
博士論文 

 

 

Mucociliary clearance (MC) 評価系の構築と 
MC-経鼻吸収相関に基づいた経鼻吸収予測システム

の開発に関する基礎的研究 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25 年 3 月 

 

井上 大輔 

 

岡山大学大学院 

医歯薬学総合研究科 

博士後期課程 創薬生命科学専攻 



目次 

 

総論の部 

 

緒言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 

 

第Ⅰ章 ラット鼻中隔を用いた in vitro mucociliary clearance（MC） 評価法の構築．．．．．．．．．．．．．．．．4 

第１節 実験条件の検討．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4 

1-a 蛍光微粒子懸濁液の滴下体積 

1-b 鼻中隔摘出時の麻酔薬の影響 

1-c MC の機能に対する粘液層の影響 

1-d In vitro MC 評価システムの確立 

第２節 MC の鼻腔内部位差に関する検討．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11 

2-a ラット鼻腔内各部位における MC とその方向 

2-b MC の鼻腔内部位差に関する in vivo 評価 

第３節 考察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13 

 

第Ⅱ章 薬物による MC の変動に関する検討．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16 

 第１節 MC に対する薬物の影響．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16 

 1-a Benzalkonium chloride の影響 

1-b -Adrenergic agents の影響 

1-b-1 -Adrenergic antagonists の影響 

1-b-2 -Adrenergic agonists の影響 

1-c Cholinergic agents の影響 

1-c-1 Acetylcholine の影響 

1-c-2 Atropine の影響 

1-d Cefazolin の影響 

第２節 鼻腔内繊毛運動の ciliary beat ferquency（CBF）と MC との関係．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21 

2-a CBF の測定方法 

2-b CBF に対する薬物の影響 

2-b-1 CBF 測定時の実験条件の設定 

2-b-2 -Adrenergic antagonists の影響 

2-b-3 -Adrenergic agonists の影響 

2-b-4 Cholinergic agents の影響 

2-b-5 Cefazolin の影響 

第３節 CBF と MC との相関関係の解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27 

第４節 考察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29 

 



第Ⅲ章 経鼻投与後の薬物吸収に対する繊毛運動の影響及び経鼻吸収予測システムへの応用．．．．．32 

第１節 MC 変動時の薬物鼻腔内滞留性の変化とその定量的評価．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32 

1-a MC 変動薬物の選択

1-b In vivo ラット鼻腔内滞留性評価法 

1-c MC 変動時の薬物鼻腔内滞留性評価 

1-d In vivo 鼻腔内滞留性に対する MC 変動の影響とその定量的評価 

第２節 In vivo 経鼻吸収に対するラット鼻腔内 MC 変動の影響及び定量的評価．．．．．．．．．．．．．．．36 

2-a In vivo 吸収性評価のためのモデル薬物の選択 

2-b 気道上皮細胞の薬物透過性に対する各種 MC 変動薬物の影響 

2-c 経鼻投与後の in vivo 吸収評価 

2-d 薬物吸収に対する鼻腔内 MC の影響とその定量的評価 

第３節 鼻腔内繊毛運動を組込んだ新規経鼻吸収予測システムの構築．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40 

3-a 新規経鼻吸収予測システムの理論的背景

3-b 難吸収性薬物の経鼻投与後の吸収予測モデルの構築 

3-c 難吸収性薬物の経鼻吸収性の予測

3-d Norfloxacin の吸収性予測結果の評価 

3-e 経鼻投与後の薬物吸収性の予測法 

第４節 考察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45 

  

結論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47 

 

謝辞．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48 

 

実験の部．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49 

 

引用文献．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59 

 

 

 



略語一覧 

 

ACH: Acetylcholine  

AIC: Air-interfaced culture 

ATL: Atenolol 

ATRP: Atropine 

AUC: Area under the curve of plasma concentration-time profile 

BA: Bioabailability 

BCS: Biopharmaceutical Classification System 

BZC: Benzalkonium chloride 

cAMP: Cyclic adenosine monophosphate 

CBF: Ciliary bear frequency 

CFZ: Cefazolin 

Cmax: Maximum plasma concentration 

FD70: Fluorescence isothiocyanate dextran-70 

Fgi: Fractional bioabailability from gastrointestinal tract after intranasal administration 

FMS: Fluorescent microspheres 

Fn: Fractional bioabailability from nasal cavity after intranasal administration 

Fn
all: Total bioabailability after intranasal administration 

Fpo: Fractional bioabailability after oral administration 

GI tradt: Gastrointestinal tract 

HBSS: Hanks’ Balanced Salt Solution 

i.n.: Intranasal administration 

kmc: Disappearance rate constant from nasal cavity by mucociliary clearance 

kn: Absorption rate constant from nasal cavity 

MC: Mucociliary clearance 

MS: Mucin solution 

NFX: Norfloxacin 

p.o.: Oral administration 

Papp: Apparent permeability coefficient 

PBS: Phosphate buffered saline 

PPL: Propranolol 

SBM: Salbutamol 

TBL: Terbutaline 

Tmax: Time to reach the maximum plasma concentration 

VFMS: Velocity of movement of fluorescent microspheres 

-AR: -Adrenergic receptor 

 



構造式一覧 

 

Acetylcholine chloride 

 

 

 

Atropine 

 
 

Cefazolin 

 

 

 

Proranolol hydrochloride 

 

 

Terbutaline sulfate 

 

 

Atenolol 

 

 

 

Benzallonium chloride 

 

 

 

 

Norfloxacin 

 

 

Salbutamol sulfate 

 

 



1 
 

総論の部 

 

緒言 

 

鼻腔にはその粘膜直下に密な毛細血管ネットワークが存在し、鼻粘膜からの薬物吸収は消化管から

の吸収に比べ、良好かつ速やかであることから 1）、制吐や疼痛管理などの緊急性を有する薬物の投与

部位として注目されている 2-4）。また、鼻粘膜より吸収された薬物は門脈を介さず体循環血へと吸収さ

れるため、肝初回通過効果を受けやすい薬物の代替投与部位としても有用である 1)。同時に、比較的

分子量が大きな薬物についても効率的に吸収されるため、ペプチド性医薬品の経鼻投与型製剤が実用

化されている 5-10）。鼻腔への薬物投与は比較的簡便であることから、高齢者や消化器疾患患者などの

嚥下困難な患者及び高度要介護者など、経口剤の服用が極めて困難な患者に対して、本人のみならず、

介護者による簡便な投与が可能である。また、注射のような痛みを伴わないという利点もあり、実際

に salmon calcitonin11-15）や oxytocin16-19）, vitamin B12
20-24）などは注射剤からの剤型変更が行われ、患者

の QOL の改善に大きく貢献している。 

 近年の創薬技術や分子生物学の進展に伴い、経口吸収性の低い医薬品候補化合物が増加するととも

に、ペプチド性医薬品の開発が促進されている。同時に、先進国においては、高齢化がさらに進展し

つつあり、上市される経鼻投与型製剤は今後、更に増加すると考えられる。このような状況にありな

がら、経鼻吸収性を評価する簡便かつ有用なシステムが存在しないため、経鼻投与型製剤の開発には

膨大な時間と費用がかかるのが現状である。従って、有用な経鼻投与型製剤の開発を促進させるため

には、簡便かつ正確に薬物の経鼻吸収性を評価できるシステムの構築が重要である。 

鼻粘膜上皮細胞層には繊毛を待たない非繊毛細胞や粘液成分を分泌する杯細胞（goblet 細胞）、繊毛

を有する繊毛細胞が混在している（Fig. 1）25）。杯細胞は粘液を分泌し、分泌された粘液で鼻粘膜上皮

細胞表面は薄く覆われている。 

 

 
 
Fig. 1 Schematic representation of the structure of the nasal epithelium 
Nasal epithelium has ciliated (IV) and non-ciliated (I) cells in apical side. In the nasal mucus, there are 
mucous granules secreted from goblet cells (II). 
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一方、繊毛細胞はその繊毛の往復運動により、この粘液層を咽頭側へ排出しており、この機能は

mucociliary clearance（MC）と呼ばれている（Fig. 2）。粘液層に付着した細菌やウイルスなどの外来性

異物は MC により咽頭側へ排出された後、生体外へ痰として排泄、あるいは消化管へ移行した後、消

化分解されるため、MC は気道粘膜表面において重要な感染防御機構として機能している。 

 

Fig. 2 The mechanism of the mucociliary clearance and ciliary beat 
Cilia are beating at a constant frequency and mucus layer on the surface of the nasal epithelium is 
transported by ciliary beating. The lower figure represents cilia of a fixed time interval.Cilia are beating 
back and forth periodically. 

 

一方で、鼻腔内に投与した薬物は他の外来性異物と同様に MC により咽頭へと排出されるため、消

化管へ移行した後、一部は消化管からも吸収される（Fig. 3)。しかしながら、消化管に移動した後の

薬物の吸収速度及び吸収の程度は消化管内での希釈や初回通過効果により大きく低下するため、薬物

の鼻腔内滞留性は鼻腔内投与後の薬物吸収性を決定する重要な因子の一つと考えられる。 

 

Fig. 3 Drug absorption and disposition after nasal and oral administrations  
The drug applied into the nasal cavity undergoes both the absorption through nasal mucosa and 
translocation into GI tract by mucociliary clearance (MC). The drug to reach the GI tract is also 
absorbed. Keys: MC, mucociliary clearance; GI tract, gastrointestinal tract. 
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MC を評価したこれまでの報告では正常動物及びヒトにおける MC は 1～20 mm/min26）と、その評

価系や実験条件の相違にともなう変動が大きく、正確な MC の評価ができているとは言いがたい。従

って、鼻腔内投与後の薬物吸収と MC との関係を詳細に検討するためには、MC の正確な評価が可能

で、経鼻吸収と繊毛運動との関係を詳細に検討できる MC の評価系が必要と考えられる。 

そこで本研究では、in vitro において正確かつ簡便に MC を評価できるシステムの確立を目指して、

ラット鼻中隔を用いた in vitro MC 評価系の構築を試み、第Ⅰ章及び第Ⅱ章において、種々の検討を行

った。さらに、第Ⅲ章では、考案した新規 in vitro MC 評価法を利用して、経鼻投与後の薬物吸収に与

える鼻腔内繊毛運動の影響を定量的に評価し、その関係を解明することで鼻腔内滞留性を考慮に入れ

た新たな経鼻投与後の薬物吸収予測システムの開発を試みた。 

以下、3 章にわたり得られた知見を論述する。 
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第Ⅰ章 ラット鼻中隔を用いた in vitro mucociliary clearance （MC） 評価法の構築 

 

鼻粘膜上皮には繊毛を有する繊毛細胞が存在し 27）、繊毛はある周期で一定方向に往復運動を行って

いる 28-30）。また、粘膜表面は厚さ 0.5-5 m の粘液層で覆われ、物理的に保護されている。繊毛はこの

粘液層の中を往復運動しているため、粘液層は一定の方向に移動する 31-42）。呼気とともに呼吸器に侵

入した外来性異物の一部は粘液層に付着するが、繊毛運動に伴う表面粘液の移動により、咽頭側へ排

出された後、鼻腔外へ痰として排出・除去されるか、あるいは消化管に移動し、胃内の強酸による不

活化または消化酵素などによる分解を受ける。繊毛運動による粘液層の移動は、mucociliary clearance

（MC）と呼ばれ、非特異的な生体防御機構として重要な役割を担っていると考えられている 30, 43, 44）。

一方、鼻腔内に投与された薬物は鼻粘膜を介して吸収されると同時に、MC により鼻腔外へと排出さ

れる。従って、MC は鼻腔内投与後の薬物滞留性に大きな影響を与えており、鼻腔内投与後の薬物吸

収を検討する場合には MC を考慮することが重要である。これまでに、Furubayashi らは、経鼻投与後

の薬物吸収における MC の重要性を検討し報告している 45, 46)。Furubayashi らの報告では、薬物の鼻腔

内残存率の経時変化から MC の速度を推定して、鼻腔内投与後の吸収性評価に組み込んだ評価システ

ムを構築している。しかしながら、同システムでは MC を直接評価しておらず、MC の変動を考慮し

た吸収予測も不可能であり、MC を直接評価可能なシステム及び MC の変動を考慮した新たな吸収予

測システムの構築が必要である。MC に関する過去の報告では、in vitro で評価した MC と in vivo の

MC との関係が一定でないこと 47)、また、得られた結果にバラツキが大きいことなどが示されており

48)、精度の高い MC 評価系は確立されていないのが現状である。そこで、本章では in vitro において

MC を簡便かつ正確に評価するために、薬物の吸収実験等で汎用性の高いラットの鼻粘膜を用いた MC

に関する in vitro 評価システムの構築を試みた。 

 

第１節 実験条件の検討 

 

本 in vitro MC 評価法では、顕微鏡による粘液層の移動の直接的な観察を目指した。まず、表面粘液

のマーカーとして、polystyrene 製の蛍光微粒子（FMS、粒子径 3.00 m 及び 6.00 m）を用いた。蛍光

微粒子は粘膜表面の粘液層に移行し、粘液層と共に移動すると考えられる。また、その位置により微

粒子の移動の数値化が容易であると考えた。また、MC を評価するための鼻腔内組織として、鼻中隔

を用いることとした。鼻中隔は左右鼻腔を中央で隔て、上皮細胞層がその両側に付着している。また、

Fig. 4 において模式的に示すように、外鼻孔側から鼻咽頭部に至る比較的大きな組織である。その表

面には一様に繊毛細胞が存在していること、摘出が比較的容易であること、また、凹凸がほとんど無

く、顕微鏡観察のために水平性を維持しやすいことなどから、鼻腔内組織の中では鼻中隔が 適と判

断した。 

本節では鼻中隔表面における蛍光微粒子の移動を指標とした MC の評価系を確立するために、種々

実験条件の検討を行った。 
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Fig. 4 The location of the nasal septum in the rat nasal cavity 
Nasal septum is located at the center of the nose and separates right and left nasal cavities. 

 

1-a 蛍光微粒子懸濁液の滴下体積 

 

MC を正確に評価するためには、蛍光微粒子を単独で粘膜表面に付着させることが望ましいが、小

さな蛍光微粒子を粘膜表面に均一に分散・付着させることはきわめて困難である。そこで、蛍光微粒

子懸濁液の滴下を試みた。正常に MC を機能させるためには、粘液層の量や粘弾性が正常である必要

がある。従って、MC の生理機能を保つためには懸濁液の滴下体積が重要と考え、まず、滴下体積に

関して検討を行った。滴下量を 2.0 L として、鼻中隔表面での蛍光微粒子の移動を観察した結果、懸

濁液は鼻粘膜表面を広がり、蛍光微粒子が漂っている様子が観察された。蛍光微粒子の一定方向の移

動が観察されず、蛍光微粒子の移動を数値化することは不可能であった。そこで、段階的に滴下量を

減少させ、粘膜表面における微粒子の移動を観察したところ、滴下量を 0.2 L に減少させると、鼻粘

膜表面における懸濁液の広がりが 小限にとどまることが明らかとなった。即ち、0.2 L の懸濁液を

滴下した直後は、溶液と共に蛍光微粒子が一部広がる様子が観察されたが、その広がりは短時間で終

了した。従って、溶液の広がりに伴う蛍光微粒子の移動の停止を確認した後、観察・評価することで、

投与液そのものの MC への影響は無視できると考えられた。また、ラットより摘出した鼻中隔の表面

積は 100 mm2 程度であり、マーカー懸濁液 0.2 L を粘膜表面に滴下しても、粘液層の希釈の程度は小

さく、粘液層に対する投与液の影響は無視しうるものと考えられた。従って、本評価法ではマーカー

懸濁液の滴下量を 0.2 L に設定した。なお、蛍光微粒子の粒子サイズの検討も行ったが、粒子径によ

る相違は観察されなかった。そこで、観察の容易さを考慮して、入手可能な蛍光微粒子の中でもサイ

ズの大きい 6 m の蛍光微粒子を使用することとした。 

 

1-b 鼻中隔摘出時の麻酔薬の影響 

 

本実験では鼻中隔を摘出する際、ラットに麻酔を施すが、麻酔薬は MC を変動させることが報告さ

れており 49-54)、評価に影響を与える可能性が考えられる。また、薬物の経鼻吸収性を評価するための

in vivo 動物実験においても、麻酔下で実験が行われる場合が多い。そこでまず、各種麻酔薬が MC に

与える影響について検討を行った。MC の評価は、鼻中隔表面における FMS の移動を顕微鏡により直

接観察し、10 秒間隔で撮影した画像から FMS の移動速度 VFMS を算出することで行った。 

汎用される麻酔薬として、urethane（腹腔内投与）、sodium pentobarbital（腹腔内投与）、diethyl ether 
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（吸入）の影響を検討した。結果を Fig. 5 に示す。Urethane 麻酔のみ有意差は認められなかったもの

の、いずれの麻酔薬を用いた場合でも、非麻酔時に比べ、VFMS が 20%程度低下することが明らかとな

った。従って、麻酔下で行われた薬物の経鼻吸収性実験においては、鼻腔内滞留性が高いことを認識

する必要があると考えられる。また、本来であれば、非麻酔の動物より鼻組織を摘出するべきと思わ

れるが、非麻酔ラットからの摘出が困難であること、また、動物愛護の観点からも望ましくないこと

から、MC に対する影響が も軽微と考えられる urethane が適していると判断した。 

 
Fig. 5 Effects of various anesthetics on the mucociliary clearance 
Nasal septum was excised from control rats stunned by a blow or from rats anesthetized with urethane 
(1.2 g/kg), diethyl ether (inhalation), or sodium pentobarbital (50 mg/kg). Transport rates of fluorescent 
microspheres were evaluated based on serial photographs taken through the fluorescent microscope. 
Results are expressed as the mean of three to five independent experiments with the vertical bar 
showing S.E. *p<0.05, compared with control. 

