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《原　著》

樹立培養細胞への2°ITIおよび99mTc－MIBIの取り込み

　　　　　　　　　および放出に関する検討

小森　　剛＊

末吉　公三＊

松井　律夫＊

楢林　　勇＊

足立　　至＊ 清水　雅史＊

　要旨　2°iT1－chlorideおよび99mTc－－MIBIを腫瘍細胞の培養液に加えて，これらの放射性医薬品の腫瘍

細胞への取り込みを放射能を測定することによって検討した．腫瘍細胞としてHeLa細胞を用い，上記

放射性医薬品を加えて培養した細胞を経時的に採取し，放射性物質の細胞への取り込みを検討し，次に

放射性物質を取り込ませた細胞を放射性物質を含まない培養液で培養し，放射性物質の放出動態を検討

した．さらに，アクチノマイシンD（ACD）で処理した細胞を用い，細胞の増殖能と放射性物質の取り

込みおよび放出との関係を検討した．放射性物質の60分後の取り込みは細胞数と正相関し，細胞への

特異的な取り込みと確認された．取り込みの程度は「°iTlのほうが99mTc－MIBIより高かったが，放出の

動態はほぼ同じであった．ACD処理細胞では2°IT1はACDの濃度に正相関して，放出率が増加する傾

向にあり，99mTc－MIBIは細胞への取り込みが増加したが，放出率は一定の傾向にあった．　z°iTlの腫瘍

細胞からの放出率はACD処理によって増加したが，このことはPt）ITIが悪性腫瘍からのwashoutが遅

延するという臨床における知見と合致した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：651－658，1995）

1．はじめに

　心筋血流製剤として開発された2°in－chlorideや

99mTc－MIBIなどは細胞内集積性を有することが知

られている．201T＋はATPaseおよびNa＋／K＋ポ

ンプを介して細胞内に能動拡散により取り込まれ

るとされている1）．また99mTc－MIBIは脂溶性の陽

電荷複合体で細胞内に受動拡散にて取り込まれ，

これにはATPによる膜電位が関与し，強い陰電

荷を持つミトコンドリアに取り込まれることが

知られている2～5）．2°IT1は腫瘍組織に集積するこ
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とから腫瘍診断にも応用され6～8），99「nTc－MIBIに

ついても腫瘍診断上有用であるとする報告が多

い1卜19）．近年，このような腫瘍に特異的な集積の

機序を明らかにするために培養細胞を用いた研

究が行われている2・20）．

　一方，細胞内に取り込まれたこれらの放射性

物質は長期間細胞内にとどまることはなく，何

らかの機序で細胞外へ排泄される．2°iTlは悪性

腫瘍に集積した後，排泄されるが，この排泄の

程度が肺癌8・9）や甲状腺癌1°）などの腫瘍の良悪を

判定する上に重要であるとされている．その排

泄機序の一つとして99mTc－MIBIでは多剤耐性P

糖蛋白も指摘され21），腫瘍の化学療法抵抗性とこ

れら放射性物質の細胞外排泄とが密接に関連し

ている可能性があるものと考えられる．そこで

われわれは樹立培養腫瘍細胞を用いて，細胞レ

ベルでの放射性物質の取り込みと排泄の動態を
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Fig．1Plot　of　accumulation　of　201TI　and　99mTc－MIBI　into　HeLa　cell　under　steady－state

　　　condition．　The　accumulation　reached　a　plateau　at　about　60　min．

Table　l　Correlation　between　cell　the　number　and　accu－

　　　　mulation　of　ooiTl　and　9“MTc－MIBI　in　HeLa　cell

　　　　at　60　min．　The　count　of　99mTc－MIBI　was　re－

　　　　vised．　According　to　the　background　count
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明らかにすることを目的として実験を行い，知見

