX-303　;　Asahi Spectra） was irradiated at 24 and 48　h after P-HPMA-ZnPP administration, with 
the irradiation dosage being 27　J／cm 2 （90　mW／cm 2、60% of power output for 5　min each time）. Com-
plete tumor regression was seen on day 60. The initial tumor size of drug＋light treatment group was 
somewhat smaller in size. （B） macroscopic pictures of breast tumors treated as in A　;　compared with 
untreated control rats, in which tumors grew quickly and became diameter of 25-30　mm from about 
10　mm in diameter within 40 days. Rats receiving this PDT demonstrated a significant reduction of tu-
mor size　;　on day 60 after PDT and the tumor disappeared completely, whereas the control tumor （no 
PDT） continued to grow. Data are means±SD　;　n＝5-6.

図 6　  Generation of  1O 2 from P-HPMA-ZnPP exposed to light.
（A） ESR spectra of singlet oxygen （triplet signal） for P-HPMA-ZnPP or P-HPMA-ZnPP after light 
irradiation for the indicated times in the presence of lecithin. （B） Relative increase of the generation 
of  1O 2 from P-HPMA-ZnPP in the presence of lecithin. （C） Relative increase in the generation of  1O 2 
from P-HPMA-ZnPP in the presence of Tween 20. As a spin trapping agent of  1O 2 , HO-TEMP （4-hy-
droxy-2,2,6,6-tetramethyl piperidine） was used. Data are means±SD　;　n＝4-5.  ＊P＜0.05,  ＊＊P＜0.01,  ＊＊＊

P＜0.001.
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し、蛍光内視鏡による早期癌の検出への応用が期待さ
れる。これは同時に、光照射治療においては数分間の
局所での（内腔）照射で十分実用性があると考えられ
た。この波長域では、皮膚の光透過性は 1%前後であ
るが、時間をかけること、あるいは power up で光量
をあげることにより、PDTに必要な光量が、1　cm 以
上の深部でも実用化になると思われた。

6．おわりに
　このレビューは、著者らの自験例を中心にまとめた
が、ナノサイズの PSの有用性については文献に記し
た報告や Extensive なレビュー 22-28 も参考にされた
い。いずれにしろ、今後、この方向の評価が高くなる
と考えられる。L-ALA 20 等に関しても、多くの腫瘍
ではHO-1 が高発現しているという事実は我々以外に
あまり議論されていないが 1,14-19、PDT を発展させる
ためには注意すべき重要なポイントと考えられ、とり
あげた。

参考文献
 1 ．Fang J, Sawa T, Akaike T, Akuta T, Greish K, Hamada 
A, Maeda H. In vivo antitumor activity of pegylated 
zinc protoporphyrin : targeted inhibition of heme oxy-
genase in solid tumor. Cancer Res. 2003. 63 （13）　:　3567-
74.

 2 ．Fang J, Sawa Y, Akaike T, Greish K, Maeda H. En-
hancement of chemotherapeutic response of tumor 
cells by a heme oxygenase inhibitor, pegylated zinc 
protoporphyrin. Int J Cancer. 2004. 109 （1）　:　1-8.

 3 ．Iwai K, Maeda H, Konno T. Use of oily contrast medi-
um for selective drug targeting to tumor　:　Enhanced 
therapeutic effect and X-ray image. Cancer Res. 1984. 
44　:　2115-2121.

 4 ．Matsumura Y, Maeda H. A new concept for macromo-
lecular therapeutics in cancer chemotherapy　:　Mecha-
nism of tumoritropic accumulation of proteins and the 
antitumor agent SMANCS. Cancer Res. 1986. 46　:　6387-
6392.

 5 ．Maki S, Konno T, Maeda H. Image enhancement in 
computerized tomography for sensitive diagnosis of 
liver cancer and semiquantitation of tumor selective 
drug targeting with oily contrast medium. Cancer. 
1985. 56　:　751-757.

 6 ．Maeda H. SMANCS and polymer-conjugated macro-
molecular drugs　:　Advantages in cancer chemotherapy. 
Adv Drug Delivery Rev. 1991. 6　:　181-202.

 7 ．Maeda H, Wu J, Sawa T, Matsumura Y, Hori K. （Re-
view） Tumor vascular permeability and the EPR ef-
fect in macromolecular therapeutics. J Cont Release. 
2000. 65　:　271-284.

 8 ．Nakamura H, Liao L, Hitaka Y, Tsukigawa K, Subr V, 
Fang J, Ulbrich K, Maeda H. Micelles of zinc protopor-
phyrin conjugated to N-（2-hydroxypropyl）methacryl-
amide （HPMA） copolymer for imaging and light-in-
duced antitumo effects in vivo. J Control Release. 2013 
Feb 10　;　165 （3）　:　191-8.

 9 ．Fang J, Greish K, Qin H, Liao L, Nakamura H, Takeya 
M, Maeda H. HSP32 （HO-1） inhibitor, copoly（styrene-
maleic acid）-zinc protoporphyrin IX, a water-soluble 
micelle as anticancer agent　:　In vitro and in vivo anti-
cancer effect. Eur J Pharm Biopharm. 2012 Aug　;　81 
（3）　:　540-7.

 10．Iyer AK, Greish K, Fang J, Murakami R, Maeda H. 
High-loading nanosized micelles of copoly（styrene-ma-
leic acid）-zinc protoporphyrin for targeted delivery of 
a potent heme oxygenase inhibitor. Biomaterials. 2007 
Apr　;　28 （10）　:　1871-81.

 11．Fang J, Tsukigawa K, Liao L, Yin H, Eguchi K, Maeda 
H. Styrene-maleic acid-copolymer conjugated zinc 
protoporphyrin as a candidate drug for tumor-target-
ed therapy and imaging, J Drug Targeting （in press, 
2015）

 12．Fang J, Liao L, Yin H, Nakamura H, Subr V, Ulbrich K, 
Maeda H. Photodynamic therapy and imaging based 
on tumor-targeted nanoprobe, polymer-conjugated 
zinc protoporphyrin. Future Sci. OA. 2015, FSO4. doi　:　
10.4155／FSO.15.2

 13．Iyer AK, Greish K, Seki T, Okazaki S, Fang J, Takeshi-
ta K, Maeda H. Polymeric micelles of zinc protopor-
phyrin for tumor targeted delivery based on EPR ef-
fect and singlet oxygen generation. J Drug Targeting 
2007. 15　:　496-506.

 14．Fang J, Akaike T, Maeda H. Antiapoptotic role of 
heme oxygenase （HO） and the potential of HO as a 
target in anticancer treatment. Apoptosis. 2004 Jan　;　9 
（1）　:　27-35.

 15．Fang, J., T. Seki, and H. Maeda, Therapeutic strategies 
by modulating oxygen stress in cancer and inflamma-
tion. Adv Drug Deliv Rev, 2009. 61 （4）　:　p.　290-302.

 16．Tanaka S, Akaike T, Fang J, Beppu T, Ogawa M, 
Tamura F, Miyamoto Y, Maeda H. Antiapoptotic effect 
of haem oxygenase-1 induced by nitric oxide in experi-
mental solid tumour. Br J Cancer. 2003 Mar 24　;　88 
（6）　:　902-9.

 17．Kondo R, Gleixner KV, Mayerhofer M, Vales A, Gruze 
A, Samorapoompichit P, Greish K, Krauth MT, Aich-
berger KJ, Pickl WF, Esterbauer H, Sillaber C, Maeda 
H, Valent P. Identification of heat shock protein 32 
（Hsp32） as a novel survival factor and therapeutic tar-
get in neoplastic mast cells. Blood. 2007 Jul 15　;　110 
（2）　:　661-9.

 18．Mayerhofer M, Gleixner KV, Mayerhofer J, Hoermann 
G, Jaeger E, Aichberger KJ, Ott RG, Greish K, Naka-
mura H, Derdak S, Samorapoompichit P, Pickl WF, 
Sexl V, Esterbauer H, Schwarzinger I, Sillaber C, Mae-

日本分子第9巻1号_0010総説1_前田.indd   9 2015/11/20   18:34:42

64



JSMI Report 10

da H, Valent P. Targeting of heat shock protein 32 
（Hsp32）／heme oxygenase-1 （HO-1） in leukemic cells 
in chronic myeloid leukemia　:　a novel approach to over-
come resistance against imatinib. Blood. 2008 Feb 15　;　
111 （4）　:　2200-10.

 19．Gleixner KV, Mayerhofer M, Vales A, Gruze A, Hör-
mann G, Cerny-Reiterer S, Lackner E, Hadzijusufovic 
E, Herrmann H, Iyer AK, Krauth MT, Pickl WF, Mari-
an B, Panzer-Grümayer R, Sillaber C, Maeda H, Zielin-
ski C, Valent P. Targeting of Hsp32 in solid tumors 
and leukemias　:　a novel approach to optimize antican-
cer therapy. Curr Cancer Drug Targets. 2009 Aug　;　9 
（5）　:　675-89.

 20．梶本宜永，黒岩敏彦，アミノレブリン酸による脳腫瘍の
可視化，日本分子イメージング学会誌JSMI Report 2015. 
8 （2）　:　11-17.

 21．Wang S, Fan W, Kim G, Hah HJ, Lee YE, Kopelman R, 
Ethirajan M, Gupta A, Goswami LN, Pera P, Morgan J, 
Pandey RK. Novel methods to incorporate photosensi-
tizers into nanocarriers for cancer treatment by photo-
dynamic therapy. Lasers Surg Med. 2011. 43　:　686-695.

 22．Lim CK, Heo J, Shin S, Jeong K, Seo YH, Jang WD, 
Park CR, Park SY, Kim S, Kwon IC. Nanophotosensitiz-
ers toward advanced photodynamic therapy of cancer. 
Cancer Lett. 2013. 334　:　176-187.

 23．Shibu ES, Hamada M, Murase N, Biju V. Nanomateri-
als formulations for photothermal and photodynamic 
therapy of cancer. J Photochem Photobiol C　:　Photo-
chem Rev. 2013. 15　:　53-72.

 24．Kuo WS, Chang CN, Chang YT, Yeh CS. Antimicrobial 
gold nanorods with dual-modality photodynamic inac-
tivation and hyperthermia. Chem Commun. 2009. 28　:　
4853-4855.

 25．Lammers T, Subr V, Ulbrich K, Hennink WE, Storm G, 
Kiessling F. Polymeric nanomedicines for image-guid-
ed drug delivery and tumor-targeted combination 
therapy. Nano Today 2010. 5　:　197-212.

 26．Kelkar SS, Reineke TM. Theranostics　:　combining im-
aging and therapy. Bioconjug Chem. 2011. 22　:　1879-
1903.

 27．Gormley AJ, Larson N, Sadekar S, Robinson R, Ray A, 
Ghandehari H. Guided delivery of polymer therapeu-
tics using plasmonic photothermal therapy. Nano To-
day 2012. 7　:　158-167.

 28．Hollis CP, Weiss HL, Leggas M, Evers BM, Gemeinhart 
RA, Li T. Biodistribution and bioimaging studies of hy-
brid paclitaxel nanocrystals　:　lessons learned of the 
EPR effect and image-guided drug delivery. J Control 
Release 2013. 172　:　12-21.

日本分子第9巻1号_0010総説1_前田.indd   10 2015/11/20   18:34:42

65



A Retrospective 30 Years After Discovery of the Enhanced
Permeability and Retention Effect of Solid Tumors:
Next-Generation Chemotherapeutics and Photodynamic
Therapy—Problems, Solutions, and Prospects

HIROSHI MAEDA, KENJI TSUKIGAWA, AND JUN FANG

Institute of Drug Delivery Science, Sojo University, Kumamoto, Japan

Address for correspondence: Hiroshi Maeda, Institute of Drug Delivery Science, Sojo University, Kumamoto 860-0082, Japan.

E-mail: hirmaeda@ph.sojo-u.ac.jp

This work was presented at the symposium entitled Metabolism and Tumour Microcirculation at the World Congress of Microcirculation held in

Kyoto 2015 and sponsored by the journal Microcirculation.

Received 19 June 2015; accepted 29 July 2015.

ABSTRACT

Solid tumor has unique vascular architecture, excessive production

of vascular mediators, and extravasation of macromolecules from

blood vessels into the tumor tissue interstitium. These features

comprise the phenomenon named the EPR effect of solid tumors,

described in 1986. Our investigations on the EPR revealed that many

mediators, such as bradykinin, NO, and prostaglandins, are involved

in the EPR effect, which is now believed to be the most important

element for cancer-selective drug delivery. However, tumors in vivo

manifest great diversity, and some demonstrate a poor EPR effect,

for example, because of impaired vascular flow involving thrombo-

sis, with poor drug delivery and therapeutic failure. Another

important element of this effect is that it operates in metastatic

cancers. Because few drugs are currently effective against metastases,

the EPR effect offers a great advantage in nanomedicine therapy.

The EPR effect can also be augmented two to three times via

nitroglycerin, ACE inhibitors, and angiotensin II-induced hyper-

tension. The delivery of nanomedicines to tumors can thereby be

enhanced. In traditional PDT, most PSs had low MW and little

tumor-selective accumulation. Our hydroxypropylmetacrylamide-

polymer-conjugated-PS, zinc protoporphyrin (apparent MW

>50 kDa) showed tumor-selective accumulation, as revealed by

fluorescent imaging of autochthonous cancers. After one i.v.

injection of polymeric PS followed by two or three xenon light

irradiation/treatments, most tumors regressed. Thus, nanoprobes

with the EPR effect seem to have remarkable effects. Enhancing the

EPR effect by using vascular modulators will aid innovations in PDT

for greater tumor-targeted drug delivery.

KEY WORDS: enhanced permeability and retention effect, nanomedi-

cine, photodynamic therapy, anticancer therapy

Abbreviations used: ACE, angiotensin-converting enzyme; EPR,

enhanced permeability and retention; HPMA, N-(2-hydroxypropyl)

methacrylamide; LMW, low molecular weight; NCS, neocarzinos-

tatin; NO, nitric oxide; PDT, photodynamic therapy; PET, positron

emission tomography; PSs, photosensitizers; SMA, styrene-co-

maleic acid; THP, 40-O-tetrahydropyranyldoxorubicin (also called

pirarubicin).

Please cite this paper as:Maeda H, Tsukigawa K, Fang J. A retrospective 30 years after discovery of the enhanced permeability and retention effect of solid tumors:

next-generation chemotherapeutics and photodynamic therapy—problems, solutions, and prospects. Microcirculation 23: 173–182, 2016.

INTRODUCTION

30 Years of History and Background
Tumor blood vessels are more dynamic and variable than

normal blood vessels. With regard to drug delivery to

tumors, we found excessive extravasation of Evans blue

complex with albumin [62] into solid tumor tissue in mouse

models, which in 1986 we named the EPR effect of

macromolecules in solid tumors [49]. We investigated this

phenomenon in more detail by first using various highly

biocompatible plasma proteins and similar compounds.

