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《原著》

57Co一ブレオマイシン異性体の化学的性質と癌親和性

柿沼　潤一＊　鮫島　和夫＊

小池　敬子＊　　折井　弘武＊

中村佳代子＊　　河口　　肇＊

　要旨　57Co一ブレオマイシン（Co－BLM）は，57Coの長い半減期（270日）が障害となるものの，化学的性質

は非常に安定で，スキャニング剤として，優れた癌親和性を持つものである．BLM（A2，　B2の混合物）は，

Coと4種の錯体（A2－1，　A2－II，　B2－1，　B2－II）を形成し，それらは，シリカゲル薄層クロマトグラフィー（TLC），

CMセファデックスC－25カラムクロマトグラフィーで容易に分離される．これら二つの型の錯体の円偏光

二色性（CD）スペクトルから，これらは，コンポメーションの相違に基づく異性体と考えられ，このことが，

癌親和性，生体内挙動に反映することが期待された．担癌マウスを用いて，生体内分布を調べた結果，分離

された各錯体は，clinical　grade　57Co－BLMよりも高い癌一血液比（T／B），癌一筋肉比（T／M）を示したが，二

つの型の錯体間では予期された違いは見い出し得なかった．このことは，BLM分子中の，　Co原子に配位

する部位が，DNAへの結合に際して，全く関与しないものと考えることで説明される．

1．はじめに

　BLMについては，癌スキャニング剤として，

これまで幾つかのRI標識が試みられたが1・2），そ

うしたRIの一つ，57Coは半減期が長く，被曝，

管理等での障害があるが，生体内外において，化

学的に安定であり，診断上も有用なものであっ

た3“5）．BLMは過剰量のCo（II）と反応し，2っ

の型のCo（III）BLMを形成する．これらは，　CM

セファデックスC－25カラムクロマトグラフィー

および逆相高速液体クロマトグラフィー（HPLC）

により，容易に分離され，その化学的性質の相違

が，生体内挙動に反映することが予想された．

これまで，57Co標識されたBLMの各成分（A2，

B2，　A1等）については，その組織分布が報告され

ているが6），それらの異性体については報告がな

い．本稿ではこれらの異性体間の化学的性質およ
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び，担癌マウスを用いた生体内挙動の相違につい

て報告する．

II．方　　法

　BLMは，日本化薬（株）より提供された．　A2（約

70％），B2（約3096）の混合物である．57Coは，

Radiochemical　Centre製の5？CoCl2（0．1N　HCI溶

液）を用いた．

　1．クロマトグラフィー

　TLCは，梅沢ら？）により報告された条件で展開

した．CMセファデックスC－25カラムクロマト

グラフィーは，0．15M食塩水により溶出した．

HPLCは，　Waters製装置により，マイクロボンダ

パックC18カラムと，0．1M酢酸アンモニウム／

アセトニトリル（80／20）混合溶媒の条件で行った．

　2．CD測定
　CDスペクトルは，室温にて，日本分光製J－20A

旋光分散計を用いて，試料濃度1×10－4M，光路長

10mmで測定した．　CD測定に用いたCo－BLM

は，以下のように調製した．BLMの2主成分A2，

B2を，　C・25カラムにより分離し，そのおのおの

に過剰量のCoCl2溶液を加え，0．1NNaOHで

pH　6に調整した．反応液を再度C－25カラムで，
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2種の異性体に分離し，同時に未反応のCoを除

