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In－111標識抗大腸癌モノクローナル抗体（19－9，17－1A）

F（ab’）・フラグメントを用いたradioimmunodetection

　　　　　　　　に関する基礎的検討（第一報）
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　要旨　抗大腸癌モノクローナル抗体である19－9，17－1AのF（ab’）2フラグメントをIn－111で標識し，

radioimmunodetectionにおける有用性を，担癌ヌードマウスによるイメージングおよび手術により得られ

たヒト癌組織とのインビトロ・アッセイにより検討した．ヒト胃癌を担癌したヌードマウスでのイメージン

グではIn－11119－9　F（ab’）2投与後8時間で腫瘍部は明瞭に描画され，72時間後での腫瘍への集積率は，

10．8％dose／9，腫瘍対血液比は58．6であり，　Ga－67投与の場合のそれぞれ3．1％dose／9，および8．6と比較

して，優れた値を示した．ヒト癌組織とのインビトロ・アッセイでは，In－11119－9　F（ab’）2では，大腸癌の

36％（4／11例），胃癌の50％（3／6例）で陽性であり，In－11117－1AF（ab’）2では，大腸癌の73％（8！11例），胃

癌の33％（2／6例）で陽性であった．以上より，In－111標識19－9　F（ab’）2，17－1AF（ab’）2は，　radioimmuno－

detectionに有用であると思われた．

1．はじめに

　癌に特異的なモノクローナル抗体を用いて核医

学的に癌の局在診断を行おうという試み（radio－

immunodet㏄tion）は，癌の質的診断が可能であ

るのみならず，治療（radioimmunotherapy）に結

びつくこともあって1），多くの期待を集めている．

　Koprowski2）により開発されたモノクローナル

抗体19－9，17－1Aは，ともに大腸癌細胞を抗原と

して作製されたものである．19－9に関しては，

その認識する抗原CA　19－9が癌患者の血清中に

存在し，大腸癌のほか，膵癌，胆道癌，胃癌など

で高い陽性率を示す3・4）ことから，すでに癌の血
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清診断に広く臨床応用されている．一方，17－1A

に関しては，大腸癌を担癌したマウスに抗体を単

独で投与することにより，癌の発育が抑制された

という報告5）があり，ともに消化器癌のradio－

immunodetectionおよびradioimmunotherapyに

有用であることが期待されている．

　今回著者らは，19－9および17－1AのF（ab’）2

フラグメントをIn－111で標識し，　radioimmuno－

detectionにおける有用性についての基礎的検討

を行った．

　ヒトの癌組織は，同種の癌においても，さまざ

まな抗原性を持つことが知られている6）．モノク

ローナル抗体を癌の診断および治療に応用する場

合，このような癌の持つ抗原の多様性に，どの程

度対応できるかが問題となる．この点について検

討を加えるため，手術により得られ，凍結保存さ

れたヒト癌組織切片を用いて，インビトロでのア

ッセイを行った．さらに，担癌ヌードマウスにお

けるイメージングで，既存の腫瘍診断薬である
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Ga－67クエン酸ガリウム（以下Ga－67と略す）と

