
795

《短　報》

担ヒト前立腺腺腫ヌードマウスにおける1251標識抗ガンマ

　　　セミノプロテインモノクローナル抗体の体内動態

藤　　野 淡　　人＊

　要旨　著者が作成したγ一seminoprotein（γ一Sm）に対するモノクローナル抗体（lgGl，　K）およびその

F（ab’）2フラグメントを1251標識して，担ヒト前立腺腺腫ヌードマウスにおける体内動態を観察した．1251－

intact　lgGおよび1251－F（ab’）2投与後96時間の全身オートラジオグラムでは，いずれによっても腫瘍部に

良好な集積を認めた．組織内放射能濃度測定でも腫瘍部は比較的高値を示した．抗γ一Sm　MoAbによる前

立腺腫瘍イムノシンチグラフィへの足掛かりとしたい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学30：795－798，1993）

1．はじめに

　1966年，原ら1）は精漿の免疫電気泳動において，

γ一globulin域に特異成分を見いだし，γ一semino－

protein（以下γ一Smと略）と命名した．γ一Smは約

10％の糖を含む分子量約29，000の糖蛋白で，ヒ

ト前立腺に特異的に見いだされ，その臓器特異性

および種属特異性が知られている2）．免疫組織化

学的には，正常前立腺，前立腺過形成，そして前

立腺癌組織いずれにおいても，その腺上皮細胞お

よび腺腔内にγ一Smの局在が認められる．しかし，

特に転移を伴った進行前立腺癌患者の血清中γ一

Smが高値を示すことより，前立腺性酸フォスフ

ァターゼや前立腺特異抗原と同様，血清前立腺癌

マーカーとしても広く知られている3）．

　著者はγ一Smに対するモノクローナル抗体（以

下MoAbと略）を作製し4），前立腺腫瘍組織を中

心に免疫組織化学的検討を行ってきた5”’7）．今回，

抗r－Sm　MoAbを1251で標識し，担ヒト前立腺腫
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瘍ヌードマウスにおける体内動態を検討したので

報告する．

II・材料と方法

　1・抗γ一Sm抗体

　ハイブリドーマ（43－21－1－1）4）を，Balb／cマウス

腹水化の後，精製抗r－Sm　MoAb（lgG1，　K）を得た．

また，本MoAbをペプシン処理しF（ab’）2フラ

グメント（以下，F（ab’）2と略）を作製した．ペプ

シン消化の後，Sephadex　G－200カラムにより分

離，得られた分画をSDS－PAGEにより確認した

が，収率は約13％であった．

　2．ヨード標識

　抗γ一Sm　intact　lgGおよびF（ab’）2をlodogen

法により1251で標識，Sephadex　G－25カラムによ

る分離の後，前者で比放射能39．2KBq／μ9，後者

で35．5KBq／μgの標識化合物を得た．なお，放射

能化学的収率は1251－intact　lgGで87．4％，1251－

F（ab’）2で50．6％であった．これらの標識化合物

は滅菌フィルター（0．2μm，Millipore）を通じて除

菌の後，全身マクロオートラジオグラフィ（以下，

ARGと略）用には45μg，組織内放射能濃度測定

には15μgをそれぞれ尾静脈より投与した．

　3．担ヒト前立腺腺腫ヌードマウス

　開放手術によつて得られた前立腺過形成組織を
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雄ヌードマウス（Balb／c，　nu／nu，　slc）の皮下に移植，