 

1-c MC の機能に対する粘液層の影響 

 

Fig. 6 に、前項までの検討で決定した条件で測定した蛍光微粒子の移動速度 VFMS の経時変化を示す。

VFMS は鼻中隔摘出 15 分後には 79%、30 分後には 68%に急速に低下することが明らかとなった。一方、

光学顕微鏡による観察で、繊毛運動は長時間（90 分）維持されていることが確認できた。従って、

MC の急速な低下は繊毛運動以外の因子に起因するものと考えられ、その原因として、粘液層の減少

の可能性が考えられた。粘液は上皮細胞層に散在する goblet 細胞により分泌されるが 55）、粘液の分泌

は組織の単離後、短時間で低下することが報告されている 56）。そこで、鼻中隔摘出後の MC の維持を

目的として、ブタ胃由来の mucin を用いて代替鼻粘液となる粘性溶液を調製し、MC の経時的変化に

対する粘性溶液添加の影響について検討を行った。得られた結果を Fig. 7 に示す。まず、摘出直後の

VFMS に対する mucin 溶液（mucin solution, MS）の影響を評価したところ、4%及び 10% MS 滴下群で

は微粒子の移動速度に若干の低下が観察されたが、その低下は有意ではなかった。しかしながら、15% 

MS 滴下群では、VFMS が有意に低下することが明らかとなった。生理的な鼻粘液中の mucin 濃度は 3

～4%程度 55, 57-62）であることから、15% MS では生理的な粘液に比べて粘性が高すぎるため、MC が正

常に機能しないと推察された。 
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Fig. 6 The change of the mucociliary clearance as a function of time after excision of the tissue 
Date are expressed as the mean of three to five independent experiments with vertical bars showing 
S.E. **p<0.01, compared with 0 min. 
 

 
Fig. 7 The effect of mucin concentrations on the mucociliary clearance 
Data are expressed as the mean of three to five independent experiments with vertical bars showing 
S.E. **p<0.01, compared with control (HBSS). 

 

次に、鼻中隔摘出後の MC の経時的変化について、4% MS 及び 10% MS を用いて検討した。結果を

Fig. 8 に示す。鼻中隔を摘出した直後、乾燥を回避するために蓋付きのディッシュ内に維持し、一定

時間が経過した後、鼻中隔表面に 4% MS 及び 10% MS を 2.0 L 滴下し、その後、蛍光微粒子の移動

を観察した。10% MS を滴下した場合、摘出 60 分後には control 群と同程度に減少したが、120 分後に

は 80%にまで回復した。従って、10% MS 溶液では安定した MC の維持が困難であると判断した。一

方、4% MS を滴下した場合、摘出 90 分後まで VFMS は低下せず、240 分経過後においても約 75%に維

持されており、4% MS を滴下することにより、MC を長時間にわたって維持できることが明らかとな

った。以上、4% MS 溶液を補充することにより、長時間、MC の機能維持が可能であることが示され

た。 
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Fig. 8 Effects of mucin solution on transport rates of fluorescent microspheres 
After incubation at 37℃ for the designated times, 4% or 10% mucin solution (MS) was added on the 
nasal septum and transport rates of fluorescent microspheres were determined based on photographs 
serially taken. Results are indicated as % of initial. Each point is the mean of three to five independent 
experiments with the vertical bar showing S.E. keys: ○, control (no addition of MS); ▲, 4% MS; ■, 
10% MS. **p<0.01; *p<0.05, compared with the initial rate at each condition. 

 

1-d In vitro MC 評価システムの確立 

 

本節では種々の実験条件の検討を行い、MC 評価システムの実験条件を確定した。確定した実験条

件の概略を Fig. 9 に示す。鼻中隔表面の乾燥を防ぐ目的で、37℃の Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) 

で湿らせた脱脂綿を蓋付きディッシュ内に敷き、ラットより鼻中隔を摘出後、その上に水平になるよ

うに静置し、蛍光顕微鏡ステージ上に設置した。まず、鼻中隔表面に 2.0 L の 4% MS を滴下後、MS

が鼻中隔表面を均一に広がるまで 5 分間静置した。その後、蛍光微粒子懸濁液 0.2 L を滴下し、蛍光

顕微鏡に接続した CCD カメラにより、10 秒間隔で画像を撮影し、蛍光微粒子の移動を経時的に観察

した。顕微鏡を介して 10 秒間隔で撮影した実際の画像を Fig. 10B に示す。10 秒間に蛍光微粒子が移

動した直線距離から移動速度を算出し、それらの平均値（VFMS）を MC の指標とした。なお、撮影は

FMS が視野外へと移動するまでの時間、あるいは、 長で一定の移動速度が維持された時間である 5

分間継続的に行い、撮影中に蛍光微粒子が鼻中隔粘膜上を一定速度で直線的に移動することを確認し

た。また、エネルギー代謝阻害剤 2,4-dinitrophenol で鼻中隔を前処理すると、繊毛運動が完全に停止

すると同時に、蛍光微粒子が移動しないことを確認した（Fig. 10C）。 

以上、本方法により測定された粒子の移動速度は粘膜表面の粘液層の動きを正確に反映しており、

MC の指標として妥当であることが明らかとなった。 
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Fig. 9 The illustration representing in vitro evaluation system of the nasal mucociliary 
clearance 
Nasal septum excised from the rat was placed in a dish with a lid containing HBSS at 37℃ to provide 
the humidity. The dish was mounted on the stage of the fluorescence microscope and 0.2 L 
suspension of fluorescent microspheres (FMS) was applied on the surface of the nasal septum. 
Photographs were taken serially with the CCD camera at 10 sec intervals to record the movement of 
FMS. The movement velocity of FMS was calculated from the traveling distance determined from 
serial photographs.  
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Fig. 10 Serial photographs indicating the transport of fluorescent microspheres applied on the 
excised rat nasal septum 
(A) The area on the nasal septum of which photographs were taken. (B) Photographs of the same 
section of the control nasal septum. Arrows represent the direction and distance of the transport of 
each microsphere for 10 sec. (C) Photographs of the same section of the nasal septum pretreated with 
2,4-dinitrophenol. No movement of spheres was observed. 
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第２節 MC の鼻腔内部位差に関する検討 

 

MC は鼻腔内に侵入した外来性異物や残存した老廃物を粘液と共に鼻腔外へ排出し、これら異物を

消化管内で分解・解毒するための感染防御機構の一つとして機能している 44）。このような機能から、

鼻腔内の MC の方向は外鼻腔側から咽頭側である必要があり、一般的に、外鼻腔から咽頭への方向と

考えられている。しかし、鼻腔内各部位における MC の方向に関する報告はなく、その詳細は不明で

ある。そこで本節では、前節の検討で確立した実験系を応用することで、鼻腔内各部位における MC

の速度と方向について評価を行った。 

 

2-a ラット鼻腔内各部位における MC とその方向  

 

 Fig. 10B に顕微鏡を介して 10 秒間隔で撮影した実際の画像を示す。予想に反して、鼻中隔表面にお

ける蛍光微粒子の移動方向は咽頭側から外鼻孔側であった。本研究において、鼻腔内の MC の方向は

外鼻孔側から咽頭側であることを前提に研究を進めてきたが、検討を行った全ての鼻中隔で同じ現象

が観察された。重力の影響あるいは溶液自体の広がりの可能性も考えられたため、外鼻孔側を少し高

く傾斜させて鼻中隔を静置し、蛍光微粒子の移動を観察した。その結果、このような状態においても、

重力の方向とは逆方向に移動することが明らかとなった。従って、本現象は実験系の問題に起因する

とは考えられず、MC による移動であることが確認された。 

鼻中隔（nasal septum）に加え、鼻腔内外壁側（lateral wall）、鼻腔底部（bottom）、鼻咽頭部（nasopharynx）

をそれぞれ摘出し、各部位における蛍光微粒子の移動方向及びその速度を観察した。結果を Table 1

に示す。また、各部位における MC の方向を Fig. 11 に示す。鼻中隔において、蛍光微粒子は外鼻孔側

へ移動し、徐々に鼻腔底部へと移動する様子が観察された。本検討では、重力の影響を評価すること

は不可能であるが、実際には重力に従って、徐々に鼻中隔下部へ移動することが予想される。鼻腔底

部及び鼻咽頭部において、蛍光微粒子は咽頭側へ移動する様子が観察され、さらに、鼻腔底部では

MC の速度（VFMS）が他の部位に比べて大きいことが明らかとなった。 

 

Table 1 Mucociliary clearances and its direction at various parts of the rat nasal cavity 

 

 

 

FMSs applied into the rat nasal cavity were transported to the nostril down to the bottom of the nasal 
cavity gradually, and thereafter disappeared from the bottom to the pharynx to be swallowed. Data are 
expressed as the mean ± S.E. of three to five independent experiments.  
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Fig. 11 Site-dependent differences in the direction of the mucociliary clearance in the rat nasal 
cavity 
FMS suspension was applied on the lateral wall (left) and septum (right) of the rat nasal cavity. FMSs 
applied on the lateral wall circled around, moved down to the bottom, and were finally eliminated 
through nasopharynx to the gastrointetinal tract (left pannel). FMSs applied on the septum were 
translocated toward the nostril, moving down to the bottom (right pannel). 

 

これらの結果より、ラット鼻腔内では、鼻中隔などの側壁から外鼻孔方向への移動を伴いながら鼻

腔底部へと粘液層は移動し、その後、底部に集合した粘液層が咽頭側へ排出されている可能性が考え

られた。一方、鼻腔外壁においては、蛍光微粒子が旋回する運動が観察された。外壁には鼻甲介が存

在し、その構造が複雑かつ平面でないこと、さらに、蛍光微粒子の移動方向が小刻みに変化するため、

本実験系で鼻腔外壁における MC の方向及び速度を定量化することは不可能であった。 

以上の結果から、ラット鼻腔内では MC の方向と速度に部位差が存在することが示唆され、鼻腔内

投与後、薬物が付着した部位により MC の方向と速度が異なり、その結果、薬物の鼻腔内滞留性が異

なる可能性が考えられた。MC の部位差及びその方向に関する報告は皆無であり、本結果は MC に関

する新規知見で、経鼻吸収に関する今後の研究において、重要な情報と考えられる。 

 

2-b MC の鼻腔内部位差に関する in vivo 評価 

 

In vitro 実験で MC の鼻腔内部位差が観察されたため、さらに、in vivo における MC 挙動について動

物実験で検証を試みた。投与液のマーカーとして、非吸収性の FITC-dextran 70（FD70）を用い、ラッ

トの姿勢を固定することで、鼻中隔、鼻腔内外壁、鼻腔底部側の表面に FD70 を滴下した。その後、

鼻腔内に残存する FD70 の量を経時的に定量した。結果を Fig. 12 に示す。前節で論述した in vitro 実

験の結果より、鼻中隔に滴下した投与液は外鼻孔側へ移動するため、外壁や鼻腔底部に滴下した場合

に比べて、FD70 の消失が遅くなると予想されたが、投与後 30 分でのみ有意な差が認められた程度で、

鼻腔内からの全体的な消失プロファイルに大きな変化は認められなかった。 
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In vitro 評価の結果から、鼻中隔などの側壁へ滴下した場合でも、微粒子は徐々に底部へと移行し、

その後、 終的には咽頭側へ移動したこと、また、in vivo 実験の結果から、滴下部位による FD70 の

消失に部位差が認められなかったことから、生理的な条件下では、鼻腔内全体として、MC の方向は

外鼻孔側から咽頭側への移動と考えられた。鼻中隔での FMS の動きは、直接的には咽頭側への移動で

はないものの、鼻腔底部へと移行し、その後、咽頭側へと排出されるという一連の流れを形成してお

り、 終的には咽頭側への移動を司っていると考えられた。従って、MC の評価系として鼻中隔を用

いた評価を行うことは妥当と考えられ、以後の検討でも鼻中隔を用いて評価を行った。 

 

 

Fig. 12 In vivo clearance of FD70 from the rat nasal cavity after its application onto various 
parts in the nasal cavity 
○, application on the septum; ▲, application on the bottom; ■, application on the lateral wall. Data 
are expressed as % of each initial value. Each point is the mean of three to five independent 
experiments with vertical bars showing S.E. *p<0.05, compared with the bottom at the same time 
point. 