の比較を行い，臨床応用における有用性を評価し

た．

II．材料と方法

　1．モノクローナル抗体

　使用したモノクローナル抗体は，Centocor社

製の抗大腸癌モノクローナル抗体19－9および

17－1AのF（ab’）2フラグメントである．抗体フラ

グメントは，DTPAとカップリングされた状態

で日本メジフィジックス社より供給され，In・111

塩化インジウム注射液（日本メジフィジックス社

製）と室温で30分反応させると標識が完了する．

コントロール抗体として，マウスIgG　F（ab’）2

（Cappe1社製）を同様に，　In－111で標識して用い

た．標識後の放射化学的純度はセルロースアセテ

ー ト膜電気泳動法または薄層クロマトグラフィに

より検討し，19－9F（ab’）2は98．3土0．5％（n＝6），

17－1AF（ab’）2は98．1土0．8％（n＝4），コントロー

ルIgG　F（ab’）2は93．7土1．3％（n＝4）であった．

比放射能は，19－9F（ab’）2，17－1AF（ab’）2では，

1．0－2．O　mCi／mg，コントロールlgG　F（ab’）2では，

1．8－4．9mCi／mgであった．

　2．担癌マウスによるイメージング

　金沢大学がん研究所付属病院で樹立されたCA

19－9産生胃癌株，NHSを担癌したヌードマウス

（BALB／c　NuNu）に，　In－11119－9　F（ab’）2160μCi／

80μg／200　1ilを尾静脈より投与し，投与後72時間

まで経時的にピンホールコリメータを装着したガ

ンマカメラ（アロカ社製，Σ410Sシンチカメラ）

にてシンチグラム像を得た（n＝6）．対照として

Ga－67注射後150μCi／200！£1を同様に尾静脈より

投与し，投与後72時間でのシンチグラム像を得た

（n＝6）．投与後72時間での撮像修了後，マウスを

解剖し，各臓器を摘出し，In－11119－9　F（ab’）2お

よびGa－67の体内RI分布を調べた．

　3．凍結保存ヒト癌組織を用いたインビトロ・

　　アッセイ

　1）新鮮癌組織と凍結保存癌組織との比較

　イメージングで用いた，CA　19－9産生胃癌であ

るNHSを用い，新鮮組織と，凍結保存組織とで，

In－11119－9　F（ab’）2の結合率の違いを検討した．

担癌ヌードマウスを屠殺後直ちに摘出した新鮮腫

瘍組織と，これをEagleの必須培地（MEM）中に

浸し，－80°C以下で10日間および3か月間凍結

保存した組織を解凍したものを用いた．腫瘍組織

は，1．5－2mm角に細切し，96穴マイクロプレー

トに1穴あたり5－6個入れ，1％ウシ血清アルブ

ミン（BSA）加リン酸緩衝生理食塩水（PBS）で希

釈したln－111標識抗体を100　ng／100　lil加え，

4°Cで17－18時間（一晩）インキュベートを行っ

た（n－5）．その後，腫瘍組織を取り出し，1％

BSA加PBSを入れたシャーレに浸し，直ちに濾

紙上に取り出し，組織表面の水分を拭い，重量を

測定した．次いで，シンチレーションカウンタで

放射能を測定し，組織1mgあたりの，総添加量

に対する結合率を算出した．

　2）ヒト癌組織を用いたインビトロ・アッセィ

　手術により切除されたヒト癌組織を，上記の方

法により凍結保存し，アッセイに用いた．対象は

大腸癌11例，胃癌6例で，対照として食道静脈瘤

破裂により死亡した肝硬変患者より剖検時に得た

正常組織も同様にアッセイに用いた．アッセイは

すべてtriplicateで行った．

III．結　　果

　1．担癌マウスによるイメージング

　In－11119－9　F（ab’）2投与後8時間でのシンチグ

ラム像をFig．1に示す．この時点ですでに腫瘍

部への明瞭なRI集積が認められたが，同時に肝，

腎への高い集積も認められた．投与後72時間での

Ga－67との比較をFig．2に示す．腫瘍部におい

ては，In－11119－9・F（ab’）2の集積は，　Ga－67に比

べて良好であった．また，In－11119－9　F（ab’）2と

Ga－67の双方で，頸部から顔面にかけての転移巣

への集積も認められた．In－11119－9　F（ab’）2およ

びGa－67投与後72時間での各RIの生体内分布

をFig．3に示す．　In－11119－9　F（ab’）2　80　p9投与

後72時間において，腫瘍1gあたりの，投与量

に対する集積率（％dose／g）は10．8士3．7であり，
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Fig．1