去した．得られた分画を，Diaflo　UM－05（アミコ

ン製）により脱塩して，異性体（1型，II型）を単

離した．CD滴定は，10－4MのBLMを含む
Britton－Robinson緩衝液中に1M　CoC12を順次加

えて行った．

　3・臓器分布

　BLM－A2またはB21mgに1．5当量の57CoCl2

（比放射能200μCi／mgCo）を加え，　pH　6に調整し

た後，CMセファデックスC－25カラム（径8mm×

5cm）にのせ，生理食塩水で2種の異性体を分離

し，過剰の57Coを除いて注射液とした．比較

のため，BLM　mixtureにcarrier－free　57CoCl2で

標識したもの，および57CoC12（比放射能200

μCi／mgCo）を生理食塩水で希釈したものも用い

た．担癌マウスはRSV由来の癌をSR－DDDマ

　◎
1｛：1．，cin

ll；。．y，，n

ウス脳に移植し，更に皮下に移植できるようにし

たもの（SR－DDD－Br）を，マウス側腹皮下に移植

後10日目に使用した．重量25～30gのマウスに1

匹当たり0．2μCi（Co－BLMとして約0．3　mg）を尾

静注入し，2時間後，24時間後における各臓器の

放射能測定と尿のHPLC分析を行った．臓器へ

の集積度は，％dose／9で表わし，　T／B，　T／Mは各

個体のそれらの値から算出した．

　窒

A2－HA2－1

●●

　ぷ　．

B2－II　B2．1

　●●　　　　←

m．結　　果

　Co－BLMの各種クロマトグラフィーの結果は

Fig．1に示した．　TLCにおいて，より低極性の

スポットを示す異性体を，1型，他方をII型と

Table　l　Formation　ratios　of　two　types　58Co－bleomycin

　　Mole　ratio
（57Co／bleomycin　B2）

Formatlon　ratlo
　　（1／II）

　1／1000

　1／100

　1／10

　1／1

100／1

85／15

80／20

60／40

50／50

50／50

⑤

◎

A254

A2s4

200ml
elution

01 20 30 40mt
etution

Fig．1　Separation　of　Co－bleomycin

　　　（a）Silicagel　TCL　with　silicagel　GF254（Merck）．

　　　Solvent：10％　ammonium　acetate／methanol
　　　（50：50）．

　　　（b）CM－Sephadex　chromatography．　Column：
　　　CM－Sephadex　C－25，1．O　cm　i．d．×25　cm．　Elu・

　　　tion：0．15　M　sodium　chloride．　Flow　rate：

　　　　10m〃hr．

　　　（c）　High・pressure　liquid　chromatography．

　　　Column：micro－Bondapack　C－18，4mm　i．d．×

　　　90cm．　Elution：0．1　M　ammonium　acetate／

　　　acetonitrile（80：20）．　Flow　rate：1．O　m1／min

　　　（at　3，000　psi）．

Bleomycin　concentration　is　app．2×10－3M
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Fig．2　CD　spectra　of　Co－bleomycin　in　aqueous

　　　solution．
　　　（a）Co－bleomycin　A2－1（一），　A2－II（一一一）

　　　and　meta1－free　bleomycin　A2（……）．

　　　（b）Co－bleomycin　B2－1（一），　B2－II（一一一）

　　　and　metal－free　bleomycin　B2（……）．
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した．C－25カラム中で，1型は暗緑色，　II型は

