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インビトロにおける67Gaとエールリッヒ腹水

　　　　　　　　　癌細胞との結合性

小島　周二＊ 浜　　幸江＊ 久保寺昭子＊＊

c7Gaとの結合性を検討した．
1．緒　　言

　67Ga－citrateは1969年Edwardl）らによりポジキ

ン氏病患者のリンパ節病巣への集積性が報告され

て以来，今日に至るまで癌あるいは炎症部位の核

医学的診断に繁用されてきた放射性医薬品の1つ

である．しかしながらその集積機序については不

明な点が多く，いまだ仮説の域を脱していないの

が現状である．

　われわれはこれまで傷害肝を用いた67Gaの肝

への集積機序の検索から67Gaの著しい取り込み

上昇が肝傷害修腹過程でみられ，この取り込み上

昇に酸性ムコ多糖（AMPS）の1つであるHeparan

Sulfate（HS）が関与することを示唆した2’”3）．その

後の研究により組織への67Gaの取り込み量と組

織内HS量との間に良い相関性があることが肝を

はじめ心，肺などをターゲット臓器とした一連の

実験で確認された4”7）．

　さて，われわれが67Gaの生体内結合物質と考

えているHSは肝をはじめ多くの組織に存在9－’9）

し，細胞増殖10），Ca＋＋イオンなどの物質輸送11）

の調節に関与していると考えられている．

　本研究では細胞表面および細胞内にHSの存在

が報告されているHepatoma12）の1つであるエ

ー ルリッヒ腹水癌細胞を用いin　vitroの実験系で
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II．方　　法

　1．エールリッヒ腹水癌細胞の調整

　工一ルリッヒ腹水癌細胞（約1×10’・cell）をddY

系雄マウスの腹腔内に無菌注射針を用い移植，移

植10日目に腹水を採取し，冷生食にて2回洗浄し，

得られた細胞を実験に用いた．

　2．67Gaとの結合

　洗浄細胞を冷0．9％NaClに約5×107・cell／mlに

なるように懸濁する．この懸濁液1m1をプラス

チックチューブに分注し，67Ga－citrate（日本メジ

フィジックス社製）o．1μCiと反応させた．反応後

は800×gで5分間遠心し細胞を回収，冷0．9％

NaC1にて2回洗浄後井戸型シンチレーションカ

ウンター（Aloka　TDC－501）にて放射活性を測定

し，反応液中の総放射活性との割合を求め，67Ga

と細胞との結合率（％）とした．

　3．反応条件の検討

　反応条件の基礎的検討を反応細胞数5×10？cells，

6？Ga－citrate（carrier－free）濃度0．1μCi，反応温度

37°Cと固定し，反応時間，反応溶液およびpHに

ついて行った．反応時間については10，30，60，

120，240分で0．9％NaCl溶液中での結合率を求

めた．反応溶液については0．9％NaC1（pH　7．5），

0．9％NaC1－0．01　M　MOPS（pH　7．5），0．9％NaCl－

0．01MHEPES（pH　7．5），　Locke’s－O．OI　M　MOPS

（pH　7．5、，およびLock’s－0．01　M　MOPSからCa塩

を除いたLocke’s－0．01　M　MOPS－Ca（一）（pH　7．5）

について120分の反応時間での結合率を求めた．

なお，Locke’s液の組成（9／1）はNaCl　9．0，　CaC12

0．24，KCI　O．42，　glucose　1．00である．　pHについて
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は0．9％NaC1－0．01　M　MOPS溶液でpH　55，6．8，

