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II. 成果の概要（総括研究報告） 
 
和文 
黒田俊一教授（大阪大学 産業科学研究所）らの研究グループは、ナノレベル抗体精密整列化技術

を応用して、既存の抗体医薬の薬効を、同じ抗体量でありながら、約１０倍高めることができる方法

を開発した。 
既存抗体医薬６種類（抗 CD20 抗体であるリツキシマブ（商品名リツキサン）、抗 HER2 抗体であ

るトラスツズマブ（商品名ハーセプチン）、抗 VEGF 抗体であるベバシズマブ（商品名アバスチン）、
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抗 VEGFR2 抗体であるラムシルマブ（商品名サイラムザ）、抗 PD1 抗体であるニボルマブ（商品名

オプシーボ）、薬剤結合型抗 HER2 抗体トラスツズマブ（商品名カドサイラ））において、ナノ粒子

を複合体化することにより、In vitro における細胞傷害活性を飛躍的に高めることに成功した。また、

同抗体医薬―ナノ粒子複合体（全６種類）について生体内投与に適した粒子特性及び安全性を有する

ことを確認した。 
 
英文 

We have developed a general method for enhancing the therapeutic effect of conventional 
antibody drugs nearly 10 folds by the nano-level oriented antibody-immobilization technique. The 
versatility of this method has already been demonstrated by using anti-CD20 antibody 
(Rituximab), anti-HER2 antibody (Trastuzumab), anti-VEGF antibody (Bevacizumab), anti-
VEGFR2 antibody (Ramucirumab), anti-PD1 antibody (Nivolumab), and emtansine-conjugated 
anti-HER2 antibody (Trastuzumab). Moreover, the particle properties of these antibody drug-
nanoparticle conjugates were confirmed to be safe and suitable for in vivo administration. 
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