を得たので報告する．

II．　材料と方法

　細胞培養：樹立培養腫瘍細胞にはヒト子宮頸癌

由来のHeLa細胞を用いた．　HeLa細胞を10％牛

胎児血清を含むE－MEM培地にて3日間培養し，

24穴マイクロプレート（Coming社）に5×104！ml／

wellを移植し，1mlの培養液にてさらに4日間培

養したものを用いた．腫瘍細胞の細胞増殖率と細

胞による放射性物質の取り込み，排泄の関係を明

らかにするため，本実験ではアクチノマイシンD

（ACDと略す）にて細胞を処理し細胞増殖を調節

した．すなわち，24穴マイクロプレートに5×104／

m〃wellのHeLa細胞を移植し2日間培養したも

のに，最終濃度0～1μg／mlのACDを加えて，

37°Cでさらに2日間培養したものを用いた．

　放射性医薬品溶液：201Tl－chloride　5～10　kBq／

0．05～0．1ml溶液および99mTc－MIBI【Hexakis（2－

Methoxy　Isobutylisonitrile）Technetium－99m］5～10

kBq／0．05～0．1　ml溶液を調整して使用した．

　放射性物質の取り込み：放射性医薬品溶液の

0．05～0」mlを培養液に加え，5～60分間培養し

培養液を除去後，放射性物質を含まない培養液に

て3回洗浄した．ついで0．05％Tripsinおよび

0．02％EDTAにて細胞をwell底から剥離させ，

autowell　scintillation　counter（Aloka　ARC300）にて

放射能を測定した．また放射性物質がマイクロプ

レートに非特異的に吸着するか否かを明らかにす

るために，2×105～13×105個の細胞が付着した

マイクロプレートに，放射性医薬品溶液を加え，

37°C60分間放射性物質と接触させた後，上記と

同様に処理して放射能を測定した．

　放射性物質の腫瘍細胞からの放出：各well当

たり5～10kBqの放射性医薬品溶液を加え，37°c

60分間細胞に放射性物質を取り込ませた後，well

を培養液にて3回洗浄した．さらにwellに放射

性物質を含まない培養液を1　ml加え，37°Cにて

培養を続け，経時的に細胞を採取し，細胞内の残

存放射能を測定した．
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m．結 果

　すべての結果は2wel1から得られたそれぞれの

値と平均値で示した．
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Fig．2　The　correlation　between　number　of　cells　and

　　　uptake　of　2‘）ITI　and～9“MTc－MIBI　in　HeLa　cell　at　60

　　　min．　The　uptake　correlated　with　the　number　of

　　　the　cultured　cells．

　1）細胞への放射性物質の経時的取り込み

　2°inの培養細胞への取り込みは60分で取り込

みの増加が緩やかになると考えられた（Fig．1）．

99mTc－MIBIの取り込みは60分ではまだ上昇する

ように見えた（Fig．1）が，別の実験では30分，

60分，3時間後の取り込みでの加えた放射性医薬

品量に対する取り込み率は0．71，0．69，0．91％で

あったため以下の実験における99”’Tc－MIBIの取

り込みの評価は2°i”と同一の60分後とした．

　2）細胞数と放射性物質の取り込みとの関係

　Table　1に培養液に放射性医薬品を加えたさい

の細胞数と60分後の放射性物質の取り込みとの

関係を示す．細胞がない時において99mTc－MIBI

の場合わずかに放射能を認め，3回の洗浄でも

99mTc－MIBIがごく少量容器に付着していることが

考えられた．細胞がない状態での3回洗浄後のカ

ウント（cpm！well）は平均150±30という値が得ら

れ，各細胞数によるカウント数から150を減算す

る補正を行った．2°1Tlの取り込みと細胞数との相

関係数はr＝0．998，99・・Tc－MIB1の場合はr＝0．995

で共にp＜0．001の明らかな正の相関が得られた

（Fig．2）．
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Fig．3　The　uptake　of　201Tl　and酬Tc－MIBI　in　HeLa　cell　at　60　min　and　the　release　for　90　min．

　　　The　uptake　of　an’Tl　was　Iarger　than　99TnTc－MIBI　at　60　min．　The　release　for　90　min

　　　showed　almost　the　same　tendency　for　these　tracers．
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　3）放射性物質の細胞への取り込みおよび放出

　　の検討

　60分後の取り込みはwell当たり2°ITIは平均

24，128　cpmである．これに対し，99mTc－MIBIは平

均4，845cpmで，加えた放射能に対する取り込み
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Fig．4　Correlation　between　the　concentration　of　ACD

　　　and　the　cell　growth．
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率は2°inが99mTc－MIBIより約5倍高かった．た

