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《原　著》

スペーサ含有および非含有二官能性キレート剤を用いた

　　　　　　lllIn標識モノクローナル抗体の比較研究

一
（II）担癌ヌードマウスにおける体内動態の検討一

孫 保　福＊

（主任　久田　欣一教授）

　要旨　succinimido－EGS・DTPA（diester　spacer含有），　maleimido・C10・Bz－EDTA（hydrocarbon　spacer

含有）で1111n標識したA7抗体の担癌ヌードマウスにおける体内動態を検討した．これらの結合抗体は，

対照のスペーサを含まないキレート結合抗体より低い正常臓器放射能を示し，特にC10－Bz－EDTA結合抗

体で顕著であった．肝放射能は，ClO－Bz－EDTA結合抗体では投与96時間後まで減少したのに対し，　EGS－

DTPA結合抗体では投与24時間後以降ほぼ一定の値を示した．シンチグラムでも，　C10－Bz－EDTA結合抗

体で最もよい腫瘍対正常臓器コントラストが得られた．スペーサを含むキレート結合抗体では，放射能の体

外排泄が促進され，C10－Bz－EDTA結合抗体では，他のキレート結合抗体と異なリ，主に便中に排泄された．

肝細胞内放射能分布ではEGS－DTPA結合抗体は，　C10’Bz－EDTA結合抗体に比べ，リソゾームを含むミト

コンドリア分画の放射能が経時的に増加した．以上より，EGS－DTPA結合抗体の肝放射能の低減は，血中で

解離した1111n－DTPAの尿中への排泄により抗体の肝摂取量が低下したためであり，一方，　C10－Bz－EDTA

結合抗体の肝放射能低減は肝内で生じた小分子量代謝物の速やかな胆道系排泄の結果であると考えられた．

C10－Bz－EDTAを用いることにより，放射免疫診断における病巣検出能の向上が期待される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：473－487，1994）

1．はじめに

　1111n標識抗体を用いる放射免疫診断（Radioim－

munoscintigraphy，　RIS）における最大の問題点と

して正常組織，特に肝への放射能摂取が高いこと

が従来から指摘されている1“’3）．そのため，腫瘍

への特異的集積を増加させ，しかも正常組織のバ

ックグラウンドを低減させる方法が種々考案され

てきた．特に，1111n標識方法，いいかえれば標

識に用いる二官能性キレート剤の種類が大きな因
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子の1つであることが多くの研究者から報告され

ている4）．バックグラウンド低減のための1っの

方法としては体内で熱力学的により安定なキレー

ト剤を用いることがあげられる4～8）．何故ならば，

高い正常組織放射能の一因として1111nの抗体か

らトランスフェリンへの移行（トランスキレー

ション）が考えられており，現在，臨床上で最

もよく使われているcyclic　DTPA　dianhydride

（cDTPAA）よPも安定なisothiocyanatobenzy1－

DTPA（SCN－Bz－DTPA）あるいはisothiocyanato－

benzyl－EDTA（SCN－Bz－EDTA）を用いることに

よりバックグラウンドをある程度低減できること

が報告されているものの，十分な改善が得られて

いるとはいえない9“11）．もう1つの方法としては，

抗体とキレートの間に体内で代謝されうるスペー
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サを導入することが考案された12”’15）．例えば，