 

第３節 考察 

 

 鼻腔内に投与された薬物は MC により粘液と共に咽頭側へ排出され、その後、消化管からも吸収さ

れる。Furubayashi らは MC の機能を維持したラットに種々の薬物を鼻腔内及び経口投与した後の吸収

率を用いて、鼻腔及び消化管両部位からの吸収率を算出し、それらの吸収率が Caco-2 細胞透過性と良

好に相関することを報告している 45, 46）。さらに、鼻腔内投与後の薬物の鼻腔内残存率の経時変化から

MC の速度を算出し、MC を組み込んだ経鼻吸収性評価システムを構築している。このように鼻腔内

投与後の薬物吸収率を推定するために MC は重要な因子と考えられるが、Furubayashi らが評価した

MC は非吸収性マーカーの鼻腔内残存率から求めた間接的な MC の速度である。MC は種々の条件で

変動することが予想されるが、その変動を正確に評価し、それに基づいて鼻腔内投与後の薬物吸収率

を精度良く推定するためには、MC を直接測定する方法が必要と考えられる。Saldiva らは、ラット鼻

中隔を用いて粘膜表面における charcoal 微粉末の移動を観察し、直接 MC を測定することで、MC の

性差及び性周期による差異を検討している 63）。この検討では、摘出直後の鼻中隔表面に、charcoal 粉

末を懸濁させた PBS 溶液 2.0 L を滴下し、微粒子の移動を観察している。一方、正常な MC 機能を
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維持するためには、繊毛の活性や粘液層の性質が正常であることが重要とされ、これら両因子のうち

何れかが不適切であっても、MC の機能は大きく低下することが報告されている 28, 44, 58, 64, 65）。正常な

ラットにおいて、鼻粘液層の厚さは 0.5－5 m 程度 42）であるが、Saldiva らの方法では PBS 懸濁液 2.0 

L が滴下されており、粘液層に比べ過量のマーカー溶液が滴下されていると考えられる。実際に得ら

れた結果においても、charcoal 粒子の移動速度は動物個体間でバラツキが大きく、MC を正確に測定で

きていない可能性が高い。妥当性が高い評価システムを確立するためには、MC の変動や MC に対す

る薬物の影響を検討するなど、更に詳細な実験条件の設定が必要と考えられた。 

In vivo 動物実験において麻酔薬が汎用され、特に薬物の動態試験においては、採血の必要性などか

ら麻酔薬は必須である。一方、全身麻酔薬は MC を低下させることが報告 49-54）されていることから、

麻酔薬が MC へ与える影響は薬物の経鼻吸収実験を行う上で、重要な情報と考えられる。そこで、本

研究においても、まず始めに、MC に対する麻酔薬の影響を検討し、その結果に基づいて使用する麻

酔薬を決定した。非麻酔時に比べて、urethane, pentobarbital, diethyl ether は VFMS を 80%程度にまで減

少させた（Fig. 5）。生理的条件下の MC を評価するためには、MC が変化する条件を回避するべきで

あるが、実際に非麻酔状態でラットから鼻中隔を摘出することは、実験操作としても困難であること、

さらに、動物愛護の観点からも望ましくないことから、本評価系では、MC に対する影響が も軽微

と考えられる urethane を麻酔薬として使用することとした。 

本章では鼻腔内の MC を評価できる in vitro 実験系の確立を目的として、実験条件の検討を行った。

MC の評価にはラットの鼻中隔を用いた。鼻中隔は粘膜表面全体に繊毛細胞が存在しており、比較的

容易に摘出できること、また、組織が比較的大きく、構造が平面で水平性を確保できることが 大の

長所である。MC のマーカーとして粒子径 6 m の polystyrene 製蛍光微粒子を用いた。鼻中隔粘膜上

の粘液層に付着した蛍光微粒子は粘液層と共に移動すると考えられるため、蛍光微粒子の動きが粘液

層の移動、つまり MC による移動に相等すると考えられる。まず、実験条件として蛍光微粒子懸濁液

の滴下体積の設定を行った。より高い精度で MC を評価するためには、粘膜表面の状態を生理的条件

に近づける必要があり、特に、マーカー懸濁液の滴下量は粘膜表面の粘液層を希釈する可能性がある

上、滴下量によっては、滴下した液自体の分散がマーカー分子の拡散に影響する可能性がある。実際、

蛍光微粒子懸濁液を 2.0 L滴下した場合、滴下した液自体の広がりにあわせて微粒子が移動したため、

移動が停止することを確認した後で観察を行う必要があった。停止のタイミングは様々で、常に同一

条件で MC を評価することは困難であった。これは Saldiva らの報告において charcoal 粒子の移動速度

のバラツキが大きい主要な原因と考えられる。滴下量を 0.2 L とすることで、溶液の広がりにともな

う蛍光微粒子の動きは観察されなくなり、さらに、バラツキが小さい移動速度を得ることができた。 

鼻中隔摘出後の時間と VFMS との関係を検討したところ、VFMS は短時間で低下することが明らかと

なった（Fig. 6）。VFMS は摘出から測定までの時間の経過に伴い急激に低下し、測定結果が摘出後の経

過時間に依存して大きく変動する可能性を示している。MC の低下を抑制するために、実験条件を改

良することが望ましいと考えられた。繊毛運動自体は鼻中隔を個体から摘出した後、2 時間程度は持

続していることを光学顕微鏡で確認している。一方、粘液を分泌する goblet 細胞からの粘液分泌は摘

出後、速やかに低下することが報告されている 56）。繊毛運動は活発であっても、粘液量が減少すれば

マーカー微粒子は移動しないと考えられた。そこで、粘液の補充による VFMS の維持について検討した

（Fig. 8）。粘液には主成分として mucin が含まれており、その生理的濃度は 3～4%であると報告され
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ている 55, 57-62)。鼻粘液のもつ種々の物理化学的性質には適切な濃度の mucin が重要と考えられており、

鼻粘液補充溶液として、濃度 4, 10 及び 15%の mucin 溶液（MS）を調製し、VFMS に対する MS 滴下の

影響及び VFMS と mucin 濃度との関係について検討を行った。その結果、4% MS を補充することによ

り、摘出後 90 分までは MC の機能維持が可能であったが、10%及び 15% MS では VFMS の低下を阻止

することはできなかった。従って、mucin 濃度としては 4%が 適で、長時間にわたる MC の維持が可

能であり、4% MS の補充により MC の経時変化などの評価にも応用可能と考えられた。 

鼻粘膜表面の粘液層は MC により一定方向、即ち咽頭側へと排出されると考えられているが、ラッ

ト鼻腔内の MC の方向について詳細に検討した報告はこれまでにない。そこで、鼻腔内各部位におけ

る MC の方向及び速度について、鼻中隔、鼻腔外壁、鼻腔底部を摘出し、in vitro MC 評価法を用いて

検討を行った（Table 1）。得られた知見を総合すると、鼻中隔に滴下した蛍光微粒子は鼻腔底部側への

移動を伴いながら徐々に外鼻孔側へと移動し、鼻腔底部に到達した後に方向を転換し、咽頭側へと移

動することが明らかとなった。また、外壁部分では方向性を確認できなかった。本結果は MC に関す

る新規の知見であり、鼻腔内投与後の薬物吸収や鼻腔の生理に関する研究において、重要な情報と考

えられる。 

In vitro 実験では、鼻中隔に滴下した FMS は徐々に鼻腔底部へと移動し、その後、咽頭側へと排出

されるという一連の流れを形成する結果が観察され、鼻中隔が鼻腔内 MC の律速部位となるとは限ら

ないが、 終的には咽頭側への排出を司っていると考えられたため、本研究では、評価部位として鼻

中隔を使用し、その FMS の移動速度 VFMS を MC の速度の指標とした。In vitro 実験では、異なる 3 つ

の摘出部位を用いて VFMS を評価し、その結果、MC に部位差が存在する可能性が示されたが (Table 1)、

in vivo においては明確な部位差が認められなかった (Fig. 12)。これは、in vitro 実験では、ほぼ同様の

表面積を有する摘出部位を用いて評価したのに対し、in vivo では septum の面積が広いなど、部位によ

り粘膜の表面積が異なっており、そのため、in vitro 試験で得られた傾向と一致しなかったものと考え

られた。結果、in vivo では、各部位における粘液層の移動は、ほぼ同程度の速度となる可能性が考え

られ、in vivo 実験の結果はこのことを反映したものと推察された。 

種々の検討の結果、測定条件の 適化を行い、ラット鼻中隔を用いた in vitro MC評価法を確立した。

得られた知見は鼻腔内の MC 機能の詳細を明らかにできる可能性を示唆しており、薬物の経鼻吸収性

をより正確に評価するための情報として重要であると考えられる。 
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第Ⅱ章 薬物による MC の変動に関する検討 

 

MC は鼻腔がもつ機能の 1 つとして、また、生体の感染防御機構として重要である。一方、MC は

鼻腔内に投与された薬物や製剤添加物により変動する可能性があり、経鼻投与型製剤開発の際には、

投与薬物及び製剤添加物の MC に対する影響を評価することが望ましい。MC の変動は鼻腔内投与後

の薬物の鼻腔内滞留時間を変動させ、薬物の吸収に影響を与えるため、処方設計の段階でその変動の

可能性を考慮することが重要と考えられる。そこで本章では、第Ⅰ章で構築した in vitro MC 評価法を

利用して、各種薬物の MC に対する影響を検討し、in vitro MC 評価法が MC の変動を評価可能である

か否かを検討した。さらに、MC のメカニズムは、繊毛細胞に付属する繊毛がエネルギーを消費して

能動的に周期的な前後運動を繰り返し、その際、繊毛の先端が粘膜を覆っている粘液層を掻き出すよ

うに一定の方向へ移動させることによる（Fig. 3）。この周期的な繊毛運動の振動数は ciliary beat 

frequency（CBF）と呼ばれており、MC 機能の指標として汎用されるため、CBF を測定することで、

MC と CBF との関係を検討した。 

 

第１節 MC に対する薬物の影響 

 

本節ではまず、第Ⅰ章で考案した in vitro MC 評価法を利用して、MC を変動させることが報告され

ている製剤添加物、各種薬物の影響を評価した。 

 

1-a Benzalkonium chloride の影響



Benzalkonium chloride（BZC）は陽イオン性界面活性剤で、抗菌作用を有するために、鼻腔内投与型

製剤の保存剤として汎用されている 66-71)。BZC に関する検討結果を Fig. 13 に示す。通常、製剤には

濃度 0.02%まで添加されるが、0.02% BZC は VFMS を control 群の 55.6%に低下させた。0.1%において

は、VFMS は完全に停止した。BZC は低濃度及び高濃度のいずれにおいても、MC に対する影響が大き

く、その程度は濃度依存的であった。 

 
Fig. 13 Effects of benzalkonium chloride on mucociliary clearance 
The nasal septum was excised 15 min after nasal application of benzalkonium chloride. Transport 
rates of fluorescent microspheres were determined from photographs serially taken. Benzalkonium 
chloride (0.10%) completely blocked mucociliary transport, which is described as “stasis” in the figure. 
Results are expressed as the mean of three to five independent experiments with the vertical bar 
showing S.E. *p<0.05, compared with control (HBSS). 
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1-b -Adrenergic agents の影響 



鼻粘膜上皮細胞の表面には、他の上皮細胞と同様にアドレナリン受容体が発現している。過去の報

告によると、気道上皮には 3 種類の-アドレナリン受容体（-AR）サブタイプが発現している 72-79）。

2-AR が も多く発現し、その他、3-AR 及び1-AR の発現が確認されている。これらの-AR は繊毛

を有する繊毛細胞と粘液を分泌する goblet 細胞表面に発現していることが知られており、繊毛の運動

性や鼻粘液の分泌に関与することが示唆されている。本項では、in vitro MC 評価法により、-antagonists

及び-agonsits が MC に与える影響を評価した。 

 

1-b-1 -Adrenergic antagonists の影響 

 

Propranolol（PPL）に関する検討結果を Fig. 14 に、atenolol（ATL）に関する検討結果を Fig. 15 に示

す。PPL はいずれの濃度においても、VFMS を低下させ、その程度は濃度依存的であった。特に、濃度

10 M 及び 100 M における VFMS の低下は有意であり、PPL の作用の強度を反映した結果であった。

ATL も PPL と同様、濃度依存的に VFMS を低下させることが明らかとなり、100 M での低下は control

群と比較して有意であった。PPL は非選択的-AR 遮断薬、ATL は選択的-AR 遮断薬であるが、両

者ともに MC を低下させることが報告されている 80, 81)。これらの結果は過去の報告と一致し、in vitro 

MC 評価法を利用することで、-AR 非選択的遮断薬及び-AR 選択的遮断薬による MC の低下を定量

的に評価できることが示唆された。 

 

 
Fig. 14 Effects of propranolol, -adrenergic antagonist, on mucociliary clearance 
The nasal septum was excised 15 min after nasal application of propranolol. Transport rates of 
fluorescent microspheres were determined from photographs serially taken. Results are expressed as 
the mean of three to five independent experiments with the vertical bars showing S.E. **p<0.01 and 
*p<0.05, compared with control (HBSS). 
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Fig. 15 Effects of atenolol, -adrenergic antagonist, on mucociliary clearance 
The nasal septum was excised 15 min after nasal application of atenolol. Transport rates of 
fluorescent microspheres were determined from photographs serially taken. Results are expressed as 
the mean of three to five independent experiments with vertical bars showing S.E. *p<0.05, compared 
with control (HBSS).  

 

1-b-2 -adrenergic agonists の影響 

 

 Salbutamol（SBM）及び terbutaline（TBL）に関する検討結果を Fig. 16 に示す。10 M の SBM は VFMS

を control 群の 1.2 倍程度上昇させたが、統計的には有意ではなかった。さらに、1 mM の場合、control

群と同程度であった。TBL においても、SBM の場合と同様の現象が観察された。10 M の TBL は VFMS

を 1.4 倍程度に上昇させたが、1 mM の場合には 10 M の場合よりも VFMS は低値を示した。VFMS の上

昇作用は顕著ではなかったものの、これら薬物の MC に対する促進作用が示唆された。 

 

 
Fig. 16 Effects of salbutamol and terbutaline, -adrenergic agonists, on the mucociliary 
clearance 
The nasal septum was excised 15 min after nasal application of salbutamol (SBM) or terbutaline (TBL). 
Transport rates of fluorescent microspheres were determined from photographs serially taken. Results 
are expressed as the mean of three to five independent experiments with the vertical bar showing S.E. 
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1-c Cholinergic agents の影響 

 

Cholinergic agents の MC に対する影響に関しては、これまでにいくつか報告されている。

Acetylcholine（ACH）82-87), metacholine88-91)をはじめとするコリン作動薬は CBF を上昇させる作用に加

え、goblet 細胞に作用し、粘液の分泌を促進する作用があることが知られている（Fig. 17）。これら両

作用により、MC が亢進すると考えられている。一方、atropine（ATRP）などの cholinergic antagonist

は繊毛細胞のムスカリン受容体を遮断することで、CBF を抑制する作用をもつことが知られている 90, 

92-94）。そこで、in vitro MC 評価法を用いて、ACH 及び ATRP が MC へ与える影響を検討した。 

 

 

 
 

Fig. 17 The proposed signal transduction mechanism to regulate ciliary function by cholinergic 
agents 
The drug activates phospholipase C (PLC) through the stimulation of cholinergic muscarinic receptor 
(MR) in ciliated cells. The rise of intracellular concentration of calcium ion ([Ca2+]i) by protein kinase C 
(PKC) enhances ciliary function. At the same time, the stimulation of MR (M3 subtype) in goblet cells 
enhances mucus secretion onto the apical side of nasal mucosa.  
Keys: MC, mucociliary clearance; MR, cholinergic muscarinic receptor; M3R, cholinergic muscarinic 
M3 subtype receptor; PLC, phospholipase C; [Ca2+]i, intracellular concentration of calcium ion; 
Ca-CAM, calcium-calmodulin complex; ATP, adenosine triphosphate; GTP, guanosine triphosphate; 
AC, adenylate cyclase; GC, guanylate cyclase; cAMP, cyclic adenosine triphosphate; cGMP, cyclic 
guanosine monophosphate; PKA, protein kinase A; PKG, protein kinase G. 
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1-c-1 Acetylcholine の影響  

 

 ACH に関する検討結果を Fig. 18 に示す。1 M における VFMS は control と同程度であったが、100 M

において、VFMS は 1.55 倍に上昇した。In vitro MC 評価法では、摘出した鼻中隔の粘膜下に血流が存在

せず、cholinergic agonists の goblet 細胞に対する粘液分泌促進作用が十分ではないと考えられることか

ら、本検討で得られた結果は in vivo における影響を過小評価している可能性が高いと考えられる。 

 

1-c-2 Atropine の影響 

 

ATRP に関する検討結果を Fig. 18 に示す。濃度 1 M の ATRP は VFMS を control 群の 78%に低下さ

せた。さらに、濃度 100 M では 44%まで VFMS を低下させ、ATRP は濃度依存的に MC を抑制するこ

とが明らかとなった。ATRP は繊毛細胞のムスカリン受容体を遮断するため、CBF を低下させること

が知られている。本検討においても、濃度依存的な VFMS の低下が観察され、高濃度においては有意な

阻害作用が認められたことから、本 MC 評価システムにより、ATRP による MC 低下作用を正確に評

価できることが示された。 

 

 
Fig. 18 Effects of acetylcholine, a cholinergic agonist, and atropine, a cholinergic antagonist, 
on the mucociliary clearance 
The nasal septum was excised 15 min after nasal application of acetylcholine (ACH) or atropine 
(ATRP). Transport rates of fluorescent microspheres were determined from photographs serially taken. 
Results are expressed as the mean of three to five independent experiments with the vertical bar 
showing S.E. *p<0.05, compared with control (HBSS).  

 

1-d Cefazolin の影響 

 

 第 1 世代セファロスポリン系抗生物質である cefazolin（CFZ）は、MC に対する過去の報告はない

ものの、特段の薬理作用を示さないことが予想され、negative control として、MC に対する作用を検

討した。Fig. 19 に CFZ 処理の結果を示した。1 M 及び 100 M の両濃度において、CFZ による VFMS

の変化は観察されなかった。 
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Fig. 19 Effects of cefazolin, antibiotic agent, on the mucociliary clearance 
The nasal septum was excised 15 min after nasal application of cefazolin. Transport rates of 
fluorescent microspheres were determined from photographs serially taken. Results are expressed as 
the mean of three to five independent experiments with vertical bars showing S.E. 