ln－111標識抗大腸セ9；モノ7n－＋rレ抗体（19－9，17－1A）F（ab’）2に関する基礎的検討（第一一’報）

8hours

、

Posterior　image　of　athymic　mouse　bearing

NHS　human　gastric　cancer　ill　right　flank　8　hr

after　i．v．　administration　of　80／ig　of　In－111

19－9　F（ab’）L）．　Tumor　is　clearly　visualized

（arrowhead）．　Activities　of　liver　and　kidneys

are　also　seen．

92｜

Ga－67の3．1二〇．7に比べ高い集積を示した．そ

のほか，肝，腎，脾に高い集積を認めた．肝，脾

への集積は，Ga－67とほぼ同程度であ一・たが，腎

に関しては，Ga－67の5．7□．1に対し，27．4r　3．0

と非常な高値を認めた．

　　2．凍結保存ヒト癌組織を用いたインビトロ・

　　　アツセイ

　　D　．新鮮癌組織と凍結保存癌組織との比較

　　結果をFig．4に示す．10日間および3か月間

凍結保存した組織と，新鮮組織との川で19－9

F（ab’）2の結合率に有意差は認められなかつた．

コン　トロールlgG　F（ab’）2の結合率は，凍結保｛f；

組織の方が，新鮮組織に比較して，軽度であるが．

有意の増加を認めた（P・’　O．01）．しかし，各群て，

19－9F（ab’）L）の結合率からコントロールlgG

F（abノ）2の非特異的結合を差し引いた値には，有

意び⊆は；忍められオよかi・た．

　　2）　ヒト癌組織を用いたインビトロ・アッセイ

　　1）の結果に基！1いて，各・組織へのln－lll19－9

F（ab’）2才5よこド17－1A　F（abノ）2の糸吉合尋：かc・ln一

72hours
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Fig．2

　　　　　　In－11119－9　F（ab’）2　　　　　　　　　　　　Ga－67

Posterior　images　of　athymic　mice　bearing　NHS　human　gastric　cancer　72　hr　after

i．v．　administration　of　In－11119－9　F（ab’）2（1eft）and　Ga－67（right）．　Tumor　is

clearly　visualized　on　both　images（arrowheads）．　Tumor　localization　of　In－111is

superior　to　that　of　Ga－67．　Metastatic　foci　in　neck　and　face　are　also　visualized

（arrOWS）．
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Fig．3　＆）mparison　of　biodistribution　of　80μg　of　In・

　　　　11119－9F（ab’）2（n－6）and　Ga－67（n＝6）in

　　　　athymic　mice　bearing　NHS　human　gastric
　　　　cancer　at　72　hr　after　i．v．　administration．
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Fig．5　Bindings　of　In－11119－9　F（ab’）2（A）and　ln－

　　　　11117－1A　F（ab’）2（B）to　cancer　and　normal

　　　　tissues．　The　values　are　expressed　as　specific

　　　　binding　after　subtraction　of　nonspecific　bind－

　　　　ing　of　ln－111contro11gG　F（ab’）2．

Table　l　Results　of　in　vitro　tissue　binding　assay

A．　Colorectal　cancer

17－1AF（ab’）2

19－9F（ab”）2

Positive

0．5
Positive

Negative 2
2

Negative

　　6

　　1

B．　Gastric　cancer

17－1A　F（abt）2

19－9F（ab’）2

Positive

　　　　　　　｛鶴e躍：…d認：・ved
　　　　　　　　　　　for　10dayS　for　3　mo．

Fig．4　Comparison　of　binding　of　In－1111abeled
　　　　antibody　fragments　to　fresh　and　cryopreserved

　　　　NHS　human　gastric　cancer　tissue．（n＝5）

111コントロールIgG　F（ab’）2の結合率を差し引

いた値をプロットしたものがFig．5である．19－

9F（ab’）2，17－1AF（ab’）2とも，正常胃粘膜，正

常大腸粘膜に比較して，癌の場合多くの例で高値

を示した．コントロール抗体フラグメントの各組

織への結合率の標準偏差の2倍（2SD）－0．46％

Positive

Negative

－
〔
∠

Negative

　　1

　　2

dose／m9をカットオフ値とすると，19－9　F（ab’）2

での陽性率は，大腸癌で36％（4／11例），胃癌で

50％（3／6例）であった．17－1AF（ab’）2では，大

腸癌で73％（8／11例），胃癌で33％（2／6例）で陽

性であった．Table　1に各抗体における陽性例，

陰性例の内訳を示す．19－9，17－1Aのうちいずれ

か一方が陽性である割合は，大腸癌で91％（10／11

例），胃癌で61％（4／6例）であった．
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IV．考　　察

