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《原　著》
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ln－・oxineによる白血病細胞標識の基礎的検討と

急性白血病における細胞回転の観察への応用

高木　雄行＊　松田　　信＊ 内田　立身＊　刈米　重夫＊

　要旨　1111n－oxineによる白血病細胞標識の基礎的検討と，急性骨髄性白血病（AML）5例に対する白血病

細胞回転を検索した．標識率は細胞数が1×108個以上あれば，室温で20分インキュベートし2回洗浄し

た後に80．8±3．6％であり，trypanblue排除試験によるviabilityは95．3土2．6％であった．またin　vitro

で12時間後までの1111nの溶出率は10．0±1．2％であった．　AMLにおける標識白血病細胞の血中消失曲

線は指数関数的に1相性に減少し，T1／2は9．6～31．8時間であった．また全血白血病細胞プール（TBLCP）

は末梢血白血病細胞数（LC）と良い正の相関を示した（Y－0．32＋1．94X，　r－0．99）．臓器分布の観察では，標

識白血病細胞は肺をすみやかに通過し，主に脾，次いで肝，一部は骨髄に分布した．脾の放射能は30～60

分で急速に上昇し，以後はプラトーを呈した．肝の放射能は10分後から60分後にかけて一時的な減少がみ

られた．1例で22時間後に得られた骨髄における白血病細胞の放射能は高値であった．

1．緒　　言

　これまで白血球標識に用いられてきた核種は種

種あるが，白血病細胞を標識する核種はわずかに

tritiated　thymidine（3H－TdR），　tritiated　uridine

（3H・UdR）およびtritiated　cytidine（3H－CdR）の

み1～4）であった．しかし，3Hは長半減期で，しかも

これらの物質はDNAに取り込まれるため，　in

vivoでの使用は好ましくない．1976年Thakur

ら5）によりはじめて頼粒球標識に導入されたind－

ium－1　1　1－oxine（1111n－oxine）は，生体に投与するの

に適当な物理的半減期とガンマカメラによる描像

に適したガンマ線エネルギーを有しており，しか

も白血病細胞を高率に標識することが明らかとな

った．今回われわれは，1illn－oxineによる白血

病細胞標識の基礎的検討と，急性骨髄性白血病
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（AML）に対する白血病細胞回転の観察への応用

を行ったので，詳細を報告する．

皿．方　　法

　1．1111n・oxineによる白血病細胞標識の基礎的

　　検討

　1）実験材料

　1111n－oxineは，日本メジフィジックス社製の

1111n－Cl3（3　mCi／1．5m1）からThakurら5）の方法

に準じて作製したものを用いた．白血病細胞は急

性または慢性白血病患者の静脈血からFicoll－Iso－

paque比重遠沈法で分離し，生理食塩水で2回洗

浄した後，生理食塩水中に浮遊させたものを用い

た．

　2）標識条件の検討

　1111n－oxineによる白血病細胞の標識率に影響を

およぼすインキュベーション時間，インキュベー

ション温度および細胞数について検討した．

　インキュベーション時間については，白血病細

胞数2×107個／m1の浮遊液1m1中に1111n－oxine

を20μCi加え，室温（22°C）に5分から45分まで

インキュベートした後，血漿加生理食塩水で2回
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洗浄した際の標識率を検討した．