抗体とキレートの間にジエステル基を導入したキ

レート剤で標識された抗体ではジエステル結合が

エステラーゼにより正常組織で代謝され，1111n

放射能はIn一キレートの形で速やかに腎尿路系か

ら排泄されるため，腫瘍対正常組織の相対的放射

能比を改善可能であると報告されている12・14）．し

かし，腫瘍への絶対的な放射能集積も同時に低下

するという欠点も明らかになっている12・14）．

　本研究の第一報で16），ジエステルスペーサを

含むキレート剤succinimido－EGS－DTPA（EGS－

DTPA），および炭化水素スペーサを含むキレート

剤maleimido－C10－benzyl－EDTA（C　IO－Bz－EDTA）

で標識された抗体の血清中での安定性を，それ

らの対照キレート剤であるcDTPAAあるいは

SCN－Bz－EDTAで標識された抗体と比較検討し報

告した．その結果，Bz－EDTA構造をキレート骨

格に持っC10－Bz－EDTAおよびSCN－Bz－EDTA

で標識された抗体はヒト血清中で非常に安定であ

るのに対し，DTPA構造をキレート骨格に持つ

EGS・・DTPAとcDTPAAで標識された抗体は血

清中でトランスキレーションを示し不安定である

こと，さらに，ジエステルスペーサは血清中でも

かなりの速度で分解されることが判明した．本報

では，これらの血清中での結果が，実験動物にお

ける体内での1111n標識抗体の動態にいかに反映

され，かつどのキレート剤を用いれば最も望まし

い画像を得ることができるかを検討した．

IL　材料および方法

　1．抗体と動物モデル

　ヒト大腸癌細胞に発現される糖蛋白抗原（分子

量45000）を認識するモノクローナルA7抗体
（マウスIgG1）を用いた．

　実験動物としては，4週齢（体重7～14g）の雌

BALB／cヌードマウスの右大腿部外側皮下にヒト

大腸癌LS　180細胞（5×106個）を移植し，腫瘍重

量が0．5～1．Ogになった時点（約3週間後）で実

験に用いた．

　2．キレート剤とA7抗体の結合および1111n

　　標識

　1）EGS－DTPAあるいはDTPA結合抗体の
　　合成

　4種類キレート剤と抗体の結合および結合抗体

の1111n標識は第一報での検討により至適と判明

した条件で行った16）．EGS－DTPA－A7の合成には，

succinimido－EGS－DTPAとA7抗体（15　m9／m1）

をモル比10：1で，12時間4⊃Cで反応させた．

未結合EGS－DTPAはcentricon－30（Amicon社，

Beverly，　USA）を用いて遠心除去した．

　DTPA－A7の合成には，　cDTPAAとA7抗体

（15mg／m1）をモル比2：1で，室温で1時間反応

させた．未結合cDTPAAはcentricon－30を用い

て除去した．

　2）C10－Bz－EDTAあるいはSCN－Bz－EDTA結

　　合抗体の合成

　C10－Bz－EDTA－A7の合成は，まずA7抗体を

モル比1000：1の2一メルカプトエタノールにより

室温30分間で還元し，ゲル濾過カラム（Sephadex

G－50）で精製した後，C10－Bz－EDTAと還元A7

抗体をモル比1：1で，室温2時間で反応させた．

抗体の最終濃度は15mg／m1であった．

　SCN－Bz－EDTA結合抗体では，　dimethyl

sulfoxide（DMSO）に溶解したSCN－Bz－EDTAを，

A7抗体（15　mg／m1，ホウ酸緩衝液，　pH　9．5）とモ

ル比1：1で混合し，37℃で4時間インキュベー

トして合成した．

　3）1111n標識

　塩化インジウム（1111nC13）とキレート結合A7

抗体溶液を0．3－0．03M酢酸一クエン酸緩衝液

（pH　5）でそれぞれpH　4．8，6．0に調製し，混和後

4°Cで30分間反応させ標識した．酢酸一クエン

酸緩衝液の最終濃度は0．1－0．OlMであった．未

標識1111nを除去するため，モル比500～1000倍

過剰のcDTPAA（DMSOに溶角翠）を加え，5分

間反応させた後，高速液体クロマトグラフィ

（HPLC，　TSKgel－G3000SWXL，0．1　Mリン酸緩衝

液，pH　7．4）により標識抗体を精製し，以下の実

験に用いた．使用に先立ち，1111nコロイドの有
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Table　l　Preparations　of　four　radioimmunoconjugates

