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《総　説》

RI標識モノクローナル抗体による診断と治療

一
将来への展望一

中　　村 佳代子＊

　要旨　ラジオイムノシンチグラフィ（RIS）やラジオイムノテラピー（RIT）等の免疫核医学診断・治療法が

精力的に研究されるようになって十数年が経過したが，臨床上では満足のいく成果が得られているとは必ず

しも言い難い．ここでは，これらの臨床応用を難しくしているいくつかの問題点について，これまでに提

唱・検討されてきた対策方法を紹介する．対策には，集積を意図している腫瘍の性質を改変（modification）

するアプローチと集積させる標識抗体の性質を改変（modification）するアプローチの2っの方向がある．前

者は腫瘍の生化学的，生理学的性質をRISやRIT用にmodificationすることで，一例として，腫瘍抗原の

発現の均一化【インターフェロンの前投与］や腫瘍組織の血管透過性の増加［インターロイキンー2の前投与

や温熱療法との併用］などがある．標識抗体のmodificationとしては標識方法のmodification　［架橋剤やリ

ンカーの開発】と，抗体自身の構造のmodification　IFvやヒト型抗体の開発］がある．いずれのアプローチ

もRISやRITのための最適条件を満足することを目的に，実験動物を用いて検討し，臨床試行が可能なレ

ベルにまで達している．近い将来これらの対策を施すことで，RISやRITの有効性が改めて評価できるも

のと考えている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：1133－1140，1994）

はじめに

　免疫核医学を支える理論とその実行は決して新

しいものではない．理論は抗体一抗原結合として

初歩の教科書にもあり，実行は抗血清やポリクロ

ー ナル抗体を用いてすでに開始されてはいる．

1975年にKohlerとMilsteinとによりモノクロ

ー ナル抗体が容易に作製できるようになるや1），

堰を切ったようにラジオイムノシンチグラフィ

（RIS）の研究が再開された．腫瘍関連モノクロー

ナル抗体が一つ作られると，その抗原を決定する

より前にRISの報告が行われ，抗体の評価がな

第33回日本核医学会総会教育講演の内容を総説として
編集委員会が投稿をお願いした．

＊慶懸義塾大学医学部放射線科

受付：6年6月27日
別刷請求先：東京都新宿区信濃町35　（⑰160）

　　　　　慶鷹義塾大学医学部放射線医学教室

　　　　　　　　　　　　　　　中　村　佳代子

された．核種についても当初は1251や1311等の

古典的な標識のみ行われていたが，臨床応用を可

能にするべく，核医学にてすでに汎用されている

核種の1111nや99mTc等で標識する方法が検討さ

れた．一方では抗体の研究にも拍車がかかり，ク

リアランスを早めるために抗体を分画化する手法

や，繰り返し投与を可能とするために遺伝子工学

的に抗体を取り扱う研究が進んだ．かくして，い

くつかの世代を経た現在でもRISとRIT（ラジオ

イムノテラピー，標識モノクローナル抗体による

放射線内用療法）の臨床成績は動物実験などから

期待されたほど，良くはない．主たる問題点は以

下のような諸点である．①血中クリアランスが遅

く，特に血流量の多い部分やプール像と重なる部

位は特異的集積が不明瞭な場合がある．②1111n

標識モノクローナル抗体では肝臓，時には，

脾臓に，99皿Tc標識モノクローナル抗体では腎臓

にアイソトープが非特異的に集積する．③false
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positiveがある．④特異的部位への集積量が低く，