　インキュベーション温度については，白血病細

胞数2×107個／mlの浮遊液1・ml中に1111n－oxine

を20μci加え，4°c，22°cおよび37°cに20分イ

ンキュベートした後，血漿加生理食塩水で2回洗

浄した際の標識率を検討した．

　細胞数については，白血病細胞数1×107個／ml

から5×107個／mlのものまでの浮遊液1叫，お

よび2×107個／mlから1×108個／mlのものまで

の浮遊液5ml中に，1111n－oxineを細胞106個当た

り1μCiになるように加え，室温（22°c）に20分

インキュベートした後，血漿加生理食塩水で2回

洗浄した際の標識率を検討した．

　3）viabilityの検討

　1111n－oxine標識白血病細胞を37°Cで血漿中に

インキュベートし，1，3，6および12時間後に

trypanblue排除試験を行ってviabilityを検討した．

　4）1111nの溶出についての検討

　白血病細胞数2×107個／mlの浮遊液1m～中に

1111n－oxineを20μCi加え，室温（22°C）で20分標

識し，遠心して上清を取り除いたものを連続洗浄

し，洗浄回数の増加により標識率の低下があるか

否かを検討した．

　また，1111n－oxine標識白血病細胞2×107個を

37°Cで血漿1m1中にインキュベートし，3，6お

よび12時間後に血漿を分離して，1111nの溶出率

を検討した．

　2．白血病細胞回転の観察への応用

　1）対象

　対象はTable　1に示すようにAML（French一

American－British（FAB）分類M2）5例（未治療3

例，再燃2例）で，いずれも末梢血液中に白血病

細胞が多数存在し，しかも臨床症状の軽い症例を

選んで白血病細胞回転の観察を行った．

　2）白血病細胞回転

　（1）血中消失曲線および血中消失時間（Tl／2）

　1111n－oxine標識白血病細胞を患者の肘静脈より

投与した後，5，30分，1，3，5および17時間，1，

2，3日に採血し，白血病細胞を分離した．1例で

投与後22時間に骨髄穿刺を行って骨髄白血病細

胞を分離した．放射能はアロカ社製automatic

we11型scintillation　counter（ARC　351）で測定し，

CPM／106㏄11sで表現した．経時的に白血病細胞

の放射能を片対数表にプロットし，Fig．1に示す

ように指数関数で近似して血中消失曲線を描き，

血中消失時間（T1／2）を求めた．

　（2）プールサイズおよび交替率

　Athensら6）が好中球回転に導入した計算法に

準じて，Fig．1に示した方法で，全血白血病細胞

プール（TBLCP），循環白血病細胞プール（CLCP），

辺縁抑留白血病細胞プール（MLCP）および白血

病細胞交替率（LCTR）を計算した．ここでTBLCP

は放射性物質の希釈法の原理に基づいて計算され

るが，0時間（to）の放射能として血中消失曲線か

ら外挿された値を用いて計算した．

　（3）臓器分布

　1111n－oxine標識白血病細胞を患者の肘静脈か

ら投与した後，5分，30分，1時間および24時

間後に，東芝製ガンマカメラ（GCA　202）で全身

のstatic　imageを撮像した．同時に東芝製コン

Table　l　Hematological　and　isotope　data　f（）r　5　cases　with　acute　myeloblastic　leukemia

1111n－labeled　and面IUsed　oells

喩A－（璽瀞帯
LeUkemic
　cells
　（／Ptl）

Total　Leukemic　Total　　　Specific
number　　cells　　activity　　　activity
（×108）　　　（％）　　　（itsCi）　　（iuCi／106　cells）

1＊

2●

3・，†

4“

5⇔

8
2
4
0
9

5
8
3
3
4

M
M
M

F
F

AML　（M2）

AML　（M2）

AML　（M2）

AML　（M2）

AML　（M2）

　9，300

90，650

123，900

　6，000

23，800

　3，200

47，140

108，410

　3，100

19，750

0．82

6．69

14．85

0．54

2．55

66

74

86

ω
96

360

245

217

202

275

4．40

0．37

0．15

3．74

1．08

◎＝no　treatment，⇔＝relapse　after　treatment，†＝splenomegaly，　FAB＝French・American・British
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Table　2

343

Influence　of　incubation　time　on　the　labeling

e伍ciency　of　leUkemic　cells　with　lilln－oxine

0 12

Incubation　time Labeling　eMciency（％）

24　　　36 48

1．Half　time　of　disappearance（T　1／2）

　　　1°讐2αlg3（h・ur・）

2．　Pool　size

（minutes） Mean S．D．

60 72hours

5

10

20

30

45

51．70

58．93

62．97

67．80

65．57

0．98

1．21

］P＜…1

4．35

6．19

］N・s・

］N・s・

］N・s・

pく0．05

4．90

i）　Total　Blood　Lnvukemic　Cell　Pool（TBLCP）

　specific　activity　of　the　leukemic　cells　infused
　lCPM／106　cells）×total　number　of　leukemic　cells
＿1nfused　　（×107　cells）

　specific　activity　of　the　leuke血c　cells　in　the　blood

　at　to（CPM／106　cells）×body　weight（kg）

ii）　Circulating　Leukemic　Cell　Poo1（CLCP）

　　number　of　legkemic　cells　in　the　blood（×10？
＝．cells！m1）×estlmated　blood　volume（ml）