 

第２節 鼻腔内繊毛細胞の ciliary beat frequency（CBF）と MC との関係 

 

MC 機能を評価する方法として、微粒子の移動速度を MC の指標とする方法 95-114）の他に、繊毛細

胞が有する繊毛の運動性を指標として、間接的に MC を評価する方法 115-126）が報告されている。この

間接的評価方法においては、粘液層に関する影響は検討できないものの、CBF を測定することで、繊

毛の運動性を数値化し、これを MC 機能の指標とすることができる。また、CBF を測定することで繊

毛細胞に対する傷害性を評価できることからも、CBF 測定は現在汎用されている方法の一つである。

そこで、本節では high-speed camera を用いた CBF 測定法により、前節で検討した各薬物が CBF へ与

える影響を評価し、MC と CBF の関係の解明を試みた。 

 

2-a CBF の測定方法 

 

本節ではまず、CBF の測定方法に関して検討を行った。ラットより摘出した鼻中隔表面の粘膜切片

を作製し、繊毛の運動を顕微鏡により観察した。運動している繊毛を high-speed camera を使用して約

1 秒間、連続的に撮影し、撮影した連続画像の特定座標の pixel の明度変化により、繊毛運動の振動数

である CBF を算出した。生理的条件における正常な鼻腔内繊毛運動の CBF は 8～10 Hz とされている

ため 127, 128）、high-speed camera による画像撮影頻度を約 100 images/sec に設定した。得られた連続画像

の一例を Fig. 20 に示す。さらに、Fig. 21 には運動している繊毛上の pixel の明度の経時変化を示す。

Pixel の明度は繊毛の運動により周期的に変化しており、この周期を解析することにより CBF の評価

が可能と考えられた。 
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Fig. 20 Photographs taken serially with the high-speed digital imaging system 
Excised nasal mucosa from the rat nasal septum was immersed into HBSS and mounted on a 
phase-contrast microscope equipped with a high-speed digital video camera. The sequence of images 
of cilia was captured at a frame rate of 100 frames per second. The circle in the photograph 1 
indicates beating cilia.  
 
 
 

 
 

Fig. 21 Determination of the ciliary beat frequency (CBF) with high-speed digital imaging 
system 
Changes in the contrast value at the point of beating cilia were measured. From changes in the 
contrast value at a pixel, CBF was determined as beat per second (Hz). The Solid line indicates the 
periodic change in the pixel value. 
 
 

Urethane 麻酔を施したラットより鼻中隔を摘出し、鼻中隔表面の粘膜を一部剥離した。得られた鼻

粘膜切片を HBSS に浸し、顕微鏡下で繊毛運動の連続画像を撮影し、各粘膜切片の control となる CBF

初期値を算出した。その後、HBSS から薬物溶液に置換し、粘膜切片を浸した状態で繊毛運動の変化

を観察し、経時的に CBF を算出した。Fig. 21 に示すように、各連続画像の特定座標の pixel の明度を
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プロットし、明度変化の周期から CBF（Hz）を算出した。Fig. 22 には、HBSS 処理（control）群にお

ける CBF の経時変化を示した。360 秒間、CBF 値は大きく変化せず、本評価法により算出した HBSS

処理時の CBF（control）値は、8.49±0.38 Hz であった。 

 
Fig. 22 Changes as a function of exposure time under control conditions (●; HBSS) 
Data are expressed as the mean±S.E. of three to five independent experiments. 

 

2-b CBF に対する薬物の影響 

 

2-b-1 CBF 測定時の実験条件の設定 

 

各種薬物の CBF に対する影響を評価するために、ラット鼻腔内に 40 L の薬物溶液を滴下し、その

後、鼻中隔表面の粘膜切片を作製し、CBF を観察した。しかし、この方法では、測定した CBF に明

確な相違が観察されなかった。そのため、本検討では、intact な鼻粘膜切片を使用し、control として

CBF を測定した。その後、HBSS を薬物溶液で置換し、薬物の CBF に対する影響を観察した。 

 

2-b-2 -Adrenergic antagonists の影響 

 

PPL 処理後の CBF の経時変化を Fig. 23A に示す。いずれの濃度においても、CBF の低下が認めら

れた。Fig. 23C には、90 秒後から 360 秒後までの平均値を示した。なお、この方法により算出した平

均値を各種薬物による CBF 変化率として、以後の検討を行った。PPL 低濃度（1 M）条件で CBF は

76%まで低下し、高濃度（100 M）においても 80%まで低下が見られた。初期値と比較して低濃度で

は有意な阻害作用が示されたが、両濃度間で CBF の減少率に相違は認められず、濃度依存性は観察さ

れなかった。次に、ATL の影響を検討した。結果を Fig. 23B、Fig. 23C に示す。ATL 処理の場合も、

CBF は徐々に低下したが、その阻害作用は初期値の 74%（1 M）及び 82%（100 M）となり、PPL

と同様に、濃度依存的な CBF の低下は観察されなかった。PPL 及び ATL は VFMS を濃度依存的に低下

させたが、CBF については濃度とは関係なく、同程度の減少を示した。 
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Fig. 23 Effects of -adrenergic antagonists on CBF of the rat nasal mucosa 
(A) Changes in CBF as a function of exposure time with the propranolol solution (○; 1 M, ●; 100 
M). (B) Changes in CBF as a function of exposure time with the atenolol solution (○; 1

 
M, ○; 100 

M). (C) Effect of -adrenergic antagonists on CBF of the rat nasal mucosa. Each value is the average 
of a 90 to 360 sec drug exposure (□; 1

 
M, ■; 100 M). *p<0.05, significantly different from control 

conditions. Data are expressed as the mean ± S.E. of three to five independent experiments.  

 

2-b-3 -Adrenergic agonists の影響 

 

 SBM 処理後の CBF の経時変化を Fig. 24A に、CBF 変化率を Fig. 24C に示す。両濃度ともに、90 秒

後には CBF は上昇し、その後 360 秒まで CBF の亢進は維持された（Fig. 24A）。CBF に対する作用は、

両濃度ともに初期値の 1.20 倍にまで上昇したが、濃度依存的な作用は観察されなかった（Fig. 24C）。 

TBL に関する検討結果を Fig. 24B, Fig. 24C に示す。SBM と同様、TBL 処理後、両濃度ともに上昇

傾向が認められた。また、CBF に対する作用は低濃度（10 M）で初期値の 1.10 倍と軽微であったが、

高濃度（1 mM）では、1.20 倍と有意な促進作用を示した。（Fig. 24C） 

第１節において、SBM 及び TBL の VFMS に及ぼす影響を検討した結果、SBM 及び TBL ともに若干

の促進作用を示すことが明らかとなった。CBF に対する作用も、VFMS に対する作用と同様に、促進作

用を示すことが認められた。 
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Fig. 24 Effect of -adrenergic agonists on the CBF of the rat nasal mucosa 
(A) Changes in CBF as a function of exposure time with the salbutamol solution (○; 10 M, ●; 1 mM). 
(B) Changes in CBF as a function of exposure time with the terbutaline solution (○; 10 M, ●; 1 mM). 
(C) Effect of -adrenergic agonists on CBF of the rat nasal mucosa. Each value is the average of a 90 
to 360 sec drug exposure (□; 10 M, ■; 1 mM). **p<0.01, *p<0.05, significantly different from control 
conditions. Data are expressed as the mean ± S.E. of three to five independent experiments.  

 

2-b-4 Cholinergic agents の影響 

 

 ACH の CBF への影響を Fig. 25A に示す。ACH 処理直後、CBF の上昇が観察され、その作用は 360

秒後まで維持された。CBF 変化率は低濃度（1 M）では 1.16 倍、高濃度（100 M）では 1.26 倍であ

り、濃度依存的な CBF 促進作用が認められた（Fig. 25C）。 

Fig. 25B に ATRP に関する検討結果を示す。ATRP 処理により、両濃度において、CBF は徐々に低

下した。CBF 阻害作用には、濃度依存性が認められなかったものの、低濃度（1 M）で 78%、高濃度

（100 M）で 83%に減少し、低濃度ではATRP処理による有意なCBF阻害作用が観察された（Fig. 25C）。 
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Fig. 25 Effect of cholinergic and anticholinergic drugs on the CBF of the rat nasal mucosa 
(A) Changes in CBF as a function of exposure time with the acetylcholine solution (○; 1 M, ●; 100 
M). (B) Changes in CBF as a function of exposure time with the atropine solution (○; 1 M, ●; 100 
M). (C) Effect of cholinergic and anticholinergic drugs on CBF of the rat nasal mucosa. Each value is 
the average of a 90 to 360 sec drug exposure (□; 1 M, ■; 100 M). *p<0.05, significantly different 
from control conditions. Data are expressed as the mean ± S.E of three to five independent 
experiments.  

 

2-b-5 Cefazolin の影響 

 

CFZ の CBF に対する影響を検討した。検討結果を Fig. 26 に示す。CFZ 処理後 360 秒まで、CBF は

ほとんど変動せず、CBF に対する作用は認められなかった（Fig. 26A）。また、CBF の平均値も高濃度

（100 M）及び低濃度（1 M）において有意な低下を示さず、CBF は変動しなかった（Fig. 26B）。

従って、CFZ の CBF に対する影響は小さく、本検討で用いた濃度範囲では CFZ は繊毛機能に対して

影響を与えないことが示唆された。 
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Fig. 26 Effect of cefazolin on the CBF of the rat nasal mucosa 
(A) Changes in CBF as a function of exposure time with the cefazolin solution (○; 1 M, ●; 100 M). 
(B) Effect of cefazolin on CBF of the rat nasal mucosa. Each value is the average of a 90 to 360 sec 
drug exposure (□; 1 M, ■; 100 M). Data are expressed as the mean ± S.E of three to five 
independent experiments. 

 

第３節 CBF と MC との相関関係の解析 

 

CBF は繊毛細胞の運動性の指標として検討されているが、未だ CBF と MC の詳細な関係は明らか

となっていないのが現状である 47, 48, 129-133）。従って、CBF を変動させる薬物が必ずしも MC 機能を変

動させるとは限らず、VFMS のような指標を用いた MC の検討が重要であると考えられる。CBF と MC

との関係が明確になれば、CBF を測定することで MC の予測が可能となると考えられる。そこで、本

節では MC と CBF との関係を明らかにするために、薬物による VFMS 及び CBF の変動を解析し、両因

子の相関関係について定量的評価を行った。 

 VFMS と CBF との相関関係を Fig. 27 に、本章で評価した薬物の MC 及び CBF に対する作用を Table 2

に示す。バラツキは大きいものの、VFMS と CBF との間には有意な正の相関（r2=0.656、p<0.001）が認

められ、in vitro MC 評価法より測定した VFMS は CBF 測定法より算出した CBF の変化に応じて変動す

ることが示された。このことは、CBF が MC の駆動力となっていること、CBF により VFMS が制御さ

れていることを示していると考えられた。しかしながら、一方で、得られた相関直線の傾きは 1 を上

回っており、VFMS の方が変化が大きかったことが明らかとなった。これは VFMS の検討では薬物の濃

度に応じてその作用が増減した薬物が多かった一方で、CBF 評価では濃度依存性が全く評価できなか

ったことなどからも、VFMS の方が薬物の影響による変化をより鋭敏に反映する parameter であること

が示唆された。また、相関直線の y 切片が負の値を示したことから、MC として機能するためには一

定以上の CBF が必要となる可能性が示唆された。これらのことより、CBF を評価する場合、繊毛に

対する作用の有無は評価できるが、その作用強度を詳細に定量することは困難であると考えられた。 
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Table 2 Summary of effects of various drugs on CBF and MC(VFMS) 

 
Results are expressed as the mean ± S.E. of three to five independent experiments. 

**p<0.01; *p<0.05, compared with each initial value. 

 

 

 
Fig. 27 The correlation between CBF and MC (VFMS) 
Various drugs at the low concentration (1 M or 10 M) or the high concentration (100 M or 1 mM) 
were applied on nasal mucosa. 
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第４節 考察 

 

 本章では、第Ⅰ章において構築した in vitro MC 評価法を利用して、製剤添加物及び各種薬物により

惹起される MC の変動を評価した。 

 BZC は保存剤として汎用されているが、鼻粘膜上皮細胞に対する傷害性や薬剤性鼻炎を引き起こす

ため、経鼻投与型製剤に対する使用を避けるよう提案されている）。しかしながら、その傷害性の

有無や程度に関しては、様々な結果が報告されており 134-150）、BZC の安全性の実態は不明である。前

処理に用いる BZC 濃度は、実際の製剤に添加されている 0.02％に加えて、高濃度の 0.1％とした。検

討の結果、濃度依存的に MC は低下し、特に 0.1％の前処理では MC が完全に停止することが明らか

となった（Fig. 13）。本検討の結果から、BZC は VFMS 及び CBF を顕著に低下させ、繊毛運動の機能を

著しく障害することが認められたため、経鼻投与型製剤の保存剤としては適さないことが示された。

現在では、繊毛細胞に対する傷害性を考慮して経鼻投与型製剤に使用されることは稀であるが、本検

討結果からも BZC を保存剤として使用することは避けるべきと考えられた。 

-Agonist は鼻粘膜に対する検討は多くないものの、-agonist が気管支拡張薬として慢性閉塞性肺疾

患（COPD）151-158）や気管支喘息 159-163）に臨床応用されるため、肺や気管支などの気道上皮の MC あ

るいは CBF への影響を検討した報告は数多く存在する 164-177）。呼吸器疾患患者では MC の機能不全に

より分泌物の排出が困難となり、易感染性及び呼吸困難が問題となるため、-agonitst はその気管支拡

張作用に加え、MC 機能の改善を目的に検討された報告もある。それらの報告によると、-agonist は

MC を亢進させ、-antagonist は MC を低下させることが示唆されている。繊毛細胞や goblet 細胞にお

ける-AR を含む様々な受容体を介したシグナル伝達に関する報告は存在するものの、その詳細には

不明な点が多く残されているのが現状である。多くの報告では、-agonist は adenylate cyclase を介し

た cAMP の産生を促進し 165-170）、その結果、繊毛運動を上昇させると考えられている（Fig. 28）。 

 
 
Fig. 28 The proposed signal transduction 
mechanism to regulate the ciliary function by 
-adrenergic agents 
Stimulation of -adrenergic receptor (-AR) by drugs 
promotes the production of cyclic AMP (cAMP) 
through activation of adenylate cyclase (AC). The rise 
of Intracellular concentration of calcium ion ([Ca2+]i) by 
increased cAMP activates ciliary function.  
Keys: -AR, -adrenergic receptor; AC, adenylate 
cyclase; ATP, adenosine triphosphate; cAMP, cyclic 
adenosine monophosphate; [Ca2+]i, intracellular 
calcium ion concentration; CBF, ciliary beat 
frequency. 