治療に十分の吸収線量に到達しない．

　上記の問題についてはいくつかの原因や理由が

推測できるものもあるので，それは解決の手がか

りとなる．解決策としては2っのアプローチ：（1）

腫瘍など集積を意図している部位の生化学・生理

学的性質の改変（modification），（2）投与する標識

抗体の性質の改変（modification）がある．本総説

では集積を意図している部位として腫瘍を取り上

げ，2つのアプローチを紹介する．

　1・腫瘍の性質のmodification

　集積の低い原因のひとつに腫瘍抗原の発現の不

均一があるが，薬剤を投与すると，発現を高める

ことができる．薬剤の候補としてはインターフェ

ロン（IFN）やインターロイキン（IL－）4，　c－AMP

の誘導体，PKCの誘導体などがある．例えば，

IFNは腫瘍のCEAやAFPの発現を増加させ，

結果的に投与した抗CEA抗体の胃癌への集積や

抗AFP抗体の肝癌への集積を高く（約2倍）する

ことができる2・3）．同様の現象はB72．3（抗TAG72

モノクローナル抗体）についても報告されてお

り4），IFNの前処置によりネズミに植えたヒト大

腸癌のRITの成績も上昇している5）．　IFNは必

ずしもすべての腫瘍関連抗原の発現を増加させる

訳ではないが，この方法の特典として，①薬剤が

腫瘍に特異的に働くこと，②腫瘍細胞を取り出し，

薬剤と反応させて，抗原の発現増加が確認できた

症例に対してのみ集積増加を期待でき，適用症例

のスクリーニングが可能なことなどがある．

　集積の低い他の原因として腫瘍組織の低い血管

透過性や血流が十分でない点についても，いくつ

かの対策法がある．例えば，脳に転移している腫

瘍に抗体を到達させるには血液脳関門（BBB）を越

えねばならないので，一過性にBBBを破壊して

抗体を通過させる方法がある6）．透過性を増す薬

剤としてはIL－2やTNF等がある．例えば，　IL

2の作用を利用して抗体の透過性を増し腫瘍への

集積性を増加させることができる？）．ただし，IL－

2の作用は必ずしも腫瘍特異的ではないのでIL・2

を腫瘍にのみ運ばせる必要がある8）．放射線照射

や温熱療法をあらかじめ施すことで腫瘍組織の血

管の透過性を増すこともできる．温熱療法との併

用でネズミに植えたヒト小細胞癌のRITの効果

が上昇した報告もある9）．IFNやIL・2などの薬

剤，また，放射線照射や温熱療法のいずれもがす

でに臨床にて応用されている処置であるので，こ

れらとRISやRITとの組や合わせは即座に臨床

試行が可能である．

　2・標識抗体の性質のmodification（モノクロー

　　ナル抗体B72．3を一例として比較をTable　1

　　にまとめてある）

　標識抗体の性質を改変するアブn一チはおもに

標識方法の開発と抗体構造の研究との2つにわか

れる．

　標識核種については多くの核種がエネルギーや

半減期の点を考慮して候補にあがっているが，実

際に標識に用いることができるだけの量と質とが

現状では確保されず，結果的に従来の核種につい

ての比較検討や標識方法のmodificationの研究が

多い．中でも，1111nと1311との特性については

議論の分かれるところである．Table　1に示すよ

うに同一の抗体を標識核種を変えて生体内分布を

見たところ，1311標識抗体の方が1111nのそれより

も血中クリアランスがやや早く，この結果はいず

れの報告についてもほぼ同一である．さらに，腫

瘍への1311の滞留性は脱ハロゲン作用のために

1111nのそれよりも低くなっている．血中クリア

ランスと滞留性など，どの点を重視するかで核種

を選択することになる．また，標識方法のmodi－

ficationも解決の手がかりとなる．例えば，腫瘍

に集積した後，そこに長く留まるように抗体とヨ

ー ドとの間に架橋剤を渡す方法があり，いくつか

の架橋剤の有機的化学的合成方法が報告されてい

る10）．架橋剤の検討は1111n標識の場合にも行わ

れている．ここでは腫瘍への集積性を高めること

のほかに，他の正常組織への非特異的集積を低下

させることが第一の目的となっている．通常の

c－DTPA法は肝臓にてDTPAが代謝して，肝臓
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Table　l　Biodistribution　and　pharmacokinetics　of　radiolabeled

　　　　　　　　　　　B72．3　and　B72．3・modified　antibodies

1．　Tumor　uptake　（injected　to　nude　mice＊）

　　1　day　postinjection　　　2　days　postinjection
（％ID／9）　　　　　　　　　　　　　　（％ID／9）

125 1－B72．3

111 1n－SCN－・Bz－DTPA－B72．3

125 1－sFv－CC49
125 1－CC49（IgG）

131 1－cB72．3
131 1－cB72．3（△CH2）
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2．　Tumor　uptake　（injected　to　l）atients　with　colorectal　cancer）