（n＝3）

　　　　　　　　　body　weight（kg）

　iii）Marginal　Leukemic　Cell　Poo1（MLCP）

　　＝TBLCP－CLCP
3．Leukemic　Cell　Turnover　Rate（LCTR）

一
譜・24・TBLCP

　　＝λ×24×TBLCP（×107　cells／kglday）

　　Fig．1　Parameters　of　leukemic　cell　kinetics．

Table　3　1nfiuence　of　incubation　temperature　on　the

　　　　labeling　e伍ciency　of】eukemic　cells　with　iiiln－

　　　　oxine

Incubation　temperature
　　　　（℃）

Labeling　ethciency（％）

Mean S．D．

4
2
7

　
∩
∠
3

35．10

61．87

64．50

5．25

1．32

1．73

（n＝＝4）

Table　4 Relationship　between　leukemic　cell　concen－

tration　in　suspension　and　labeling　e伍ciency

ピューター（トスバック40）で各臓器ごとの放射能

を計算してCPM／1　matrixで表現し，　time　activity

curveを描いて臓器分布を検討した．さらに2例

では投与直後から60分後までdynamic　imageを

撮像し，同様にtime　activity　curveを描いて60

分後までの連続的な臓器分布の変化を検討した．

Leukemic　cell
COnCentrat10n

（×107／ml）

Labeling　eMciency（％）

1ml 5m1

1
2
3
4
5
6
0

　
　
　
　
　
　
1

4
τ
4
・

　

　
　

　

く
」
1

4
「
6

く
∨
74

1

く
∨
∠
O

79．2

76．6

0
一
）

3
4
1

Q
O
8IIL　結 果

　1．基礎的検討

　1）実験材料

　分離された細胞中に白血病細胞の占める割合は，

90．0土7．3％（n＝5）であった．

　2）標識条件の検討

　インキュベーション時間については，Table　2

に示したように，標識率は時間とともに増大し，

20分以降はほぼ一定値を示した．

　インキュベーション温度については，Table　3

Mean±1S．D． 80．8土3．6

に示したように，標識率は温度とともに増大し，

22°C以上ではほぼ一定値を示した．

　細胞数と標識率の関係はTable　4に示した．標

識率は浮遊液中の細胞の濃度ではなく総数によっ

て影響され，1×108個以上では一定して80．8土3．6

％という高い標識率が得られた．

　3）viabilityの検討

　37°Cで血漿中にインキュベートされた1111n－

oxine標識白血病細胞のtrypanblue排除試験によ
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Table　5
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Changes　of　labeling　e丘iciency　of　1111n－oxine