Chelates Chelate：Ab　Chelate／　　　S．A．
（Mole：Mole）　IgG　　　（MBq／mg）

C．F．
．
）

R
％

1
』
（

Dose　injected
（kBq）　　　　（μ9）

Maleimido－ClO－Bz－EDTA

　（Hydrocarbon　spacer） 1：1

Isothiocyanatobenzyl－EDTA　　1：1

Succinimido－EGS－DTPA
　（Diester　spacer）

Cyclic　DTPA　dianhydride

10：1

2：1

0．8

0．7

0．7

1．0

32．9

14．8

30．0

27．0

none　　　　87．0

none　　　　85．0

none　　　　82．0

none　　　91．0

202．4＊

（13．0）

69．2

（10．0）

86．2

（7．8）

206．5

（33．7）

6．2＊

（0．4）

4．7

（0．7）

2．9

（0．3）

7．6

（1．2）

S．A．：Specific　Activity，　C．F．：Colloid　Formation，1．R．：Immunoreactivity

＊Mean（±SD），　n＝・30

無を0・15M塩化ナトリウム溶液で展開したペー

パークロマトグラフィ（2×40cm東洋濾紙）で検

討した．

　3・生体内分布

　HPLC精製1111n標識A7抗体は膜フィルター

（0．22μm，Millipore）で除菌し，担癌ヌードマウス

1匹当たり100μ1（1％BSA含有，2．9～7・6μ9／

69・2～206．5kBq）を尾静脈より静注した（Table　1）．

投与後3，24，48，72，96時間でマウスを屠殺し

（n－6），血液，肝，脾，筋肉，腸管，腫瘍を取り

出し，湿重量および放射能を測定し，全投与量に

対する各臓器1g当たりの放射能の分布割合
（％ID！g）を求めた．また，各個体ごとの投与量を

正確に得るため，注射前後の注射器の重量測定を

行った．放射能は，オートウエル型ガンマカウン

ター（ARC301，アロカ）で測定した．

　4・肝細胞内の放射能分布

　肝細胞内における放射能分布の検討のため，

3．の検討に用いたマウスの肝の一部（0．7g）に，

その重量の10倍量のO．25　Mショ糖加0．01Mト

リス塩酸緩衝液（pH　7．6）を加えて，ポッター型

ホモジナイザーでホモジネートしガーゼで濾過し

た後，冷却遠心器（KR－20000，クボタ，大阪）お

よび超遠心器（L5－50B，　Beckman，　USA）を用い3

段階の遠心操作（2000rpm×15　min，50009×15

min，105000　g×50　min）を行い17），核分画，リソ

ゾームを含むミトコンドリア分画，ミクロゾーム

分画，上清分画に分離しておのおのの分画に含ま

れる放射能を測定した．以上の操作は4°Cにて

行った．

　5．体外排泄に関する検討

　1）全身の放射能消失

　担癌ヌードマウス尾静脈より1111n標識A7抗

体2．8～6．O　MBq／75～193μ9を静注し，経時的に

全身残留放射能を個々のマウスについてキュリー

メータで測定した．データを減衰補正を行い，生

物学的全身放射能の半減期を求めた．

　2）尿，糞便中への放射能排泄

　5．1）で用いたマウスから経時的に尿と糞を採

集し放射能を測定し，累積排泄量を求めた．また，

尿中への放射能の排泄形態の検討のため，採集し

た尿をHPLCを用い分析した．

　6．イメージング

　5．で用いた担癌ヌードマウスの撮像を，標識

A7抗体投与後6，48時間にSigma　414ガンマカ

メラ（Aloca，ピンホールコリメータ）を用いて行

った．

III．結　　果

　1．1111n標識キレート結合A7抗体

　EGS－DTPA，　cDTPAA，　SCN－Bz－EDTA，　C　10－

Bz・EDTAとA7抗体をおのおのモル比10：1，

2：1，1：1，1：1で反応させた場合，抗体上に導

入されるキレート分子数は抗体分子あたり0・7～
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Table　2 Biodistribution（％ID／g）of　ililn　labeled　EGS－DTPA－A7（EGS）and　DTPA・A7（DTPA）

　　　　　　　　　　in　human　LS180　tumor　bearing　nude　mice

3hr 24hr 48　hr 72hr 96hr

EGS DTPA EGS DTPA EGS DTPA EGS DTPA EGS DTPA
Blood

Tumor

Liver

Spl㏄n

Muscle

GIT

30．31

1．15

8．98

3．41

10．63

1．24

7．65

2．17

1．06

0．22

2．83†

0．18

29．31

4．36

5．01

1．58

11．67

2．05

7．35

3．15

1．25

0．35

3．99

0．65

7．96‡

1．82

15．38

7．43

6．97¶

0．68

3．58†

0．57

0．83‡

0，10

2．34

0．37

11．32

1．34

18．28

8．52

13．37

2．08

7．22

2．09

1．79

0．42

2．37

0．44

2．18†　　　5．56

0．52　　　　1．87

14．07　　　20．86

3．35　　　　5．35

7．04¶　　14．12

1．38　　　　1．15

2．56‡　　　7．76

0．22　　　　1．89

0．43¶　　　1．19

0．15　　　　0．31

1．55　　　　1．97

0．40　　　　0．45

1．05¶　　　3．73

0．14　　　0．86

11．04　　　24．14

3．11　　　12．65

6．4＊　　　11．04

3．18　　　　1．69

2．45¶　　　6．73

1．38　　　　0．63

0．39¶　　　0．97

0．17　　　0．14

1．01¶　　　1．70

0．29　　　　0．15

0．44＊

0．15

5．18

1．16

5．51‡

1．49

2．38＊

0．38

0．22†

0．07

0．65†

0．13

2．03

1．25

15．51

5．38

8．50

1．19

4．61

1．59

0．85

0．34

1．00

0．21

Upper　line：Mean；Lower　line：S．D．（n＝6）

＊p＜0．05，†p＜0．01，‡p＜0．005，gp＜0．001：Comparison　of　the　two　conjugates　in　each　time．

o力

O
昌
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3
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3 24 48 72 96

5

4

3

2
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0
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8
60

40

20

0
3 24 48 72 96

Time　After　lnj　ection（hr）

Fig．1　Tumor　to　blood（A），　tumor　to　Iiver（B），　tumor　to　spleen（C）or　tumor　to　muscle

　　　　　（D）ratios　for　1111n　labeled　fbur　imm皿oconJ°ugates　in　human　LS180　tumor

　　　　　bearing　nude　mice．　Note　the　different　scale　for　each　organ．薗EGS－DTPA－A7，

　　　　　図DTPA－A7，□CIO－Bz－EDTA－A7，　ma　SCN・Bz－EDTA・A7．
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Table　3　Biodistribution（％ID／g）of　1111n　labeled　C10・Bz－EDTA－A7（C10）and

