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脂質ナノ粒子の種類

固体コア粒子
(核酸封入粒子)

ミセル リポソーム エマルション

固体コア
(核酸と脂質の凝集体)脂質の疎水性部分 中空 (水相) 油状物質 (O/W型)
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主な脂質ナノ粒子の製法

1. アルコール希釈 (沈殿) 法
脂質のアルコール溶液に水を加え脂質の溶解度を下げる
ことで脂質の自己集合化を促し粒子化する。
【長所】核酸封入に特に適する。粒径分布が狭い。
【短所】大粒径化 (>200nm) が苦手。

2. 水和法
容器壁面の乾燥脂質薄膜に水を加え混合することで脂質
膜を剥がし水中で粒子化させる。
【長所】特別な装置不要。
【短所】調製後の粒径調整が必要。再現性が比較的悪い。

3. 乳化法
(O/W型の場合) 水と油状物質を脂質 (乳化剤) 存在下で
激しく混合し物理的に油状物質を小粒径化すると共に乳
化剤で安定化させる。
【長所】油状物質の封入率が高い。
【短所】粒子の安定性が悪い。
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調製方法 調製可能な粒子

ミセル リポソーム 固体コア粒子 エマルション

様々な粒子が調製可能

リポソーム

エマルション



アルコール希釈 (沈殿) 法による脂質ナノ粒子形成原理

・脂質溶液の溶媒を別の溶媒で希釈し溶媒の極性を上げる (上図ではエタノールを
水で薄めている) ことで、脂質の自己組織化を促す。

・自己組織化及びその結果できた粒子の成長は希釈が起こる液-液界面で進行する。
・濃度勾配が緩やかな場合など、自己組織化できる環境 (上図ではエタノール濃度

で60～80%) に留まる時間が長いほど、大粒径になり且つ粒径分布が広くなる。
・界面付近を撹拌して濃度勾配が大きくなればその分希釈が早くなる。その結果、

自己組織化できる時間が短くなるため、粒径分布が狭い小粒子ができる。

(PLoS ONE 12(11): e0187962 (2017)より転載)
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長時間短時間
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アルコール希釈 (沈殿) 法による脂質ナノ粒子生産

バッチタンク内での撹拌 (左) 、又はＴ字管による連続混合 (右) が主流。

いずれも再現性に課題あり (バッチごとに粒径分布や薬効が変化。)
原因は界面制御や自己組織化時間制御が不十分 ⇒ マイクロ流路の利用。

Lipid 
nanoparticles

Lipid / Ethanol

Drug/Water

Vortex

Lipid / Ethanol

Drug/Water

Lipid 
nanoparticles

管径はミリ～サブミクロンオーダー



マイクロ流路の特徴と脂質ナノ粒子製造への適用
＜メリット＞
✔ 混合の再現性が良い。

微小空間での混合でありバッチ混合と比べて同じ混合状態を維持しやすい。
✔ 混合が早い。

微小体積での混合でありミキサーで完全混合に至るまでの時間を短くできる。
✔ スケールアッププロセスが容易。

マイクロ流路１枚で条件出ししたら同条件でナンバリングアップ (並列化) 、
パイルアップ (積層化) するだけでスケールアップ可能。

＜デメリット＞
✘ 大量生産の実績に乏しい。

原理的にはナンバリング＆パイルアップでスケールアップ可能。
✘ 複雑なことは苦手。

マイクロ流路だけで複雑な反応や操作をやろうとすると、流体の制御が困難と
なり、チップの加工コストも増大する。

脂質ナノ粒子をマイクロ流路で作る際のコンセプト
界面制御や自己組織化時間制御において混合時のメリットを最大限享受し、
ミキサーのみのシンプルな流路構造を採用することでデメリットを最小化する。
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動態改善には“ちょうどいい”粒径が必要な場合もある

例) 肝臓実質細胞に対するsiRNA封入脂質粒子の浸透性比較

黒色 : 肝臓実質細胞

緑色 : 血管領域

赤色 : siRNA

平均粒径 37 nm 平均粒径 67 nm

Y. Sato et al., J. Controlled Release, 229, 48-57 (2016) より

本例では粒径30nmの違いで内封成分 (siRNA) の動態が変わる。
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「(粒径が) 小さければ小さいほどよい」というわけではなく、
目的・用途によって最適な粒径が存在しうることを示唆。



処方変更以外で粒径を簡単に変えられる流路が欲しい

他社マイクロ流路で処方検討する場合、薬効、動態、安全性等に
加え、粒径も考慮して処方を検討しなければならず非常に手間。

例）カチオン性核酸封入粒子の一般的な脂質組成
・ベース脂質（リン脂質系）
・機能性脂質（カチオン性ionizable脂質など）
・物性調節（コレステロールなど）
・ステルス性付与（PEG脂質など）

最低でも４成分必要。内封物も加味すると５成分以上。
→ 成分、濃度、組成などの組み合わせ(処方)は無数。

粒径の調整・最適化はなるべく処方を変える以外の方法でやりたい。
(処方のノウハウや経験が無いなら、なおさら。）
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iLiNPデバイスの誕生