labeled　leukemic　cells　by　repeated　washings

No．　of　washing

Labeling　ef五ciency（％）

Mean　　S．D．

0

1

2

3

4

5

6

77．44

71．26

67．88

68．54

67．10

66．41

66．56

1：61コP＜…5

　　］P＜・・1

1．53
　　］N・s・

0．88
　　］N・s・

1．54
　　］N・s・

：：：：コN・s・

（n＝4）

Table　6　1n　vitro　elution　of　indium　from　1111n－oxine

　　　　labeled　leukemic　cells　incubated　in　plasma　at

　　　　37°C

Duration　of
incubation

　（hours）　　Mean

Elution　rate（％）

S．D．

3

6

12

7．59

10．36

10．01

il；i翌一

（n＝4）

るviabilityは，6時間後までは95．3土2．6％（n＝4）

に保たれていたが，細胞の寿命による死滅もある

ので，12時間後には87．0土5．7％（n＝4）に低下し

た．

　4）1111nの溶出についての検討

　連続洗浄による標識率の変化をTable　5に示し

た．2回洗浄以後の標識率は推計学的に有意差が

みられなかった．

　また，Table　6に示したように，37°Cで血漿中

にインキュベートされた1111n・oxine標識白血病

細胞からの1111nの溶出率は，3時間で7．6±O．3％

であり，12時間では10．0±1．2％とわずかに増大

した（p＜0．05）．

　以上の結果から，標識に最も適した条件は細胞

総数1×108個以上，インキュベーション温度22°C，

インキュベーション時間20分，洗浄回数2回で

あり，これらの結果に基づいて1111n－oxineによる

白血病細胞標識の手順を以下のように定めた．

　a）患者の肘静脈より，白血病細胞が1×108個

以上得られるだけの静脈血をヘパリン加（101．U．／

m1全血）で採血する．

　b）Ficoll・lsopaque比重遠沈法で白血病細胞を

分離する．（4°C下，400gで20分間遠沈）

　c）生理食塩水50m1を用いて2回洗浄する．

（4°C下，2509で5分間遠沈）

　d）白血病細胞を生理食塩水5m1中に浮遊させ，

1111n－oxineを300」500μCi加え，室温（22°C）で

20分標識する．

　e）遠沈後，血漿加生理食塩水10　mlを用いて2

回洗浄（4°C下，250gで5分間遠沈）し，最後に

白血病細胞を血漿加生理食塩水10m1中に浮遊さ

せる．

　f）以上の操作はすべて無菌的に行う．

　2．白血病細胞回転の観察への応用

　1）1111n－oxine標識細胞数と放射能

　Table　1に示したように，患者に投与された

1111n－oxine標識細胞の総数は0．54～14．85×108個

であり，その中に白血病細胞の占める割合は60～

96％であった．また投与された総放射能は202～

360μCiであり，細胞106個当たりの放射能は

o．15～4．40μCiであった．

　2）白血病細胞回転

　（1）血中消失曲線および血中消失時間（T1／2）

　Figure　2に示したように，血中消失曲線は全例

で指数関数的に1相性に減少した．また血中消失

時間（T1／2）は9．6～31．8時間であった．

　（2）プールサイズおよび交替率

　AML　5例の白血病細胞のプールサイズおよび

交替率をTable　7に示した．　Fig．3にみられるよ

うに，TBLCPはLCと良い正の相関を示した
（Y＝0．32十1．94X，　r＝・O．99）．またMLCP／CLCPは

1．2～3．8であった．一方LCTRはTBLCPと相関

がみられなかった．

　（3）臓器分布

　ガンマカメラによる臓器分布の観察では，いず

れも脾への集積が主であり，次いで肝，一部で骨
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Fig．2　Leukemic　cell　disappearance　curves　in　5　cases

　　　　　　with　acute　myeloblastic　leukemia．　In　every

　　　　　　case，　the　curve　expressed　a　single　exponential

　　　　　　fashion．　Asterisk（Case　5）reveales　the　radioac－

　　　　　　tivity　in　leukemic　cells　obtained　from　the　bone

　　　　　　marrow　at　22　hours　after　the　injection　of

　　　　　　labeled　leukemic　cells．
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Table　7　Leukemic　cell　kinetic　data　for　5　cases　with　acute　myeloblastic　leukemia

Case

No．

T1／2 TBLCP CLCP MLCP
（hours）　　　（×107　cells／kg）　　（×10？cells／kg）　　（×107　cells／kg）

MLCP　　　　　　LCTR
CLCP　　（×107　cells／kg／day）

1
2
3
4
く
】

9．6

31．8

12．4

12．8

23．4

　81
1，131

2，080

　100

295

23

352

762

21

133

　58
778

1，318

　79
162

2．5

2．2

1．7

3．8

1．2

　140

591

2，785

　131

210

Abbreviations　used：T1／2＝half　time　of　disappearance，　TBLCP＝total　blood　leukemic　cell　pool，　CLCP＝

circulating　leukemic　cell　poo1，　MLCP＝marginal　leukemic　cell　pool，　LCTR＝leukemic　cell　turnover　rate．
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Fig．3　Relationship　between　leukemic　cell　counts　in