　　SCN－Bz－EDTA－A7（SCN）in　human　LS180　tumor　bearing　nude　mice

3　hr 24　hr 48hr 72hr 96hr

C10　　SCN C10　　SCN C10　　SCN C10　　　SCN C10　　SCN

Blood

Tumor

Liver

Spleen

Muscle

GIT

31．45　　　　34．10　　　　8．74‡　　　17．39

4．00　　　　　1．30　　　　0．93　　　　3．19

6．06　　　　　8．08　　　　12．44　　　　19．51

1．53　　　　4．26　　　　4．76　　　　7．57

14．07　　　　11．49　　　　7．08†　　　11．95

2．36　　　　0．83　　　　1．94　　　　3．12

6．47　　　　7．43　　　　2．7†　　　　4．57

1．57　　　　　0．99　　　　　0．23　　　　　0．98

1．01　　　　　1．23　　　　　1．31　　　　　1．46

0．18　　　　0．19　　　　0．22　　　　0．33

6．44‡　　　　3．32　　　　　5．58＊　　　　2．19

1．31　　　　0，46　　　　　3．09　　　　　0．40

5．02¶　　　12．81　　　　2．38＊　　　　6．44

2．53　　　　2．80　　　　0．86　　　　3．12

15．34　　　　25．27　　　　11．39　　　　23．29

5．41　　　　10．19　　　　4．36　　　　8．93

6．25　　　　10．04　　　　　3．81　　　　8．60

0．78　　　　5．01　　　　1．14　　　　4．99

3．03＊　　　　5．10　　　　　1．35　　　　　2．55

1．30　　　　　1．73　　　　　0．57　　　　　1．21

0．74　　　　　0．97　　　　　0．40　　　　　0．54

0．32　　　　0．21　　　　0．17　　　　0．21

4．15＊　　　1．67　　　　2．07‡　　　1．15

1．78　　　　0．41　　　　0．47　　　　0．17

1．82＊　　　3．88

0．91　　　　1．37

8．70　　　24．93

1．97　　　　4．48

2．16＊　　　5．26

0．52　　　　1．86

0．87　　　　1．34

0．29　　　　0．48

0．20＊　　　0．35

0．09　　　0．12

0．93　　　　0．73

0．46　　　　0．14

Upper　line：Mean；Lower　line：S．D．（n＝6）

＊p＜0．05，†p＜0．01，‡p＜0．005，¶fp〈0．001：Comparison　of　the　two　conjugates　in　each　time．

1．0個とほぼ同じで，いずれの場合も十分な比放

射能を得ることができた（Table　1）．またどの抗体

溶液中にもコロイド形態の放射能が存在しない

ことがペーパークロマトグラフィで確認された

（Table　1）・さらにいずれの標識抗体も免疫活性は

82～91％に保持された（Table　1）．

　2．生体内分布

　1111n標識EGS－DTPA結合A7抗体とDTPA
結合A7抗体の生体内分布をTable　2に示した．

EGS－DTPA結合抗体では，正常組織の放射能が

投与後3時間に最高値を示し，時間の経過ととも

に速やかに減少した．一方，DTPA結合抗体の

正常組織の取り込みは血中放射能を除き，投与後

24～48時間の間に最高値に達し，その後徐々に

減少した．EGS－DTPA結合抗体の血中放射能は

DTPA結合抗体と比べ投与24時間後に約30％減

少し（p＜0．005），さらに96時間後には約80％

（P＜0・05）減少した．また，EGS－DTPA結合抗体

の肝，脾の放射能は投与24時間後にDTPA結合

抗体の約50％減少した（p＜0．001）．腫瘍への放

射能の取り込みはEGS－DTPA結合抗体では投与

24時間後15．4％ID／9と最高値を示したが，48時

間以後徐々に減少し，投与後96時間で5．2％ID／9

となった．一方，DTPA結合抗体の腫瘍放射能は

投与後経時的に漸増し，投与後72時間で最高と

なり，24．1％ID／9の値を示した．腫瘍対正常組織

の放射能比では，投与後48～72時間までは，

EGS－DTPA結合抗体の方が高いのに対し，96時

間後にはDTPA結合抗体が高くなる傾向を示し
た（Fig．1）．

　1111n標識C10－Bz－EDTA結合A7抗体およ

びSCN－Bz－EDTA結合A7抗体の体内分布を

Table　3に示した．抗体投与後3時間には両キ

レート結合抗体は類似の分布を示した．しかし，

経時的に観察すると腸管を除くすべての正常組織

の放射能がCIO－Bz－EDTA結合抗体で速やかに減

少した．すなわちC10－Bz－EDTA結合抗体の血中

放射能は投与後24時間以降SCN－Bz－EDTA結合

抗体の半分以下の低値を示した（p＜0．005）．また，

肝放射能も投与後24時間にSCN－Bz－EDTA結合

抗体の約60％に減少し（p＜0．01），さらに96時

間後には約40％までに低下した．脾の放射能も

投与後24時間から96時間まで，C10－Bz－EDTA

結合抗体ではSCN－Bz－EDTA結合抗体より放射

能が35～47％低減した．一方，腸管放射能は

C10－Bz－EDTA結合抗体の方が高く，投与後3時

間から72時間までSCN－Bz－EDTA結合抗体より

1．8～2．5倍高い放射能を示した（p〈0．01）．腫瘍放
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Fig．2　Clearances　of　1111n　activity　from　blood（A），

　　　1iver（B）or　spl㏄n（C）after　injection　of　four

　　　immunoconjugates　in　human　LS180　tumor
　　　bearing　nude　mice．　Vertical　bars　showed　Mean