Tumor-selective extravasation occurs with macromolecules

such as ovalbumin (48 kDa), albumin, IgG (160 kDa),

a2-macroglobulin (180 kDa 9 4), and the synthetic polymer

conjugate SMANCS (16 kDa) [44,46], which binds to

albumin and becomes 90 kDa [44–46,48,49] (Figure 1A).

We later confirmed, in collaboration with Ruth Duncan,

Karel Ulbrich, and others [60,66], this effect with synthetic
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biocompatible polymers of HPMA, although the largest

macromolecular size examined was 800 kDa.

In addition to these investigations, we demonstrated tumor-

selective accumulation of drug in lipid particles by using the

lipid contrast agent (Lipiodol), administered via a tumor-

feeding artery (Figure 1CandD) [23,28,29,36]. In addition,we

observed prolonged drug retention in tumors, for more than

months, in mouse and rabbit tumor models [23,49], and in

human tumors including hepatoma, renal cell carcinoma, and

cancers of the gallbladder, pancreas, and lung [28,29,36,38,39].

Lipiodol and other vegetable lipid particles break up into

micron-sized oil particulates when they reach the branching

points of blood capillaries, and then they extravasate into the

tumor interstitium via the EPR effect and remain there for

more than one month [23,28,29,38]. The tumor/blood ratio

for lipiduptake24 hours after injection into the tumor-feeding

artery was about 2000 [23], and this value can be increased by

inducing high blood pressure (see below) [38,39,53].

More recently, we injected bacteria (Lactobacillus casei)

intravenously and discovered that increased concentrations

of bacteria were found in tumors when a vasodilating nitro-

agent such as nitroglycerin or ACE inhibitor was applied

simultaneously to dilate the vasculature and open endothelial

cell–cell junctions. Inasmuch as the tissue pO2 is low in many

solid tumors and Lactobacillus grows more in hypoxic

conditions than in aerobic conditions, the growth of

Lactobacillus was facilitated more in hypoxic tumor tissues

compared with normoxic normal tissues [10]. Results

showed that bacteria of about 1 lm were delivered to and

grew selectively in the tumors after 24 hours or later.

From the above-described results, one can easily envision

the application of biocompatible macromolecules and

nanoparticles to tumor-selective drug delivery based on the

EPR effect. These macromolecules and nanoparticles include

liposomes or lipid microspheres, micelles, polymer–drug
conjugates, polymer–carrier drug complexes, hydroxyapatite

particles, various metallic or inorganic nanoparticles, and

carbohydrates such as hyaluronic acid. Obviously, such

delivery can be applied to chemotherapy for tumors and

other diseases, as well as to imaging and radioscintigraphy.

Disease-selective delivery of such nanomedicines can avoid

systemic side effects, increase imaging sensitivity, and

improve therapeutic effects, as many reports have suggested

[8,9,17–20,27,33,34,37,40–42,55,71,74].

Definition and Profiles of the EPR Effect: The
Phenomenon
Table 1 summarizes the properties required for the EPR effect.

The EPR effect can be observed inmost, if not all, solid tumors.

It is distinct inhepatomaand renal carcinoma, but prostate and

A B

DC

Figure 1. Demonstration of the EPR effect by using Evans blue–albumin (complex) and a lipid contrast agent (Lipiodol) in liver cancer. (A) Experimental

mouse tumor, sarcoma 180, implanted in dorsal skin. (B) Metastatic lung cancer of colon 26, originally implanted in dorsal skin: about two months after

implantation, metastases were seen in the lungs as blue nodular tumors, as indicated by arrows. In (A and B) Evans blue–albumin was taken up selectively

into the tumor, which demonstrates the EPR effect [41]. (C and D) Abdominal CT scans from a patient with gastric cancer, with the slices showing two

metastatic tumor sites as white areas. Arrows point to the metastases that selectively took up the lipid contrast agent (Lipiodol), which contained the

hydrophobic polymer-conjugated drug SMANCS. This lipid-formulated drug was administered via a catheter into the tumor-feeding hepatic artery under

angiotensin II-induced hypertension [22,38,53,69]. (D) Taken after one month, showed a significant reduction in the size of the metastases after only one

administration of drug [53]. (A from [39], B from [41], C and D from [53] with permission.)
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pancreatic cancers are less vasculated type anddemonstrate less

EPR effect. This phenomenon can be demonstrated by arterial

angiography using an X-ray lipid contrast agent (Lipiodol).

Low-MW contrast agents, after injection into a tumor-feeding

artery, also showuptake into tumors (or tumor staining) that is

due to uptake of these agents into tumor tissues. This uptake is

called passive targeting of drugs to tumors. However, low-MW

contrast agents, even delivered to tumors, are quickly washed

out from the tumor tissues within a minute or so, with no

intratumor retention. In contrast to the low-MW agents,

nanoparticles, macromolecular drugs, polymeric drugs, and

lipid particles, which leak out primarily into tumor tissues and

inflamed tissues rather than into normal tissues, are retained in

tumor tissues for prolonged time, even months, as with

Lipiodol (described above). Therefore, this long-time reten-

tion effect can transform“passive targeting” into the EPR effect

by use of nanomedicine. Table 2 provides the factors and

mediators responsible for the emergence of EPR.

Heterogeneity in the EPR effect may be observed in

clinical settings, however, as tumors grow; it may be also

attributed to obstructed blood flow such as from coagulation

or thrombus formation, and to necrotic tissues in tumors.

These common features of tumors in clinical settings reflect

a wide range of variability in size, pathology, and host

reaction to tumors [13,75].

Augmentation of the EPR Effect
Tumor blood vessels do not have a solid, fixed structure but a

dynamic one, and gaps between endothelial cells are defec-

tively opened or dilated. Abnormalities are usually also found

at the capillary levels where contraction may not occur as

there may be no smooth muscle layer at this level. The tumor

vascular structures are also contracted, stretched, or con-

stricted to impede blood flow [5,6,39,68]. When angiotensin

II is infused intravenously, the systemic normal blood vessels

will contract, which results in hypertension. In this condi-

tion, however, tumor blood vessels will be opened, and

extravasation of blood components will be facilitated [38,53].

Suzuki and Hori and colleagues reported the angiotensin II-

induced hypertension chemotherapy with conventional low-

MW anticancer agents [22,69]. This method, however, is in

fact more useful with nanoparticles, because much less

washout occurs and the retention effect of EPR plays a

greater role in tumor-selective delivery of nanomedicines

[9,16,38,41,53,55,69].

To enhance the EPR effect, a number of vascular

mediators are utilized, as Table 2 shows. NO is an endoge-

nous mediator that causes vessels to dilate and thereby lowers

blood pressure. Many solid tumors manifest vascular

embolism or vascular clogging, similar to cardiac infarctions.

If we restore the vascular blood flow of such tumors by

administering nitroglycerin, we can expect increased drug

delivery and hence a greater EPR effect to operate. Seki and

others in our laboratory published investigations of the

application of nitroglycerin and ACE inhibitors, such as

enalapril, in which they reported increased delivery of Evans

blue–albumin to tumors [37,38,40,41,55,65]. Fang et al. also

showed that carbon monoxide-releasing micelles enhanced

drug delivery [12,81]. In addition, tumor necrosis factor-a
[64] and tumor growth factor-b receptor inhibitor

(LY364947) [26] had similar EPR-inducing effects. Yasuda

et al. reported significant benefit of using NO-releasing agent

(nitroglycerin) using conventional low-MW anticancer

agents in clinical settings [79,80].

Enhanced Drug Delivery to Tumors and Clinical
Effects: Lipid Formulation for the Arterial Infusion
Route Under an Augmented EPR Effect
We later applied this angiotensin II-induced hypertension

chemotherapy technique of Suzuki et al. [69] to the use of

the macromolecular anticancer agent SMANCS, which was

dissolved in the lipid contrast agent Lipiodol. We demon-

strated that this method achieved remarkable regression of

tumors, which included cancers of the liver, kidney, bile duct,

and pancreas, in humans [16,53]. We also applied NO-

enhanced augmentation of the EPR effect, by using an NO-

releasing agent to open the tumor-feeding artery, to lung

cancer. This lung cancer regressed completely after intra-

arterial administration (into the bronchial artery) of isosor-

bide dinitrate (Nitrol, ISDN), followed by administration of

SMANCS dissolved in Lipiodol [37]. Storm’s group reported

NO-enhanced delivery and radio sensitization to hypoxic

tumor which seems reasonable [25].

Table 1. Characteristics of the EPR effect of nanomedicines and

macromolecular drugs

Biocompatibility No interaction with blood components or blood

vessels, no antigenicity, no clearance by the

reticuloendothelial system, no cell lysis

Molecular size Larger than 40 kDa (larger than the renal

clearance threshold)

Surface charge Weakly negative to near neutral

Time required

to

achieve

Longer than several hours in systemic circulation

in mice, with distinct accumulation seen at

30 minutes

Drug retention

time

Usually hours to days to weeks, in great contrast to

passive

targeting, in which low-molecular weight (LMW)

molecules, even delivered to tumor tissue, but

cleared rapidly, via entering the systemic

circulation in a minute*

*Compare with LMW X-ray contrast agents in angiography, which are

taken up in tumor tissues by passive targeting but are not retained

(see text). LMW anticancer agents given by arterial injection, although

they reach tumors by the first-path effect (by passive targeting), are

not retained in tumor tissue, and thus not much clinically benefiting.

(Adapted from [39] with permission.)
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Polymer-Conjugated Drugs vs. Polymer-
Encapsulated Drugs: Bursting of Micelles and Loss
of Tumor Tropism
Our earliest polymer-conjugated drug study, published in

1979, described NCS (an acidic protein of 12 kDa)

conjugated to a polymer of SMA via a maleylamide bond

[46]. The conjugate alone had a total MW of about

16 kDa. However, when it bound to plasma albumin it

was about 90 kDa in solution [44,48]. Styrene residues and

partially butylated maleic acid residues in the polymer

conferred a property of high hydrophobicity, yet hydro-

philic, and thus the polymer became soluble in lipids as

well as in water. We found unique characteristics of the

drug conjugate (SMANCS) after it was injected intra-

venously: it showed significant accumulation in lymph

nodes as well as in the primary tumor, more than in

normal tissues and more than the accumulation of the

original NCS [44,45,47,48,70]. As described in the preced-

ing section, we developed a formulation with a lipid

contrast agent (Lipiodol) for arterial infusion, which was

administered via a catheter under X-ray monitoring.

Clinical success was initially achieved for hepatoma, bile

duct cancer, renal cancer, and others. This approach,

taking advantage of the first-path effect via catheterization,

the EPR effect, and the induction of hypertension, allowed

the most efficient tumor-selective targeting and augmented

drug delivery to tumors [38,53].

We then prepared a noncovalent complex of doxorubicin

and pirarubicin (THP) (both anthracyclines) with the SMA

polymer [15,16] as well as a covalent conjugate of the SMA

polymer [72,73]. It became clear that the noncovalently

encapsulated micellar complex released free low-MW drug

more readily, and it consequently had a smaller EPR effect

and produced less accumulation in tumors; in contrast,

covalently bonded drug conjugate improved EPR effects

[9,40,41,54,55,72,73]. Various reports have discussed this

finding [38,40–42,55].
When nanoparticle drugs are extremely stable, which

suppress release of encapsulated drugs; thus the free active

drug is not accessible to target molecules in tumor cells

despite delivery to tumor tissues, consequently, the thera-

peutic effect is marginal [63]. One such example may be

Doxil, a pegylated liposomal drug containing doxorubicin.

On the contrary, when a drug is noncovalently encapsulated

rather loosely in micelles or liposomes, the nanoparticles are

apparently stable in phosphate-buffered saline or water.

However, that shear stress during blood circulation through-

out capillaries in the body is far worse than in a static

solution in test tubes should be remembered. After i.v.

injection of NK 911 (micelle-encapsulated doxorubicin), for

example, a significant amount (~50%) of free drug (dox-

orubicin or its dimer form) was released into circulating

blood within 1–2 hours [58]. Its therapeutic effect was thus

minimal. These problems of rapid release of drug and no

Table 2. Factors and mediators involved in the EPR effect in cancer and inflammation, and their responsible enzymes or effectors*

EPR effect-enhancing factors/

mediators (references)

Enzymes and factors responsible

for EPR effect Comments, actions of enzymes and factors, or sources of factors

1. Bradykinin (kinin)

[38–40,43,82]
Kallikrein, other proteases, and

plasminogen activator

Angiotensin I-converting enzyme degrades kinin; ACE inhibitor

potentiates activity by blocking kinin degradation; kinin induces NO

synthase

2. NO [38,39,77] NO synthase (NOS), inducible isoform

of NOS (iNOS)

Nitroglycerin, isosorbide dinitrate (ISDN, Nitrol), nitroprusside yield NO.

Nitrite reductase, which occurs in hypoxic tissues (tumor), generates NO

from NO2
-.

3. Prostaglandins (PGs) [43,77] Cyclooxygenase 2 (COX-2) PGI2 agonist (beraprost) influences the EPR effect

4. Carbon monoxide (CO) [12] Heme oxygenase-1 (HO-1, HSP32) Hemin, NO, ultraviolet light, and heat induce HO-1

5. Peroxynitrite (ONOO�) [43,78] Generated by NO + O2
� Extremely rapid reaction

6. Matrix metalloproteinase

(MMP) or collagenase

(proMMP)† [78]

Procollagenase activation by ONOO� ONOO� activates proMMP ? MMP

7. Vascular endothelial growth

factor (VEGF/VPF) [38,43]

NOS NO, endotoxin, and other cytokines induce VEGF

8. Tumor necrosis factor a (TNF-

a) and TFG-b inhibitor [26,64]

Cytokines, growth factor Induce inflammation and normalization of tumor vasculature

9. Heat [14,32] Gold nanoparticles/microwave Induction of inflammation

See text for details.

*These factors are the most common mediators of inflammation and cancer that facilitate extravasation. †proMMP: promatrix metalloproteinase

(collagenase) is activated by ONOO- or other proteases. (Modified from [37] with permission.)
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EPR effect were also seen with the noncovalent complex of

paclitaxel with polymer [21].

We had previously tested a mixture of doxorubicin or

mitomycin C with Lipiodol and found that these agents did

not remain long in Lipiodol, the results being no EPR effect

and no therapeutic effect (T Konno and H Maeda, unpub-

lished data). This situation was in great contrast to the stable

behavior of SMANCS/Lipiodol: SMANCS/Lipiodol remained

stable and homogeneous, and helped provide sustained drug

activity.

Advantage of Polymeric Drugs for an Antitumor
Effect on the Metastatic Tumor
The initial objective of the synthesis of the conjugated with

hydrophobic character, yet water-soluble polymer conjugate

SMANCS (see previous section) [44–46,48] was to develop a

drug for lymphatic metastasis [4–6,46,47,70]. Subsequently,
we investigated whether the blood or the lymphatic system

feeds cancer nodules of lymphatic metastases [61]. We found

that once metastases are established in the lymph nodes, they

received nutrients via the blood flow, not via the lymphatic

system. Therefore, the EPR effect would function in

metastatic lymph nodes tumors [61].