111 1n－DTPA－GYK－B72．3　：　0．0041　％ID／g

1：1 1n－DTPA－GYK－CC49　　：　0．0024　％ID／g

3．　Blood　remained　（1；2　days　postlnjection＊）

125 1－sFv－CC49　　：　　0，2　％ID／g；　〈0．1　％ID／g

125 1－CC49（IgG）　：　10．7　％ID／g；　　4．6　％ID／g

4．　Plasma　clearance　（injected　to　nude　mice＊）

131 1－B72．3

131 1－cB72．3

131 1－cB72．3（△CH2）

：T，／2αニ

：T，／2αニ

：T1／2α＝

3．2hr；T・／，βニ82．7　hr

4．6hr；T，／2β＝57．4　hr
1．7hr；T・／2β＝　7．8　hr

5．　Plasma　clearance　（injected　to　patients　with　colorectal　cancer）

131 1－B72．3

111 1n－SCN－Bz－DTPA－B72．3
111 1n－DTPA－GYK－B72．3

111 1n－DTPA－GYK－cB72．3

●

■
　
■
■
　
●
●

●

■

T1／2αニ3．7　hr（0．5－7．1）；

monoexponentia1；50±14
biexponentia1　　；62±12

T、／・β・

T・／2β＝

hr
hr
T・／2β・

52±10hr
63±5hr

224　（109－298）　hr

6．　Whole　body　remained　（2　days　postinjection＊）

125 1－B72．3　　：　68　％ID

125 1－cB72．3　：　28　％ID

7．　Development　of　HAMA

1】」1 1n－DTPA－GYK－B72．3
111 1n－DTPA－GYK－cB72．3
131 1－B72・3

131 1－CC49

・

■
　
●
■
　
■
■

㊨
　
　
●

Positive　HAMA　titers
Positive　HAI　A　titers

anti－isotypic　　HAMA
anti－idiotyplc　HAMA
anti－isotypic　　HAMA
anti－idiotypic　HAMA

31／95　patients（33％）＊＊

33／56　patients（59％）

2cases；
4cases
Ocase；
1case

＊nude　皿ice　bearing　human．colon　carcino田a　（LS－147T）　xenografts

＊＊2，4，0r　8　days　postinjection

CC49：0ne　of　second　generation－monoclonal　antibodies　of　B72．3
sFv：single－chain　Fv　fragment
cB72．3：　chimeric　antibody　derived　from　B72．3
cB72．3（△CH2）：　chimeric　antibody　cB72．3　deleted　of　CH2　domain
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Fig．1　Antigen　binding　fragments　of　an　antibody，

　　　functionally　expressed　in　Escherichia　coli　to

　　　date．

1．Fab　fragment；

2．unlinked　Fv　fragment；

3．disuMde・1inked　Fv　fragment；

4．single－chain　Fv　fragment　in　the　orientation　of　VH・

　1inker・VL；

5．single・chain　Fv　fragment　in　the　orientation　of　VH－

　1inker・VL；　　　　　　　　　　　／

に1111nを滞留させる結果となるので，この

DTPAや他のキレート剤と抗体との間にリンカ

ー を挿入し標識抗体が肝臓にて代謝を受けないよ

うにしている．これまでにいくつかのリンカーが

検討され，動物実験にて有効な結果を得ている11）．

9mTc標識に関しては抗体の持つS－S結合を還元

して標識する直接法と1111nのようにキレート剤

を介する標識方法の2つが精力的に検討されてい

る．キレート剤の開発に際しては心臓や腎臓機能

検査用に開発されたBato－complexやMAG3な

どの情報を活用したものもある12・13）．いずれの

標識法が好ましいかは実験モデルと抗体によって

異なる．一般に直接法にて標識した抗体の方が生

体内で99mTcが遊離しやすく，したがって代謝を

受け易い抗体や腫瘍部位に到達するのに時間のか

かる抗体などの場合はキレート剤を介した標識方

法のはうが適している傾向がある．

　抗体構造の研究は非常に早い速度で進行してい

る．遺伝子工学の進歩により希望する条件を備え

た抗体を自由に作製できる時代になりつつある．

抗体のクリアランスを早めるためには抗体をでき

るだけ小さく分画化することも一法である．Fig．

1に示すように，single　chain（SC）の単位まで分

画化は可能であり，一方，化学的，生物学的に抗

体分画を合成することも可能になっている．s－Fv

分画についての生体内分布は動物実験ではTable

1のような報告がある．s－Fvは抗体クリァランス

が早い（例えば，1251－sFv（CC49）をマウスに投与

した場合，その血中半減期（T112α）は3．7分）とい

6．chemically　crosslinked　Fv　fragment（crosslinked

　after　periplasmic　expression）；

7．miniantibody　with　one　antiparallel　bundle・helix　on

　each　single－chain　Fv　fragment；

8．miniantibody　with　two　antiparalled　bundle－helices

　on　each　single・chain　Fv　fragment；

9．miniantibody　with　one　parallel　coiled－coil　helix　on

　each　single・chain　Fv　fragment；

10．Fab　fragments　linked　by　antiparallel　bundle・helix

　fused　to　light　chain；

11．Fab　fragments　linked　by　antiparallel　bundle－helix

　fused　to　heavy　chain；

12．unlinked　Fv　fragments　linked　by　antiparallel

　bundle－helix　fused　to　light　chain

Presented by Medical*Online



RI標識モノクローナル抗体による診断と治療 1137

Table　2　Humanized　antibodies　developed

Parent　rohdent　antibodies　　　antigen

2E
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Placental　alkaline　phosphatase　（PLAP）
epidermal　growth　factor　receptor　（EGFR）
p185HER2
carcinoembryonic　antigen　（CEA）
carcinoembryonic　antigen　（CEA）
tumor　associated　glycoprotein－72　（TAG－72）