7．5および8．0について2時間の反応時間で行っ

た．

　4．67Gaの細胞との結合性と種々のエフェク

　　　ター

　エフェクターとしてはAMPS，　transferrin（Tf），

EDTAおよびproteaseについて検討した．　AMPS

としてはchondroitin　sulfate（A，　B，　C），　hyaluro－

nate，　heparinおよびHSについて行ない，おのお

の100μ9／m1，　TfおよびEDTAについてはそれ

ぞれ1mg／mt，1μ9／m1を含む0．9％NaCl溶液を

反応液とし，67Ga，細胞を同時に2時間反応させ

た．Proteaseについてはtrypsinおよびpapainに

ついて行ない，それぞれtrypsinでは0．01％（w／v）

を含む0．9％NaCl溶液で2分，10分，またpa－

painでは0．01％（W／V）を含む0．9％NaCl溶液

で5分間プレインキュベートし，細胞洗浄後，

67Gaと2時間反応させ結合率を求めた．

III．結果および考察

エールリッヒ癌細胞についてもこれらにより細胞

表面のHSが遊離し，67Gaの結合率も低下する

ことが予想される．酸性ムコ多糖の作用について

みるとTable　2に示すようにheparinのみに著し

い結合率の低下がみられ，HSで逆に増加作用が

認められた．種々の酸性ムコ多糖による細胞表面

HSの遊離作用はheparinにのみ顕著であること

が報告14）されており，本実験にて得られたhepa－

rinの67Ga一細胞結合率の低下作用が細胞表面の

HSの遊離による可能性が大であると思われる．

また，HSによるその結合率の上昇は細胞表面に

外部からのHSが結合したことによると思われる．

protease処理による結合率の変化については，

trypsinの2分処理およびpapainの5分処理とき

わめてマイルドな前処理においてはいずれも結合

率は低下した．しかしながらtrypsinで10分処理

すると逆にその結合率は約3倍にまで上昇した．

Table　1 Effect　of　pH　on　67Ga　binding　to　Ehrlich

aSCiteS　tUmOr　CellS

　67Gaのエールリッヒ癌細胞との結合率は反応

開始後60分までは，直線的に増加し，その後240

分まで一定値（約10％）を示した．この結合率を

pH　7．5に調整した種々の反応溶液で検討すると

Lock’s－0．01　M　MOPSのみに著しく低い結合率が

得られた．したがって以後の実験には0．9％NaC1

あるいは0．9％NaCl－0．01　M　MOPS溶液を用いる

こととした．

　0．9％NaCl－O．01　M　MOPS溶液を反応液とした

pHの67Gaと細胞との結合率におよぼす効果は

Table　lに示すように酸性領域では結合率は著し

く低く，中性およびアルカリ性領域では約10％

の結合率を示した．この結果は，67Gaが細胞表

面のHSと結合していると仮定した場合，われわ

れがすでに報告13）した67Gaが酸性領域でHSと

結合せず中性領域で結合するという結果と良く一

致すると思われる．

　細胞表面に存在するHSはtrypsin，　papainなど

のproteaseあるいは外部からの酸性ムコ多糖によ

り遊離することが報告されている14）．したがって，

pH 67Ga　radioactivity　　Binding　percent
　　（×104cpm）　　　　　　　　　（％）

5．5

6．8

7．5

8．0

0．9

1．3

3．4

3．6

3
「
1
0
7
’

3
3
Q
1
Q
ノ

Table　2 6？Ga　binding　to　Ehrlich　ascites　tumor　cells

by　incubations　with　various　effectors

　　　Effectors

O．9％NaCl　solution

Chondroitin　sulfate　A

Chondroitin　sulfate　B

Chondroitin　sulfate　C

Hyaluronic　acid

Heparin

Heparan　sulfate

Transferrin（1　mg／m1）

Trypsin（0．01％w／v，37°for　2　min）

Trypsin（0．01％w／v，37°for　10　min）

Papain（0．01％w／v，37°for　5　min）

EDTA（1μg／m1）

Relative　67Ga　binding（％）1）

100．0

80．3

74．1

102．0

98．7

49．2

136．0

89．9

83．3

253．0

76．5

　2．0

1）The　relative　values　were　calculated　from　the　per－

　centage　to　the　O．9％NaCl　group　taken　as　100％
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これはtrypsinの10分処理により細胞表面のHS

の遊離のみでなく，その作用が膜の変性にまでに

および，その結果膜の透過性が高まり67Gaが細

胞内に入り込んだと考えられる．このことはtry－

pan　blueによる細胞の染色速度がtrypsin　10分処

理により著しく速められたことからも確かなこと

と思われる．さらに，細胞内に取り込まれた67Ga

も細胞内HSと結合した状態で存在していると考

えられる．細胞表面と細胞内HS量はChinese

Hamster細胞をはじめ種々の細胞で検討されてお

り，その比は1：3約と報告されている8）．本実験

において，0．9％NaCl溶液での67Gaの結合率を

細胞表面HSとの結合率，　trypsin　lO分処理後の

結合率を細胞内HSとの結合率と考えれば，その

比はやはり約1：3であり，HS量との関連性が示

唆される．これまで67Gaの組織への取り込みに

鉄結合性蛋白質の関与が報告15⇔17）されている．本

実験においてもtransferrinについて検討したが

67Gaの細胞表面と思われる結合にはさほど関与

しないことが示唆された．

IV．結 語

　6？Gaとエールリッヒ癌細胞との結合性をin

vitroの系で検討し，以下のことが明らかとなっ

た．

　1）67Gaの細胞との結合率は中性・アルカリ性

領域で大であった．

　2）67Gaの細胞との結合率はheparinで著しく

低下した．

　3）きわめてマイルドなprotease処理により

67Gaの細胞との結合率は低下し，より強い処理で

は逆に著しく上昇した．

　4）67Gaと細胞表面HSと思われる結合には

transferrinの関与が認められなかった．
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Summary

in　Vitro　Binding　of　67Ga　to　Ehrlich　Ascites　Tumor　Cells

Shuji　KoJiMA＊，　Yukie　HAMA＊and　Akiko　KuBoDERA＊＊

＊Departmen’of　Radiophar〃2acy，∫C乃001　q〆Phar〃lace〃tical　Scienceぷ，　TeikγO　Uniソθrぷ∫’γ，　Ka〃aga”・a

　　　　　　　　＊＊Deρa〃〃ient　of　Radioρhar〃lacy，　School　of　Phar〃lace〃tical・Sciences，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Scie〃ce　Univerぷ砂0〆Tokyo，7bんyo

　67Ga　binding　to　Ehrlich　ascites　tumor　cells　was

investigated　in　vitro．　Results　were　as　follows：

　　（1）　The　binding　ratios（％）of　67Ga　with　the

㏄lls　in　neutral　and　alkaline　region　were　more

higher　than　that　in　acidic　region．

　　（2）　The　binding　was　significantly　inhibited　by

addition　of　heparin，　and　mild　pretreatment　with

trypsin　or　papain．　On　the　contrary，　more　hard

treatment　with　trypsin　resulted　in　increasing　of

the　binding　ratio　of　67Ga　with　the　cells．

　　（3）　No　significantly　inhibitory　effect　on　67Ga

binding　with　the　cells　was　observed　in　transferrin．

　　Key　words：67Ga，　heparan　sulfate，　Ehrlich

ascites　tumor　cells．
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