Figure 1B shows result of the EPR effect of metastatic lung

cancer of colon 26 tumor implanted in the dorsal skin of

mice [40,61]. Similarly, metastatic liver tumor nodules also

took up Evans blue–albumin (not shown). Polymer–drug
conjugates effectively led to regression of both lung and liver

metastases [4–7,72]. Thus, studies of two different syngeneic

tumor models confirmed the therapeutic effect of these

conjugates on metastatic tumors in the lung and liver [4–
7,72]. In view of the importance of controlling metastatic

cancer, these data warrant more clinical investigations. In a

recent study of a patient with advanced stage IV prostate

cancer having numerous metastatic tumors in the lung and

bones (pelvis and femur) as well as lymph nodes, multimodal

treatment that included HPMA polymer-conjugated piraru-

bicin caused complete regression of the metastases, and we

observed no recurrence after 24 months [7].

Barriers to Delivery of Drugs to Target Molecules in
Tumor Cells: Tumor-Selective Drug Delivery
A number of barriers to reaching intratumor cell targets exist

in vivo (Figure 2). The first barrier is the vascular wall and

transfer from the blood vasculature to tumor stroma or

interstitial tissues. This barrier can best be overcome by

means of the EPR effect and using nanosized drugs, so that

passage of drugs through vessels occurs. The second barrier is

matrix components of tumor tissues, or interstitial tissue

matrix, which impedes diffusion of macromolecules and

nanoparticles. The diffusion constants of specific molecules,

as they traverse the stroma matrix, are greatly affected by the

molecular size of the drugs, which differ by a few orders of

magnitude (e.g., 106 kDa vs. 500 Da). For example, over-

night diffusion across 1 cm of agar gel can be easily observed

with immunoglobulin G (160 kDa). When a polymer-

conjugated low-MW drug is liberated from its carrier

polymer, its access to the target tumor cells will be 100

times easier. This release from carrier polymers can be

accomplished by using tumor environment-sensitive

polymer-linker-bonds such as a hydrazone bond

[3,20,31,54,73,82]. We showed that the release of free drug

was much faster with hydrazone bonds in weakly acidic pH.

The maleylamide bond also seems susceptible to the acidic

pH in the tumor environment. Such a release can also be

accomplished by using linker peptides or ester bonding

susceptible to tumor-derived proteases (cathepsin B and

collagenase), hyaluronidase, or esterases [8,20,34,71,73,82].

Figure 2. Multiple barriers and factors involved during nanomedicine targeting to tumor.
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The first barrier in cancer tissue involves the vascular blood

wall, and extravasation from the bloodstream into the tumor

tissue. After this EPR-driven leakage from blood vessels, the

tumor environment (stromal tissue), i.e., acidic pH, facili-

tates liberation of free drugs that undergo rapid diffusion and

reach tumor cells, after which transporter-driven rapid

internalization occurs [1,3,30,31,54,57,59,72,73].

The third barrier is cell uptake. Among three different cell

uptake mechanisms operated in tumor cells, one of the

unique mechanism in solid tumor cells is the glucose and

other (e.g., L-amino acids) transporters. They are more

upregulated in tumor than normal cells [1,30,59]; such

compound as fluoro-D-glucose is used as a tumor-imaging

probe molecule in the PET. In contrast, internalization by

free diffusion, for instance, was effective but much slower, as

we found with doxorubicin uptake, which was diffusion

(time) dependent, whereas uptake of THP was about 30-fold

faster (H Nakamura and H Maeda, unpublished data). Thus,

the IC50 of THP was several fold to 10-fold lower in vitro

than that of doxorubicin, despite the fact that both belong to

anthracycline family. Also, many nanoparticles and macro-

molecules are internalized by means of endocytosis or

receptor binding followed by internalization. This mecha-

nism is usually more upregulated in many tumor cells than

in normal cells. In addition, it was reported that macro-

molecular drugs could usually escape from P-glycoprotein-

dependent efflux, thus showing better therapeutic effect

against multidrug-resistant cancers compared to low-molec-

ular weight free drugs [50–52].
Our prototype macromolecular nanodrug is a conjugate of

poly(HPMA) and THP via a hydrazone bond (P-THP) (MW

40 kDa), which was designed to release the drug in tumor as

described above. This conjugate fulfills the requirements of

tumor site-sensitive drug release (Figure 3) and rapid cell

uptake [56]. We demonstrated its tumor-selective delivery of

drug and maintaining tumor-selective sustained drug con-

centration [54], and we saw a remarkable antitumor effect

[7,54]. Also, at therapeutic doses of about 100 mg of THP

per patient, which is equivalent to nearly 1.0–2.0 mg/kg of

free THP, we recorded no adverse effects in these patients, or

in mice, where maximum tolerated dose in mice is about 7–
8 mg/kg.

PDT of Cancer: Innovation With Nanosized PSs
Despite more than 100 years of the history of the work

related to PDT, for which Nobel Prizes in Physiology and

Medicine (1903) was awarded to Niels R. Finsen for his work

related to treatment of cutaneous tuberculosis, the clinical

role of PDT is rather insignificant. The major reason for this

situation is that PSs developed so far, such as porfimer

sodium (Photofrin) and talaporfin (Laserphrin), had low

MWs and manifested no EPR effect for achieving tumor-

selective drug accumulation when given i.v. We prepared

polymer-conjugated-PSs, zinc protoporphyrin, apparent

MW >50 kDa, that showed tumor-selective drug accumula-

tion, as revealed by fluorescence in autochthonous cancers

[24,40,55,57]. After one i.v. injection of this polymeric PS

followed by two or three times of xenon light irradiation

treatments, most tumors regressed [11]. Thus, nanoprobes

having the EPR effect seem to produce remarkable

therapeutic effect. Additional enhancement of the EPR effect

by using vascular modulators will lead to innovations in PDT

and improved tumor-targeted drug delivery. There are other

approaches reported recently also seem interested [2,14].

Toward above goal, many efforts are reported using

nanophotosensitizer [35,67,76].

CONCLUSION

Extensive studies exist of tumor-selective anticancer drug

delivery that is based on the EPR effect and that utilizes

polymer conjugates or nanosized particles, such as liposomes

or micelles. These studies show, however, that no truly ideal

drugs of this kind are available today in the market [63]. We

are now just starting to learn the limitations and problems

associated with these agents that are still to be overcome.

However, questions about the EPR effect in metastatic

tumors have been resolved, and it is now clear that these

metastases manifest the EPR effect. Tumor-selective drug

release is becoming better understood [73]. Tumor environ-

ment-responsive linkers have been evaluated, which showed

that tumor-selective sustained drug delivery appears possible

[54,56]. After free drug reaches the tumor cell membrane, an
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Figure 3. Release of free THP (pirarubicin) from the polymer carrier

(HPMA) at various pH values. At the pH values between 5.5 and 6.8,

which exist in tumor (tumor tissue [6.0–6.5] and intracellular endosome

[<5.5]), significantly faster drug release was observed after two hours or

longer at room temperature compared with release at pH 7.4 of normal

tissue. The test was carried out with a poly(HPMA) carrier of MW 40 kDa

containing THP. The result with the 80-kDa polymer was about the same

[56]. Error bar, standard deviation. (Adapted from [56] with permission.)
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upregulated transporter system seems to make a great

difference in drug delivery, >10-fold. Also, by utilizing

artificial augmentation of the EPR effect with NO-releasing

agents or ACE inhibitors, we can improve drug delivery to

EPR-poor tumors. In fact, we used such prototype polymer-

conjugated drugs—micelles (P-THP); we initiated a com-

passionate trial in a patient with highly advanced prostate

cancer and metastasis in the lung and bones, and this

treatment appears to have been effective [7].

Arterial infusion of a lipid contrast agent containing a

lipophilic anticancer agent under elevated blood pressure

yielded excellent clinical data, and this modality warrants

wider application because of enhanced drug delivery to

tumors and the significant response rate obtained [38,53].

We also believe that innovations in PDT will be possible

because of the availability of nanosized PSs and the selection

of proper wavelengths to match the optimal excitation of

these PSs [11]. Our in vivo experiments in autochthonous

rodent tumor models revealed that this optimistic view is not

implausible but realistic [11].

In sum, a new dawn is breaking for tumor-selective drug

delivery via macromolecular anticancer drugs and because of

our full understanding of the EPR effect [3,7,40–
42,54,55,73,74]. Great benefits, including lower toxicity and

improved therapeutic efficacy, therefore seem possible.

PERSPECTIVE

A truly complete understanding of the EPR effect of

nanomedicines will stimulate innovations in highly sensitive

and targeted cancer diagnosis and treatment, will reduce the

adverse effects of drugs, and will improve the therapeutic

efficacy of nanomedicines and PDT. We therefore foresee the

most patient-friendly therapy for cancer patients in the

future.
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腫瘍を三段階に見分けるミサイル型抗癌剤 P-THP
―EPR 効果に基づく腫瘍ターゲティングを中心に―

要旨 われわれは，enhanced permeability and retention（EPR）効果に基づく高分子ミサイル型抗癌剤の開発を行っている。

理想的な EPR に基づく抗癌剤の設計には，三つの要素が必要である。ⅰ）高い血中濃度の維持と安定性，ⅱ）腫瘍組織にお

ける選択的蓄積と活性薬剤の緩やかな放出，ⅲ）活発な活性薬剤の腫瘍細胞内取り込みである。最近，われわれはこれらの

基準を満たすべきヒドラゾン結合を有する HPMA コポリマー結合ピラルビシン（P-THP）を合成した。この高分子薬剤 P-

THP は長い血中半減期を有し，EPR 効果により腫瘍部選択的な集積を示し，さらに腫瘍組織の弱酸性条件でヒドラゾン結

合が漸次に切断され，腫瘍環境応答的にもとの THP を遊離する。この free の THP はトランスポーターにより腫瘍細胞へ

の取り込みは，はるかによい（ドキソルビシンの 33 倍）。その結果，P-THP は種々の動物腫瘍モデルで優れた抗腫瘍活性を

示し，副作用はほとんど認められなかった。臨床のパイロットスタディの治療実験で，無数の肺転移と骨転移を有する stage

／Ⅳの前立腺癌の患者において，P-THP（50〜75 mg／1 回につき体重 70 kg 当たり，free THP 当量）3 回投与で肺転移巣が，

6 か月後には骨転移がほとんど消失し，3 年間転移巣の再発，副作用もなく，高い QOLを維持し社会復帰した。これらのこ

とから，P-THP は EPR 効果を基づく三段階に腫瘍を見分けるミサイル型抗癌剤としてその臨床への応用が期待される。

● 特別寄稿 ●

Missile-Type Tumor-Targeting Polymer Drug, P-THP, Seeks Tumors via Three Different Steps Based on the EPR

Effect: Hiroshi Maeda
＊1
, Jun Fang

＊1,2
, Karel Ulbrich

＊3
, Tomáš Etrych

＊3
and Hideaki Nakamura

＊2
（

＊1
Institute of Drug Delivery

Science, and
＊2
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Sojo University,

＊3
Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of

Sciences of the Czech Republic)

Summary

The enhanced permeability and retention（EPR）effect, a tumor-targeting principle of nanomedicine, serves as a standard

for tumor-targeted anticancer drug design. There are 3 key issues in ideal EPR-based antitumor drug design:ⅰ）stability in

blood circulation;ⅱ）tumor-selective accumulation（EPR effect）and efficient release of the active anticancer moiety in

tumor tissues; and ⅲ）the active uptake of the active drug into tumor cells. Using these principles, we developed N-（2-

hydroxypropyl）methacrylamide（HPMA）copolymer-conjugated pirarubicin（P-THP), which uses hydrazone bond linkage; it

was shown to exhibit prolonged circulation time, thereby resulting in good tumor-selective accumulation. More importantly,

the hydrazone bond ensured selective and rapid release of the active drug, pirarubicin（THP), in acidic tumor environments.

Further, compared to other anthracycline anticancer drugs（eg, doxorubicin), THP demonstrated more rapid intracellular

uptake. Consequently, P-THP showed remarkable antitumor effect with minimal side effects. In a clinical pilot study of a stage

Ⅳ prostate cancer patient with multiple metastases in the lung and bone, P-THP（50-75mg administered once every 2-3

weeks）was shown to clear the metastatic nodules in the lung almost completely after 3 treatments where 50-70mg THP

equivalent each was administerd per 70 kg body wt, and bone metastasis disappeared after 6 months. There was no recur-

rence after 2 years. The patient also retained an excellent quality of life during the treatment without any apparent side

effects. Thus, we propose the clinical development of P-THP as an EPR-based tumor-targeted anticancer drug. Key words:

／EPR-driven targeting, Solid tumor targeting, Tumor environment responding（Received Nov. 10, 2015／Accepted Dec. 14,

2015)
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は じ め に

在来の抗癌剤は正常の組織・臓器にも悪影響を与え，

重篤な副作用がしばしばみられる。そのため，治療成績

が上がらない。抗癌剤が腫瘍に選択的に作用する必要性

から，いわゆる drug delivery system（DDS）製剤分野

が展開している。1990 年代以来喧伝されている分子標的

薬は腫瘍細胞に高発現している癌の増殖・転移などにか

かわる分子に着目した戦略である。イマチニブはその代

／表例であり，BCR／ABL 癌遺伝子を有する慢性骨髄性白

血病細胞などの増殖を抑制することにより，高い有効性

を示している1)。しかしながら，最近の多くの臨床デー

タはこれまでの分子標的薬では，まだまだ楽観視できな

いことを明らかにしている。特に，固形癌に対する治療

成績は満足できない2,3)。その理由として，癌関連標的分

子の多様性，不均一性，それに加えて頻繁な遺伝子変異

が指摘されている4,5)。一方，癌の抗原を狙う抗体医薬も

同様の問題をはらんでおり，成功への道のりはまだ遠い。

さらに，大きな問題はこれらの薬剤は極めて高価なこと

であり，患者または国の医療保険に対し莫大な負担と

なっている。

このような状況にあって，われわれは固形癌に共通で

普遍性のある攻撃対象として，腫瘍血管の構築がユニー

クで血管透過性が亢進していることに着目していた。す

なわち，高分子やナノ粒子を用いる普遍的な腫瘍ターゲ

ティングのアプローチである。その概念は，われわれが

1986 年に発見した enhanced permeability and retention

（EPR）効果という現象に基づく。それは，血漿蛋白質や

高分子化合物などが腫瘍組織に自然に集積する現象であ

り，腫瘍局所の血管の漏出性が大きく亢進（enhanced

permeability）し，そこに漏出蓄積（retention）する現象

を EPR 効果と命名した6-10)。EPR 効果はほとんどの固形

腫瘍に普遍的にみられる現象であるが，いろいろなばら

つきがある。すなわち，固形腫瘍は進行度，組織型，サ

イズ，ネクローシス，塞栓形成などにより EPR も不均一

である。本稿では，EPR 効果による高分子薬剤の腫瘍へ

の選択的デリバリーの理論およびその注意点を記し，さ

らに当研究室で開発したピラルビシン（THP）の高分子

結合体，（2-ヒドロキシプロピル）メタクリルアミド・コ

／ポリマー／(P-HPMA）と THP の結合体，すなわち P-

THP の例を中心に EPR 効果に基づく腫瘍標的性高分子

薬剤の開発とその将来像を展望する。

Ⅰ．EPR効果の原理と実証

腫瘍は直径 2〜3 mm になると栄養と酸素11)の摂取の

ために，新しい血管が必要となるといわれていたが，最

近の知見では 200 mm の微小娘結節でも腫瘍血管新生を

確認している12-15)。この新たに形成された腫瘍血管は通

常不規則かつ不完全な構築を有し，血管内皮細胞間の間

隙も大きく，たとえばアンジオテンシンⅡに応答するよ

うな平滑筋層・ヒスチオサイトなどによる生理機能が欠

損している10,16,17)。多くの研究者は腫瘍血管内皮細胞間

の間隙が 0.4〜4 mm もあることを示している14,15,18,19)。

また，病態生理学的に腫瘍組織は炎症組織と類似の生体

反応を示しており，ブラジキニン，一酸化窒素（NO），

プロスタグランジンなど様々な血管透過性因子（炎症メ

ディエーター）の生成が亢進し9,10,16,17,20-22)，そのため高

分子薬剤や脂質微粒子がより選択的に腫瘍組織に漏出す

るいわゆる EPR 効果がみられる。表 1 に腫瘍血管にお

ける病理学的病態生理学的にユニークな EPR 効果をも

550

Unique characteristics and factors of Tumor blood vessels

ⅰ) 活発な血管新生と高い血管密度 Active angiogenesis and high vascular density

ⅱ) EPR 効果に関与する透過促進因子 Permeability factors:

ａ) Bradykinin

ｂ) Nitric oxide（NO)

／ｃ) VPF／VEGF＊

ｄ) Prostaglandins

ｅ) Collagenase（matrix metalloproteinases, or MMPs)

ｆ) Peroxynitrite

ⅲ) 腫瘍血管の欠陥Defective vascular architecture:

Lack of smooth muscle layer cells, lack of or fewer receptors for angiotensinⅡ, large

gap in endothelial cell-cell junctions, anomalous conformation of tumor vasculature

（eg, branching or stretching)

ⅳ) Impaired lymphatic drainage:

→prolonged retention of these substances

表 1 EPR 効果をもたらす腫瘍組織・血脈管系の諸因子・特性9,10,16,17)

＊: VPF，vascular permeability factor は，vascular endothelial growth factor（VEGF）に

同定された。
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たらす諸要因を要約した。

われわれは，もともと EPR 効果をエバンスブルー（血

中ではアルブミンと結合し見掛け上，分子量約 70,000

として挙動する）やリピオドール（これは水に不溶で脂

質の微粒子として挙動する）を用いた実験により明らか

にした6-10,16,17,23,24)。アルブミンと結合したエバンスブ

ルーを経静脈的に注射すると正常組織はまったく蓄積せ

ず，腫瘍組織（炎症部位と腫瘍周辺の一部正常組織を含

む）のみに蓄積し，青色に染色する。つまり，ピンポイ

ントで腫瘍に集まっていることを示している（図 1a）。

さらにわれわれは，スマンクス［高分子のスチレン・マ

レイン酸コポリマー結合ネオカルチノスタチン（NCS）］

を含む各種高分子，各種血漿蛋白質および125I-HPMA-

コポリマーなどを用い，各種腫瘍において明瞭に EPR

効果を示すことを証明した6-9,20-27)。さらにこの EPR 効

果をニトログリセリン，ACE インヒビター，その他で増

強できることを報告している10,16,17,21,22,26-29)（図 1b〜f）。

Ⅱ．新規高分子結合型抗癌剤 P-THPを用いた

EPR 効果に基づく三段階の腫瘍選択的

ターゲティング

EPR 効果は各種のナノ粒子（高分子）を用いる腫瘍

ターゲティングにおける第一の必須条件である。しかし

ながら，満足な抗癌作用を得るため EPR 効果に次いで，

さらにいくつかのハードルを克服しなければならない。

／図 2 に理想的な腫瘍ターゲティング／抗癌作用を達成す

るための各段階的要素をまとめた。

ステップ 1: EPR効果による腫瘍選択的な集積

第一段階として不可欠のステップである。十分な EPR

効果を発現するためには，薬剤の血中濃度，血中濃度下

面積（area under the concentration-time curve: AUC）

を高いレベルに維持する必要がある。齧歯類動物で望ま

しい血中 t1/2は 6時間以上と思われる6,16,17,20,21,24,25)。EPR

効果をもたらすために，高分子のサイズは腎臓クリアラ

ンス（＞40 kDa）より十分大きいことが必要であ

る9,10,16,25)。その結果，高分子薬剤の腫瘍組織への漏出が

長時間（すなわち，数時間から数日）にわたり進行し，

腫瘍内濃度は時間とともに増加する。次に重要なことは

腫瘍組織からのクリアランスが正常組織と異なり，ほと

んど起こらないことである6,23,30)。これは腫瘍組織にお

けるリンパ系からの回収不全によるものである。低分子

物質と異なり，正常組織では蛋白質や脂肪球などの高分

／子の回収はほとんどリンパ系／網内系によって行われて

いる。しかしながら，腫瘍組織に漏出したこれら高分子

物質（薬剤）は回収されず，長時間腫瘍組織にとどまる

（retention effect である）。長い血中半減期が維持できれ

ば，経時的な腫瘍部での漏出が進行し腫瘍部選択的とな

る。つまり，理想的な高分子薬剤は静注後，血中におい

て高分子構造の崩壊や free drug は遊離されないことが

必要である。これに対して，多くの非共有結合型ポリ

マーミセルは一般的に容易に崩壊し，包含した低分子薬

剤が速く放出される29-32)。その結果，EPR 効果を発揮で

きず十分な治療効果が得られない。したがって，共有結

合型の高分子結合薬剤は比較的に高い血中安定性を示

し，よりよい腫瘍集積性と抗癌効果が得られる。失敗例

として高分子ミセル剤 NK911［ドキソルビシン（DOX）

内包ミセル］の例があげられる。その場合，内包された

薬剤が約 2時間で 50％，24時間以内で完全に放出され

るため，free の DOXと比較し腫瘍内薬剤濃度は 2 倍し

か上がらない32)。高分子薬剤としてのメリットが少しは

みられるが，画期的な治療効果が期待されない。

次に，高分子薬剤のデザインにおいて注意すべきもう

一つの要因として，このナノ粒子の表面荷電がある。一

般に血管内皮は負の電荷をもつため，陽イオン性ポリ

マーは血管内皮細胞や網内系，肝臓などに静電的に吸着

されるため血中半減期は短く，EPR 効果はなく，腫瘍集

積も減少する33)。逆に，負電荷が大きいポリマーはよく

肝臓や脾臓に豊富な網内系にトラップされ，高い肝臓・

脾臓の集積を示す33,34)。ゆえに，電荷が中性〜弱い負電

荷のナノ粒子は好ましい。

ステップ 2:腫瘍組織における薬剤の放出

有効な薬剤として機能するためには，さらに腫瘍部に

到達した高分子薬剤から，有効濃度以上の活性成分本体

が連続的に放出される必要がある。すなわち，活性薬剤

の放出速度の制御は高分子性の DDS型抗癌剤の設計に

おけるもう一つの重要要件である。放出速度が速すぎる

と，薬剤が腫瘍細胞内に取り込まれる前に放散（血行性

回収など），消失し，抗癌活性と結び付かない。逆に放出

速度が遅すぎると，薬剤が腫瘍に集積した後も抗癌活性

を発揮できず，結局どちらも満足な抗癌作用が得られな

い。前者の例としては上記の NK911 があげられる32-35)。

後者の例として DOXの PEG 化リポソーム製剤ドキシ

ルがあげられる36)。

このため，最近，腫瘍環境の特性を利用し腫瘍特異的

に活性薬剤を遊離する高分子結合型抗癌剤のデザインが

注目されている。たとえば，多くの腫瘍に高発現してい

るプロテアーゼの cathepsin Bに着目し，それにより切

断されるペプチド GFLGをリンカーとする薬剤設計で

ある37)。もう一つの作戦は腫瘍組織の pH 環境に注目し

ている。腫瘍組織は健常の生体の中性（pH〜7.4）と異

なり，一般的に弱酸性（pH 6〜7）を示している38)。この

酸性 pH でよく切断されるヒドラゾン結合をリンカーと
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図 1 腫瘍における高分子薬剤の蓄積（EPR 効果)
腫瘍モデル: マウス S180皮下移植腫瘍（a〜c），7,12-ジメチルベンズアントラセン（DMBA）誘発ラット乳癌（d），マウ
ス大腸癌 C26皮下移植腫瘍（e）とアゾキシメタン（AOM)／デキストラン硫酸 Na（DSS）誘発マウス大腸癌（f）。（a）iv
投与のエバンスブルーはアルブミンと結合してさらに高分子として体内で挙動。（b）ローダミン結合 BSA の腫瘍集積（f）。

（c）亜鉛結合プロトポルフィリン HPMA ポリマー（P-Znpp）の腫瘍集積。（e）HPMA コポリマー結合したピラルビシン
（P-THP）の腫瘍集積。各試薬は iv 注射し，24〜48時間後に腫瘍部の薬剤または試薬の蛍光（b〜f）により検出した。い
ずれの高分子薬剤も正常の組織への蓄積はほとんどみられず腫瘍部に選択的に集積した。矢印は腫瘍部位を示す。
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図 2 ナノメディシン P-THP を用いた三段階の腫瘍選択的ターゲティングにかかわる腫瘍の EPR 効果と環境要因
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く上昇している。
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する腫瘍標的型高分子薬剤の優位性が最近認識されてい

る（図 3a）。本稿の高分子結合抗癌剤 P-THP がそれで

ある。

ステップ 3:活性薬剤の細胞内取り込み

多くの抗癌剤は作用を発揮するために腫瘍細胞内に取

り込まれる必要がある。高分子薬剤は一般に癌細胞に優

勢なエンドサイトーシスにより細胞に取り込まれると考

えられるが39-41)，低分子薬剤と比べその細胞内取り込み

効率は低い40)。そのため，上述の腫瘍組織における低分

子の活性本体の放出が非常に重要であり，さらにどのよ

うな活性薬物本体（低分子抗癌剤）を使用するかが重要

となる。つまり，放出された活性成分が効率よく腫瘍細

胞に取り込まれるタイプの抗癌剤が好都合なのである

（図 2）。DOXは臨床で広く使われている抗癌剤で，それ

を活性本体とする高分子薬剤が数多く開発されている。

しかしながら，最近われわれは同じアントラサイクリン

系の THP は DOXと比較し約 30 倍以上も速く細胞内に

取り込まれ，より強い細胞毒性を示すことを明らかにし

た（図 4）。その結果，同じポリマー素材を用いても THP

製剤は DOX 製剤と比べ，その抗腫瘍活性は著しく高

い38)（図 4）。木村らは抗癌剤を時間依存型と濃度依存型

に分類しているが，前者は DOXなど，後者は NCSやマ

イトマイシン Cなどである。つまり，DOXの細胞内取

り込みが緩やかで長時間の接触が必要であることを示し

ている。現在われわれは，THP は腫瘍細胞に高発現して

いるいくつかのトランスポーター（例: グルコーストラ

ンスポーター，アミノ酸トランスポーターなど）により，

より素早く細胞内へ取り込まれるためと考えている（図

4a，b）。

Ⅲ．腫瘍環境応答性高分子 DDS型抗癌剤

P-THPの開発とその臨床応用

われわれは，上述の三つの要件，すなわち高い腫瘍集

積性（EPR 効果）をもち，かつ腫瘍の酸性 pH に応答性

（薬物の遊離）を示す画期的な高分子結合型抗癌剤 P-

THP を開発した（図 3)38)。この P-THP は優れた EPR

効果を示し，静脈内（iv）投与 24時間後は正常臓器組織

でほとんど検出不能であるのに対し，腫瘍内濃度は 24，

48，72時間後でも正常組織の 20〜100 倍高く，さらに活

性本体（THP）の放出は弱酸性の腫瘍環境では数倍高い

（図 3）。P-THP はさらに優れた腫瘍細胞内取り込み

（DOXより 20〜100 倍速い）を示し，その結果，前臨床

試験では満足すべき抗腫瘍効果を示し，造血臓器，肝臓，

腎臓などに副作用は認められない38)。

最近，この P-THP を用いて臨床のパイロットスタ

ディを末期癌患者に使用したところ，画期的な治療効果

が得られた42)。以下に P-THP の性状（表 2），薬物動態

および抗癌効果について概説する。

�．P-THPの概要

THP は 1979 年梅澤濱夫らにより心毒性軽減をめざし

て開発された半合成のアントラサイクリン系抗癌剤

で43)，DOXと比べ心毒性は大幅に軽減しているが，乳

癌，頭頸部癌，子宮癌，白血病とリンパ腫などの治療薬

として承認されている。もとの THP は優れた in vivo 抗

腫瘍作用を示す一方，他の低分子抗癌薬と同様に腫瘍選

択性に欠け，iv 注射で全身に分布し骨髄抑制など重篤な

副作用を招く恐れがある。そのため，われわれは EPR 効

果とナノメディシンの知識を基に腫瘍選択性の高いミサ
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＜2.1ポリデイスパシティ・インデックス（PDI)

ポリマー担体2)

ピラルビシン1)（THP，既知薬剤)

平均 8.2±1.7 nm（動的光散乱による)分子サイズ（水溶液中)

活性本体

100,000〜200,000（セファデックス G200）および動的光散乱推定分子量（水溶液中)

荷電

検出せず（リムルステスト・和光使用)

ほぼ球状形状

パイロジェン

表 2 プロトタイプ高分子抗癌剤 P-THP の化学的物理学的性状，その他

1): THP，テトラヒドロピラニル・ドキソルビシン，厚生労働省承認薬のピラルビシン（ジェネリックカテ

ゴリー)
2): HPMA ポリマーはまったく無毒。免疫原性，抗原性なし。生体に親和性の最も高いポリマーで，この

類似ポリマーはコンタクトレンズにも使われている。

中性

セファデックス―G-50，LH-20，セファクリル-4Bなどで

シングルピーク

HPLC（TSK gel. G3000 SW× 1カラム）でも単一ピーク

光散乱法でも単一ピーク

低分子ピラルビシンは検出せず

純度

39,000±8,000重量平均分子量

ポリヒドロキシプロピルメタアクリルアミド（P-HPMA)
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イル型薬剤をめざして研究を行った。