移植後3週目に生着を確認した．

　4・全身マクロオートラジオグラフィ

　本ヌードマウス2匹に1251－intact　lgGまたは

1251－F（ab’）2を投与し，96時間後に凍結，40μm

の薄切切片を作製した（Leitz製，1400）切片は凍

結乾燥の後，X線フイルム（X－OMAT，　AR）に接

着，オートラジオグラムを得た．

　5・組織内放射能濃度測定

　本ヌードマウス3匹について，1251－intact　lgG

または1251－F（ab’）2を投与し，48あるいは96時間

後の組織内放射能濃度の測定を行った．体重を測

定した後，エーテル麻酔下に頸部静脈より採血，

各臓器を摘出，秤量の後，オートウェルガンマカ

ウンタ（Aloka，　ARC－251）により放射能を計測し

た．組織内放射能濃度としてF値【F一試料中放

射能濃度（dpm／9）÷単位体重あたり投与量（dpm／

9）×100％】を算出し用いた．

III．結　　果

　Figure　1に1251－F（ab’）2投与後96時間のARG

を示す．前胸部から腹部にかけて3個の小さなヒ

ト前立腺腺腫Xenograftを認める（矢印）．小さい

ながらも本剤の腫瘍部への集積は良好であり，腎

皮質および肝，そして，肺よりも高い放射能が観

察された．また，1251－intact　IgGによるARGで

もほぼ同様な傾向が観察された．

　1251－F（ab’）2投与後48および96時間のF値およ

び組織対血液比をTable　1にそれぞれ示す．腫瘍

部のF値は，48時間で腎，肺，肝の他臓器よりも

高値を示し，96時間では排泄に伴い全身の放射能

が低下しているものの，肝や肺に比べ低値ではあ

るが腫瘍部での残留が認められる．Table・2に

1251－intact　IgGの投与後48時間の体内分布を示す．

腫瘍部でのF値は肝，腎の約3倍，肺の1．4倍を

示したが，組織対血液比で1251－F（ab’）2のそれと

比較すると，後者が約2倍を示した．

、1
ξ語ぼ

IV．考　　察

本研究で用いた抗？・－Sm　MQAbによる前立腺過

　　　　　　　　　14イ

　Human　Prostate　Adenoma
Fig．1　A　whole・body　autoradiogram　in　the　sagittal

　　　section　shows　the　distribution　of　1251－F（ab’）2

　　　againstγ・Sm　4　days　after　intravenous　adminis－

　　　tration．Arrowheads；human　prostaticadenoma

　　　xenografts．

Table　1 Tissue　distribution　of　1251－F（ab’）2　toγ一Sm　in

nude　mice　bearing　human　prostate　adenoma

F－value亭 Tissue／ Blood
Tissue

48h 96h 48h 96h
Blood 23．12 0．70 1．00 1．00

Serum 43．43 1．31 1．88 1．87

Liver 8．67 1．36 0．38 1．94

Kidney 15．24 0．47 0．66 0．67

Spleen 8．22 0．14 0．36 0．20

Lung 11．51 1．01 0．50 1．44

Muscle 2．30 0．11 0．10 0．16

Tumor 17．99 0．54 0．78 0．77

　　　　radioactivlt　er　ram　of　tissue
　　　　　　　　　　　　　　　　　x100（％）F－value’＝
　　　　ln」ected　dose　per　gram　of　anlmal

Table　2 Tissue　distribution　of　1251－MoAb　to　r－Sm　in

nude　mouse　bearing　human　prostate　adenoma

48 h
Tissue

F－value’ Tissue／Blood

Blood 626．38 1．00

Serum 1018．64 1．63

Liver 83．63 0．30

Kidney 75．81 0．12

Spleen 54．62 0．09

Lung 190．17 0．30

Muscle 30．84 0．05

Tumor 254．01 0．41

　　　　radioactivit　er　ram　of　tlssue
F－value’＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　x100（％）　　　　injected　dose　per　gram　of　anlmal

形成組織における免疫組織化学的検討では，腺上

皮細胞質内および腺腔内分泌物でのみ陽性反応が

認められている6）．しかし，既報のように8），前

立腺過形成組織のヌードマウス皮下への移植後，

ほぼ100％で生着を認めたが，腫瘍の明らかな増

生はいずれでも観察されず，継代は不可能であっ
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た．本研究で対象とし得た担腫瘍ヌードマウスは

5匹であり，本報が厳密な動態解析を示せるもの

とは考えていない．しかし，1251標識抗体の投与

後，ARGの上でも組織内放射能濃度測定の上で

も，腫瘍部への集積は肝，腎，肺など他臓器に比

べ良好であったことより，本抗体の用途に関する

可能性が一つ広がったものと考えたい．

　なお，腫瘍と他臓器の比較に関して，1251－

F（ab’）2投与後96時間のARGと，同時期の放射

能濃度測定との両評価間に解離を認めた．その原

因として，1）両ヌードマウスにおける腫瘍組織生

着状態の不均一に伴う個体差，2）各腫瘍組織，単

位重量当たりに含まれる腺組織と結合組織の比率

の相違，3）臓器摘出に際して，腫瘍が小さすぎ周

囲組織との分離が十分でなかった，などがあげら

れる．また，腫瘍の組織対血液比が低値を示した

原因としては，上にあげた点に加えて，腫瘍に含

有されるγ一Smの絶対量が少ないことによる可能

性が最も高いが，血中遊離γ一Smの存在も考慮す

る必要がある．さらに，1251－F（ab’）2投与後，48

時間と96時間の各臓器F値を比較すると腫瘍部で

のクリアランスの方が速く，脱ヨード化を生じた

可能性もあり，標識抗体の安定性，抗体の反応性

なども含めて今後検討すべき課題と考えている．

加えて，本研究で用いた動物モデルはきわめて

availabilityに制限があり，　r－Sm産生腫瘍動物モ

デルに関しても今後検討を重ねるべき課題と考え

る．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary

Biodistribution　of　i251　Labeled　Monoclonal　Antibody　against　Gamma

　　　　　Seminoprotein　in　the　Nude　Mice　Bearing　Human　Benign

　　　　　　　　　　　　　　　　Prostatic　Hyperplasia　Xenografts

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Awato　FUJINO

Depar伽e〃’of　Urolog夕，κ〃asa’o　t1〃’りerぷ〃y　Schoo1　of　Med’c∫〃e

　　The　biodistribution　of　12511abeled　monoclonal

antibody　against　gamma　seminoprotein（γ一Sm）in

the　nude　mice　bearing　human　benign　prostatic

hyperplasia　xenograft　was　evaluated　by　whole

body　autoradiography　and　by　counting　of　radio－

activity　in　organs．　The　monoclonal　antibody

（murine　Ig　G1，　K）toγ一Sm　which　was　established

in　this　institute　and　its　F（ab’）2　fragment　were

radioiodinated　using　Iodogen　method．　The　auto－

radiograms　demonstrated　specific　uptake　of　1251－

intact　Ig　G　as　well　as　1251－F（ab’）2　within　the　pro一

static　adenoma　xenografts　4　days　after　intravenous

administrations．　Radioactivity　in　the　xenograft

was　relatively　higher　than　those　in　the　liver，　kidney

or　lung．　These　results　suggest　that　radio－labeled

monoclonal　antibody　againstγ一Sm　might　be

applicable　fbr　radioimmunodetection　of　prostatic

tumors　which　produceγ一Sm．

　Key　words：　Gamma　seminoprotein．　Radio－

iodinated　monoclonal　antibody，　Human　benign

prostatic　hyperplasia　xenograft．
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