 

 

このような情報を背景に、本研究においても、-agonist及び-antagonistがMCへ与える影響を in vitro 

MC 評価法を用いて評価した。まず、subtype 非選択的な PPL（Fig. 14）及び-選択的な ATL（Fig. 15）

を用いて検討を行った。両遮断薬ともに、濃度依存的に VFMS を低下させること、高濃度における阻害

の程度は PPL で顕著であることが明らかとなった。この阻害の程度は鼻粘膜上皮に存在する-AR 
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subtype の発現量と相関すると考えられるが、発現量は＞＞であり、は少ないことが報告され

ている 72-79）。PPL は subtype 非選択的に-AR を遮断するために、VFMS の低下が顕著であり、対照的に、

ATL はを選択的に遮断するために、その低下作用が小さい可能性が考えられた。 

次に、-agonist の SBM 及び TBL の影響を検討した（Fig. 16）。低濃度 SBM で 1.15 倍、低濃度 TBL

で 1.40 倍と若干の VFMS 上昇作用が認められたものの、その作用は弱く、高濃度においては control 群

と同程度であった。-Agonists は気管支拡張薬として臨床的に用いられるため、気道上皮の繊毛細胞

に対する作用が数多く検討されている 164-177）。両薬物ともに、MC 及び CBF の上昇作用が報告されて

いる一方で、気道粘膜を対象にした種々の報告においては、SBM 67, 178-184） および TBL161, 185-194）の

MC に対する影響は不明瞭であるとする結果も散見される。本検討においては、VFMS に対する影響は

顕著ではなかったが、MC を促進する作用を有する可能性が示唆された。-Agonist と同様、MC に対

する影響が不明瞭な薬物の作用を評価する場合には、他の情報とあわせて慎重に判断する必要がある

と考えられた。 

ACH による影響を検討した結果、低濃度では VFMS の変化は観察されず、高濃度では VFMS の上昇が

観察された（Fig. 18）。ACH はムスカリン受容体の刺激を介して、CBF を亢進することが知られてお

り 82-87）、本検討でも同様の結果が得られた。しかしながら、in vivo における ACH 本来の作用は本 in vitro

評価系で得られた結果以上に顕著であるものと予想される。ACH は Fig. 17 に示すように、繊毛細胞

及び goblet 細胞表面に存在するムスカリン受容体に作用する 195-197）。VFMS 測定時には、摘出した鼻中

隔の粘膜下に血流が存在せず、goblet 細胞からの粘液分泌の促進作用が十分にみられていないと考え

られた。さらに、繊毛細胞に対しては、phospholipase Cを介して細胞内Ca2+濃度の増大を惹起し 198-201）、

Ca2+-calmodulin 複合体が形成される 202, 203）。その後、guanylate cyclase 及び adenylate cyclase の活性化

204-207）、それに伴う protein kinase G および protein kinase A の活性化 2208-216）、Ca2+濃度の増大により CBF

が上昇すると考えられている 217）。ACH による CBF 促進作用は二相性であり、3～6 分以内に起こる

速やかで強力な促進作用と徐々に CBF を上昇させる緩やかな作用を示すことが知られている 197）。本

MC 評価系では薬物の処理時間を 15 分に設定しているため、VFMS 測定時には徐々に起こる緩やかな

CBF 促進作用のみが観察されたと考えられる。一方、ATRP は繊毛細胞のムスカリン受容体を遮断す

ることから、CBF の低下を介して、MC 低下作用を示すと考えられている。本検討においても、ATRP

は濃度依存的に VFMS を低下させることが明らかとなり、ATRP によるムスカリン受容体遮断作用によ

る MC の低下を評価することができた。 

次に、MC の機能にとって重要な繊毛運動の振動数の測定を試みた。CBF は MC と連動すると考え

られており、測定した CBF から MC を評価できる可能性がある。従って、第２節では第１節の検討に

用いた各薬物の CBF に対する影響を評価し、MC と CBF との関係の解明を試みた。まず、CBF を測

定するための実験方法の検討を行った。生理的条件の CBF は 8～10 Hz 程度 127, 128）であることが知ら

れているため、CBF を測定するためには high-speed camera を用いた解析が必要となる。そこで顕微鏡

に high-speed camera を設置し、約 100 images/sec の速度で連続画像を撮影した（Fig. 20）。得られた画

像上の同一 pixel における明度の変化を定量化することで、繊毛運動の周期的な運動の数値化が可能

であった（Fig. 21）。 

本 CBF 測定法を利用して、第１節で使用した薬物の CBF に対する影響を評価した。ラット鼻腔内

に 40 L の薬物溶液を滴下し、その後、鼻中隔表面の粘膜切片を切除し、CBF を観察した、 初の条
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件で各種薬物の作用が評価できなかった原因として、薬物による前処理条件の不備が考えられた。本

実験では、第１節で得られた結果との比較を容易にするため、ラット鼻腔を薬物で処理した後に摘出

した粘膜を用いたが、動物から組織を摘出してから CBF を測定するまでに、薬物の作用が減弱した可

能性が考えられる。即ち、摘出した鼻粘膜を観察時に HBSS に浸していることで、滴下した薬物が希

釈、拡散するために繊毛細胞に対する作用がみられなかったためと考えられた。従って、実験方法を

改良し、各種薬物の CBF に対する影響を検討した。-Antagonist である PPL 及び ATL では、薬物によ

る処理直後から、有意な CBF 阻害作用が認められ（Fig. 23）、同様に、-agonist である SBM 及び TBL

においても、処理直後から、一定の CBF 上昇作用が認められた（Fig. 24）。また、ACH 及び ATRP に

おいても、速やかな作用発現が認められた（Fig. 25）。これらの結果から、本検討で用いた神経作用薬

は作用発現が速やかであり、作用がある程度維持されることが示された。Fig. 17 に示すように、ACH

の作用としては、処理直後に強い促進作用が即時的反応として起こり、その後は、緩やかな促進作用

が持続すると考えられている 197）。本検討でも、ACH 処理直後から CBF の低下がみられ（Fig. 25）、

これまでの知見と一致した。また、ATRP は繊毛細胞のムスカリン受容体を遮断することで CBF 促進

作用を抑制する。本検討においては、ATRP の作用に濃度依存性は観察されなかったものの、CBF に

対する阻害作用が確認できた（Fig. 25）。第 1 節において、cholinergic agents の VFMS に対する促進及び

阻害作用が認められたことからも、CBF の変動と連動して、MC が変化している可能性を示す結果と

考えられた。しかし、CBF 測定において、全ての薬物で濃度依存性が観察されなかったため、薬物の

濃度による反応性の変化を詳細に解明するためには、今後、更なる検討が必要と思われる。 

VFMS と CBF との相関関係を評価したところ、バラツキは大きいものの、VFMS と CBF との間には有

意な正の相関関係（r2=0.656、p<0.001）が認められ、繊毛の運動活性（CBF）の変動に応じて MC（VFMS）

が変化することが示された（Fig. 27）。さらに、得られた相関直線から、VFMS の方が薬物の影響によ

る変化をより鋭敏に反映する parameter であると考えられ、また、MC として機能するためには一定以

上の CBF が必要となる可能性が示唆された。CBF 測定法を用いて、製剤や薬物の繊毛機能に対する

影響を評価する報告は多いが、これらの結果から、繊毛の機能に対する作用の程度や繊毛活性および

粘液層の両者の影響を受ける MC 機能を評価する方法として、CBF の測定は不十分である可能性が示

された。MC と CBF との相関関係を詳細に示した報告はこれまでになく、本検討結果は、MC の詳細

なメカニズムの解明にも重要となる新知見であり、MC を正確かつ高精度に評価することの重要性を

示すと考えられる。 
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第Ⅲ章 経鼻投与後の薬物吸収に対する繊毛運動の影響及び経鼻吸収予測システムへの

応用 

 

鼻腔内に投与された薬物は鼻粘膜を介して吸収されると同時に、鼻腔内繊毛運動により咽頭側へと

排出され、消化管からも吸収される。従って、経鼻投与後の薬物吸収を評価する上で、鼻腔内繊毛運

動は薬物吸収を決定する重要な因子のひとつと考えられる。経鼻投与型製剤の開発においては、繊毛

運動の影響が重要であることが指摘されているが、経鼻投与型高粘度製剤の鼻腔内滞留性の評価や繊

毛細胞に対する傷害性、繊毛運動への影響の可逆性等、製剤の安全性評価を目的として、繊毛運動へ

の影響を評価した報告のみであり、経鼻投与された薬物の吸収性と繊毛運動との関連を詳細かつ定量

的に評価した報告はない。そこで、本章では、鼻腔内 MC を変動させたラットを用いて、MC 変動に

伴うモデル薬物の経鼻吸収性の変化を定量的に評価し、薬物吸収に対する鼻腔内 MC 変動の影響を詳

細に検討した。さらに、これらの結果を応用し、MC の変動にも対応可能な新たな経鼻吸収予測シス

テムの構築を試みた。 

 

第１節 MC 変動時の薬物鼻腔内滞留性の変化とその定量的評価 

 

MC は恒常的な繊毛運動により、上皮細胞表面の粘液層と共に付着した異物を一定速度で咽頭方向

へと排出するため、鼻腔内に侵入した異物は非特異的に MC により除去される。従って、鼻腔内に投

与された製剤及び薬物も外来性異物と同様に、鼻腔内 MC によって咽頭側へと排出されるため、経鼻

投与後の薬物の鼻腔内滞留性は、MC の影響を顕著に受けると考えられる。投与薬物の鼻腔内滞留時

間は 15～30 分程度であることが報告されており 109, 110）、薬物は投与後、速やかに鼻腔外へと排出され

ることが知られている。これらの知見から、鼻腔内 MC は経鼻投与後の薬物吸収性を決定づける重要

な要因のひとつであると考えられる。しかしながら、MC 変動による鼻腔内滞留性の変化を定量的に

評価した報告はこれまでになく、鼻腔内 MC と薬物滞留性との関係を定量的に評価することにより、

鼻腔内投与後の薬物吸収動態を詳細に把握できると考えられる。そこで、本節では、鼻腔内滞留性を

評価する in vivo 実験系を構築し、MC 変動と薬物の鼻腔内滞留性との関係について定量的評価を試み

た。 

 

1-a MC 変動薬物の選択 

 

 MC 変動時の薬物の吸収動態を評価するためには、MC を大きく変動させる薬物を使用する必要が

ある。そこで本検討では、ラット MC 及び CBF に対する作用が報告され、さらに、第Ⅱ章の検討結果

から、顕著な効果が認められた-adrenergic agent 及び cholinergic agent を使用した。即ち、MC 阻害剤

として propranolol（PPL, 0.1 mM）及び atropine（ATRP, 0.1 mM）を、MC 促進剤として terbutaline（TBL, 

1 mM）及び acetylcholine（ACH, 0.1 mM）を選択した。Fig. 29 に示す手順に従い、これらの薬物で前

処理することで、ラットの鼻腔内 MC を変動させた。 
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Fig. 29 Protocol of the pretreatment with MC inhibitors and enhancers to change the rat nasal 
MC function 

 

1-b In vivo ラット鼻腔内滞留性評価法 

 

投与した薬物の鼻腔内滞留性を定量的に評価するために、ラット鼻腔内に非吸収性のマーカー懸濁

液（蛍光微粒子、FMS、粒子径 6.00 m）を投与した後、鼻腔内に残存するマーカーを経時的に回収

し、マーカーの鼻腔内残存率から鼻腔内滞留性を評価した。ラット鼻腔内 MC の変動と薬物の鼻腔内

滞留性との関係を明らかにするために、ラットに MC を変動させる各薬物あるいは control として PBS

を鼻腔内投与した。その 15 分後にマーカー懸濁液を鼻腔内投与し、鼻腔内残存率の経時変化を比較検

討した。 

 Fig. 30A に control の結果を示す。鼻腔からの FMS 消失プロファイルは 2 相性を示すことが明らか

となった。咽頭側へと異物が除去される場合、MC による速やかな消失と、MC が関与しない非常に

緩やかな消失が存在することが知られている 218）。鼻腔内の異物はそのほとんどが MC によって鼻腔

外へと排出されること、また、本検討の目的は MC が鼻腔内滞留性に与える影響を評価することであ

るため、初期の速やかな消失（ -phase）を MC による消失と仮定して、解析を行った（Fig. 30B）。 

 
Fig. 30 The assessment of the nasal residence of FMS from the data derived from in vivo 
residence study 
The disappearance of FMS under the control condition (PBS pretreatment) showed a biphasic profile 
(A). In general, it is reasonable to assume that the initial rapid phase (-phase) is based on MC and 
later slow phase (-phase) is due to some other factors (B). 
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1-c MC 変動時の薬物鼻腔内滞留性評価 

 

FMS の経時的な鼻腔内残存率を Fig. 31 に、 phase のみの消失プロファイル（縦軸：対数）を Fig. 32

に示す。PPL 及び ATRP 前処理群では、-phase の消失が緩やかとなり、一方、TBL 及び ACH 前処理

群ではより速やかな消失を示した。 

次に、この FMS の初期の消失プロファイルより消失速度定数（kmc）を算出した。ここで、-phase

の消失プロファイルがやや複雑な形状を示したために、台形公式を用いてモーメント解析を行い、無

限大まで外推した解析結果を用いて、平均滞留時間の逆数として kmc を算出することとした。結果を

Table 3 に示す。Control に比べ、PPL、ATRP 前処理群では、kmc の低下がみられ、対照的に TBL、ACH

前処理群では、kmc の増大が観察された。さらに、PPL 処理群では、濃度依存的な kmc の変化が認めら

れた。不可逆的かつ強力に MC を阻害する薬物 benzalkonium chloride（BZC）の影響を併せて検討した。

0.1% BZC 処理では、FMS の消失に 2 相性は観察されず、非常に緩やかな消失となった（Fig. 32、Table 

3）。前章の MC 評価法で、0.1% BZC は MC を完全に停止させることが示されたことから（Fig. 13）、

BZC の強力な MC 阻害作用により FMS の鼻腔内滞留性が著しく向上した結果と考えられた。 

 

 

    

 
Fig. 31 Disappearance profiles of FMS from the rat nasal cavity pretreated with MC inhibitors 
(propranolol, atropine) or enhancers (terbutaline, acetylcholine) 
(A) Keys: ○, control (pretreatment of PBS); △, propranolol (1 M); ▲, propranolol (0.1 mM); ■, 
terbutaline (1 mM); (B) Keys: ◆, Atropine (0.1 mM); □, acetylcholine (0.1 mM). The nasal cavity of 
the rat was pretreated with MC inhibitors or enhancers for 15 min before the application of FMS 
suspension (5 L) into the nasal cavity. Data are expressed as the mean of three to five independent 
experiments with vertical bars showing S.E. 
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Fig. 32 The initial phase (-phase) of disappearance of FMS from the nasal cavity after the 
pretreatment with MC inhibitors (propranolol, atropine) or enhancers (terbutaline, 
acetylcholine) 
The disappearance of the initial phase (-phase) is assumed to follow first order elimination. Data are 
expressed as the mean of three to five independent experiments. Keys: PBS pretreatment (◯); 
propranolol (▲0.1 mM, △1 M); terbutaline (1 mM, ■); atropine (0.1 mM, ◆); acetylcholine (0.1 mM, 
□); benzalkonium chloride (0.1%, ×).  

  

 
 
Table 3 Pharmacokinetic parameters of initial disappearance of FMS from rat nasal cavity after 
the pretreatment with MC inhibitors (propranolol, atropine) or enhancers (terbutaline, 
acetylcholine)  
 

 
 

Keys: kmc, the disappearance rate constant from the nasal cavity by MC. 
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1-d In vivo 鼻腔内滞留性に対する MC 変動の影響とその定量的評価 

 

MC の変動と鼻腔内滞留性との関係を明らかにするため、in vitro MC 評価法により求めた VFMS と

FMS 消失速度定数 kmc との関係を評価した。その結果、Fig. 33 に示すように、VFMS と kmc との間には

正の有意な相関が認められ、鼻腔内 MC の変動に伴い、その程度に応じて、FMS の鼻腔内滞留性が変

化することが明らかとなった。これら性質の異なる 2 種類の parameter 間に比例関係が成立する理由

は現時点で明らかではないが、興味深い現象と考えている。これまでに、鼻腔内の MC による移動速

度と鼻腔内からの消失速度との関係を評価した報告は皆無であり、更に詳細な検討が必要と考えられ

るが、以後の検討では、両 parameter 間に比例関係が成立するものと仮定して、種々の解析を行った。 

 

Fig. 33 The correlation between MC (VFMS) derived from in vitro evaluation study and 
disappearance rate constants of FMS by MC (kmc) derived from in vivo residence study 
Keys: PPL1, propranolol (1 M); PPL100, propranolol (0.1 mM); ATRP, atropine (0.1 mM); TBL, 
terbutaline (1 mM); ACH, acetylcholine (0.1 mM); BZC, benzalkonium chloride (0.1%); CTL, control 
(PBS). 

  

第２節 In vivo 経鼻吸収に対するラット鼻腔内 MC 変動の影響及び定量的評価 

 

2-a In vivo 吸収性評価のためのモデル薬物の選択 

 

本検討の目的に適したモデル薬物の条件として、鼻腔からの吸収と消化管からの吸収が大きく異な

ること、さらに消化管からの吸収性が低いことがあげられる。このような条件を満たす薬物として、

norfloxacin（NFX）を選択し、予備検討を行った。NFX をラットに経鼻投与（i.n.）あるいは経口投与

（p.o.）した後の経時的な NFX 血漿中濃度推移を Fig. 34 に、そこから算出された速度論 parameter を

Table 4 に示す。各投与群において、NFX の bioavailability（BA）はそれぞれ 23.3%（i.n.群）、3.6%（p.o.