　近年におけるCT，　USの発展は，めざましいも

のがあり，解像力の上では数mmの病巣を検出

できるようになっている．しかし，原発巣不明の

癌や，転移巣などの全身検索，および質的診断に

は，RI検査の方が有利であり，期待されるとこ

ろが大きい．しかし，現在のところすべての腫瘍

について，適当なRI腫瘍診断薬があるわけでは

ない．しばしばGa－67が，悪性腫瘍全般に対する

診断薬のような用いられ方をされることがある

が，Ga－67は，すべての悪性腫瘍に良好な集積を

示すとはかぎらないため，陽性所見が得られない

症例もある．また，炎症にも集積を示すため，判

定困難なこともあり，これらの欠点を補うため，

新しいRI腫瘍診断薬の開発が望まれる．癌に対

するモノクローナル抗体を用いるradioimmuno－

detectionの場合，抗原の発現している癌に特異

的に集積することが期待されるため，これらの欠

点は克服できると考えられる．今回の19－9

F（ab’）2を用いた担癌ヌードマウスでの，インビ

ボにおける腫瘍集積性の検討では，72時間後での

腫瘍への集積は，組織19あたりの集積率（％

dose／9）で，10．8（Ga－67の3．4倍）と良好な集積

を示し，腫瘍対血液比は58．6（Ga－67の6．9倍）と

優れた値を示した．しかし，同時に肝，脾，腎へ

の高い集積も認められた．これらの腹部正常臓器

への高い集積は，腹部の腫瘍を評価する上で，診

断の妨げとなる．診断成績を向上させるためには，

これらの臓器への生理的集積を減少させることは

非常に重要であり，そのための検討も試みられて

いる7）．しかし，人体に応用する場合，ヒトはマ

ウスに比べ肝，腎の腹部に対して占める割合が小

さい上，側面像やSPECTなども併せて評価すれ

ば，肝内の小さな転移巣の評価は困難にしても，

原発巣およびリンパ節転移巣の評価は，現在のま

まの状態で用いても検出可能であろうと推定でき

る．中嶋らのファントム実験8）では，胴体深部に

直径2cmの病巣がある場合，病巣と病巣周囲の

バックグラウンドの放射能比が4以上であれば，

923

視覚的に検出できると報告されている．今回の担

癌マウスでの検討では，腫瘍対血液比が58．6，腫

瘍対筋肉比が6．9，腫瘍対腸管比が7．1であるので，

腹腔内の2cm以下の病巣でも検出できる可能性

があると推察される．現在リンパ節転移の評価は

CTに負うところが大きいが，　CTではリンパ節

の腫大が見られた場合，転移によるか，炎症によ

るかを鑑別することはしばしば困難であり，病期

判定が正確に行われない欠点がある．RI標識抗

体によるシンチグラフィを併用することにより，

より正確な病期判定が可能となることに期待が寄

せられるが，今回の検討結果はこの可能性を裏づ

けるものである．

　ヒト癌組織を用いたインビトロ・アッセイでは，

凍結保存により抗原性が損われないことが示され

たが，非特異的なコントロールIgG　F（ab’）2の結

合の増加がみられた．これは，凍結保存した組織

を解凍し細切する際に細胞成分が脆くなっている

ため，若干の細胞成分の脱落が起こり，相対的に

結合織成分が多くなり，非特異的吸着が起こり易

くなるためと推測される．

　インビボの場合では，腫瘍への集積は，血流に

も影響されるが，抗体の癌への特異的結合は，イ

ンビトロの結果がインビボに反映すると考えられ

る．今回のインビトロ実験の結果では，19－9，

17－1Aのうちいずれかに陽性を示す割合は，大腸

癌で91％（10／11例），胃癌で67％（4／6例）と高

く，これらの抗体の両方を用いれば，大腸癌，胃

癌の病巣を，高率に診断することが可能であると

思われる．

V．結　　語

　抗大腸癌モノクローナル抗体19－9，17－1Aの

F（abノ）2フラグメントをIn－111標識し，手術によ

り得られたヒト癌組織とのインビトロ・アッセイ

および担癌ヌードマウスにおけるイメージングに

より，radioimmunodetectionにおける有用性を

評価した．

　19－9F（ab〃）2を用いた担癌マウスによるイメー

ジングでは，Ga－67に比較して，優れた腫瘍集積
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を示した．