高分子ポリマー素材として，われわれは前述の P-

HPMA を選んだ。P-HPMA は無毒，非免疫原性で生体

親和性の高いポリマーである。また，腫瘍環境の酸性に

よる P-THP から THP の放出は，pH 応答性のヒドラゾ

ン結合をリンカーとし（図 3a，b），平均分子量 39,000±

8,000 のペンダントタイプポリマー結合体で高い水溶性

を示し，水溶液中では平均分子サイズ 10 nm のナノ粒子

（推定サイズ約 150,000 Da）として挙動する。P-THP は

水溶液中ではほぼ中性の電荷を示し，EPR 効果による腫

瘍集積に好都合である（図 5，表 2）。

P-THP のヒドラゾン結合は中性 pH（7.4）において

おおむね安定で（48時間で約 10％遊離)38)，pH が酸性に

なるにつれ，THP のリリースが増加し，pH 6.8で 24時

間に約 25％，pH 5.5 で約 75％の放出が認められた（図

3b）。これらの結果より，P-THP は血中に安定したポリ

マー結合体として存在し長い血中半減期を保っており，

正常組織への分布と副作用は最小限に抑えられた。腫瘍

部で遊離された THP は活発なトランスポーターにより

癌細胞に取り込まれ，より腫瘍選択的な治療効果をもた

らすことがわかった。予備的なヒト血中動態のデータは，

P-THP は iv 投与 24 時間後の血中濃度は 0 時間の約

25％，48時間でも 10％残存した。

�．P-THPの前臨床的検討:体内動態，抗腫瘍効果

と副作用

マウス S180 腫瘍において P-THP の in vivo pharma-

cokinetics と分布，LD50，MTDなどを検討し，高分子薬

剤としてほぼ満足すべき結果を得た。free THP の場合，

iv 注射後，30 分後には血中にほとんど検出できず，5時

間後に脾臓，肝臓など正常臓器に高い濃度検出されたが，

腫瘍への分布は極めて少ない（図 5a）。これに対し，P-

THP の iv 投与後血中半減期は約 8時間であり，静脈注

射 5時間後では肝臓，脾臓の分布は高いものの，他の正

常臓器と比べ腫瘍部は数倍から十数倍高く，24時間後で

は腫瘍内濃度が最も高い（図 5b）。さらに 48時間，72時

間ではほぼ腫瘍部のみに薬物は検出され，正常組織への

分布は検出限界以下であった。このように，P-THP は

理想的な EPR 効果を長時間にわたり発揮することがわ

かった。さらに重要なことは，腫瘍内に集積した P-

THP は 24時間以内で約 50％の THP が放出されるが，

多くの正常組織において 80％以上の活性の低いポリ

マー結合体で存在する38)。つまり，P-THP は酸性の腫瘍

組織では THP の速やかなリリースが生じ，強い殺細胞

作用を発揮する。正常組織では，極めて弱い作用を示す

ことが示唆される。

マウスの in vivo 治療実験において，free THP と比べ

P-THP はいちだんと顕著な腫瘍増殖の抑制が得られ，

／15 mg／kg，iv（THP等量）でほとんどの腫瘍が消失し完

全治癒になり，治療後 90日まで腫瘍の再発を認めなかっ

／た38)。これに対し，free THP（15 mg／kg）は腫瘍の増殖

を抑えたが腫瘍の完全消失はみられず，治療 45日以後

には多くのマウスに腫瘍の再発や再増殖がみられた（図
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図 5 S180固形腫瘍における free THP および P-THP の体内分布（a，b）と抗腫瘍効果と副作用（c，d)
（a）free THP および（b）P-THP（各 10 mg／kg，THP等量）をマウスに iv 注射後の体内分布の経時変化。
free THP は腫瘍選択性がなく，早く排泄される。P-THP は長い血中滞留性と腫瘍集積性を示し，長く（72
時間以上）腫瘍に貯留する。P-THP は 15 mg／kg（THP等量）で 1 回投与した結果，ほとんど完全な腫瘍
の消失が認められた（c）が，この dose で動物体重の減少はなかった（d）。同量の free THP の場合，腫瘍
の増殖の抑制がみられたが治療停止後の腫瘍の再増殖が認められ，また治療後顕著な動物体重の減少がみ
られた（d）。T，腫瘍。P-HPMA群の矢印（c，▲）は治癒を示す38)。
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5c）。また，この治療において free THP では著明な動物

／の体重の減少／副作用を引き起こしたが，P-THP は体重

減少など見掛け上の副作用がみられず，治療 90日後ま

で 100％の生存率が得られた（図 5d)38)。P-THP の LD50

／ ／は 60 mg／kg以上を示し，free THP の 14.2 mg／kg と比

／較し 4 倍以上であり，有効治療域の 15 mg／kg で（肝臓，

腎臓，血液など）毒性はまったくなかった。

�．P-THPの臨床試験効果:パイロットスタディ

以上のデータを基に IRBの承認下，P-THP の com-

passionate use として，通常の標準治療に応答しない高

度進行癌患者に対し臨床研究を始めた42)。対象患者は，

ホスピスの末期癌患者（70 kg，62歳）で，在来の標準治

療法が無効の患者である。P-THP は iv 後のヒト血中濃

度は 1週間後にも約 20％と高値を維持していたので，投

与間隔は 2〜4週間に 1 回であった。この患者は 2013 年

／4 月に stage Ⅳ前立腺癌と診断され（PSA，〜1,000 ng／

mL，肺野に無数の転移巣と仙骨，骨盤，大腿骨に転移が

あり），リュープロレリンとエストラジオールのホルモ

／ン治療を受けた。一度は薬効を示し，PSA値は 100 ng／

mL近くになったものの，その 2 か月余り後から治療抵

／抗性を示し，7 月末の PSA値は 1,492 ng／mLとなり集

学的治療を開始した。原発癌病巣に対しては 2013 年 8〜

9 月まで陽子線照射を，それと並行して 2013 年 8月より

転移癌治療を目的として P-THP の iv 点滴治療を施行

／した。50 mg／70 kg の P-THP（THP等量）を 2〜3週 1

回投与で 3 回治療後，PSA値は 3〜4 か月後に正常レベ

／ルに戻り（＜10 ng／mg），肺の転移巣はほぼ完全に消失

した。その後，治療を続け，2015 年 3 月に PSA は 0.1

／ng／mLになり，肺転移と骨転移（骨盤，仙骨，大腿上部

骨）がほとんど消失し，再発は認められなかった。さら

に，本治療期間中，副作用としての骨髄抑制，血液生化

／学値，不整脈／心不全（心毒性），食欲不振，悪心・嘔吐，

脱毛などはいっさいなかった。また，治療は外来で簡単

に済み，患者は現在，社会に復帰し健康な生活を送って

いる。P-THP投与後，3 年余りの現在も再発はない42)。

�．P-THPの優位性: DOX製剤との比較

EPR 効果に基づく抗体医薬を含む腫瘍指向性のいわ

ゆるナノメディシンは，今の抗癌剤開発の一つの主流と

なっている。この点，スマンクスは世界初の高分子結合

型抗癌剤である。高分子に結合する活性発現の本体の低

分子薬剤は様々あるが，NCSの他にタキソール，カンプ

トテシン，シスプラチン，さらにアントラサイクリン系

の DOXがよく用いられる。

われわれの共同研究者であるチェコ科学アカデミー高

分子化学研究所は，HPMA ポリマー結合 DOX を

Ulbrich およびDuncan らは共同研究として 1990 年代に

作製している44,45)。2001 年に Ulbrich らはヒドラゾン結

合の pH 応答性 HPMA-ポリマー DOX結合体を開発し

たが44)，成功に至らなかった。その原因は，使用した

HPMA-ポリマー DOX 結合物の分子量が小さすぎ

（20,000〜30,000 Da），十分な EPR 効果を発揮できな

かったと考えられる（EPR 効果には 40,000〜50,000 Da

以上が必要）。さらに，活性薬物の DOXは前述のように

細胞毒性を示すためには比較的長時間の持続的な細胞と

の接触が必要である。これに対し DOXと比べ，THP は

数倍〜数十倍速い細胞内取り込みを示し，はるかに活性

が強い（図 4b）。ヒト膵癌細胞（SUIT-2）における in

vitro 5 分処理と 30 分処理でみると，P-THP のほうが

P-DOXよりそれぞれ 33 倍，16 倍優位である（図 4b）。

最近われわれはさらに共焦点顕微鏡を用いて確認し，図

4a に示したように DOXに対し THP のほうがはるかに

速い細胞内取り込みを認めた。そのメカニズムに関して

まだはっきりしていないが，癌細胞に高発現しているグ

ルコーストランスポーターなどに依存すると思われる

データを得ており，さらなる検討を進めている。

結 語

EPR 効果に基づいた治療の概念は，今後の癌化学療法

および固形腫瘍のイメージングに大きな影響を及ぼすも

のと考えられる7,8,10,16,17,46,47)。ほとんどの低分子抗癌剤

はポリマー結合体やミセル化薬剤など，ナノメディシン

とすることによってその特性の第一として腫瘍選択的

EPR 効果を示し，特に薬物動態学の特性（たとえば，t1/2

の延長，AUCと LD50の増大）が著しく改善され，毒性

も低減し，治療効果は増強している。理想的な EPR 効果

（腫瘍選択的な集積とそれに基づく治療効果）を得るた

め，高分子薬剤のデザインにおいて，少なくとも三つの

ポイントがある。① EPR 効果を発揮できる分子量

（40,000〜50,000）と血中安定性，②腫瘍組織における

活性成分（薬剤）の適切な放出，③薬剤の腫瘍部への浸

透または細胞内取り込み。この三つの条件を満たす例と

して，上記の P-THP はそのプロトタイプとなると考え

ている。いわゆる proof of concept としての上記パイ

ロットスタディの末期癌患者において，その治療効果が

証明されたものと考えている。また，従来の癌化学治療

に問題となる副作用はほとんどみられず，患者の高い

QOLが実現した42)。この症例以外にわれわれは，十数例

で同様の結果を得ている。

多くの固形癌の血管病態は塞栓形成や壊死部などがあ

り，EPR 効果は必ずしも完全ではない。そこで，われわ

れは血管拡張剤（ニトロ剤，ACE インヒビター）やアン

ジオテンシンⅡによる昇圧により，腫瘍局所の血流の回
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復，加圧による薬剤の push in を図ると，EPR 効果は 2〜

3 倍かそれ以上上げられ，阻血部に対しても十分な薬物

の送達を可能にできることを見いだした。今後のナノメ

ディシンの応用化には，EPR 効果の増強法を併用するこ

とは必須の手法と考えている。パイロットスタディの症

例でもニトロール（ISDN）パッチを用いている10,16,17,28)。

在来型の低分子抗癌剤の in vitro 細胞の IC10を in vivo

の有効用量（GI75）に応用すると，ほとんどの抗癌剤は

in vivo の LD50の何倍もの量を用いないと癌細胞の根絶

の可能性はない（つまり，患者が死ぬほどの投与量が要

る）という48,49)。本稿において，高分子化ナノメディシン

によって in vivo で毒性のないところでも，十分な腫瘍

内濃度を達成できることを示すものであり，癌化学療法

の将来に希望がもてることを示すものである。
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護国論・護国後論

　竹川竹斎は1853年に護国論を著し、開国論を背景としながら海防の必要性を論じ

た。当時はアメリカ船が浦賀に入港した時代で、彼の考え方に基づいて勝海舟は神戸

に海軍操練所を作り、小栗上野介は横須賀海軍造船所の建設を作った。

　翌年、竹斎は貿易を論じた護国後論を著した。勝海舟はそれに大きな関心をいだき、

160余名の大部隊の海防巡検使を組み、大久保一翁とともに伊勢志摩を訪れ、竹斎は松

阪から同道している。

資料４　竹川竹斎に関する資料
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射和万古灯籠（竹川家中庭）

　玄関を入ると右側に廊下で射陽書院に通じ、その左側には簡素で美しい茶室があ

る。その中庭の中央には射和万戸燈籠が見える。

資料５　竹川竹斎に関する資料
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Review Article

The link between infection and cancer: Tumor
vasculature, free radicals, and drug delivery to
tumors via the EPR effect
Hiroshi Maeda1

Institute of Drug Delivery System Research, Sojo University, Kumamoto, Japan

(Received March 1, 2013 ⁄ Accepted March 10, 2013 ⁄ Accepted manuscript online March 16, 2013 ⁄ Article first published online April 22, 2013)

This review focuses primarily on my own research, including
pathogenic mechanisms of microbial infection, vascular permeabil-
ity in infection and tumors, and effects of nitric oxide (NO), super-
oxide anion radical (O2

2 ), and 8-nitroguanosine in the enhanced
permeability and retention (EPR) effect for the tumor-selective
delivery of macromolecular agents (nanomedicines). Infection-
induced vascular permeability is mediated by activation of the ki-
nin-generating protease cascade (kallikrein–kinin) triggered by
exogenous microbial proteases. A similar mechanism operates in
cancer tissues and in carcinomatosis of the pleural and peritoneal
cavities. Infection also stimulates O2

2 generation via activation of
xanthine oxidase while generating NO by inducing NO synthase.
These chemicals function in mutation and carcinogenesis and pro-
mote inflammation, in which peroxynitrite (a product of O2

2 and
NO) activates MMP, damages DNA and RNA, and regenerates 8-
nitroguanosine and 8-oxoguanosine. We showed vascular perme-
ability by using macromolecular drugs, which are not simply
extravasated through the vascular wall into the tumor interstitium
but remain there for prolonged periods. We thus discovered the
EPR effect, which led to the rational development of tumor-selec-
tive delivery of polymer conjugates, micellar and liposomal drugs,
and genes. Our styrene–maleic acid copolymer conjugated with
neocarzinostatin was the first agent of its kind used to treat
hepatoma. The EPR effect occurs not only because of defective
vascular architecture but also through the generation of various
vascular mediators such as kinin, NO, and vascular endothelial
growth factor. Although most solid tumors, including human
tumors, show the EPR effect, heterogeneity of tumor tissue may
impede drug delivery. This review describes the barriers and
countermeasures for improved drug delivery to tumors by using
nanomedicines. (Cancer Sci 2013; 104: 779–789)

A s the recipient of the Tomizo Yoshida Award of the
Japanese Cancer Association in 2011, I herein describe

my personal recollections of my research. This review covers
the pathogenic mechanisms of microbial infection and genera-
tion of endogenous bradykinin (also called kinin) and free rad-
icals O�

2 and NO in bacterial and viral infections. This review
also discusses selective delivery of anticancer macromolecular
agents (now called nanomedicines) to tumor tissue, which take
advantage of the vascular permeability of tumor tissue (analo-
gous to inflamed tissue). Projects involving the antitumor anti-
biotic protein neocarzinostatin (NCS, 13 kDa) were pursued in
my laboratory at the Department of Microbiology, Kumamoto
University School of Medicine (Kumamoto, Japan) for more
than two decades,(1–3) and this research led me to the field of
nanomedicine.