群）であり、経口投与後の BA が極めて低い一方で、経鼻投与後には比較的良好な吸収が認められた。

これらの結果から、NFX はモデル薬物として適していると考え、以後の検討を行った。 
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Fig. 34 Plasma concentration-time profiles following intranasal (i.n.) and oral (p.o.) 
administrations of NFX 
◯, intranasal administration (i.n., 5 L of 0.1% NFX solution); ■, oral administration (p.o., 1 mL/kg of 
0.1% NFX solution). Data are expressed as the mean of three to five independent experiments with 
vertical bars showing S.E. 

 
 
Table 4 Pharmacokinetic parameters of NFX following intranasal (i.n.) and oral (p.o.) 
administrations of NFX 

 
Data are expressed as the mean of three to five independent experiments with S.E. in the parenthesis. 
Keys: Cmax, maximum plasma concentration; Tmax, the time to reach the maximum plasma 
concentration; AUC, the area under the curve of plasma concentration–time profile; BA, bioavailability. 
**p<0.01; *p<0.05, compared with i.n. group. 

 

2-b 気道上皮細胞の薬物透過性に対する各種 MC 変動薬物の影響 

 

 選択した MC 変動薬物が、NFX の膜透過性に影響を与えないことを確認するため、in vitro 膜透過実

験を行った。実験には、ヒト肺がん由来上皮細胞株 Calu-3 を air-interfaced culture method（AIC 法）に

より単層培養した細胞層を用いた（Fig. 35）。細胞膜表面に各種 MC 変動薬物を滴下し、15 分間

pre-incubation した後、NFX の吸収方向の膜透過性を評価した。各種 MC 変動薬物で前処理した後の

NFX の Papp の control（PBS 処理群）に対する比を Fig. 36 に示す。なお、control における Papp は、

9.00±0.22×10-7 cm/sec であった。本検討結果から、いずれの MC 変動薬物で前処理した場合でも、NFX

の Papp の変化は観察されず、今回選択した各種 MC 変動薬物は NFX の細胞層透過性に影響を与えない

ことが明らかとなった。 
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Fig. 35 The preparation of Calu-3 layers cultured under air-interface condition for in vitro 
transport study 

 

 

Fig. 36 Apparent permeability coefficients of NFX across Calu-3 monolayers after pretreatment 
with enhancers or inhibitors of MC 
Calu-3 monoayers were pretreated with MC inhibitors (100 M propranolol, 100 M atropine) or 
enhancers (1 mM terbutaline, 100 M acetylcholine) for 15 min and the transepithelial transport of 
0.1% NFX was evaluated. Data are indicated as % of control (pretreatment with PBS). Data are 
expressed as the mean of three to five independent experiments with vertical bar showing S.E. 

 

2-c 経鼻投与後の in vivo 吸収評価 

 

経鼻投与後の NFX 吸収動態に与える MC 変動薬物の影響を検討した。-Adrenergic agent 前処理群

で得られた結果を Fig. 37A に、cholinergic agent 前処理群で得られた結果を Fig. 37B に示す。さらに、

それらのデータから算出された各種速度論 parameter を Table 5 にまとめた。PPL 処理群及び ATRP 処
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理群では、 高血中濃度（Cmax）と血中濃度-時間曲線下面積（AUC）が増大し、NFX の BA は有意に

増大した。一方で、TBL 群及び ACH 群では Cmax、AUC、BA がいずれも低下することが明らかとな

った。 

 

     
 
Fig. 37 Effects of MC inhibitors (propranolol and atropine) or enhancers (terbutaline and 
acetylcholine) on plasma concentration-time profiles after intranasal administration of NFX 
(A) Keys: ○, Control; ▲, Propranolol (0.1 mM); ■, Terbutaline (1 mM). (B) Keys: ◆, Atropine (0.1 
mM); □, acetylcholine (0.1 mM). The nasal cavity of the rat was pretreated with MC inhibitors or 
enhancers for 15 min before the application of NFX (5 L of 0.1% solution) into the nasal cavity. Data 
are expressed as the mean of three to five independent experiments with vertical bars showing S.E. 

 

 

 
Table 5  Pharmacokinetic parameters of NFX after intranasal administrations of NFX to the rat 
pretreated with MC inhibitors (propranolol and atropine) or enhancers (terbutaline and 
acetylcholine)  

 
Data are expressed as the mean ± S.E. of three to five independent experiments. Keys: Cmax, 
maximum plasma concentration; Tmax, the time to reach the maximum plasma concentration; AUC, the 
area under the curve of plasma concentration-time profile; BA, Bioavailability. *p<0.05, compared with 
control (+PBS). 
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2-d 薬物吸収に対する鼻腔内 MC の影響とその定量的評価 

 

前項の結果に基づいて、鼻腔内 MC の変動と経鼻投与後の NFX 吸収との関係を定量的に評価した。

VFMS と NFX の BA との関係を Fig. 38 に示す。VFMS の低下に伴い、BA が増大することが明らかとな

った。これは、鼻腔内 MC の遅延により、投与した NFX の鼻腔内滞留時間が延長し、NFX の鼻粘膜

上皮層との接触時間が延長したことで、経鼻吸収が増大したためと推定された。本知見からも明らか

なように、MC 変動薬物の作用に応じて NFX の鼻腔内滞留性が変化し、その結果として NFX の BA

が変動することが示され、経鼻投与後の薬物吸収が鼻腔内 MC と密接に関連していることが明らかと

なった。 

 

 
Fig. 38 The correlation between bioavailabilities derived from in vivo animal study and MC 
determined with in vitro evaluation system 
Keys: PPL, propranolol (0.1 mM); ATRP, atropine (0.1 mM); TBL, terbutaline (1 mM); ACH, 
acetylcholine (0.1 mM); CTL, control (PBS). 

 

第３節 鼻腔内繊毛運動を組込んだ新規経鼻吸収予測システムの構築 

 

鼻腔内 MC は投与製剤及び薬物の影響で可逆的あるいは不可逆的に変動することが数多く報告され

8-10, 66-94）、さらに、疾患によっても大きく変動することが知られている 167-177）。このように、鼻腔内

MC は様々な要因で変動しやすいことが広く知られているが、MC 変動時の薬物吸収性の変化を定量

的に評価した報告はない。そこで本節では、経鼻投与型製剤の開発を支援できる評価システムの構築

を目的として、鼻腔内 MC 変動時の薬物経鼻吸収性を予測する新規評価システムの構築を試みた。 

 

3-a 新規経鼻吸収予測システムの理論的背景 

 

MC が変動した条件においても経鼻投与後の薬物吸収を良好に予測可能なシステムを構築するため

に、まず、鼻腔内 MC を考慮した鼻腔内投与後の薬物吸収モデルを考案した。鼻腔内投与された薬物

は、鼻粘膜から吸収されると同時に、MC により咽頭側へと排出され、消化管へと移行するため、薬
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物は鼻粘膜からのみではなく、消化管からも吸収される。このことを踏まえて、Fig. 39 に示す吸収モ

デルを仮定した。経鼻投与後の bioavailability（BA）（Fn
all）は、鼻粘膜吸収による BA（Fn）及び消化

管へと移行した後、消化管粘膜による BA（Fgi）との和として表現できる。 

 

Fn
all ＝ Fn ＋ Fgi  ――― Eq. 1 

 

 また、鼻粘膜からの薬物吸収が 1 次速度式に従うこと、さらに、MC による鼻腔内からの消失が 1

次速度式に従うものと仮定すると、鼻粘膜からの薬物吸収は初回通過効果を受けないため、Fn は鼻粘

膜吸収速度定数（kn）及び MC による排出速度定数（kmc）を用いて、次式で示される。 

 

 Fn ＝ kn ／ （kn ＋ kmc）  ――― Eq. 2 

 

 さらに、鼻腔内における薬物の分解及び代謝が無視できると仮定すると、Fgiは経口投与後の BA（Fpo）

と鼻粘膜から吸収されずに消化管へと移行した割合（1-Fn）との積として表すことができる。 

 

 Fgi ＝ Fpo × （1 － Fn）  ――― Eq. 3 

 

以上、経鼻投与後の薬物吸収の素過程は、Eq. 2、Eq. 3 に示すような簡単な式で表すことができ、

さらに、MC による排出を速度定数として組み込むことにより、経鼻吸収における MC の関与を包含

することが可能である。 

 

 

Fig. 39 The model depicting the drug absorption after intranasal administration 
The drug solution is translocated from nasal cavity to gastrointestinal (GI) tract by MC. Drug is 
absorbed from both nasal cavity and GI tract after intranasal application. Keys: kn, absorption rate 
constant from nasal cavity; kmc, disappearance rate constant by MC; kgi, absorption rate constant from 
GI tract; Fn

all, total bioavailability after intranasal administration; Fn, fractional bioavailability from nasal 
cavity; Fgi, fractional bioavailability from GI tract. 
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3-b 難吸収性薬物の経鼻投与後の吸収予測モデルの構築 

 

前項の経鼻投与後の吸収モデルを用いて、薬物の吸収予測に対応するモデル構築を試みた。Eq. 1 を

Eq. 3 に代入して整理すると、経鼻投与後の BA である Fn
all は Eq. 4 で表現できる。 

 

 Fn
all = Fn ＋ [ Fpo ×（1 － Fn）] 

 

=（1 － Fpo）× Fn ＋ Fpo  ――― Eq. 4 

 

さらに、Eq. 2 を Eq. 4 に代入すると、Eq. 5 が得られる。 

 

 Fn
all ＝（1 － Fpo）× [ kn ／（kn ＋ kmc）] ＋ Fpo ――― Eq. 5 

 

従って、鼻腔内投与後の total BA（Fn
all）は、経口投与後の BA（Fpo）及び kn、kmc から算出可能と

なる。NFX の消化管吸収性は乏しく 219）、経口投与後の BA（Fpo）は 3.6%であった（Fig. 34、Table 4）。

従って、NFX 経鼻投与後の BA（Fn
all）は Fpo に 0.036 を代入した Eq. 6 で示される。 

 

Fn
all ＝ 0.964 × [ kn ／（kn + kmc）] ＋ 0.036 ――― Eq. 6 

 

3-c 難吸収性薬物の経鼻吸収性の予測 

 

 NFX の経鼻投与後の BA（Fn
all）及び FMS 排出速度定数（kmc）を用いて、前項で考案した経鼻吸収

モデルに基づいて、経鼻投与後の NFX 吸収率の予測が可能か否か、検討した。これまでの検討におい

て、kmc は in vitro 実験で得られた VFMS に比例することが明らかとなっている（比例定数 0.0671 min-1、

Fig. 33）ことから、kmc は Eq. 7 で表現可能である。 

 

 kmc ＝ 0.0671 × VFMS  ――― Eq. 7 

 

Eq. 7 を Eq. 5 に代入すると、経鼻投与後の NFX の BA（Fn
all）は Fpo、 kn、 VFMS を用いて、次の Eq. 8

で算出可能である。 

 

 Fn
all ＝（1 － Fpo）× [ kn ／ { kn ＋（0.0671 × VFMS）} ] + Fpo ――― Eq. 8 

 

Eq. 8 に基づいて、kn (min-1)を未知 parameter として、非線形 小二乗法プログラム MULTI による

当てはめ計算を行った。解析の結果を Fig. 40 に示す。理論曲線と実測値は良好な一致を示し、同時に

以下の関係式 Eq. 9 が得られた。 

 

 Fn
all ＝ 0.964 × [ 0.0219 ／（0.0219 ＋ 0.0671 × VFMS）] ＋ 0.036 ―― Eq. 9 
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Fig. 40 Fitting curve describing the relation between bioavailability of NFX (Fn

all) and VFMS 
The fitting line was predicted using non-linear least-squares regression analysis program, MULTI. 
Keys: PPL, propranolol (0.1 mM); ATRP, atropine (0.1 mM); TBL, terbutaline (1 mM); ACH, 
acetylcholine (0.1 mM); CTL, control (PBS). 

 

以上の検討より、前項で考案した経鼻吸収モデルを用いて、MC の変動と経鼻吸収との関係を示す

吸収予測式を考案し、得られた経鼻投与後の BA の理論曲線は実測値を良好に描写できたことから、

本モデルの妥当性が示唆された。これまでに MC の変動を考慮した吸収評価及び吸収予測を検討した

例はなく、本システムを利用することで、経鼻投与後の薬物吸収を簡便かつ詳細に予測できる可能性

が示唆され、本研究で構築した新規経鼻吸収予測システムは経鼻投与型製剤の開発促進へ繋がる重要

な評価系となり得るものと考えられた。 

 

3-d Norfloxacin の吸収性予測結果の評価 

 

 ここで、考案した経鼻吸収モデル（Fig. 39）を利用して、NFX の経鼻投与後の吸収予測式から得ら

れた各種 parameter から本吸収予測システムの妥当性を評価した。Fig. 41 に示すように、鼻腔内に投

与された薬物は鼻粘膜吸収及び MC による排出を受ける。前項の Eq. 8 を用いた当てはめ計算により、

kn=0.0219 min-1 と推定された。一方で、control 条件における kmc は、VFMS=1.22 mm/min（Table 2）を

Eq. 7 に代入することにより、kmc =0.0818 min-1 と算出できる。得られた kn 及び kmc を用いて Eq. 2 より

Fn =0.211 が、さらに、Fn 及び Fpo =0.036 を用いて Eq. 3 より Fgi=0.0289 が得られる。Eq. 1 に示すよう

に、経鼻投与後の total BA（Fn
all）は Fn 及び Fgi の和となるため、NFX の経鼻投与後の total BA は Fn

all 

=0.239 と推定される（Fig. 41）。実際に、NFX 溶液の経鼻投与後の BA は 0.233 であったことから（Fig. 

34、Table 4）、本研究で考案した吸収予測式から得られた BA は実測値を良好に予測していると考えら

れ、考案した吸収予測システムの妥当性が示された。 

経鼻投与後の NFX 血漿中濃度推移には、180 分において second peak が観察されたが（Fig. 34）、こ

れは、NFX が鼻粘膜から吸収されずに消化管へと移行した後、消化管を介して吸収された NFX に由

来する peak である可能性が考えられた。即ち、鼻粘膜吸収による BA（Fn=0.211）と消化管吸収によ

る BA（Fgi=0.0289）を基準として、AUC と Cmax が比例するものと仮定して考えると、鼻粘膜からの

吸収による Cmax=0.111（% of dose/mL）（Table 4）に対し、消化管吸収による Cmax は 0.015（% of dose/mL）
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程度と推定される。この値は実測値 (0.0086 ± 0.0033) と類似していることから、投与後 180 分に認め

られた peak が消化管吸収に由来する NFX である可能性が考えられた。 

このように、本研究で考案した吸収予測システムから推定される parameter を利用することで、経

鼻投与後の吸収動態を詳細に解明することも可能になることが示唆された。 

 

 

Fig. 41 Estimation of NFX absorption after intranasal administration 
Keys: kn, absorption rate constant from nasal cavity; kmc, disappearance rate constant by MC; Fn

all, total 
bioavailability after intranasal administration; Fn, fractional bioavailability from nasal cavity; Fgi, fractional 
bioavailability from GI tract; Fpo, bioavailability after oral administration. 