polymorphic　epithelial　mucin　（PEH）

う特典のほかに，酵母や大腸菌にての大量均一生

産が可能であり，さらに，immunogenecity（免疫

原性）が低いという利点がある．一方，s－Fvのク

リアランスがあまりにも早いために，腫瘍への滞

留性はIgGよりも低くなる傾向がある14）．そこ

で，sFvの2つをペプタイドで繋いで適当なクリ

アランスを保つような大きさの抗体分子を作るこ

とも可能である15）．

　免疫原性の低下についてはヒト型抗体（キメラ

やCDR一抗体）の使用も解決策の一つである．腫

瘍に関連したヒト型抗体については現在，Table　2

に示すようなものが報告されているが，特許にも

関係する事柄なので実際にはここに示した以上の

数の抗体が検討されていると思われる．これらの

抗体の生体内分布については実験動物，おもにマ

ウスを用いて検討しているが，もとのマウス抗体

と同じような生体内分布を示すことで抗原結合部

位の特性が保たれていることを証明している．ヒ

ト腫瘍を植え付けたマウスにマウス（同種）抗体

を投与する場合より，ヒト（異種）抗体を投与す

る場合の方がクリアランスは早くなると一般には

言われている．臨床上（ヒトに投与）でも，マウ

ス（異種）抗体（NR－LU－10）投与の血中半減期が

5．1（α期），26．5（β期）時間であったのが，キメラ

（同種）抗体（NR・・LU－13）投与の場合は2．6（α期），

36・5（β期）時間の半減期でクリアされている16）．

HAMA（human　anti　mouse　antibody：ヒト抗マ

ウス抗体）の産生についてはヒト型抗体をヒトに

投与して初めて明確となることであるので実際の

臨床応用が開始され，時間が経過しない限り早急

な結論を出すことはできない．現段階ではマウス

抗体よりは抗マウス抗体の出現する時期は遅く，

ヒト型抗体では繰り返し投与が可能とされている．

ただし，無制限に投与を繰り返すことはできず，

ヒト型抗体とはいえ，投与抗体に残存しているマ

ウス由来の部分に対する抗体も含め，HACA
（human　anti　chimeric　antibody：ヒト抗キメラ抗

体）やHAHA（human　anti　human　antibody：ヒト

抗ヒト抗体）が生じるまでの間に限る17）．

　腫瘍細胞の抗原の発現が不均一である問題は前

にも述べたが，2種類以上の抗体（抗原が異なる）

をカクテルにして投与することも解決策のひとつ

である．すなわち，2っの異なるエピトープを認

識するV－regionを組み合わせた抗体を利用す

る．本邦でもCEAとCAI9－9のカクテル抗体
（IMACIS－1）を臨床に応用した例がある．腫瘍細

胞の周囲に集積するT一細胞を認識する抗体（例え

ばCD3やCD28に対するモノクローナル抗体）

とCEAに対するモノクローナル抗体とのハイブ

リッド抗体を用いて腫瘍への集積を確実にさせる

方法も有効である18）．これらのハイブリッド抗体

はBifunctional抗体とも呼ばれ，例えば金属キレ

ー トに対する抗体と腫瘍関連抗原に対する抗体の

ハイブリッドを用いて，標識核種の非特異的な集

積を低下させることもできる．すなわち，ハプテ

ン・キレート：腫瘍関連抗原の双方を認識する

Bifunctiona1抗体を投与し，腫瘍に（腫瘍関連抗

原を利用して）集積させる．正常組織や血液から

抗体がクリアされるのを待って，次に核種の結合

したキレートを投与すれば，腫瘍表面に結合して

いる抗体のハプテン・キレート抗原認識部位と結

合し，結果的に1111nなどの肝臓への非特異的集
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積を低下させることができる19）．本法はpre・