Around 1978, my research focused on developing an antitumor
agent that would target metastatic tumors, or more specifically,
to target to the lymphatic system. For this purpose, I had to
design an anticancer agent with lipophilic and macromolecular
characteristics, because these features would favor preferential
recovery of the agent through the lymphatic system from lym-
phatic networks in the interstitial space after extravasation from
blood vessel lumina. In 1978, therefore, I prepared a conjugate of
NCS with SMA, in which SMA conferred lipophilic and poly-
meric characteristics.(1–3) This agent was the first polymer-conju-
gated macromolecular anticancer drug, named SMANCS, and
was reported as the first macromolecular anticancer agent having
antimetastatic activity.(4–8) SMANCS possessed many advanta-
ges including lipid formulation using Lipiodol�,(9) as described
later, and also effective to the multidrug resistance of tumor
cells.(8–11)

Thereafter, we carried out more detailed pharmacological
studies of SMANCS and other macromolecular drugs, includ-
ing plasma proteins and synthetic polymers, which led to the
discovery of the unique pharmacokinetics of polymeric drugs
and, more importantly, the EPR effect.(5–8,12–15) We then
investigated the EPR effect in greater detail and found that
many vascular mediators, such as bradykinin (also called
kinin), NO, ONOO�, prostaglandins, vascular endothelial
growth factor, collagenase, and more recently, carbon monox-
ide, are responsible for this effect (Table 1).(15–22) Our earlier
studies of the kinin-generating cascade triggered by microbial
proteases and biological generation of free radicals in infection
were quite useful for understanding these vascular mediators
and the EPR effect and for developing methods to further aug-
ment cancer drug delivery based on the EPR effect. The ulti-
mate outcome of these studies can provide theoretical
mechanism, and extend to the application of nanomedicines
for tumor selective delivery to treat cancer in the future.

Relation of vascular permeability to infection and cancer:
Inflammatory mediators in bacterial infection and cancer

We first discovered that kinin, the most potent pain-inducing
endogenous peptide hormone, was generated by exogenous
bacterial proteases through the activation of one or more steps
in the kinin-generating cascade, which begins with stimulation
of Hageman factor, or factor XII (which would lead to the
blood coagulation cascade), and continues to involve prekallik-
rein to kallikrein (Fig. 1), and then generation of kinin from

1To whom correspondence should be addressed.
E-mail: hirmaeda@ph.sojo-u.ac.jp
This manuscript is a Tomizo Yoshida award lecture.
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high- and low-molecular-weight kininogen in blood plasma.
All pathogenic bacterial and fungal infections induce inflam-
mation,(23–25) in which extravasation of plasma proteins is a
hallmark event and causes edema and in which bradykinin is a
key mediator. Similar such events were later found to occur in
solid tumors. We have discovered no effective inhibitor in the
body against all microbial proteases, including fungal protease,
that we tested.(26–31)

With regard to cancer, we found a significantly high concen-
tration of kinin, which was generated by the above-mentioned
mechanism, in blood plasma and in peritoneal or pleural carci-
nomatosis in tumor-bearing hosts including humans.(32–34)

Kinin generation was effectively inhibited by inhibitors of
kallikrein such as soybean trypsin inhibiter or by kinin antago-
nists.(32–34)

Various tumor cells highly express bradykinin receptors,
which lead to growth stimulation, angiogenesis, metastasis,
and release of MMPs involving NO, prostaglandins, and vari-

ous other cytokine signaling pathways.(35–38) We focused our
attention, however, on vascular permeability in tumors and
delivery of macromolecular drugs that was given i.v., which
led to discovery of the EPR effect.
Wu and others in our department showed that the kinin

antagonist HOE 140 (Hoechst, Frankfurt, Germany) or kallik-
rein inhibitors, such as soybean trypsin inhibitor, can block
this extravasation of plasma proteins in cancer tissue.(19,20)

Soybean trypsin inhibitor and other serine protease inhibitors
(such as PMSF) effectively suppressed formation of peritoneal
and pleural ascites,(32–34) in which the kinin concentration was
quite high, and facilitated fluid accumulation.(16,32,33) Kinin
antagonists were later found to suppress tumor growth, thus
they may be good therapeutic targets in cancer therapy and
pain control.(37,38) However, the involvement of bradykinin in
tumor biology and pathogenesis warrants further investigation.
My experiences with protein anticancer drugs, that is, NCS

and SMANCS, therefore made me realize, in the early 1980s,
the potential use of the enhanced vascular permeability of solid
tumors for delivery of macromolecular anticancer drugs.(36–38)

Endogenous free radical generation in infection: A
significant cause of tissue damage by O2

2 and mutation

We focused on two research areas of infectious diseases: one
was exogenous bacterial proteases, which involve the kinin
cascade and degenerative tissue damage; and the other was
biological free radicals, that is, ROS and RNS, as derived from
NO. We first found that O�

2 was generated in excess during
respiratory infection with influenza virus in mice.(39,40) Our
initial hypothesis, that Nox of infiltrated leukocytes would play
a major role, was determined to be untrue. Instead, the major
source of O�

2 generation was excessive activation of XO to
about 400-fold from xanthine dehydrogenase. This enzyme
is involved in the latter part of adenosine catabolism: adeno-
sine ? inosine ? hypoxanthine ? xanthine ? uric
acid + 2 9 O�

2 ; in this cascade, adenosine deaminase activity
increased approximately 170-fold,(39–42) and Nox was second
in importance.
Our discovery of excessive generation of O�

2 in viral infec-
tion was an unprecedented finding that was proved by means
of three completely different methods. The first used pyran co-
polymer-conjugated SOD, which removed O�

2 and markedly
improved the survival rate (Fig. 2a). The polymer–SOD conju-
gate was designed to have a plasma half-life more than 100
times longer than that of native SOD, which is cleared from

Table 1. Factors affecting the enhanced permeability and retention (EPR) effect of macromolecular drug delivery to solid tumors

Mediators† Responsible enzymes and mechanisms‡ References

Bradykinin Kallikrein ⁄ protease 16,19,32,33

NO iNOS 17,18,96

VPF ⁄VEGF Involved in NO generation 76,77

Prostaglandins Cyclooxygenase-1 76,77,95

Collagenase (proMMPs ? MMP) Activated from proMMPs by peroxynitrite or proteases 20

Peroxynitrite (ONOO�) NO + O�
2 ? ONOO� ? proMMP ? MMP 20

Carbon monoxide Heme oxygenase-1 97

Induced hypertension Using angiotensin II 70,77,89

Inflammatory cells and H2O2 Neutrophil ⁄NADPH oxidase, etc.

Transforming growth factor-b inhibitor 114

Vascular endothelial cell growth factor (VEGF) Also involves NO 77,93

Tumor necrosis factor-a 115

Anticancer agents

Heat 116

†Extensive production of vascular mediators that facilitate extravasation from normal and tumor vessels. ‡Enzymes or mechanisms involved in
each process (see text for details). iNOS, inducible form of nitric oxide synthase; NO, nitric oxide; VEGF, vascular endothelial growth factor;
VPF, vascular permeability factor.

Fig. 1. Kinin-generating cascade activated by proteases, which
begins with activation of Hageman factor (factor XII), continues to
prekallikrein and kallikrein, then yields kinin (blue). Kinin stimulates
vascular leakage (permeability). Tumor tissue has a more active
cascade, which thus produces excessive kinin. Corn trypsin inhibitor,
soybean trypsin inhibitor, and carboxypeptidase N inhibitor (CPNI) can
inhibit this cascade. ACEI, angiotensin-converting-enzyme inhibitor;
MW, molecular weight.
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the blood circulation in mice within a few minutes.(39,40) This
conjugate was likely the first polymer-conjugated therapeutic
enzyme, the idea for which derived from our experience with
SMANCS, as described in more detail later.
The second method used the XO inhibitor allopurinol, which

improved the survival rate of virus infected mice in a dose-
dependent manner. The third was injection of adenosine, which
generates inosine and then hypoxanthine (a substrate of XO)
and O�

2 , which itself facilitated a pathogenic effect and
resulted in severe exacerbation of this viral infection and an
accelerated death rate of mice.(39–41)

During influenza virus infection, the amount of virus (i.e.
virus yield), consolidation score of the lung, and mortality rate
of infected mice increased, but not simultaneously. Figure 2(b)
illustrates that the amount of virus in the alveolar compart-
ment, as determined by bronchoalveolar lavage, was highest
on day 4 after infection then decreased to undetectable levels
on day 10, whereas pathological manifestations as indicated by
the consolidation score and O�

2 generation started to increase
on day 6 and reached a maximum on day 10, when the mice
started to die and virus was no longer detectable.(39–41) Thus,
all three events occurred separately, not simultaneously, and I
coined the phrase “virus disease in the absence of virus,” for
situations in which the amount of virus did not completely
correspond to pathological severity.(42)

As another important finding, the data showed that oxygen
radicals (ROS) can be generated by a truly biological event as
a host response in vivo, not just by intense UV irradiation,
X-ray, or c-ray exposure in vitro. That the generation of free
radicals is clearly an etiological principle in infectious diseases
can also be stated. In other words, this pathological mechanism
extends beyond the boundary of Robert Koch’s postulate or
paradigm.(42) This mechanism will also offer alternative thera-
peutic options against infectious diseases by using scavengers
of O�

2 (Fig. 2a) or by inhibiting ROS-generating systems that
will reduce the pathogenic potential and cure diseases.
We subsequently found that another biological free radical,

NO, is excessively generated under conditions similar to

those of influenza virus infection (Fig. 2c–e), which also
possesses a pathogenic potential.(43–48) That O�

2 and NO react
rapidly and form ONOO�, which is an agent with extremely
potent oxidizing and nitrating activities occurring simulta-
neously, is well known. ONOO� would therefore modify
DNA and RNA by nitration or oxidation, or by strand breaks
(Fig. 2f).(43–50) This increased mutation by ROS and RNS
was also shown in bacteria(49,50) as well as influenza and
Sendai viruses,(44,47,48) and antioxidant scavengers suppressed
mutagenesis and carcinogenesis.(49–52) These data support the
idea that carcinogenesis induced by infection and inflamma-
tion would proceed through free radical generation or oxida-
tive stress.(51,52)

Furthermore, a finding relevant to free radical-induced
carcinogenesis is that 8-nitroguanosine becomes a substrate
for NOS. Also, the NADPH reductase, cytochrome b5 reduc-
tase, and reductase domain of NOS similarly generate O�

2
(Fig. 3a).(53–57) In separate but related studies, we showed that
various heterocyclic amines (all 11 kinds) and NCS effectively
produced O�

2 . All these chemicals are mutagens in the presence
of NADPH and cytochrome P450 reductase (Fig. 3b).(53–56)

Also, the mutation rate of Salmonella typhimurium (Ames
strains) paralleled to the amount of O�

2 produced.(57)

We collaborated with Dr. Tatematsu of Aichi Cancer Center
Research Institute (Nagoya, Japan) in studies of our novel
phenolic antioxidant compound named canolol, which sup-
pressed Helicobacter pylori-induced inflammation, ONOO�

cytotoxicity, and carcinogenic potential, whereas canolol did
not affect the number (colony-forming units) of H. pylori
bacilli.(49–51) These data support the proposal that free radical
generation is a key process in the mediation of inflammation
and chemical carcinogenesis, as previously expected.(52) Addi-
tional details about the chemical damage to nucleic acids by
ONOO� have been provided by Niles et al.,(58) Sawa and
Ohshima,(59) and others.
In view of the relation among inflammation, oxidative

damage, and carcinogenesis, Okada, Kobayashi, Tanaka, Cao,
Shimizu, Muto, Surh, and many others showed the potent

(a)

(b)

(f)

(c)

(d)

(e)

Fig. 2. Pathological and molecular events in
influenza virus-infected mice. (a) Treatment of
influenza virus-infected mice with native
superoxide dismutase (SOD) (○), polymer (pyran)-
conjugated SOD (△), or no drug (control) (●).
(b) Time course of virus yield (○), consolidation
score (●), and mortality (▲). All these events
occurred separately. (c–e) Activity of the inducible
form of nitric oxide synthase (iNOS) and superoxide
(O�

2 ). (c) iNOS activity. (d) Induction of PCR-
detectable iNOS mRNA. (e) Amount of O�

2
generated after virus infection. (f) Effect of mutant
virus formation in wild-type iNOS+ B6 mice (red
bars) and iNOS� ⁄ �B6 transgenic mice (green bars).
More mutant virus was formed in NO-generating
wild-type mice, which indicated a need for NO for
viral mutation. BALF, bronchoalveolar lavage fluid.
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cancer-promoting effects resulting from inflammation, in which
the oxygen burst caused by Nox and the NO generation
induced by iNOS derived from infiltrated leukocytes(51,60–67)

were crucial requirements. This concept has now became a
textbook example of an essential component of carcinogenesis,
including that in humans.(68)

Vascular permeability leading to tumor-targeted drug
delivery, lymphotropism, and mechanism of the EPR
effect of macromolecules

Uniqueness of tumor vasculature, and extravasation of macro-
molecules given i.v. As mentioned earlier, we simultaneously
carried out multiple research projects in my laboratory. The
anticancer agent composed of a conjugate of a polymer (SMA)
and a protein (NCS) (i.e. SMANCS) showed considerable
lymphotropic accumulation, consequently it became effective
against metastatic tumors in rats.(2–4,6–8) Another important
finding was the markedly high accumulation of SMANCS in
tumor tissues, as we expected,(5–8,69,75–78) which was approxi-
mately 10–100 times greater than that in normal tissues
(Fig. 4). We also found that the plasma concentration (or
AUC) of SMANCS at 24 h after i.v. inoculation in both mice
and patients was more than 20 times greater than that of the
parent drug NCS.
To understand the mechanism underlying this tumoritropic

behavior of biocompatible macromolecules and SMANCS, we
carried out additional investigations with biocompatible mac-
romolecules such as albumin (68 kDa), transferrin (90 kDa),
and IgG (160 kDa) as well as small proteins (NCS, 13 kDa,
and ovomucoids, 29 kDa).(5,6) The results showed a progres-
sive increase in accumulation of large proteins in solid
tumors over time. Concentrations of these proteins in most
tumors strikingly exceeded their concentrations in blood.
Also, drug accumulation in tumors paralleled the AUC for
macromolecules.(5,12–15) SMANCS (16 kDa), which binds
with plasma albumin (resulting in a size of 90 kDa) mani-
fested tumoritropic characteristics, and we proposed a new
concept of tumor-selective drug delivery based on the EPR
effect (Fig. 4).(5,6,15,69) In this concept, tumor uptake of
drugs is not transitory, as observed by angiography for low-

molecular-weight contrast agents; instead, tumor tissues show
persistent retention of macromolecules for a very long time,
for example, many weeks.
To elucidate the EPR effect, we collaborated with Duncan,

Ulbrich, and others and used the well-characterized biocompat-
ible P-HPMA, whose size ranged from 4.5 kDa to 800 kDa
and had a neutral charge.(12–15) As a putative macromolecular
drug, P-HPMA showed progressive accumulation in tumor
issue (Fig. 4f). The EPR effect, therefore, results in little
delivery of macromolecular drugs to normal tissues and thus
fewer systemic toxic effects compared to the delivery of low-
molecular-weight drugs,(69,70) which have no tumor selectivity.
Kimura et al. reported that i.v.-injected Bifidobacterium bifidum,
with a size >1 lm, accumulated preferably in tumor tissue
compared with other normal tissues.(71) Subsequently, we and
Skinner et al. showed that polymer resin of acrylamide that was
given i.v. extravasated into interstitial tissue of solid tumor.(72–75)