 

3-e 経鼻投与後の薬物吸収性の予測法 

 

 MC を考慮に入れた NFX の経鼻投与後の BA は Eq. 8 により推測可能であることが示された。即ち、

経鼻投与後の BA（Fn
all）は経口投与後の BA（Fpo）及び鼻粘膜吸収速度定数（kn）、MC による鼻腔か

らの排出速度定数（kmc）を測定することで算出が可能となる。従って、以下の手順により経鼻投与後

の BA が推測可能となる。 

 

経鼻投与後の bioavailability の推定 

１．経口投与後の BA（Fpo）を得る。 

２．鼻粘膜吸収速度定数（kn）を算出する。 

３．本研究で構築した in vitro MC 評価法により、MC（VFMS）を得る。 

４．算出した Fpo、kn、VFMS を Eq. 8 に代入し、Fn
all を推定する。 

 

 本推定法では、in vitro MC 評価法により VFMS を評価すれば、得られた理論曲線を用いることで薬物

の経鼻投与後の BA が推定可能であり、経鼻投与後の吸収性を簡便に評価可能である。さらに、理論

的には VFMS を評価すれば、薬物の剤形に関わらず BA が推定可能となり、汎用性の高い評価系へと発
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展できると考えられる。現状では Fpo、kn、kmc の各 parameter を実験によって算出する、あるいは文献

値を利用する必要があるものの、本予測システムにより、従来よりも簡便かつ高精度な経鼻吸収率予

測が可能と考えられる。 

 

第４節 考察 

 

本章では、新規 in vitro MC 評価システムを利用し、経鼻投与後の薬物吸収に対する鼻腔内 MC の影

響を定量的に評価した。 

まず、薬物の鼻腔内滞留性評価のために in vivo 実験を行った。FMS の鼻腔内滞留性評価の結果、2

相性を示す FMS の消失 profile が得られた。鼻腔内からの消失は MC による咽頭側への速やかな排出

とその他の生理的要因による非常に緩やかな消失の 2 種類で構成されている 218）。MC により排除でき

なかった一部の異物は、呼吸やその他の生理機能により数時間かけて徐々に消失すると考えられる。

本検討では MC が関与すると思われる投与直後の速やかな消失（-phase）を評価対象とした。実験の

結果、ラット鼻腔内に投与した MC 変動薬物により-phase における消失（kmc）が変化することが示

された（Fig. 31 and 32, Table 3）。さらに、VFMS の変動と kmc が比例関係にあることが示され（Fig. 33）、

鼻腔内 MC が薬物の鼻腔内滞留性に直接影響することを実験的に証明することができた。 

経鼻投与後の薬物吸収を評価するため、モデル薬物として norfloxacin（NFX）を選択した。NFX の

吸収性に関する報告は比較的少ないが、難溶解性であり、消化管吸収性が乏しく、Biopharmaceutical 

Classification System（BCS 分類）において class Ⅳに分類されるという報告がある 219）。まず NFX の

モデル薬物としての妥当性を評価することを目的に、鼻腔内投与及び経口投与後の薬物吸収動態を評

価した（Fig. 34, Table 4）。本検討では、NFX の溶解度の影響を除外して行うために水溶液で検討した。

その結果、NFX の経口投与後の BA は 3.6%と乏しい一方、経鼻投与後の BA（=吸収率）は 23.3%であ

り、6.5 倍良好であったことから、経鼻吸収評価のモデル薬物として選択した。鼻腔内 MC は 4 種の

MC 変動薬物をラット鼻腔内に投与することで変動させた。また、これら 4 種の MC 変動薬物はヒト

気道上皮細胞株 Calu-3 細胞を用いた in vitro 膜透過実験において、NFX の吸収方向の膜透過性に影響

を与えないことを確認した（Fig. 36）。 

薬物で前処理したラットを使用し、鼻腔内 MC の変動が NFX の経鼻吸収に与える影響を定量的に

評価した（Fig. 37, Table 5）。その結果、MC 機能を阻害する PPL 及び ATRP で前処理すると、NFX の

BA が 1.9 倍及び 1.4 倍にそれぞれ増大した。一方、MC 機能を促進する TBL 及び ACH で前処理する

と、NFX の BA は 0.8 倍及び 0.6 倍にそれぞれ減少した。さらに、NFX の BA は各薬物による MC（VFMS）

の上昇に伴い減少することが示された（Fig. 38）。従って、鼻腔内 MC を各種薬物で変化させた結果、

NFX の鼻腔内滞留性が変動し、鼻腔内上皮との接触時間に応じて鼻粘膜を介した吸収が変動したと考

えられた。経鼻投与後の NFX の吸収は大部分が鼻粘膜を介すると考えられるため、鼻腔内 MC は NFX

の吸収を左右し、吸収を評価する上で重要な因子であることが示唆された。本知見は経鼻投与後の薬

物吸収と鼻腔内滞留性あるいは鼻腔内 MC との関係を定量的に評価した 初の知見であり、経鼻投与

後の薬物吸収を評価する上で重要な情報であると考えられる。 

次に、MC を組み込んだ鼻腔内投与後の薬物吸収に関する新規予測システムの考案を試みた。経鼻

投与された薬物の吸収動態に関し Fig. 39 の吸収モデルを仮定し、in vitro 評価系で求めた VFMS、in vivo
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実験系で評価した kmc 等を用い、経鼻投与後の吸収予測モデルを確立した。モデル薬物 NFX の経鼻投

与後の吸収性について検討したところ、MC 変動に伴う NFX の BA 変化を良好に描写する理論曲線を

得ることができた（Fig. 40）。これにより、MC 変動時の経鼻吸収を精度良く推定できるものと考えら

れた。 

現段階では、NFX についてのみの検討であり、今後は様々な吸収特性を有する薬物を用いて評価検

討する必要があると考えている。さらに、本研究では、溶液投与について検討を行ったが、経鼻投与

型の実製剤を考慮すると、粉末製剤やゲル製剤の検討が多数である。これら各種製剤の MC に対する

影響は、鼻腔内での製剤の溶解や水分量、薬物の拡散など、溶液の検討に比べ、他の様々な要因が複

雑に影響することが推察される。従って、これら製剤については、本研究で得られた結果を踏まえ、

別途、詳細な検討が必要と考えられる。 
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結 論 

 

本研究ではラット鼻中隔を用いた in vitro MC 評価システムの構築を試み、確立した評価方法を用い

て、MC を変動させることが報告されている薬物や製剤添加物による MC（VFMS）の変動を検討した。

また、繊毛活性の指標である CBF を評価することで、CBF の変動と MC（VFMS）との相関を明らかに

した。さらに MC 評価法を利用し、経鼻投与後の in vivo 薬物吸収と MC との関係を定量的に評価し、

MC を組み込んだ新規経鼻吸収予測システムを構築した。本研究を通じて、以下の結論を得た。 

 

１． ラットより摘出した鼻中隔を用いた in vitro MC 評価法を構築した。マーカー物質として蛍光微粒

子を利用し、鼻中隔表面での微粒子の移動を経時的に観察することで、MC を評価できることが

明らかとなった。確立した in vitro MC 評価法の有用性を評価するため、MC を変動させる各種薬

物を用いて、本評価方法により MC の変動を検討した結果、それら薬物の作用に応じた MC の変

動を正確に評価できることが示された。 

 

２． High-speed camera を利用して、繊毛の振動数（CBF）を測定し、CBF を指標に薬物の影響を検討

した。その結果、MC（VFMS）と CBF との間には有意な正の相関関係（r2=0.656、p<0.001）が認

められ、各薬物による CBF（繊毛運動活性）の変化に対応して、MC 機能が変動していることが

明らかとなった。その一方で、in vitro MC 評価法による VFMS の方が、CBF よりも、より鋭敏に

薬物の影響を反映する parameter であり、MC 評価に適していることが示唆された。 

 

３． 経鼻投与後の鼻腔内滞留性及び経鼻投与後の薬物吸収に対する MC 変動の影響を評価した結果、

MC は経鼻投与後の薬物吸収を決定する重要な因子であることが定量的に示された。さらに、鼻

腔内投与後の薬物吸収モデルを構築し、MC 変動に伴う BA の変化も含めて予測可能な新規薬物

吸収予測システムを確立した。本システムを利用することで、製剤や添加物による鼻腔内滞留性

の変化が与える薬物の経鼻吸収による BA 変化を精度良く予測・評価することが可能になると考

えられた。 

 

種々の実験条件を検討し、ラット鼻中隔を用いた in vitro MC 評価法を確立し、薬物や製剤添加物の

影響を含め、MC を定量的に評価することに成功した。また、この in vitro MC 評価法で得られた MC

（VFMS）を利用することで、MC の変動に伴う経鼻投与後の薬物の BA 変動も予測可能な新規予測シ

ステムの構築に成功した。本研究で構築した経鼻吸収予測システムは、MC 変動に伴う薬物の経鼻吸

収性の変化の予測及び評価が可能であり、経鼻投与後の薬物吸収を簡便かつ精度良く予測可能となれ

ば、経鼻投与型製剤開発の大きな発展へと繋がるものと期待される。同時に、本研究で得られた知見

及び構築した評価システムは社会に大きく貢献できる重要な情報を提供すると考えられる。 
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実験の部 

 

【統計学的解析】 

 全章において、実験結果の有意差検定は、2 群間の比較には Student’s t-検定を用い、3 群以上の多群

間比較においては多重比較検定の Dunnett’s 法により検定した。全 p 値は、p<0.05 を統計学的に有意で

あるとした。 

 

第Ⅰ章 実験の部 

 

【1】試薬 

Hanks’ Balanced Salt Solution（HBSS）は Gibco 社より、mucin, from pig stomach は和光純薬工業株式

会社より、蛍光微粒子（Fluoresbrite® YG microspheres）は Poly Sciences, Inc.より、ethyl carbamate

（Urethane）は東京化成工業株式会社より、sodium pentobarbital（Nembutal®）は大日本住友製薬株式

会社より、diethyl ether は Nacalai Tesque 社より、 fluorescence isothiocyanate dextran（FD70）は

Sigma-Aldrich 社より、それぞれ購入した。また、phosphate buffered saline (10×)（pH7.4）、dithiothreitol

（DTT）は Nacalai Tesque 社より購入した。 

 

【2】実験動物 

Wistar 系雄性ラット（250-300 g、8-10 週齢）は、清水実験材料株式会社から購入した。 

 

【3】ラット鼻中隔を用いた in vitro mucociliary clearance（MC）評価法 

(1) 蛍光微粒子（FMS）懸濁液の調製 

 MC のマーカーとして、粒子径 3.00 m 及び 6.00 m の FMS（Fluoresbrite® YG microspheres, Poly 

Sciences, Inc.)を用い、HBSS に懸濁させた。FMS が 0.2 L 中に 10-20 粒子含まれるように約 1000-2000

倍に原液を希釈し、マーカー懸濁液とした。 

 

(2) In vitro MC 評価法 

 Wistar 系雄性ラット（250-300 g）に 30％ urethane 溶液を腹腔内投与することにより麻酔を施した後、

ラットを断頭し、頭部を切開し、鼻中隔を摘出した。37℃の HBSS 溶液で湿らせた脱脂綿を蓋付きの

ディッシュ（Cell culture dish, Corning 社）の底部に置き、その上に鼻中隔を水平に静置した後、ディ

ッシュに蓋をすることで湿度を維持した。この鼻中隔が入ったディッシュを蛍光顕微鏡（Leica 

Microsystems 社）に設置し、鼻中隔の粘膜表面に、マイクロシリンジを用いて FMS 懸濁液を 0.2 L

滴下した。その後、懸濁液の拡散に伴い FMS が短時間で広がるため、その広がりが終える時間として

30 秒間経過した後、鼻中隔表面の繊毛運動により移動する FMS を観察し、その移動を 10 秒間隔で画

像撮影した。画像の撮影は、蛍光顕微鏡に設置した CCD カメラ（HITACHI 社）により行い、撮影時

間は FMS が画面外へ移動するまで、あるいは、5 分間の撮影を行った。 
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(3) MC の算出 

 10 秒間隔で撮影した画像より、各 10 秒間の移動速度より、全撮影時間における平均移動速度（VFMS）

を算出し、MC の指標とした。 

 

【4】鼻中隔摘出時の麻酔薬の影響 

(1) 麻酔薬の投与実験 

 Wistar 系雄性ラット（250-300 g）に、30％ urethane 溶液あるいは sodium pentobarbital（Nembutal®）

を腹腔内投与、あるいは diethyl ether を吸入させることで麻酔を施した後、鼻中隔を摘出し、【3】と

同様の方法で VFMS の測定を行った。 ここで、control 群は、非麻酔下でラットを断頭後、鼻中隔を摘

出して VFMS の測定を行った。 

 

【5】MC 機能に対する粘液層の影響 

(1) Mucin 溶液（MS）の調製 

 ブタ胃由来の Mucin を 4、8、10、15 及び 20％の濃度となるように HBSS に溶解させ、2～3 時間程

度十分に攪拌した。その後、16,100 x g で 20 分間遠心分離し、その上清を採取した。さらに、採取し

た上清液を再び 16,100 x g で 20 分間遠心分離した後の上清を MS とした。なお、コーン・プレート型

回転粘度計（HADV-Ⅲ、LVDV-Ⅲ、Brookfield Engineering）により測定した 37℃における各 MS の粘

度は、濃度依存的に増大することを予め確認した。 

 

(2) 鼻中隔摘出直後の MC に対する MS の影響 

 【3】(2) に準じて VFMS を測定した。Urethane 麻酔下の Wistar 系雄性ラット（250-300 g）から鼻中

隔を摘出し、蓋付きディッシュ（Cell culture dish, Corning 社）内に維持した鼻中隔の粘膜表面に、マ

イクロシリンジを用いて、4、10 及び 15％の MS を 2.0 L 滴下し、MS の補充を行った。その後 5 分

間静置し、MS を鼻中隔粘膜全体へ拡散させた後、マイクロシリンジを用いて FMS 懸濁液を 0.2 L 滴

下した。VFMS は、【3】(2) 及び (3) と同様の方法により算出した。 

 

(3) MS 滴下による MC 機能維持実験 

 Wistar 系雄性ラット（250-300 g、8-10 週齢）に 30％ urethane 溶液を腹腔内投与することで麻酔を

施した後、ラットを断頭し、鼻中隔を摘出した。摘出した鼻中隔は、【3】(2) と同様に蓋付きのディ

ッシュ内に維持した。その後、4％MS においては 0、30、60、90、120 及び 240 分間、10%MS では 0、

60 及び 120 分間放置した後、マイクロシリンジを用いて、それぞれの濃度の mucin 溶液を 2.0 L 滴下

し、【4】(2) と同様の方法で VFMS を測定した。ここで、control 群は MS 非滴下条件で行い、鼻中隔摘

出後、0、10、30 及び 60 分間、蓋付きのディッシュ内で鼻中隔を維持し、その後、【3】(2) と同様の

方法で VFMS を測定した。 

 

【6】MC の鼻腔内部位差に関する検討 

(1) 鼻腔内各部位の摘出 

 Wistar 系雄性ラット（250-300 g、8-10 週齢）に 30％ urethane 溶液を腹腔内投与することで麻酔を
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施した後、ラットを断頭し、鼻中隔（Nasal septum）、鼻腔内外壁側（Lateral wall）、鼻腔底部（Bottom）

及び鼻咽頭部（Nasopharynx）をそれぞれ摘出した。摘出した各部位は、【3】(2) と同様に、蓋付きの

ディッシュ内に維持した。 

 

(2) In vitro 実験 

 摘出した各鼻腔内部位の粘膜表面に、マイクロシリンジを用いて 4％ mucin 溶液を 2.0L 滴下し、

【4】(2) と同様の方法により VFMS を測定した。また、MC の速度（VFMS）に加え、鼻中隔各部位で

の MC の方向も併せて検討した。 

 

【7】 MC の鼻腔内部位差に関する in vivo 評価 

(1) 投与液の調製 

Fluorescence isothiocyanate dextran-70（平均分子量 70 kDa, FD70）をマーカー溶液として用い、0.1％

となるように PBS に溶解した。 

 

(2) In vivo 動物実験 

 Wistar 系雄性ラット（250-300 g、8-10 週齢）に 30％ urethane 溶液を腹腔内投与することで麻酔を

施した後、Hirai らの方法 220）に従い、頸部食道から後鼻腔側へポリエチレンチューブ（外径 2 mm, No.6, 

Hibiki）のカニュレーション、及び、気道を確保するために気管にポリエチレンチューブ（外径 2 mm, 

No.6, Hibiki）のカニュレーションを施した。さらに、洗浄液の口腔内への流出を防ぐために、鼻腔蓋

を Aron Alpha®（東亜合成化学）で閉じた。マーカー溶液の投与に際して、マイクロシリンジの先端に

シリコンチューブを装着し、そのシリコンチューブから 1.0 cm 突出するようにポリエチレンチューブ

（SP-10, 夏目製作所（株））を挿入した投与デバイスを作製した。鼻腔内部位差を検討するため、ラ

ットを左横向き、右横向き、うつ伏せに固定し、それぞれ、鼻中隔表面、鼻腔内外壁、鼻腔底部への

投与モデルとした。各姿勢に固定したラットの鼻腔内へ、マーカー溶液 2 L を、外鼻孔から 1.0 cm

の位置に点鼻投与した。その後、経時的に鼻腔内に残存する FD70 を採取した。 

 