かっ色のバンドとして観察された．両型の錯体の

生成比を，HPLCにより分析した結果，　BLM量

とCo量の比に依存した関係が見られ（Table　1）．

carrier－freeの57Coを加えたclinical　grade　57Co・

BLMでは，1型が大部分であると考えられる．

　Co－BLMのCDスペクトルは，　metal－free　BLM

に比較して，広い波長範囲にわたって大きな楕円

率を示した（Fig．2）．分離して得た両型間で，そ

のCDスペクトルは，紫外部に大きな違いが見ら

れ，可視部でもCo（III）錯体の吸収に相当する

450，570～580nmの二つの吸収帯8）で相違が見ら

れた．A2およびB2の同型錯体間のCDスペク

トルには，全く差は見られなかった．このことか

ら）A2・B2おのおのを特徴づける末端アミン部分

は，キレート形成に関与しないと考えられる．

　CD滴定曲線（Fig．3）は，1当量のCoを加え

837

た点で，曲線は水平となり，Co：BLMが1：1以

外の組成をもつ錯体は生成しなかった．

　4種の57Co－BLM（A2－1，　A2－II，　B2－1，　B2－II）お

よびclinical　grade　57Co－BLM，57CoC12にっいて，

担癌マウスを用いて臓器への集積を調べたところ，

Table　2に示す結果が得られた．　BLM　A2とB2

との比較ではB2がより大きな癌親和性を示した．

また，1型，II型の異性体では，　clinical　grade　Co－

BLMよりも高いT／B，　T／Mが見られたものの，1

型とII型の間には，大きな分布の差が見られな

かった．II型は2時間後において，1型よりも各

臓器への集積が多く，1型は24時間後における

TIBが高い傾向があった．

　尿中のCo－BLMをHPLCで分析した結果を，

Table　3に示した．2時間後では，大部分が，　Co

錯体のまま排泄されていたが，24時間後では，最

先端の最も極性の高いフラクションに，大部分の

　　　　Table　2　Distribution　of　Co－571abeled　bleomycin　complexes　in　tumor－bearring（mice）＊

Distribution　at　2　hours

Organ
A2－1

（n－6）

A2－II
（n＝5）

B2－1

（n＝5）

B2－II

（n＝6）

mixture
（n＝5）

57CoC12
（n＝3）

Tumor
Blood

　Muscle
Liver

Kidney

Lung
Tumor－to－
　blood　ratio

Tumor・to－
　muscle　ratio

0．62土0．25

0．10土0．04

0．15ヨ：0．14

0．74土0．29

2．13士0．88

0．28土0．20

6．6

6．7

1．19±1．03

0．16：ヒ0．09

0．13±0．08

0．98±0．52

2．77±0．78

0．47：ヒ0．19

7．5

10．2

1．12土0．41

0．13±0．05

0．09：ヒ0．02

1．05土0．37

3．24士0．92

0．36：ヒ0．06

9」

13．0

1．21±0．32

0．23±0．16

0．22士0．24

0．94土0．35

4．42士2．98

0．59±0．31

8．3

9．6

0．71士0．40　　　　2．12士0．38

0．11土0．04　　　　2．24±0．27

0．12±0．07　　　　0．41±0．03

0．81土0．56　　　12．91土4．35

2．49士0．72　　　　　8．65土2．37

0．56±0．40　　　　2．33土0．26

6．6

6．4

0．9

5．1

Distribution　at　24　hours

Organ
A2－1

（n＝6）

A2・II
（n－6）

B2－1

（n－5）

B2－II

（n－5）

mlxture
（n－4）

57CoC12
　（n－4）

Tumor
Blood

Muscle
I」ver

Kidney

Lung
Tumor・to－
　blood　ratio

Tumor－to－
　muscle　ratio

0．27士0．12

0．03士0．Ol

O．03土0．04

0．30±0．12

0．51土0．18

0．08土0．03

9．6

15．5

O．26十〇．19

0．03－FO．02

0．02－LO．01

0．29土0．17

0．52⊥0．31

0．10＋0．09

8．6

17．8

0．44土0．29

0．03士0．01

0．02：とO．01

0．31土0．08

056：ヒ0．20

0．10÷0．03

16．9

28．2

0．30土0．19

0．07：ヒ0．09

0．02：tO．01

0．24土0．11

0．64±0．23

0．15：とO．07

7．7

18．9

0．27土0．11

0．05±0．03

0．03±0．02

0．63：］：0．19

1．04－」－0．23

0．15」－0．07

6．6

10．8

0．84士0．14

0．67士0．09

0．02土0．03

4．69士1．43

2．56十〇．14

1．00土0．06

1．3

4．3

＊　Values　are　expressed　as　per　cent　dose　per　gram　of　tissue（mean士s．d．）
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Table　3　HPLC　analysis　of　57Co　in　mouse　urine