　　　peripheral　blood（LC）and　total　blood　leukemic

　　　cell　poo1（TBLCP）．

髄への集積がみられた．代表的な1例（症例5）

のガンマカメラ像をFig．4に示す．次に全例の各

臓器ごとのtime　activity　curveをFig．5に示す．2

例（症例3，4）で投与直後のdynamic　curveを描

いたが，これによると肺への集積は数分後にはピ

ー クに達し，15分後には心とほぼ同程度まで減少

した．脾への集積は，30分～1時間後までは急速

に増大し，それ以後24時間まではプラトーを維持

するか（症例3，4，5）または，わずかに増大した

（症例1，2）．1例で92時間後の集積は20時間後

と同程度に保たれていた．これに対し，肝への集

積は約10分後にはピークに達し，その後1時間

にかけて一時的にゆるやかな減少を示した後，再

び24時間にかけてゆるやかな増大を示した．一

方骨髄への集積は2例（症例1，5）で明瞭に観察

された．1例（症例5）で22時間後に胸骨骨髄穿

刺を行ったが，有核細胞数21．2×104個／μ1，白血

病細胞88％であり，白血病細胞106個当たりの

放射能は44cpmであった．これは同時刻の末梢

血白血病細胞106個当たりの放射能131cpmの

CASE　5

30mln 24hr

Fig．4　　0rgan　distribution　of　1111n－oxine　labeled　leu－

　　　kemic　cells　in　case　No．5．

1／3に相当した．

IV．考　　察

　1．基礎的検討

　1111n－oxineの細胞標識機序は細胞膜を通して

の受動的拡散が想定されており，標識率に差はあ

るが7）全ての血液細胞を標識するため，目的とす

る血液細胞の分離が重要である．Ficoll－IsoPaque
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比重遠沈法によれば白血病細胞は単核球として分

離されるため，純粋に白血病細胞のみを分離する

ことは困難であるが，末梢血液中に白血病細胞の

占める割合の高い症例では，90％の純度で白血病

細胞を分離できた．標識条件に関しては，インキ

ュベーション時間，インキュベーション温度，細

胞数，洗浄回数については，いずれも松田ら7）に

よって検討されたリンパ球の標識条件とほぼ同様

であり，それぞれ20分，22°C，5m1生食浮遊液

で1×108個以上，洗浄回数2回が最適であった．

Fig．5　Time　activity　curves　of　1111n・oxine　labeled

　　　leukemic　cells　for　5　cases　with　acute
　　　myeloblastic　leukemia．

　ところで1111n－oxine標識白血病細胞がトレー

サーとして最適であるためには8），標識過程で加

わる物理化学的障害および1111nの放射能による

障害が最小限で，白血病細胞のviabilityが十分に

保たれており，しかも検査期間を通じて白血病細

胞からの1111nの溶出が最小限であることが必要

である．1111nはトランスフェリンとの親和性が

非常に強く9），1111n－oxineで細胞を標識するには

細胞を血漿から完全に分離させなければならない

が，これによって血漿蛋白の細胞膜保護作用10）が
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失われ，viability低下の原因となる．したがって