　　　土S．D．（n＝6）．　O　EGS－DTPA－A7，△DTPA－

　　　A7，×C10－Bz－EDTA－A7，●SCN－Bz・EDTA－

　　　A7．

射能は，C10－Bz－EDTA結合抗体では投与後48時

間に15％ID／9の最高値となった後漸減する傾向

を示したのに対し，SCN－Bz－EDTA結合抗体の場

合は48時間後に25％ID／9の最高値を示し，投与

後96時間でも高い集積を保った．腫瘍対血液の

放射能比は投与後72時間までC10－Bz－EDTAの

方が高かった．また，腫瘍対他の正常組織の放射

能比は筋肉を除いて投与後48時間まではC10－

Bz－EDTAの方がやや高い傾向を示したものの，

72時間以後では，SCN－Bz－EDTAキレートの方

が高くなった（Fig．1）．

　血中放射能の経時的変化をFig．2Aに示した．

血中の放射能はEGS－DTPA結合抗体，　C10－Bz－

EDTA結合抗体，　DTPA結合抗体，　SCN－Bz－

EDTA結合抗体の順に早く消失した．スペーサを

含むキレート剤で標識された抗体はいずれも，お

のおのの対照のスペーサを含まないキレート剤で

標識された抗体より早い傾向が見られた．肝，脾

の放射能も同様にスペーサを含むキレート剤で標

識された抗体で速やかに減少した（Fig．2B，　c）．

特にC10－Bz－EDTA結合抗体の減少が著明であっ

た．興味深いことに，EGS－DTPA結合抗体の肝

放射能はその対照であるDTPA結合抗体より低

いものの，投与24時間以降ほぼ一定の値を示し

たのに対し，C10－Bz－EDTA結合抗体では投与96

時間後まで減少する傾向を示した（Fig．2B）．

　3・肝細胞内の放射能分布

　各キレート結合抗体の肝細胞内放射能分布の経

時的変化をFig．3に示した．いずれの場合も投与

3時間後には，放射能は主に上清分画に存在し，

24時間後以降ではこの分画の放射能は経時的に

減少し，代わってリソゾームを含むミトコンドリ

ア分画中の放射能が増加した．一方，核分画，ミ

クロゾーム分画中の放射能に経時的変化は認めら

れずほぼ一定の値を示した．ミトコンドリア分画

の放射能の経時的な増加量を見ると，C10－Bz－

EDTA，　SCN－Bz－EDTA結合抗体と比べ，　EGS・

DTPA，　DTPA結合抗体の方が大きい傾向を示し

た．すなわち投与後24時間以降，この分画の放

射能はEGS－DTPA結合抗体がC10・Bz－EDTA結
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Fig．4　The　whole・body　clearance　of　1111n　labeled　four

　　　　　immunoconjugates　in　human　LS180　tumor
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Fig．5　Cumulative　activity　excreted　through　urine（□）or　feces（皿）in　human　LS180

　　　　tumor　bearing　nude　mice　for　fbur　immunoconjugates．　Till　96　hrs層postinjection，

　　　　81．0％of　injected　doses　fbr　EGS－DTPA・A7（A），38．4％fbr　DTPA－A7（B），
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　　　　predominantly　via　urine，86．2％，74．7％，77．6％，　respectively，　while　C10・Bz－
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合抗体より20～30％（p＜0．05），SCN－Bz－EDTA

結合抗体より7～24％（P＜0．05）高値を示した．

また，DTPA結合抗体はC10－Bz－EDTA結合抗

体より20～33％（P＜0．05），SCN－Bz－EDTA結合

抗体より14～21％（p＜0．05）高値を示した．

　4・代謝経路の検討

　1）全身からの放射能消失

　全身からの放射能消失は血中放射能の経時的変

化と同様の傾向を示した（Fig．4）．スペーサを含

むキレート結合抗体は，いずれも対照のキレート

結合抗体に比べ全身からの放射能消失は早く，特

にEGS－DTPA結合抗体で顕著であった．それぞ

れの生物学的半減期はEGS－DTPA結合抗体が24

時間，C10－Bz・EDTA結合抗体が96時間，　DTPA

結合抗体が144時間，SCN－Bz・EDTA結合抗体が

162時間であった．

　2）尿，糞便中への放射能排泄

　スペーサを含むキレート結合抗体の尿中あるい

は糞便中に排泄された全放射能と，おのおのの対

照キレート結合抗体のそれを比較すると，投与後
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96時間までに前者では後者の約2倍の値を示し