(3) FD70 の採取方法 

 マーカー溶液の投与後、0、15、30、60 及び 120 分経過後に鼻腔内に残存する FD70 を回収した。

頸部食道から後鼻腔側へ挿入したポリエチレンチューブに注射筒を接続し、後鼻腔側から外鼻孔側へ

と PBS 4 mL を１回流し、回収した。さらに、粘液除去剤 50 mM dithiothreitol（DTT）を含む PBS 4 mL

の一部を、鼻腔内に満たすように注入し、10 分間放置後、残りの DTT 溶液を流した。 後に、もう

一度、DTT 溶液 4 mL を鼻腔内に流すことで、鼻腔内を洗浄し、残存する FD70 を全て回収した。 

 

(4) FD70 の定量 

 回収した 3 種類の鼻腔内洗浄液中に含まれる FD70 を蛍光分光光度計（HITACHI 社）により定量し、

各時間における FD70 の残存量を算出した。
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第Ⅱ章 実験の部 

 

【1】試薬 

Hanks’ Balanced Salt Solution（HBSS）は Gibco 社より、benzalkonium chloride、(±)-propranolol 

hydrochloride, minimum 99% TLC、atenolol、acetylcholine chloride、atropine 及び cefazolin は、Sigma-Aldrich

社より、また、salbutamol sulfate 及び terbutaline sulfate は和光純薬工業株式会社より、それぞれ購入し

た。 

 

【2】実験動物 

Wistar 系雄性ラット（250-300 g、8-10 週齢）は、清水実験材料株式会社から購入した。 

 

【3】投与液の調製 

Benzalkonium chloride は 0.02％及び 0.1％、propranolol、atenolol、acetylcholine chloride、atropine 及

び cefazolin は 1 M 及び 100 M、salbutamol sulfate 及び terbutaline sulfate は 10 M 及び 1 mM となる

ように、それぞれ HBSS に溶解した。 

 

【4】MC に対する薬物の影響 

Urethane 麻酔下の Wsitar 系雄性ラット（250-300 g）を気道確保のため仰向けに固定し、第Ⅰ章【7】

(2) で製作した投与デバイスにより投与液を鼻腔内投与した。各種 MC 変動薬物の溶液 40 L をラッ

ト左鼻腔内に投与し、15 分間放置した。その後、ラットを断頭し、鼻中隔を摘出した。VFMS の測定は、

第Ⅰ章【4】(2) に準じて行った。摘出した鼻中隔を蓋付きのディッシュ内で維持し、その表面に 4％ 

mucin 溶液を 2.0 L 滴下し、5 分後に蛍光微粒子（FMS）懸濁液を 0.2 L 滴下した後、FMS の移動を

観察、撮影し、VFMS を算出した。 

 

【5】Ciliary beat frequency（CBF）に対する薬物の影響 

 

(1) CBF の測定方法 

 Wistar 系雄性ラット（250-300 g）に urethane 麻酔を施した後、ラットを断頭し、鼻中隔を摘出した。

鼻中隔表面にある鼻粘膜から、メスを用いて小切片を剥離した。小切片は、摘出鼻中隔の中央部より

得た。6 well plate（MULTIWELLTM 6 Well, Becton Dickinson 社）に HBSS を満たし、well に鼻粘膜表面

が底部側となるように粘膜切片を浸した。倒立型顕微鏡（Olympus 社）により切片の繊毛の運動を観

察し、顕微鏡に設置した high-speed camera（株式会社アルゴ）によって、約 100 flames / sec の速度で

100 枚の連続画像を撮影した。 

 

(2) CBF 値の算出 

 CBF の測定は、撮影した連続画像のある座標における pixel 明度の変化より繊毛運動の周期を算出

する方法を用いた。まず、撮影した 100 枚の連続画像上で運動している繊毛において、各連続画像の

pixel 値をプロットして、付属のアプリケーション（EPIX 社）により 1-107 枚までグラフ上に表示し
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た後、107 枚での振動周期を算出した。その後、算出した振動周期から、1 秒間あたりの振動回数（Hz）

を算出し、繊毛運動の振動数（CBF）とした。 

 

(3) 各種薬物の CBF に対する影響の評価 

ラットより摘出した鼻粘膜切片を HBSS に浸し、まず control として、HBSS に浸した切片において

異なる 3 ヶ所の画像撮影を行い、それぞれの連続画像上の 3 座標より得た CBF を平均した値を CBF

初期値として算出した。その後、HBSS から各種薬物溶液に置換し、90 秒毎に連続画像を撮影するこ

とで、薬物溶液で処理した後の経時的な CBF 変化を観察した。 
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第Ⅲ章 実験の部 

 

【1】試薬 

Hanks’ Balanced Salt Solution （ HBSS ）、 trypsin-EDTA 、 fetal bovine serum （ FBS ） 及 び

Antibiotic-Antimycotic は Gibco 社より、蛍光微粒子（Fluoresbrite® YG microspheres）は Poly Sciences, Inc.

より、Ethyl Carbamate (Urethane) は東京化成工業株式会社より、それぞれ購入した。また、phosphate 

buffered saline (10×) (pH7.4)、dithiothreitol (DTT)及び acetic acid は Nacalai Tesque 社より購入した。

Benzalkonium chloride、(±)-propranolol hydrochloride, minimum 99% TLC、acetylcholine chloride、atropine

及び Dulbecco's Modified Eagle Medium: Nutrient Mixture F12 (DMEM/F12) は、Sigma-Aldrich 社より購

入した。また、terbutaline sulfate は和光純薬工業株式会社より、HPLC 用 methanol は関東化学株式会

社から、それぞれ購入した。 

 

【2】実験動物 

Wistar 系雄性ラット（250-300 g、8-10 週齢）は、清水実験材料株式会社から購入した。 

 

【3】In vivo ラット鼻腔内滞留性評価 

(1) 投与マーカーの調製 

蛍光微粒子（FMS）を非吸収性のマーカーとして用い、蛍光強度が定量範囲内となるように原液を

PBS で 10000 倍に希釈した。 

 

(2) In vivo 動物実験 

 第Ⅰ章【7】(2) に準じて、Hirai らの方法 217）に従い、urethane 麻酔下の Wistar 系雄性ラット（250-300 

g、8-10 週齢）に、頸部食道から後鼻腔側、及び気管にポリエチレンチューブのカニュレーションを

施し、鼻腔蓋を閉じた。マーカーの投与に際して、1.0 cm 突出するようにポリエチレンチューブを挿

入した投与デバイスを用いて、マーカー懸濁液 5 L を、外鼻孔から 1.0 cm の位置に点鼻投与した。

その後、経時的に鼻腔内に残存する FMS を採取した。 

 

(3) FMS の採取方法 

 第Ⅰ章【7】(3) と同様の方法で行った。マーカーを鼻腔内投与後、0、5、10、15、30 及び 60 分経

過後に鼻腔内に残存する FMS を回収した。鼻咽頭部から外鼻孔側へと PBS 4 mL を１回流し、さらに、

粘液除去剤 50 mM dithiothreitol（DTT）を含む PBS 4 mL で 2 回、計 3 回洗浄用の溶液で鼻腔内を洗浄

することにより、鼻腔内に残存する FMS を全て回収した。 

 

(4) FD70 の定量 

 回収した 3 種類の鼻腔内洗浄液中に含まれる FMS を蛍光分光光度計（HITACHI 社、Excitation/ 

Emission＝444 nm/ 500 nm）により定量し、各時間における FMS の残存率を算出した。 
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(5) 投与液の調製 

各種 MC 変動薬物の溶液は、benzalkonium chloride は 0.1％、propranolol、acetylcholine chloride 及び

atropine は 100 M、terbutaline sulfate は 1 mM となるように、それぞれ PBS に溶解して調製した。 

 

(6) MC 変動時の鼻腔内滞留性評価 

第Ⅱ章【4】と同様の方法で、各種 MC 変動薬物の処理を行った。Urethane 麻酔下、Wsitar 系雄性ラ

ット（250-300 g）を気道確保するため仰向けに固定した。第Ⅰ章【7】(2) で製作した投与デバイスに

より、MC 変動薬物の溶液及び FMS を投与した。各種薬物の溶液 40 L をラット鼻腔内に投与し、15

分間放置した。その後、FMS を 5 L 経鼻投与し、一定時間経過後に鼻腔内に残存する FMS を回収す

ることで、経時的な FMS 残存率を算出した。 

 

(7) In vivo 鼻腔内滞留性の定量的評価 

鼻腔内滞留性は、FMS の消失 profile より得られた消失の初期相（-phase）を用いて、FMS 消失速

度定数（kmc）を算出することで評価した。台形公式を用いて、モーメント解析により平均滞留時間

MRT を算出し、その逆数を kmc として算出した。 

 

【4】Norfloxacin（NFX）の in vivo 吸収実験 

(1) 投与液の調製 

 NFX は中性付近での水に対する溶解性が悪いため、PBS（pH6.0）で 0.1％となるように溶解させて

投与液を調製した。 

 

(2) In vivo 急速静脈内投与実験 

Urethane 麻酔下、ラットを固定台に背位固定し、ラット下肢大腿動脈にポリエチレンチューブ

（SP-31）でカニュレーションを施した。大体静脈より NFX 薬液（1 mg/kg）を急速静脈内投与した。

投与後、経時的に大腿動脈より採血を行った。得られた血液試料を 16,100 x g で 5 分間遠心分離後、

得られた血漿 100 L を採取し、測定試料とした。血漿試料は分析時まで-40℃で保存した。 

 

(3) In vivo 鼻腔内投与実験 

Ether 麻酔下、ラット下肢大腿動脈に採血用カニュレーションを施した。第Ⅰ章【7】(2) で製作し

た投与デバイスを用いて、NFX 溶液 5 L を外鼻孔から 1.0 cm の位置に点鼻投与した。投与後はボー

ルマンゲージに拘束し、覚醒下、経時的に大腿動脈より採血を行った。得られた血液試料 16,100 x g

で 5 分間遠心分離後、得られた血漿 100 L を測定試料とした。血漿試料は分析時まで-40℃で保存し

た。 

 

(4) In vivo 経口投与実験 

Ether 麻酔下、ラット下肢大腿動脈に採血用カニュレーションを施した。経口投与ゾンデで NFX 溶

液（1 mg/kg）を経口投与した後、ボールマンゲージに拘束し、覚醒下、経時的に大腿動脈より採血を
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行った。得られた血液試料 16,100 x g で 5 分間遠心分離後、得られた血漿 100 L を測定試料とした。

血漿試料は分析時まで-40℃で保存した。 

 

(5) 血液試料の処理 

得られた血漿試料 100 L に対し、1.2 mL の methanol を加えて撹拌し、除タンパク処理をした。そ

の後、16,100 x g で 10 分間遠心分離し、得られた上清 1 mL を回収し、蒸発乾固した。残渣を 100 L 

の HPLC 移動相に再溶解し、測定試料とした。 

 

(6) NFX の定量 

血液試料中の NFX 濃度は HPLC により定量した。以下に定量条件を記す。 

 

HPLC 定量条件（NFX） 

Column           : YMC-Pack Pro C18 (5.0 m×150 mm,YMC Co.,Ltd.. Japan ) 

Mobile phase       : 100 mM acetic acid (AcOH)/ methanol (MetOH) 

(Gradient program)       

0 - 12.0 min    AcOH 89%/ MetOH 11% 

12.0 - 32.0 min  AcOH 40%/ MetOH 60%  

 32.0 - 35.0 min  AcOH 89%/ MetOH 11% 

Flow rate : 1.2 mL/min 

Wave length : Excitation/ Emission = 278 nm / 448 nm 

Column temperature  : 40°C 

 

【5】ヒト肺がん由来上皮細胞株 Calu-3 細胞を用いた検討 

(1) Calu-3 細胞の培養 

 培養液は DMEM/F12 に 10% FBS 及び 5％ Antibiotic-Antimycotic を添加して用いた。Calu-3 細胞は

American Type Culture Collection（ATCC）から購入したものを使用し、実験には passenger number 26-30

の Calu-3 細胞を用いた。細胞は、Calu-3 懸濁液を 5×105 cells/ mL の濃度で培養フラスコに播種し、

温度 37℃、5％ CO2 条件下においてインキュベーター内で培養し、培地交換は 2 日毎に行った。フラ

スコ内でコンフルエントに達した Calu-3 細胞は、0.25％ trypsin を用いてフラスコ上より剥がし、継

代を行った。 

 

(2) Calu-3 単層膜の形成 

 培養したCalu-3細胞を 0.25% trypsinでフラスコ上より剥がし、DMEM/F12で懸濁後、cell culture insert 

（FALCON®、BECTON DICINSON）の polyethylene terephthalate filter（pore size 3.0 m）上に、5×105 

cells/ mL の濃度で播種し、37℃、5％  CO2 条件下のインキュベーター内で培養した。培養は、

air-interfaced condition 下で行い、培養開始 2 日目に apical 側の培養液を完全に除去し、basal 側の培地

交換を行い、それ以降 basal 側の培地を 2 日毎に交換した。7-10 日間培養して得られた単層膜を実験

に用いた。 
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(3) 膜抵抗値の測定 

 Millicell®-ERS（MILLIPORE）を用いて、実験開始前と終了後の膜抵抗値を測定し、膜の integrity

を確認した。両膜抵抗値は polycarbonate filter、apical 側溶液及び basal 側溶液の抵抗値を差し引いた値

を用いた。 

 

(4) Calu-3 細胞単層膜を用いた NFX 膜透過実験 

 Cell culture insert 上に培養した Calu-3 細胞単層膜の DMEM/F12 を除去し、apical 側及び basal 側にそ

れぞれ 0.8 mL 及び 1.5 mL の Transport medium（TM）を添加し、37℃、5％ CO2 条件下のインキュベ

ーター内で 20分間 pre-incubationを行った。その後、予め basal側に TMを 1.5 mL添加した別の well plate

に cell culture insert に移し、apical 側に各 MC 変動薬物の溶液を 0.8 mL 添加して、インキュベーター

内で 15 分間、前処理を行った。Apical 側の薬物溶液を 0.1％ NFX 溶液に置換し、経時的に basal 側か

ら sample を 50 L 採取した。このとき、basal 側の体積を一定に保つため、sample の採取後、同量の

TM を basal 側に添加した。なお、sample は定量に用いるまで氷冷下（-40℃）に保存した。 

 実験に使用した TM の組成及び各 MC 変動薬物の濃度を以下に記す。 

  

Transport medium (TM)  

 NaCl           136.89 mM       Glucose         19.45 mM 

  KCl              5.36 mM       CaCl2           1.26 mM 

  Na2HPO4          0.34 mM       MgCl2・6H2O    0.49 mM 

  KH2PO4           0.44 mM       NaHCO3         4.17 mM 

  MgSO4・7H2O     0.41 mM       Hepes           10.00 mM 

 

  MC 変動薬物 

 Propranolol         0.1 mM 

  Terbutaline         1.0 mM 

  Acetylcholine       0.1 mM 

  Atropine           0.1 mM 

 

(5) NFX の定量 

【4】(6)と同様の方法により、sample 中の NFX 濃度を HPLC で定量した。 

 

【6】MC 変動時の in vivo 経鼻吸収評価 

(1) 投与液及び MC 変動薬物の調製 

 NFX 溶液は、【4】(1) と同様の方法で調製し、また、MC 変動薬物は、【3】(5) と同様の方法で調製

した。 

 

(2) MC 変動薬物の前処理 

第Ⅱ章【4】と同様の方法で行った。Urethane 麻酔下の Wsitar 系雄性ラット（250-300 g、8-10 週齢）
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に、各 MC 変動薬物の溶液 40 L を鼻腔内投与し、15 分間前処理することで鼻腔内 MC を変動させた。 

 

(3) In vivo 急速静脈内投与実験 

【4】(2) と同様の方法で行った。 

 

(4) In vivo 経鼻投与実験 

 (2) の方法で鼻腔内 MC を変動させたラットを用いて、【4】(3) と同様の方法で経鼻投与実験を行っ

た。採取した血液試料は【4】(5) と同様の方法で処理し、NFX の定量は【4】(6) と同様の方法で行

った。 
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