細胞を血漿から分離している時間をできるだけ短

くし，しかもその間は代謝を遅らせる目的で低温

で操作した方が良い．そのような理由から遠沈は

4°Cで行い，室温（22°C）で20分間標識した後は，

細胞膜保護作用と標識の不安定な1111nを取り除

く目的を兼ねて，血漿加生理食塩水で洗浄するの

が良いといえる．次に1111n－oxine溶液中に含ま

れるエタノールとオキシンによる細胞障害である

が，好中球よりも障害を受けやすいリンパ球の場

合，1×106個当たりエタノール濃度は0．2％以下，

オキシン量は0．2μ9以下であればリンパ球の機能

が障害されないことが報告されている11）．われわ

れは臨床応用の際には白血病細胞を生理食塩水5

ml中に浮遊させて標識を行っているため，エタ

ノール濃度は最も高濃度の場合（症例1）でも細

胞82×106個に対して0．3％，オキシンは15μ9

（0．18μg／106個）であるから，十分に低い濃度と考

えられ，細胞障害を無視できると思われる．さら

に1111nの放射能による障害であるが，放射線抵

抗性の好中球12）に対比して，放射線感受性の強い

リンパ球の場合，Andersonら13）によれば細胞1個

当たり1，000rads以上は細胞を障害する．　Segal

ら11）によれば，リンパ球1×106を10μCiの1111n

で標識した場合の細胞1個当たりの被曝線量は

1，000rads／dayである．したがって，われわれが白

血病細胞標識に用いた1111nの放射能0．15～4．40

μCi／106個は，十分に低い放射能といえる．ちな

みにLavenderら14）の記載に準じて人体の被曝線

量を計算すると，最も多い360μCiの放射能を投

与された症例1の場合で，全身0．18rads，肝1．08

rads，脾1．80　radsである．1111n－oxine標識白血病

細胞のtrypanblue排除試験によるviabilityはin

vitroで6時間後までは95．3士2．6％と良好であっ

た．12時間後には，それは87．0土5．7％に低下し

たが，Sega1ら11）によればiiiln－oxine標識リンパ

球をin　vitroで培養したところ，27時間後でも

viabilityの低下がみられておらず，われわれも現

在，細胞培養法を応用してviabilityの推移を検討

中である．

　1111nの溶出について，　Weiblenら15）によれば，

1111n－oxine標識頼粒球を37°Cでcitrate　phosphate

dextrose（CPD）plasma中にインキュベートした

ところ，3時間後の1111nの溶出は2％以下であ

った．またThakurら16）によれば，1111n一白血球

からのin　vivoでの1111nの溶出は，22時間後ま

での検討で10％以下であった．さらに，Yamauchi

ら17）によれば，慢性骨髄性白血病chronic　myelo・

cytic　leukemia（CML）の急性転化例で1111n－oxine

による白血病細胞回転を行っているが，48時間

後のin　vivoでの1111nの溶出は8％以下であっ

た．われわれもin　vitroで白血病細胞からの1111n

の溶出を検討した結果，3時間で7．6％，12時間で

10．0％であったが，in　vitroでの白血病細胞のvia－

bilityの低下を考慮すると溶出は軽度であり，標識

は十分に安定したものといえる．

　2．白血病細胞回転の観察への応用

　AMLの白血病細胞の血中消失曲線は，全例で

指数関数的に1相性の減少を示した・これは3H－

UdRを用いたKillmannらの報告2）と一致してお

り，正常好中球の場合15・18）と同様であった．

　次にAMLの白血病細胞の血中消失時間（T　1／2）

は，23時間2），25時間3），28時間4）（いずれも1

症例）との報告がある．これらは3H－TdR法また

は3H－UdR法を用いたものであるが，今回われわ

れが，1111n－oxine法を用いて求めたAMLの白血

病細胞の血中消失時間（T1／2）は，末梢血白血病細

胞の数，プールサイズにより異なるが，9．6～31．8

時間であり，3H－TdR法および5H－UdR法によ

るT1／2はわれわれのT1／2の範囲内にあった．

1111n－oxine法による正常好中球の血中消失時間（T

1／2）は5．0士1．6時間15），われわれの検討18）でも7．0

時間であるから，AMLの白血病細胞の血中消失

時間（T1／2）は正常好中球より延長していること

になる．一方Athensら19）およびUchida20）によれ

ば，diisopropyl　fiuorophosphate－32P（DF32P）法に

よるCMLの穎粒球の血中消失時間（T　1／2）は，そ

れぞれ58．2土20．8時間（n＝17）および106．8±70・1

時間（n＝9）であるから，これよりは短縮している．

　プールサイズおよび交替率であるが，全血白血
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病細胞プール（TBLCP）は末梢血液中の白血病細