　　　　（2h／24h）＊

sample

AMき　・i　o’3

◆10

elut．　vo1．（m1）

A2・I　A2－II　B2－I　B2・II　57CoCl2

7－9　　　　　　　　　　　　4／82　7／74　　3／72　　3／89　　　52／91

10－12inorg．　Co　6／－　5／－　　1／－　　2／－　　　42／－

20－25Co－BLM　64／467／1475／1578／3　　十

＊Values　are　expressed　as％of　activity　in　urine

放射能が溶出された．この57Coは，単純な無機

Coではないが，化学形は不明である．
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IV．考　　察

　2種のCo－BLM錯体の形成については，その

原因として，1）組成の違い，2）Coの酸化状態の

違い，3）BLM分子の荷電の違い，4）コンポメー

ションの違いが考えられた．河野らによりCo－

BLMは1：1の錯体であることが報告9）されてお

り，更にわれわれのCD滴定の結果から，それ以

外の組成の錯体は存在しないことが明らかである．

また，Zalutskylo）ら，　Nunn11）らにより，2種の

酸化状態（Co（III），　Co（II））が報告されているが，

本実験は空気に十分さらされる状態で行われてお

り，Co－BLMを数日間放置しても，そのCDス

ペクトルに変化を生じないこと，更にCDスペ

クトルの450nm，570～580　nmのバンドが，　Co（III）

キレートに相当するもの8）であることから，両型

ともにCo（III）錯体と考えられる．　pH　3～9にお

けるCD滴定曲線（データ略）はFig．3．に示した

ものとほぼ同一であり，CDスペクトルもpH変

化の影響を受けなかったことから，2種の異性体

は，電前の相違によるものではないと考えられる．

CDスペクトルの大きな差異と，　C－25カラムに

より容易に分離されることから，両型はコンボメ

ー ションにその違いがあるものと見られる．

　2時間後における尿中の57Co－BLM量はB2－II＞

B2－1＞A2－II＞A2－1となっており，一方癌への集積

も同様な傾向が見られ，生体内での錯体の安定度

を半映していると考えられる．

　二つの型の間で，癌組織への集積の差異は明ら

かにならなかったが，この事実から，BLM分子

　一4

tog【bte◎mycirO

＼
・＼一．．＿一一迦巴．一

Fig．3　CD　titration　curves　of　bleomycin　A2　at　pH　5．7

　　　（AMe2＝Mo2－Me2　free　bleomycin）．

中の，DNA結合にあずかる部分であるとされて

いるbithiazo1基および末端アミン部分12－15）と，

キレート形成に関与する部位とは全く独立してお

り，配位子のコンポメーションの違いは，57Co－

BLMの生体内挙動に大きな影響を与えないもの

と考えることができる．

　本研究は文部省科学研究補助金の補助を受けた．
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　　Co－57　bleomycin　is　a　chemically　stable　and　dia－

gnostically　useful　radiopharmaceuticaL　Stoichio－

metric　preparation　of　Co－bleomycin　causes　two

chemically　different　complexes．　Four　kinds　of

chelates（A2－type　I，　A2－type　II，　B2－type　I　and

B2－type　II）are　easily　separated　by　silicagel　thin－

layer　chromatography．　Circular　dichroism　study

of　these　chelates　indicate　that　two　types　of

complexes　are　conformational　isomers．　This

chemical　difference　is　assumed　to　cause　the

difference　in　the　biological　behaviour．　The　bio・

distribution　study　of　each　type　of　complexes，　using

tumor－bearing　mice，　showed　higher　tumor－to－

blood　ratios　and　tumor・to　muscle　ratios　as

compared　to　the　clinical　grade　Co－belomycin

mixture．　But　the　difference　between　two　types

were　not　so　large，　as　expected．　The　similarity　in

biologic　bahaviour　suggests　that　the　groups　on

bleomycin　molecule，　which　are　concerned　in

chelate　fbrmation，　do　not　take　part　in　its　binding

to　DNA．
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