In addition, we observed the EPR effect in small (200-lm
diameter) tumor nodules in liver that were metastatic from
colon cancer (Fig. 4d).(72–74) Numerous laboratories have now
reported on the EPR effect, and as of 2012 more than 12 000
published reports cited our own papers on this matter.(76–79)

Clinical demonstration of vascular permeability and the EPR
effect after arterial infusion of SMANCS ⁄ Lipiodol. The classic
example of the clinical demonstration of the EPR effect may be
gallium scintigraphy, in which radioactive 67Ga citrate is
injected i.v.(80) We now interpret this finding to indicate that the
gallium ion forms a complex with the plasma protein transferrin,
thereby becoming a 90-kDa macromolecule in vivo. Conse-
quently, because of the EPR effect, the tumor-selective accumu-
lation of radioactive 67Ga would produce a distinct tumor image
in a day or two after i.v. injection, as seen by radioscintigraphy.
We also found that CT obtained striking tumor images after

a lipidic radiocontrast agent, Lipiodol� (a product of Labora-
toire Guerbet, France, which is iodinated poppy seed oil ester),
was injected into the tumor-feeding artery, as discussed blow
(Fig. 4e, e′). This result is clearly based on the EPR
effect.(1,75,77,82–86)

Shortly after biochemical, physical, and preclinical charac-
terizations of SMANCS were completed, our colleagues at
Kumamoto University were quite fascinated with its tumor
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Fig. 3. Generation of free radicals in infection and
cancer. (a) Nitric oxide synthase (NOS) can generate
nitric oxide (NO) and superoxide (O�

2 ), and then
peroxynitrite (ONOO�) can nitrate guanine
(? 8-nitroguanine), and 8-nitroguanine (NitroGuo)
can become a substrate of NOS or cytochrome c
reductase, thereby generating O�

2 . The total system
thus works as a progressive reaction, with a
stoichiometry of greater than 1:1. (b) Generation of
O�

2 from heterocyclic amine (HCA) in the presence
of cytochrome (Cyt.) P450 reductase and NADPH,
which results in DNA damage or cleavage and
mutation.(53–55,57) (c) Heme oxygenase (HO)-1 can
generate carbon monoxide (CO), which results in
the enhanced permeability and retention (EPR)
effect. HO-1 is usually upregulated in most tumors.
(d) Enhancement of the EPR effect by application
of nitroglycerin. FAD, flavin adenine dinucleotide;
FMN, flavin mononucleotide; fp(ox), flavoprotein
oxidized form; fp(red), flavoprotein reduced
form.(90,96)
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selectivity and high antitumor potency. With Toshimitsu
Konno, M.D., a surgeon, we developed one of the most
effective tumor-targeting methods, arterial infusion of
SMANCS dissolved in Lipiodol. Because of its high lipophi-
licity, despite it being a macromolecule, SMANCS could be
dissolved in Lipiodol and a homogeneous solution could be
obtained. We believed that SMANCS ⁄Lipiodol would pene-
trate the interstitial tumor tissue directly through the tumor’s
vascular walls after arterial infusion given into the tumor-
feeding artery. This technique was the first theranostic
approach (see later), in that the uptake of Lipiodol by the
tumor tissue allowed highly sensitive X-ray visualization of
the tumor, preferably CT.(75,81–90)

Quantitative evaluation of uptake by the tumor of 14C-labeled
Lipiodol that we synthesized showed the extremely high tumor
selectivity of this approach: the tumor Lipiodol concentration
was 2000 times higher than that of blood at 15 min after, and
more than 3000 times higher at 3 days after intra-arterial infu-
sion.(75,81) The imaging potential with an X-ray system was thus
clear.(82–85) These results were then applied to difficult-to-treat
human tumors, specifically hepatoma and other abdominal and
renal cancers, with or without angiotensin II-induced hyperten-
sion, which augmented drug delivery.(84,87–89) Tumors such as
metastatic liver cancer and cancers of the gallbladder, pancreas,
liver, and kidney responded quite well to this treatment.(89) A
marked therapeutic effect and diagnostic value, even early
detection, were obtained. Also, as a unique result, estimation of

the level of drug (SMANCS ⁄Lipiodol) delivered to the tumor
using CT became possible (Fig. 4e,e′). This protocol produced
very few adverse effects such as bone marrow suppression or
anorexia. Also, the prolonged retention of drug in the tumor
meant less frequent drug administration (once in 3–4 months)
was required, so that patient compliance was quite good.
As an extension of this method, bronchoarterial infusion of

ISDN (Nitrol®, Eisai, Tokyo. Japan), which also enhanced
tumor blood flow and drug delivery, followed by intra-arterial
infusion of SMANCS ⁄Lipiodol for advanced lung cancer gave
very encouraging results.(90) Several reports provide descrip-
tions of these results.(1,22,76,77)

Influences on and augmentation of the EPR effect

Architectural differences in tumor vasculature. The enhanced
vascular permeability of solid tumors depends on two features.
One is the microanatomical architecture of tumor blood ves-
sels, which was observed by electron microscopy.(72–74,91,92)

The tumor vasculature was extremely irregular, for example:
the vascular network branched and stretched; endothelial cell–
cell junctions had large gaps between them, with pores as large
as 4 lm rather than the <10-nm pores of normal vessels(92);
the vascular diameter was larger, with a uniquely irregular
shape, and frequently missing pericytes or the smooth muscu-
lar layer that surrounds blood vessels; and leakage of acrylic
polymer resin occurred, similar to leakage of albumin into the

(a) (b)
(f)

(c) (d)

(e) (e′)

(g)

Fig. 4. Enhanced permeability and retention (EPR) effect. (a) A S180 tumor on the skin of a mouse. The tumor shows relatively homogeneous
uptake of Evans blue ⁄ albumin, but normal skin in the background contains no blue color.(5,76–79) (b) Heterogeneity of the EPR effect. Only the
tumor periphery took up Evans blue ⁄ albumin. (c) Blood vessels in normal liver had no leakage of polymer resin. (d) Metastatic tumor nodule (N)
in liver, approximately 200 lm in diameter, showed distinct extravasation of polymer resin in small nodules (T). (e) Computed tomography of a
patient that shows selective uptake of Lipiodol in a tumor (white area) in the liver that was metastatic (met.) from gastric cancer (ca.): two
tumors (arrows) are intensely stained (white) by Lipiodol. Styrene–maleic acid copolymer conjugated with neocarzinostatin ⁄ Lipiodol was infused
into the hepatic artery under angiotensin II-induced hypertension (see text, and refs 79 and 89. 60 M, patient, 60 yr old male; SX i.a. AT,
SMANCS given via ia route under angiotensin II induced hypertension. (e′) Computed tomography of the same patient approximately 1 month
later, showing a considerably reduced tumor size (arrows). Drug retention lasted for more than 1 month. (f) Relationship between radiolabeled
polymers of N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide (P-HPMA) various molecular sizes and their uptake by tumor, kidney, and liver. The EPR effect
depended on time (6 h vs 5 min is shown). conc, concentration. (g) Relationship between the molecular size of drugs and tumor uptake of drug
(○), urinary clearance (CL, ●), and area under the concentration versus time curve (AUC) of plasma (▲).(12,15,77)
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interstitial space, as seen in Figure 4(a,b).(72–74,76,77) The sec-
ond feature concerns vascular mediators, as described below.

Factors that facilitate the EPR effect and artificial augmentation
of the effect. Pharmacological factors that facilitate the EPR
effect. As described earlier, we began our study of vascular
permeability in the bacterial infection and activation of the
kallikrein cascade, which resulted in the generation of kinin
(Fig. 1).(15–22) This same mechanism was found to occur in
cancer tissues.(15,16,18,32–34) We subsequently determined that
NO, ONOO�, carbon monoxide, prostaglandins, and collagen-
ases among others, are mediators that facilitate the EPR effect
(Fig. 3a,c,d),(17,19,21,94) as summarized in Table 1. Recent
reviews give good accounts on these issues.(21,76–79)

Augmentation of the EPR effect. With the above-described
knowledge in hand, we continued to develop methods of aug-
menting the EPR effect for drug delivery to tumors. We first
infused angiotensin II i.v.,(12) during the arterial infusion of
SMANCS ⁄Lipiodol, to raise the blood pressure, as discussed
earlier.(70,89) This strategy takes advantage of the architectural
defects of tumor vessels to make drugs more permeable. The
second method used NO-releasing agents such as nitroglycerin,
ISDN, and others, which are known to be quite safe.(77,90,96)

Frequently, the tissue of many tumors is hypoxic compared with
normal tissues, similar to infarcted heart tissue. This situation
means that denitrase is involved in NO formation by reducing
nitrite to NO, as Figure 3(d) shows. This process of NO genera-
tion is preferred by hypoxic tissues such as metastatic cancers
and other hypoxic cancers of the prostate and pancreas. Yasuda,
Jordan, and Mitchell and their colleagues also showed the use
of NO-releasing agents to be beneficial in conventional cancer
chemotherapy in terms of redox modulation.(98–102)

The third method uses bradykinin-potentiating agents such
as inhibitors of angiotensin I-converting enzyme to inhibit
kinin degradation in tumor tissue, which would result in a
higher kinin level at the site of kinin generation (tumor)
(Fig. 1).(19–21,34,103) All these methods enhanced the EPR
effect and thereby drug delivery by two- to threefold. The lim-
ited clinical applications have indicated the potential for deliv-
ery of SMANCS ⁄Lipiodol to tumors, as noted in descriptions
of methods using elevated blood pressure(89) or ISDN,(90)

which warrants further exploration.

Heterogeneity of the EPR effect. The heterogeneity of the
EPR effect poses a problem in that some areas of tumor tissue
resist the uptake of drugs (of nanomedicines) for both chemo-
therapy and tumor imaging (see below), and drugs have great
difficulty reaching the tumor interstitium.(76–79) However, we
demonstrated that augmentation of the EPR effect led to result
in a more uniform and enhanced drug delivery.(76–79,89) Large
necrotic areas of tumor (as seen in Fig. 4b vs 4a) did not show
uptake of Evans blue ⁄ albumin, whereas the EPR effect was
more prominent at the tumor periphery, where tumor growth is
rapid.(76–79,89) Angiography revealed that pancreatic and pros-
tate cancers are hypovascular (so, less uptake of the contrast
agent occurs). However, even in these hypovascular tumors,
angiotensin II-induced hypertension seemed to improve drug
delivery to tumors (Fig. 4e,e′).(70,77,88)

Enhanced permeability and retention (EPR) effect in
tumor imaging

We first demonstrated the use of the EPR effect in tumor
imaging by injecting Evans blue dye i.v., so that the blue
tumor could be visualized (Fig. 4a).(5,15,21,22,76–79) To make
tumor detection more sensitive, we recently developed fluores-
cent-labeled macromolecules, named fluorescent nanop-
robes.(79,104)

Figure 5(a) compares detection using low-molecular-weight
free ZnPP and macromolecular HPMA polymer conjugated with
ZnPP. The free low-molecular-weight fluorophore (ZnPP,
molecular size 626.0) does not show tumor-selective uptake
(Fig. 5a′), whereas the polymer-conjugated ZnPP showed
marked tumor-selective uptake and remained in the tumor even
after 48 h (Fig. 5a).(104) Another example involves free
rhodamine B (molecular size 479.0) versus rhodamine isothiocy-
anate-conjugated albumin (67 kDa). Here again, the EPR effect-
based tumor uptake was demonstrated and was unique for
macromolecular probes but not for free rhodamine B or ZnPP
(Fig. 5b vs 5b′).(79) These tumor images were obtained by using
the in vivo fluorescence detection system IVIS XR (Caliper Life
Sciences, Hopkinton, MA, USA) with intact animals. This find-
ing suggests that fluorescent endoscopy for detecting human
tumors should be possible. Treatment with the NO-releasing

(a) (a′) (b) (b′)

(c′)(c)

Fig. 5. (a,b) Staining of tumors (T) with fluorescent
nanoprobes and free low-molecular-weight probes.
(a) Polymer N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide
(P-HPMA)-conjugated zinc protoporphyrin ZnPP
(micelles). (b) Rhodamine-conjugated BSA. These
drugs were given i.v. and show clear tumor-selective
fluorescence. The low-molecular-weight fluorescent
counterparts, free ZnPP and free rhodamine B
(images (a’) and (b’), respectively), manifested no
tumor-selective fluorescent staining. EPR; enhanced
permeability and retention effect. (c) Fluorescence
after surgical organ removal, only tumor (T) and
blood plasma (P) showed fluorescent staining. (c′) is
same as (c) except that this mouse was treated with
nitroglycerin (NG). Results here show a more uniform
tumor delivery (T) and higher plasma level of the
nanoprobes than seen in (c). H, heart; K, kidney; Li,
liver; Lu, lung; S, spleen.
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agent nitroglycerin in this model produced a more uniform
uptake in the tumor and elevated and prolonged plasma drug
concentration, which favor a greater EPR effect (Fig. 5c vs 5c′).
A unique property of ZnPP is that it not only emits fluores-

cence during endoscopic imaging with xenon light irradiation,
it also generates singlet oxygen (1O2), which has cytocidal
effects on tumor cells, the result being significant tumor
regression and cure in an in vivo model.(104) This theranostic
approach was confirmed with ZnPP–SMA micelles in autoch-
thonous breast cancer in Sprague–Dawley rats in vivo.(105)

The term theranostic was coined by Funkhouser in 2002(106)

and is becoming quite popular. A recent comprehensive review
of this topic can be found in ref. 107.

Drug uptake by tumor cells and drug release from
nanomedicines

Interactions with the cell surface: Influence of charge and
hydrophobicity. The most desirable anticancer agents must
ultimately possess properties to overcome various barriers, as

Fig. 6. Barriers to targeting of drugs to tumors
before the target molecules in tumor cells are
reached, from the vascular level to the molecular
target at the subcellular level. EPR, enhanced
permeability and retention.

(a) (b)

(b′)

Fig. 7. Chemical structure of styrene–maleic acid copolymer conjugated-neocarzinostatin (SMANCS), and the styrene–maleic acid copolymer
(SMA) residue as a pH sensor and lipophilicity enhancer. (a) Chemical structure of SMANCS, which consists of a protein portion of neocarzinosta-
tin (NCS) and two chains of SMA copolymers linked at the N-terminal alanine and at lysine 20. (b,b′) Close-up views of the SMA unit with styrene
and maleyl residues, in which the maleyl carboxyl group has the role of a pH sensor. In acidic pH (b′), the R-COOH of maleyl residues becomes to
COOH, which possesses higher lipophilicity than does the COO� form. SMANCS would thus have greater cell-binding affinity, a more than 10 to
100-fold higher cellular uptake in weakly acidic pH, with cytotoxicity increasing in parallel. (b) At neutral or higher pH of normal tissues, depro-
tonation occurs, with formation of the negatively charged R-COO� and more hydrophilicity of SMANCS.(109–112) Cell interaction is thus impeded
and internalization into cells is lower. buSMA indicates the n-butylated ester form of maleyl residues in SMA, in which approximately 37 mol%
maleyl residues of SMA are replaced for proton and the remaining carboxyl residues are free.