た（Fig．5）．投与後96時間までに，　EGS－DTPA

結合抗体では全投与量の81．0％，C10・Bz－EDTA

結合抗体では59．3％，DTPA結合抗体では38．4％，

SCN・Bz－EDTA結合抗体では29．4％がそれぞれ

体外に排泄された．尿中への排泄はそれぞれ

86．2％，48．0％，74．7％，77．6％を占め，糞便中へ

の排泄は13．8％，52．0％，25．3％，22．4％であった．

興味深いことに，C10－Bz－EDTA結合抗体は他の

キレート結合抗体と異なり，放射能は主に便中に

排泄された．

　標識抗体投与24時間後の尿をHPLCを用いて

分析したところ，いずれの場合も放射能は1111n－

DTPAと相当する分子量分画（12～14分）に溶出

された．EGS－DTPA・A7のHPLCクロマトグラ

ムをFig．6に示した．

　5．イメージンゲ

　Fig．7に1111n標識キレート結合A7抗体のシ

ンチグラムを示した．C10・Bz－EDTA結合抗体と

SCN－Bz－EDTA結合抗体の場合は投与後6時間

の早期でも腫瘍は明瞭に描画され，しかも肝臓な

どのバックグラウンドとのコントラストも非常に

良好であった．さらに投与後時間の経つにつれ，

特にC10－Bz－EDTA結合抗体でバックグラウンド

の減少が顕著であり，腫瘍対正常組織の放射能比

がより改善された．一方，EGS－DTPA結合抗体

とDTPA結合抗体の場合は腫瘍への放射能集積

は良好であったものの，肝臓などへの非特異的集

積も高く，コントラストの悪い像であった．

DTPA結合抗体とEGS－DTPA結合抗体を比べる

と，EGS－DTPA結合抗体では正常組織の放射能

集積が漸減したため，腫瘍対正常組織のコントラ

ストが改善されたが，C10－Bz－EDTA結合抗体，

SCN－Bz－EDTA結合抗体と比較すると不良であ
った．

IV．考　　察

　RIS用核種として，二官能性キレート剤を用い

た標識法が確立されてきたことにより，1111nが

使用されることが多くなってきた18”22）．しかし，

動物実験の段階から指摘されていたように，1111n

標識抗体の肝脾の高い放射能摂取が，肝内病巣，

肝周囲の腹部病巣の検出に不都合であること

が，臨床の場でも問題点として上げられてき

た18・20”22）．1111n標識抗体の肝への摂取機序はま

だ不明であるものの，キレート剤の体内での不安

定性故に生じたIn一トランスフェリンとしての肝

摂取23，24），標識過程における抗体の変性による網

内系細胞の貧食10・25），肝細胞内で生じた代謝物の

肝内貯留などが原因として上げられてきた26・27）．

この高い肝摂取を克服する方法には，体内で熱力

学的により安定なキレート剤を用いる方法があ

る．つまり，不安定性により生じる1111n・トラン

スフェリンの肝摂取を防ぐ試みである．SCN－Bz－

DTPAあるいはSCN－Bz・EDTA結合抗体は血中

でトランスキレーションがほとんど起こらず，

DTPA結合抗体に比べ動物実験で肝放射能を低減

することが可能であったが9・10），臨床例では低減

効果は不十分であった11）．さらに，安定性の高い

Tetraazacyclododecane－N，　N’，　N”，　N”’・tetraacetic

acid（DOTA）が開発された．このキレート剤では

トランスキレーションは皆無である．しかしなが

ら，臨床応用では高い肝摂取が認められた24）．し

たがって，このアプローチでは肝摂取の問題点を

解決できないと判明した．他方，抗体とキレート

剤の間に体内で代謝されうる化学スペーサを導入

することにより，1111n一キレートの形での体外排

泄を促進し，腫瘍対バックグラウンド比を改善す

る方法が考案された12～15）．実験動物でのイメー

ジング結果では腫瘍対バックグラウンドのコント

ラストは投与後早期から改善されていた．

　本報では等一報で報告した2種類のスペーサを

含むキレート剤とそれらの対照であるスペーサを

含まないキレート剤との体内動態の詳細な検討を

目的とした．今回用いたC10－Bz－EDTAは10個

の炭化水素からなるスペーサを含有し，EGS－

DTPAはジエステルスペーサを有する．　EGS－

DTPAとDTPA結合抗体は第一報で示したよう

に両者ともトランスフェリンへ1111nが移行した．

さらに，EGS－DTPA結合抗体はDTPA結合抗
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体よりも血中消失が著しく早く，尿中の小分子量

代謝物もみられるため，ジエステル結合の血中で

の解離が示唆された．血中での安定性の違いが標

識抗体の体内動態に影響を与えることは明らかで

ある．1111n一キレートの形で解離が血中で生じれば，

血液からの放射能消失が促進され，その結果，腫

瘍を含めた全身臓器への放射能摂取が低下すると

考えられる．従来，EGS－DTPA結合抗体がDTPA

結合抗体に比べ肝放射能が低いのは，肝内で代謝

が促進され，速やかに排泄されるためであると考

えられている12’15）．しかし，著者の検討したモ

デルではこの考えは必ずしも妥当とは言えなかっ

た．肝内の放射能分布を見ると，DTPA結合抗体

では1111n放射能の貯留場と考えられているリソ

ゾーム分画を含むミトコンドリア分画17・28“31）に

放射能が長時間にわたり貯留した．一方，肝内で

のジエステル結合の代謝もリソゾームで起こり，

EGS－DTPA結合抗体でもいったん肝内に取り込

まれてしまえば，放射能はDTPA結合抗体と全

く同様に小分子量代謝物として肝細胞リソゾーム

分画に貯留するものと考えられる．したがって，

EGS－DTPA結合抗体は血中でのジエステル結合

が不安定性なために血中放射能が低下する結果，

二次的に初期の肝摂取が低下した機序が主体と結

論できる．

　C10－Bz－EDTA結合抗体，　SCN－Bz－EDTA結合

抗体はともに血中でトランスキレーションや

EGS－DTPA結合抗体のようなスペーサの解離に

よる不安定性は示さなかった．しかしながら，血

中からの放射能消失と各臓器への放射能摂取に大

きな差が認められた．このことより，1111n標識

抗体の体内動態は血中での安定性以外の因子にも

大きく影響されることは明白である．臓器での代

謝様式の相違が重要な因子と推察される．一般に，

標識抗体の代謝に関して最も大きな寄与臓器と考

えられているのは肝臓である．C10－Bz－EDTA結

合抗体の肝放射能は投与後早期にはSCN－Bz－

EDTA結合抗体と同程度であるが，経時的により

速やかに低下した．興味深いことに，C10－Bz－

EDTA結合抗体の体外への排泄は，他の3種類の
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キレート剤の場合と異なり，唯一便中排泄が主で