他社のマイクロ流路製品よりも混合及び希釈速度を改善し、
流量に応じた希釈状態の変化幅を大きく取ることで、
流量制御(総流量, 流量比)でも目的の粒径の粒子を形成しやすくする。

Lipid or polymer 
Nanoparticles

Lipids / alcohol

Water

iLiNP (2D type)
シンプルなジグザグ
流路構造
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iLiNPにおける流量に応じた希釈状態の変化
(ACS Omega 2018, 3, 5044−5051より)
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50μL/minでは12ms後も
エタノール濃度が高い領域が
広くあり粒子成長→大径化

総流量を10倍早くすると1.2～
2.7msで希釈完了し粒子成長が
ストップ → 均一＆小径化

流路断面におけるエタノール濃度分布



Flow rate : 100 µL/min 500 µL/min

iLiNP特有の２次流れ形成が高流量時の混合効率を促進する
(Data from Dr Masatoshi Maeki at Hokkaido Univ.)
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２次流れ

50 µL/min

流量(流速)

混
合

(希
釈

)

iLiNP

スタッガードヘリン

ボーンミキサー(他社品)

直管構造 (他社品)

早

粒
子

径

遅大

小

流量と混合効率, 形成粒子径の関係 (イメージ)



iLiNPにおけるナノ粒子形成特性
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エ
タ

ノ
ー

ル
濃

度

時間

80%

60%

長所
・流量 (総流量, 流量比) での粒径制御がしやすい。
・流路幅の変化等にも敏感なので流路のカスタマイズでも粒径制御可能。

流量高 低

粒径：大粒径：小
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総流量、流量比、流路のカスタマイズで粒径を精密制御
(ACS Omega 2018, 3, 5044−5051より)

POPC (リン脂質) を用いたモデル系において、総流量、流量比、流路カスタマイ

ズ (該当論文では３インレット採用) だけで粒径 (ピーク位置) を10nm刻みで

チューニングできることを実証。



他社の脂質ナノ粒子調製用マイクロ流路デバイスとの比較表

Staggered Herringbone Mixer 
(SHM)
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iLiNP Straight channel

iLiNP型流路 直線型流路
ヘリンボーン

ミキサー型流路
非マイクロ流路
(タンク内混合)

流路内構造 ２次元ジグザグ １次元直線 １次元＋微細凹凸 －

流量調整で制御が
可能な粒径範囲*

20～150 nm 50～200 nm 40～60 nm －

粒径制御性 ○ △ × ×

製造再現性 ○ △ ○ ×

粒子の目詰まり なし なし 凹凸部に目詰まり －

*POPC脂質を使用したモデル実験での比較。



マイクロ流路デバイスのスケールアップ

1. ナンバリングアップ (並列化)

【長所】各流路の状態確認・交換が容易。

【短所】配管が複雑になる。

2. パイルアップ (積層化) 

【長所】配管が容易。場所を取らない。

【短所】各流路の状態が見えない。作製が比較的難しい。

3. 高流速化

【長所】装置構成がシンプル。チップのコスト減。

【短所】粒径を大きくするのが難しい (iLiNP以外)
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iLiNPでは並列化＆積層化でのスケールアップが基本だが、

流路形状をカスタマイズして好みの粒径のまま高流速化する検討も可能。

2020年時点で生産量 >80mL/min 達成済（POPCモデル系、non-GMP)



制御コンピューター
内臓で外部PC不要。
タッチパネル式イン
ターフェースで簡単
操作。

リザーバータンクと
シリンジポンプ内臓。
試薬があればすぐに
実験可能。粒子試作
に必要な時間は、
わずか数分～数十分。
(後処理工程除く。)

LiNAS-Mの特徴

✔✔

※写真は開発中のものです。仕様等変更する場合があります。

粒子形成用マイクロ
流路チップはステー
ジに置いて押し上げ
るだけでセット完了。
面倒な配管操作不要。

原料の試薬を混合し
て粒子を形成させる
マイクロ流路の内部
形状は粒径制御性と
製造再現性に優れる
iLiNP®の形状を採用。

✔✔

iLiNPを自社ラボで使える最新装置LiNAS-Mのご紹介
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LiNAS-M用iLiNPマイクロ流路チップ
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流路内で粒子原料(脂質分子等)

の溶媒を希釈し原料の溶解度を

下げると原料分子が自己集合を

開始 →  膜形成が進み粒子化。

粒子懸濁液

粒子原料液

希釈液

iLiNP型流路内形状 ※写真は開発中のものです。
仕様等変更する場合があります。



iLiNP製品ラインナップ
iLiNP1.0流路チップ

(販売中)
LiNAS-M&専用iLiNPチップ

(2021年販売開始)

チップ素材
COP (硬質透明樹脂)
ガラスも選択可能(予定)

PDMS (シリコーンゴム)

チューブ接続
金属製コネクター使用。
ねじ込み必要。

PDMS製ポート使用。
チューブを挿すだけ。

送液ポンプ
別途必要。
好みのポンプ使用可。

シリンジポンプ内臓。
増設可能(予定)

チップ設置
都度ホルダー等を
外す必要あり。

ステージの上げ下げのみ。

温度維持機構 なし。
なし。
追加可能(予定)

18

価格(税抜)
チップ本体 198,000円
専用付属品 105,000円

お問い合わせください。