胞数（LC）と良い正の相関がみられた．これは

CMLにおける穎粒球の場合19）と同様であった．

辺縁抑留プールと循環プールの比MLCP／CLCP

は1．2～3．8であったが，正常人の頼粒球の場合の

1．16）に比して大であった．交替率（LCTR）は病

態の増悪・寛解に一致して増減するが，T肌CP

と有意の相関はなく，CMLの穎粒球の場合でよく

相関がみられるのとは異なっていた．

　最後に臓器分布について考察を加える．まず肺

であるが，数分でピークに達し，15分後には心

とほぼ同程度まで減少した．すなわち肺の通過は

すみやかであり，このことは1111n－oxine標識白

血病細胞の障害がほとんどないことを裏付けてい

る9・21）．肺を通過した標識白血病細胞は，脾腫の

有無にかかわらず，全例で主に脾，次いで肝に集

積し，一部の症例では骨髄にも集積した．脾と肝

の放射能の経時的な変化をみると，脾では30分

～1時間にかけて急速に増大し，その後はプラト

ー ないしゆるやかな増大を示した．1例では92時

間後も同じレベルであり，CMLの急性転化でみ

られる24時間以降のゆるやかな減少1？）はみられ

なかった．かくして末梢血液中の白血病細胞は短

時間のうちに脾に抑留され，時間の経過とともに

浸潤してゆく様相が推察された．一方，肝において

は，約10分後のピークから1時間にかけて一時

的な減少を示した後，再びゆるやかな増大がみら

れた・この肝における一時的な減少はCMLの急

性転化でも観察されており17），AMLにおいても

肝と血流との間で白血病細胞の一一一一部に再循環が存

在することを示唆した．次にAMLにおける末梢

血白血病細胞の骨髄への逆流入については，Vin－

cent1）は逆流入があるとしている．一方，　Clark－

sonら3）は白血病細胞をin　vitroで3H－UdRで標

識し末梢血液中に投与した結果，骨髄へ逆流入が

なかったと報告している．われわれはガンマカメ

ラを用いて2例で1111n－oxine標識白血病細胞の

骨髄への集積を観察しており，しかも1例で実際

に骨髄から採取された白血病細胞の放射能が高値

であった・すなわちAMLでは白血病細胞の一部
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が末梢血液から骨髄へ逆流入し得ることを示唆し

た．このようにして，AMLにおける白血病細胞

の一部では，正常好中球の場合の骨髄→末梢血液

→組織という一方向性の流れが崩れ，複雑な動態

が存在することが推察された．

V．結　　語

　1111n－oxineによる白血病細胞標識の基礎的検討

を行い，あわせて急性骨髄性白血病5例に対して

白血病細胞回転の観察を行った．1111n－oxineによ

る白血病細胞の標識は安定で高い標識率が得られ，

しかもviabilityの障害も軽微であり，白血病細胞

の動態観察に有用な手段であった．今後この方面

の研究が大いに期待される．

　本論文の要旨は第23回日本核医学会総会（大阪，1983

年9月24日）において発表した．

　なお，本研究は昭和58年度文部省科学研究費の補助

をうけた．
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　　　　　　ApPlications　to　Cell　Kinetics　in　PatientS　with　Acute　LeUkemia

Yuhkoh　TAKAGI，　Shin　MATsuDA，　Tatsumi　UcHiDA　and　Shigeo　KARiyoNE

刀he　Firぷt　Department　of　lnternalルfedicine，　Fukuぷhimaルfedical　College，　Fuk〃∫乃f〃la

　　Fundamental　studies　of　leukemic　cell　labeling

with　iiiln－oxine　and　their　applications　to　leukemic

cell　kinetics　in　five　patients　with　acute　myeloblastic

leukemia（AML）were　examined．

　Labeling　eMciency　of　leukemic　cells　was　80．3土

3．6％for　more　than　1×108　cells　at　room　tempe－

rature　for　20　minutes　of　incubation　followed　by　two

times　washes．　Cell　v三ability　determined　by　means　of

trypanblue　exclusion　test　was　95．3土2．6％．　In　vitro

elution　rate　of　1111n　from　the　labeled　cells　during

12hours　was　10．0土1．2％．

　　The　disappearance　curves　of　labeled　leukemic

㏄11s　in　AMLs　fbllowed　a　single　exponential

fashion，　and　the　half　time　of　disappearance（T　1／2）

ranged　from　9．6　to　31．8　hours．　Total　blood

leukemic　cell　pool（TBLCP）calculated　with　the

dilution　principles　of　radioisotopes　correlated

significantly　with　the　leukemic　cell　counts（LC）

in　the　peripheral　blood（Y＝0．32十1．94X，　r＝0．99）．

　　In　the　studies　of　organ　distribution　which　were

observed　and　analized　with　gamma　camera　and

computer，1abeled　leukemic　cells　passed　through

Iungs　within　15minutes．　Radioactivity　in　the　spleen

increased　rapidly　fbr　30－60　minutes，　then　reached

aplateau．　Hepatic　radioactivity　showed　a　tempo・

rary　decrease　during　10－60　minutes　following　the

moderate　accumulation　in　initial　10　minutes．　In

two　cases，　bone　marrow　was　visualized　24　hours

after　the　injection．　Radioactivity　of　the　leukemic

cells　isolated　from　the　bone　marrow　at　22　hours

after　the　injection　in　one　case　was　one　third　of　the

radioactivity　in　leukemic　cells　obtained　from　the

peripheral　blood　at　the　same　time．

　Key　words：　　1111n－oxine，　Acute

Leukemic　cell　kinetics．

leukemia，
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