Maeda Cancer Sci | July 2013 | vol. 104 | no. 7 | 785
© 2013 Japanese Cancer Association

146



given in Figure 6.(79) The first, most crucial barrier is the
vascular wall, and the EPR effect plays a key role here. To
take advantage of the EPR effect, drugs must have macromo-
lecular characteristics (or nanomedicines), which permit selec-
tive extravasation into tumor tissues but not normal tissues
(Figs 4,5).
Among other critical steps, cellular internalization of drugs

is indispensable and can be a great barrier to therapeutic effec-
tiveness (Fig. 6). A contradictory issue exists in the interaction
between nanoparticles and cell surfaces of normal as well as
tumor cells. Requisites for the EPR effect include a sustained
high concentration of nanomedicines in plasma during circula-
tion that requires less interaction of nanomedicines with sur-
faces of cells such as vascular endothelial cells, and escape of
nanomedicines from clearance by phagocytic cells. In this
respect, the “stealth” characteristic of PEGylated and HPMA-
polymer conjugates is now known as a favorable feature.
Hatakeyama et al. reported, however, that such stealth nano-
particles are poorly taken up by cancer cells.(108) In our labora-
tory, we compared HPMA-, PEG-, and SMA-conjugated
micelles, and found that among these, SMA conjugates had the
highest cellular uptake, whereas both PEG- and HPMA-
polymer conjugates had much less efficient cellular uptake.(109)

In our earlier studies of SMANCS, we showed that conjuga-
tion of SMA conferred far greater cellular uptake, which corre-
sponded to cytotoxicity.(11,110,111) That is, more efficient cellular
uptake (50 to 100-fold) occurred with the hydrophobic SMA-
polymer conjugate (SMANCS) than with the parental NCS, and
more potent cytotoxicity (20 to 100-fold) was observed in a
weakly acidic environment, as in tumors, than in the neutral pH
of normal tissues. In the weakly acidic setting, the protonated
(COOH) form of the maleyl residue in SMA has stronger hydro-
phobicity and a higher affinity for cell membranes than does the
ionized COO� form of SMA (see Fig. 7b vs 7b′).(11,110,111) Also,
many cell surfaces are negatively charged, so that interaction
with negatively charged nanoparticles is repelled, which results
in less cellular uptake. Maleyl carboxyl residues would therefore
provide a pH-sensing property in the tumor environment.
These results show that hydrophobicity and charge are

important for the cell-binding property. However, this hydro-
phobic feature should be carefully controlled, or hemolysis or
cell lysis may be induced.(112) This hydrophobic property of
cell lysis and strong anionic nature would also cause rapid
uptake by the liver or spleen. These effects may be another
drawback, but they can be controlled by proper modification
of the carboxyl group (Tsukigawa K and Maeda H, unpub-
lished data).

Drug release from drug complexes or carriers. Release of
drugs from nanoparticles is another critical step for tumor-
selective drug delivery. We found that HPMA–ZnPP and
SMA–ZnPP micelles, for example, disintegrated during endo-
cytosis, not during circulation, and that disintegration in the
cell made the drug more accessible to the target molecules.(109)

A similar phenomenon of disruption of micelles was seen after
treatment with lecithin or detergent.(109) Many researchers con-
jugated active ingredients to the polymers using specific prote-
ase-cleavable peptides with preferred amino acid sequences, or
ester or other chemical bonds.(113) For example, SMA was
conjugated to NCS by amide bonds in SMANCS, and the
maleyl amide underwent spontaneous hydrolysis in acidic pH.
In addition, the hydrazone linker bond between the polymer
and ZnPP spontaneously released ZnPP in the weakly acidic
pH of tumor tissues (Nakamura H, Subr V, Ulbrich K, Maeda
H, unpublished data, 2013). We also found disruption of an
SMA–cisplatin complex on endocytosis or incubation at
weakly acidic pH was 6–7-fold faster than that at neutral pH
(Saisyo A, Maeda H, and Nakamura H, unpublished data,
2013). Also, micelles or liposomes should be stable during

circulation but release the drug as it arrives at the tumor site is
needed. Many improved ways to control the release of drugs
from conjugates or complexes as based on the condition of the
tumor environment are thus anticipated.

Conclusion

The vascular permeability of infected, inflamed, and tumor tis-
sues results from multiple factors such as vascular mediators
listed in Table 1, and architectural defects in tumor vessels, as
described earlier. This phenomenon occurs especially with
macromolecules and nanoparticles, but tumor tissue manifests
great differences in this phenomenon, in that it tends to retain
macromolecules in the tissue interstitium for far longer than
does normal inflamed tissue. We named this phenomenon the
EPR effect of macromolecules in cancer. SMANCS (Fig. 7a)
was the first polymer conjugate that we developed that pos-
sesses the EPR effect.(69,77,79,84,89)

Different mechanisms participate in the generation of ROS
and RNS in infected, inflamed, and cancer tissues. These
mechanisms include ONOO�, a product of O�

2 and NO, which
is one of the most potent oxidizing, nitrating, and DNA ⁄RNA-
cleaving molecules that is involved in mutagenesis, drug
resistance, carcinogenesis, vascular permeability, and tumor
metastasis (Fig. 3).
We previously demonstrated the EPR effect using Evans

blue (Fig. 4a,b), but it can also be visualized by using fluores-
cent probe-labeled macromolecules for tumor imaging in vivo
(Fig. 5). However, the EPR effect as seen with Evans blue
albumin staining is heterogeneous (Fig. 4b), which may
impede uniform macromolecular drug delivery. This poor drug
delivery to an area of a tumor with an apparently low EPR
effect may be augmented by raising systemic blood pressure
using slow infusion of angiotensin II or prodrugs of vascular
mediators such as nitroglycerin.
To achieve efficient nanomedicine drug delivery to

tumors on the basis of the EPR effect, a number of barri-
ers, such as molecular size, surface charge, hydrophobicity,
and drug release, must be overcome (Fig. 6). Differences
between the environments of tumor tissues and normal tis-
sues can be exploited to achieve greater tumor-selective
drug release at the cellular level; examples include the
weakly acidic pH of tumor tissues by using the hydrazone
bond, and by using tumor-secreted proteases such as
cathepsin or collagenases to cleave linker peptides. All
these effects are more important in vivo than in cell-free
systems or at the molecular level.
We are now working on endoscopic detection of tumors at a

very early stage by using light irradiation of tumors to gener-
ate ROS, that is, phonon-generated singlet oxygen, as the
active principle. We have developed fluorescent nanoprobes
such as polymer-bound ZnPP that show tumor-selective accu-
mulation and that, together with tumor-selective generation of
ROS, will kill tumor cells in situ.(104) Such a theranostic
approach will provide a highly tumor-selective therapeutic
method to achieve the least invasive and most patient-friendly
cancer treatment.
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Abbreviations

AUC area under the concentration versus time curve
CT computed tomography
EPR enhanced permeability and retention
HPMA N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide
ISDN isosorbide dinitrate
NCS neocarzinostatin
NO nitric oxide
NOS nitric oxide synthase
Nox NADPH oxidase
O�

2 superoxide anion radical
ONOO� peroxynitrite

P-HPMA polymer of N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide
Pyran
copolymer

copolymer of divinylether-maleic acid

RNS reactive nitrogen species
ROS reactive oxygen species
SMA styrene–maleic acid copolymer
SMANCS styrene–maleic acid copolymer conjugated with

neocarzinostatin
SOD superoxide dismutase
XO xanthine oxidase
ZnPP zinc protoporphyrin
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三語便覧の医学用語

　射和文庫に貯蔵されている松代藩医の村上義茂による著書で嘉永7年（1854年）に発

刊された。初・中・終の三巻からなり、天文、地理、疾病、家論など25項目からなり、それ

ぞれ日本語のフランス語、英語、オランダ語の対訳や発音（カタカナ）が記述されてお

り、日本の国際化を進めたほんと言える。特にここでは医学用語に関連ある部分を紹

介している。

資料６　竹川竹斎に関する資料



あとがき 

 
本巻では、「がん治療の最前線から機能性食品によるがん予防まで」について、

バイオダイナミックス研究所の所長、前田浩博士がご自身のこれまでの研究業
績からがん予防に関する一般向けの講演内容まで幅広くまとめられた内容を中
心に編集しました。 
前田博士は 1938 年に兵庫県で生まれ、1962 年に東北大学農学部を卒業され、

フルブライト留学生として米国カリフォルニア大学の大学院修了、帰国後は東
北大学大学院（医学部細菌学教室石田名香雄教授）を終了、農学博士と医学博
士を取得されました。1968 年には再び米国ハーバード大学がん研究所の主任研
究員として留学され、国際的な医学・生物学の研究者として地位を着実に築い
てこられました。1971年には熊本大学医学部微生物学講座に赴任され、1981年
に日沼頼夫教授の後任として教授に就任されました。 
本書の内容は、第一に、昨年の一般向け講演内容の抜粋として機能性食品に

よるがん予防についてまとめ、第二に、熊本大学時代に築いてこられた DDS な
ど新しい概念に基づくがん治療薬の開発研究を総括し、第三に、発癌機序の解

明に繋がるフリーラジカルの役割、特に感染症と発がんとの関連性にせまるカ
リクライン・キニン系などについて紹介されております。 
前田博士の研究業績は国際的にも大いに認められ、米国、ドイツ、英国など

から多くの学術賞を受賞されております。国内でも高松宮妃癌研究学術賞や日
本癌学会吉田賞を始め、多くの学術賞を受賞されました。また、学術論文への
引用回数が著しく多い論文を発表した研究者に贈られるトムソン・ロイター引
用栄誉賞も受賞され、昨年はノーベル賞の受賞者など世界の優れた研究者が受
賞している米国ミシガン州の Ronald T LaKey賞も受賞されました。 
前田博士はがん問題に取り組む基礎研究者ですが、私たち疫学研究者が目指

しておりますがん予防にも強い関心を持っておられ、早くから感染症と発がん
について深い造詣を示しておられました。国内では日本細菌学会をはじめ多く

の学会を主催してこられましたが、2002年には日本がん予防学会を熊本で開催
されるなど、がんの疫学研究にも強い関心と知識を持っておられます。 
今回、本シリーズの最終編（第10巻）として前田博士の主なご業績をまとめ

て編集させて頂く機会を得ましたことは光栄でございます。がん研究の関係各
位には是非ともご一読頂くことを祈念しております。 

 
青木平八郎記念予防医学広報助成事業団 
編集委員長 田島和雄 
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青木平八郎記念予防医学広報事業団について 

 

青木國雄名古屋大学名誉教授・愛知県がんセンター

名誉総長は、長兄の故青木平八郎氏の遺産の一部を

もとに、予防医学教育のための広報事業を企画し、

記念予防医学広報事業団を創設しました。これは故

平八郎氏の生前からのご希望にそった企画事業であ

ります。本事業団の役員構成は別表のように、中部

東海地域の疫学研究会の会員で、青木國雄名誉教授

のかつての共同研究者でもあり、それぞれに依頼し

て了承を得たものです。故青木平八郎氏は長年三重

県に居住されていたので、この事業は三重県におい

て実施することとし、編集発行責任者は編集発行委

員会委員長の田島和雄氏、および本事業団理事長の

青木國雄氏がその任に当たってきました。 

本事業団の主な目的は予防医学に関する一般啓発書、

卒後教育用の参考資料などの出版でありますが、従

来の書籍発刊ではなく、電子ブックとして発刊する

ものであります。今や書籍は保存が難しい時代にな

りつつあり、また啓発書や参考書などは頒布数が限

られており、貴重な資料も人目に触れる機会は多く

ありません。一方、医学関連領域においては未だ電

子ブックは十分に普及しておりませんが、読みやす

さ、保存性、情報交換など機能的に極めて優れてお

り、やがて日本でも主流の情報伝達メディアになり

ます。なお、電子ブックの編集に関して、黒石哲生

編集委員長に負う所が大です。 

また、この電子ブックは田島氏が所属している三重

大学医学部の疫学センターのホームページ 

http://www.hosp.mie-u.ac.jp/epidemiology/ 

で公開しております。疫学センターは三重大学医学

部附属病院において疫学研究を幅広く推進していく

ことを目的とし、平成 23年度に大学病院内に設置さ

れ、現在はいくつかの企画が進展しつつあります。

本事業団による電子ブックの出版活動が幅広い読者

層を得ながら、疫学センターの発展に貢献していく

ことを祈念しております。 

本事業団は第 1巻～10巻、および別巻を出版して

きましたが、今後は発刊を継続するか否かも含め、

編集委員の間で検討していきます。 

 

 

 

青木平八郎記念予防医学広報事業団 
編集発行委員会委員長 田島和雄 

 理事長 青木國雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行書籍 （平成 30年 3月現在） 
 
第１巻 富永祐民著  

―健康づくりと生活習慣病予防―  
健康長寿への道 

 
第２巻 青木國雄著  ―食養生― 
 
第３巻 青木國雄著 
    生活習慣の変化と疾病構造  

―明治・大正・昭和の軌跡― 
 
第４巻 藤木博太著 
    癌に学び癌と共存、そして生きる                                                                                                          

―世界の研究者と学ぶ発がんプロモーシ
ョンと緑茶によるがん予防の研究― 

 
第５巻  青木國雄監修、田島和雄編集 
      日本の国際的がん特別調査研究の歩み（I）,  

    文部省科学研究費・国際学術研究・がん 
       特別調査研究報告書(1984～99 年)を中心に 
 
第６巻  田島和雄編集 
    日本の国際的がん特別調査研究の歩み（II）,  
      文部科学省がん特別研究・がんの疫学研究 

  領域報告書（1999～2009 年）を中心に 
 
第７巻  青木伸雄著   ―健康探求の道― 
 
第８巻  大谷 嵩、田島和雄編集 
 ―大谷元彦教授研究業績抜粋― 
 
第９巻  藤本伊三郎編集、田島和雄監修 
      日本の地域がん登録の発展史： 

地域がん登録全国協議会の設立と貢献  
－藤本伊三郎先生の偉業を偲ぶー 

 
第 10 巻 前田 浩著、田島和雄編集、青木國雄著 
      がん治療の最前線から機能性食品による

がん予防まで 
 
別 巻 清水貴久彦（清水弘之）著 
    分福・元気の出る俳句 
 

青木平八郎記念予防医学広報事業団 
役員（編集員） 

 

理事長（兼事業責任者） 

青木國雄：愛知県がんセンター名誉総長 
 

編集委員長 

田島和雄：社会福祉法人洗心福祉会  

美杉クリニック 

編集委員 

伊藤宜則：元藤田保健衛生大学教授 

黒石哲生：元愛知県がんセンター研究所室長 

徳留信寛：前国立健康栄養研究所理事長 

浜島信之：名古屋大学医学系研究科 

社会生命科学講座教授 

藤原奈佳子：人間環境大学看護学部教授 
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