targetingと称する方法のひとつで，バックグラ

ウンドを低下させる方法として腫瘍イメージング

だけでなく，特に血流量の多い部分の血栓や炎症

部位のRISへの応用に期待されている．

　また，生体内にて金属を結合するタンパク質の

ひとつのメタロチオネインの遺伝子はすでに解析

されているが，この遺伝子と腫瘍関連抗体のそれ

とをハイブリッドすることですでに核種キレート

物質を内蔵した抗体を生合成することもできる20）．

　一方，抗体のアミノ酸構成や糖の存在が生体内

分布に負の影響を与えることがあるので，これら

のアミノ酸の一部や糖を抗体から削除して腫瘍集

積性を高めるなど21・22），RISやRIT用に抗体を

デザインすることも可能である．

　遺伝子工学的手法が進む一方，古典的な免疫学

手法にても新しいモノクローナル抗体を生成する

ことができる．腫瘍に関連したモノクローナル抗

体を生成して，腫瘍関連抗原が明確になった場合，

その抗原をもとにして別のモノクローナル抗体を

生成することができる．こうした抗体を第二世代

の抗体と称しているが，一般的には第一世代の抗

体よりも抗原との親和性や特異性が高い．したが

って，これを標識して投与した場合には第一世代

よりも優れた生体内分布を示すことが示唆されて

いる23）（ただし，数少ない臨床検討ではこのこと

は必ずしも証明されておらず，また，HAMAの

生成にも影響がでると考えられている24））．RIS

やRITに適した抗体の条件は明確ではないが，理

論的には抗原との親和性や選択性が高く，できれ

ば，腫瘍細胞の表面に存在する抗原を認識する抗

体が望ましいとされている．例えば，細胞内部の

AFPを認識する抗体よりも細胞表面のAFPを認

識するそれの方が肝癌への集積が高かったことや，

細胞内部にて代謝される抗CEA抗体よりも代謝

を受けにくい抗CEA抗体の方が腫瘍への滞留性

が長いことが知られている25・26）．第二世代抗体の

スクリーニングはRISやRITの有効化に向けて

重要な布石となると考えられている．

　本総説ではRISやRITの臨床成績には特にふ

れなかったが，最近の1111n－B72．3による大腸癌

のRIS，さらには1311一抗CD20抗体によるB細胞

リンパ腫のRIT成績については別著に詳細に記

載した27）．これらの成果は最初に述べたように必

ずしも満足のいくものではなく，RISについては

他の診断方法と比較して小さい腫瘍が検出できな

いなど，RITについては正常組織への被曝線量

が高く毒性が生じるなど，解決しなければならな

い問題点は少なくない．しかし，小型術中プロー

ブを用いて5mm以下のリンパ節転移巣を検出

したり28），RITにGM－CSFの併用投与や骨髄移

植を並行させて骨髄毒性を抑えるなど29），RISや

RITに別の手段を加えることでRISやRITを有

効化させるアプローチも特記すべき事項である．

今後は上述した2つのmodificationを臨床用に検

討，応用し，さらに，すでに臨床応用されている

各種の手段を併用することで，RISやRITの本

来の目的を達成できるものと信じたい．
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Summary

Radioimm皿oscintigraphy　and　Radioimmunotherapy
　　　　　－・・－Approaches　towards　Future　Aspects一

Kayoko　NAKAMuRA

D卿〃〃len’q∫R晒o～ρgy，　Sc乃oo1げM励d〃ε，　Keio仇’ve”5砂

　　Radioimmunoscintigraphy　（RIS）and　radio－

immunotherapy（RIT）have　been　exclusively
studied　fbr　a　dozen　or　so　years，　but　few　clinical

RIS　and　RIT　have　been　successful　due　to　some

limitations．　In　this　review，　two　approaches　are

introduced　to　exceed　the　limitations；One　is　the

modification　of　physiological　and　biochemical

properties　of　tumors　and　the　other　is　the　modifi－

cation　of　radiolabeled　antibodies　such　as　the　devel－

opment　of　labeling　procedures　and　the　production

of　new　antibodies　and　fragments．　The　effect　of

interferon　and　vasoactive　agents　on　the　uptake

of　antibodies　in　tumors，　and　comparative　bio－

distribution　and　pharmacokinetics　of　dif陀rent

radiolabeled　antibodies　and　fragments　which　are

produced　in　the　new　generation　are　reviewed．　We

believe　that　RIS　and　RIT　could　be　evaluated

precisely　when　these　approaches　are　well　applied

to　clinical　patients．

　　Key　words：Radioimmunoscintigraphy，　Radio－

immunotherapy，　Modification　of　tumors，　Modifi－

cation　of　antibodies．
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