　ヒト癌組織を用いたインビトロ・アッセイでは，

19－9F（ab’）2では大腸癌の36％（4／11例），胃癌

の50％（3／6例）で陽性，17－IA　F（ab’）2では大腸

癌の73％（8／11例），胃癌の33％（2／6例）で陽性

であり，19－9F（ab’）2，17－1A　F（ab’）2のいずれか

一方が陽性であるものは，大腸癌で91％（10／11

例），胃癌で61％（4／6例）であった．

　以上より，In－111標識19－9　F（ab’）2，17－IA

F（ab’）2は，　radioimmunodetectionに有用と考え

られた．

　モノクローナノレ抗体を提供して下さった日本メジフィ

ジックス社に感謝いたします．

　なお，本研究の一部は，厚生省がん研究助成金（60－

30），61年度文部省一般研究C（課題番号61570504），お

よび61年度文部省特定研究費の助成によるものであり，

謝意を表します．
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Summa】ry

Study　of　Radioimm皿odetection　with　ln－111　Labeled　Monodonal

　　　　　　Anti－colorectal　Carcilloma　Antibody（19－9，17－1A）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F（ab’）2　Fragments

Suzuka　KAwABATA＊，　Kiyoshi　KoIzuMI＊，　Tamio　ABuRANo＊，　Naoto　WATANABE＊，

　　　Noriyuki　SHuKE＊，　Seigou　KINuYA＊，　Norihisa　ToNAMI＊，　Kinichi　HIsADA＊，

　　　　　　　Kouji　KoNlsHI＊＊，　Itsuo　MIYAzAKI＊＊and　Yutaka　TAKAHAsHI＊＊＊

　　　　　　　　　＊1）epa〃〃昭∫μ〔7f　Nuc／llar　A4edicine，＊＊Seco〃∂・Depart〃ient　of　Surgery，

　　　　　　　　　　　　　　　School　of」Vttedici〃θ，　Kanazawa　Universi’γ，　Kanazawa

＊持Dzpart〃lent　of　S〃rgery，　Ca〃cer・Reぷearch・lns’〃u’θHO5P〃a1，陥〃azawa　C励θr5砂，　Kanazawa

　　F（ab’）2　fragments　of　monoclonal　anti－colorectal

carcinoma　antibodies　19－9　and　17－1A，　which

react　with　tumor　associated　antigens　found　on

human　colorectal，　gastric　and　other　carcinomas，

were　labeled　with　In－111．

　　Scintiphotos　of　athymic　mice　xenografted　human

gastric　cancer　demonstrated　good　tumor　localiza－

tion　8　hours　after　injection　of　In－11119－9　F（ab’）2．

Biodistribution　of　this　fragment　at　72　hours　after

injection　showed　good　tumor　uptake　of　10．8％

ID／g　tissue　and　tumor／blood　ratio　of　58．6，　though

Ga－67　showed　3．1％ID／g　tissue　and　8．6　respec－

tively．

　　The　in　vitro　binding　afnnities　of　In－1111abeled

19－9F（ab’）2　and　17－1A　F（ab’）2　to　human　cancer

tissues　were　also　studied．　Surgically　removed

tumor　tissues　were　minced　and　incubated　with　the

labeled　fragments　in　a　microplate．　Specific　bind・

ings　of　those　F（ab’）2　fragments　were　obtained　by

subtraction　of　nonspecific　binding　of　In－1111abeled

control　mouse　IgG　F（ab’）2．　Specific　binding　of

In－11119－9　F（ab’）2　was　apparently　observed　in

36％（4／11cases）of　colorectal　cancer　tissues　and

in　50％（3／6　cases）of　gastric　cancer　tissues．　Specific

binding　of　In－11117－1AF（ab’）2　was　also　observed

in　73％　（8／11　cases）　of　colorectal　cancer　tissues

and　in　33％（2／6　cases）of　gastric　cancer　tissues．

　These　results　indicate　In－11119－9　F（ab〃）2　and

17－1A　F（ab’）2　may　be　useful　for　radioimmuno・

detection　of　human　colorectal　and　gastric　cancers．

　　Key　words：Monoclonal　antibody，　Radioim－

munodetection，19－9，17－1A．
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