あった．そのため，C10－Bz－EDTA結合抗体では

SCN－Bz－EDTA結合抗体より肝集積が有意に低下

したと考えられた．したがって，C10－Bz－EDTA

キレート剤では1111n標識抗体の肝摂取低減効果

に関しては最も優れていた．しかし，RISにおい

てC10－Bz－EDTA結合抗体を用いて大腸癌をイ

メージングする場合，腸管の放射能が病巣への集

積か排泄放射能か区別が困難になる欠点も有して

いる．代謝物が尿路系から排泄されるのか，胆道

系から排泄されるのかを決定する因子は今回得ら

れた結果からは明らかではないが，生じた代謝物

の化学的性質に基づく可能性がある．体内で生じ

た代謝物は，In一キレートとほぼ同一分子量物質

であった．キレート剤の構造から判断すると，

C10’Bz－EDTAでは炭化水素鎖のためより脂溶性

が高いと思われる．したがって，体内で生じた

C10－Bz－EDTAの代謝物が他のキレートで標識さ

れた抗体の代謝物より脂溶性が高いものと想像さ

れ，この性質がC10－Bz－EDTA結合抗体の代謝物

の胆道系排泄促進の一因であるものと推測される．

　SCN－Bz－EDTA結合抗体とDTPA結合抗体を

比較すると，腫瘍への放射能集積は同程度であっ

た．しかし，血中からの放射能消失はSCN－Bz－

EDTA結合抗体の方が遅く，肝を含めた実質臓

器の放射能消失はSCN－Bz－EDTA結合抗体が逆に

より速かった．その結果，血液を除いて腫瘍対正

常組織のコントラストはSCN－Bz－EDTA結合抗体

で良好であった．先に述べたように，DTPA結合

抗体は血中で1111nのトランスフェリンへの移行

を示すが，SCN－Bz－EDTA結合抗体は血中で安定

である．また，SCN－Bz－EDTAはチオウレア基を

介して抗体と結合するのに対し，cDTPAAはア

ミド基である．チオウレア基はアミド基より体内

で安定であると報告されている32）．したがって，

キレート剤とInならびに抗体との結合いずれ

においてもSCN－Bz－EDTAの方が全体として

cDTPAAより高い安定性を有すると考えられた．

両者の体内分布の相違の原因としてはSCN・Bz－

EDTA結合抗体が血液から実質臓器への移行が
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遅いか，あるいはSCN－Bz－EDTA結合抗体の方

