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図 3.セレコキシブ封入ナノ粒子による
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一方、肝硬変の治療を目指し抗線維薬を封入し
た高分子ナノ粒子の開発もおこなってきた。肝硬
変治療には、肝線維化に中心的な役割を担う肝星
細胞のコラーゲン産生を抑制することが有効で
あると考えられている。そこで、本研究では、抗
線維化薬を肝星細胞に選択的に運搬できるナノ
粒子を開発することを目的とした。抗線維化薬と
しては、近年肝星細胞のアポトーシス誘導やコラ
ーゲン産生抑制効果が見出されているセレコキ
シブを用いた。また、肝星細胞へ選択的に薬物を
集積させるため、肝星細胞に特異的に結合するペ
プチド(pPB)を修飾したナノ粒子を作製した。こ
のナノ粒子の肝星細胞由来培養細胞(TWNT-1 細
胞)への取り込みを評価すると、pPB に依存し取
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