が安定なために実質臓器から血中への逆拡散がよ

り多く生じた可能性が考えられた．いずれが原因

であるかは十分には解明されていないため，今後

の検討が必要と考えられた．

　スペーサを含むキレートC10－Bz－EDTA結合抗

体，EGS・DTPA結合抗体は，いずれもその対照

のキレート結合抗体よりも腫瘍への放射能集積は

低下した．しかし，血中からの放射能排泄が速く，

正常組織の放射能摂取も低値であるため，腫瘍対

正常組織の放射能比はきわめて良好であった．イ

メージングの結果でも，腫瘍以上に正常組織から

の排泄が早く，投与後早期からコントラストのよ

い画像が得られた．ただし，腫瘍対正常組織比を

みると，腫瘍からの放射能排泄のため，極端に遅

い時間での撮像はおのおのの対照キレート剤結合

抗体より良好な画像が得られないことを留意すべ

きである．しかし，実際上は，早期に良好なイ

メージが得られるため，遅い時間での撮像は不必

要であると考えられ，RISに関する限りは大きな

問題とはならないと思われる．放射免疫治療

（Radioimmunotherapy，　RIT）の場合も正常臓器の

吸収線量が低減されるため，投与量を増加させる

ことが可能と思われ，腫瘍への集積量の低さを補

うことができるのではないかと考えられる．体内

分布のみをとらえると，両スペーサを含むキレー

ト結合抗体は一見類似の挙動を示したように思わ

れるが，両者には大きな相違があることが明らか

になった．すなわちEGS－DTPA結合抗体は血中

で代謝解裂を受けるのに対し，C10－Bz－EDTA結

合抗体は肝，胆道系より主として排泄される．

EGS－DTPAを用いることにより血中および全身

からの放射能消失は最も促進される．したがって，

血栓，心筋梗塞，白血病あるいは悪性リンパ腫等

にRISを応用する場合には，　C10－Bz－EDTAより

も優れた結果が得られる可能性がある．一方，今

回新たに開発されたC10－Bz－EDTA結合抗体は，

固型癌のイメージングに関しては最も望ましい体

内動態を示したものと判断され，本キレート剤を

用いることにより，1111n標識抗体の欠点である

高い肝放射能を臨床上まったく問題とならない程

度まで低減することが可能であると思われる．

v．結　　論

　1111n標識モノクローナル抗体による放射免疫

シンチグラフィの問題点である高い肝放射能の低

減を目的に，新たに炭化水素スペーサを含む二官

能性キレート剤による抗体標識法を開発し，これ

まで報告されている従来のジエステルスペーサを

含むキレート剤およびそれらの対照であるスペー

サを含まないキレート剤で標識された抗体のヌー

ドマウスにおける体内動態を比較検討し，以下の

結論を得た．

　1）Bz－EDTA構造を有するC10－Bz－EDTA，

SCN－Bz－EDTAを用いた場合は，　DTPA構造の

DTPA，　EGS－DTPAを用いた場合よりも，低いバ

ックグラウンド放射能を示すことが判明した．

　2）スペーサを含むキレート剤結合抗体は，そ

の対照であるスペーサを含まないキレート剤結合

抗体に比べ，体外への放射能排泄が速く，正常組

織の放射能も低いことが見いだされた．

　3）EGS－DTPA結合抗体は血中で不安定であ

り，代謝物が尿中に速やかに排泄されることによ

り，肝放射能摂取がDTPA結合抗体に比べて肝

放射能の著しい低減が達成できた．しかし，いっ

たん肝内へ取り込まれた放射能は，従来の報告と

異なり，DTPA結合抗体と同様貯留することが明

らかとなった．

　4）ClO－Bz－EDTA結合抗体は血中で非常に安

定であることに加え，肝内での代謝および胆道系

からの排泄が速やかであるため，肝放射能が劇的

に低減された．その結果，投与後早期から非常に

良好な画像を得ることが可能であった．したがっ

て，ClO－Bz－EDTA結合抗体は腫瘍診断に有用性

がきわめて高いと考えられる．
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Summary

Comparative　Studies　of　iiii　1－Labeled　Monoclonal　Antibody　Using

　　　Spacer－Containing　and　Non－spacer　Bifunctiona1　Chelates：

　　　　　（II）Biodistribution，　Metabolism　and　Excretion　ln　Vivo

Baofu　SuN

Department　of　Nuclear　Medicine，　Kanazawa　University　Schoo1　of　A4edicine

　　Indium－111－1abeled　A7　monoclonal　antibodies

using　two　spacer－containing　chelates，　succinimido－

EGS－DTPA（EGS－DTPA：diester　spacer）and
maleimido－C10－Bz－EDTA（C10－Bz・EDTA：hydro－

carbon　spacer）were　investigated　in　human　LS　180

colon　tumor　bearing　nude　mice　and　were　com・

pared　with　two　non－spacer　chelates，　cyclic　DTPA

dianhydride（cDTPAA）and　isothiocyanatobenzyl－

EDTA（SCN－Bz－EDTA）．　Compared　with　immuno－

conjugates　using　non－spacer　chelates，　immuno－

conjugates　　using　　spacer－containing　　chelates，

especially　C10－Bz－EDTA－A7　showed　lower　1111n

activity　in　normal　organs．　The　radioactivity　in　the

liver　fbr　C10－Bz－EDTA・A7　decreased　continuously

til196　hrs　postinjection，　however，　this　Iiver　radio・

activity　for　EGS－DTPA－A7　showed　little　change

after　24　hrs．　Moreover，　in　liver　subcellular　distribu－

tion　study，　EGS・DTPA－A7　showed　a　higher

activity　retention　in　mitochondrial　fraction　which

contained　lysosome，　a　place　for　metabolizing　and

storing　of　iiiln　labeled　antibody，　than　that　of　C10－

Bz－EDTA－A7．　The　C10－Bz－EDTA－A7　co　nj　ugate

demonstrated　more　preferable　tumor－to・non　tumor

contrast　on　the　scintigrams　than　that　found　with

other　three　immunoconjugates．　Up　to　96　hrs

postinjection，　tumor　bearing　nude　mice　injecting

with　immunoconjugates　using　spacer・contalnmg

chelates　excreted　twice　radioactivity　from　whole

body　than　that　excreted　by　using　non－spacer

chelates．　Interestingly，　different　from　other　three

chelates，　C　10－Bz－EDTA－A7　were　mainly　excreted

via　feces．　We　conclude　that　the　decrease　of　radio－

activity　in　normal　tissues　in　the　case　of　EGS－

DTPA－A7　was　duo　to　the　rapid　decrease　of
activity　in　the　blood，　while　in　the　case　of　C10－Bz・

EDTA－A7　it　was　due　to　the　quickly　excreted　small

metabolite　through　faces．1111n　labeled　C10－Bz－

EDTA　conjugate　is　superior，　at　least　when　con－

jugated　with　A7，　to　other　three　chelate　conjugates

used　in　this　study．

　　Key　words：　Monoclonal　antibody，　Hydro－

carbon　spacer，　Background，　Biodistribution，

Radioimmunoscintigraphy．
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