だし，99mTc－MIBIの場合，放射性物質の測定は添

加時から4時間ほど経過しており，それを補正す

れば，約L59倍高くなる．90分までの測定でそ

れぞれの放射性物質について細胞内に残存する放

射能はほぼ同様の指数関数的減少を示した（Fig．

3）．

　4）ACDの添加量と細胞の増殖度

　ACDの量の増加とともに細胞の増殖の抑制も

大きくなったが，0．5μg／mlを超える濃度では殺

細胞効果を示した（Fig．4）．そこで以下の実験で

は殺細胞効果のないACDの濃度で検討した．

　5）ACD濃度と放射性物質の取り込みおよび

　　放出との関係

　2°inの60分後の取り込みに関してはACDの

濃度と2°in取り込みとの間には明らかな関係は

見られなかった．放出率は0．6μg／m’まで順次増

加しており，ACDの濃度との間に正の相関があ

ると考えられた（Fig．5）．99mTc－MIBIの60’分後の

取り込みはACDの濃度とともに増加する傾向が

あったが，放出率は一定の傾向にあった（Fig．6）．
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Fig．5　a：Correlation　between　the　concentration　of　ACD　and　the　uptake　of　201TI　in　104　cells．

　　　b：Correlation　between　the　concentration　of　ACD　and　the　release　of加1Tl　in　104　cells．

　　　The　cellular　release　of　201Tl　with　the　addition　of　ACD　was　increased　in　association　with

　　　the　concentration　of　ACD．

Presented by Medical*Online



　　　樹立培養細胞への2°iTlおよび99mTc－MIBIの取り込みおよび放出に関する検討

Radioactivity　　99mTC－MIBl
（cpm／1　O‘cell）

140．00

120．OO

100．OO

80．00

60．OO

40．OO

20．00

0．00

0．8

0．7

0．6

0．5

0．4

0．3

0．2

0．1

0

release　rate＝（a－b）／a

＼／一一一一一
■

655

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　〇　　　一　　　ぐY　　　トリ　　　K「　　『〕　　y口　　　卜一
　　　〇　　　〇．05　　0．1　　　0．3　　　0．6　　　　　　　0　　　　　0　　0　　0　　0　　d　　d　　O

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、。ncent，atl。，。f　ACDμ9／ml　　　　・・nce・t・ati…fACD　・9／ml

　　　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b
Fig．6　a：Correlation　between　the　concentration　of　ACD　and　the　uptake　of～99mTc－MIBI　in　l　O4

　　　Cel1S．　b：COrrelatiOn　between　the　COncentration　Of　ACD　and　the　releaSe　Of　eqmTC－MIBI

　　　in　l　O4　cells．　The　cellular　release　of　99mTc－MIBI　showed　no　change　by　the　addition　of

　　　ACD．

IV．考　　察

　細胞培養の方法はMaublantら22）の方法に準じ

て行ったが，細胞が異なること，細胞に取り込ま

れた放射性物質の計測に違いがあったため，方法

における正当性を検証する必要があった．われわ

れの方法の場合，トリプシン，EDTAによって細

胞を採取するのであるが，正確に細胞が剥がれる

か，さらに細胞以外の物質に吸着した放射性物質

を計測していないかについて検討する必要があっ

た．この結果，細胞数に正相関して放射性物質の

取り込みが増加しており，計測された放射能は細

胞に特異的なものと判断された．しかし，99mTc－

MIBIの場合はごく僅かに放射性物質が細胞以外

の部分にあるので，これを補正するとさらに正確

な相関が得られる．そこでこの実験でこれを加え

ることとした．また，結果で示すごとく，それぞ

れのデータは非常にばらつきが少なく，実験系が

正しいと考えられた．放射性物質の細胞への取り

込みは2°1T1がほぼ60分で平衡に近づいたが，

99mTc－MIBIの平衡に達する時間は2°ITIに比し少

し遅れていた．文献的にも99mTc－MIBIのkinetics

は少し遅いようである2・22）．しかし2種類の放射

性医薬品の取り込み率を同じ時間で評価するため

に，60分を取り込み評価時間とした．

　60分後の取り込みは，2°iTlが99mTc－MIBIに

比較し少し高い傾向にあったが，腫瘍細胞での

Maublantら22）の報告と一致するものであった．

　腫瘍細胞における放射性物質の放出においては

2種類の放射性医薬品共ほぼ同じ傾向を示した．

心筋細胞での放出に関しては99mTc－MIBIが2°1T1

より少し遅れるという報告がある2）．しかしACD

処理を行った細胞では2°inは放出率が上昇する

のに対し，99mTc－MIBIは一定の値を示した．　ACD

が直接放射性医薬品の代謝に影響する可能性もあ

るが，ACD処理にて増殖率が変化した細胞群で

の検討と考えた場合，2°1T1では増殖率の高いもの

ほど放出率が上昇した．この結果は肺癌や甲状腺

癌などで臨床的に増殖の活発な悪性細胞はwash－

outが遅延するという知見6・8“‘1°）と合致するもので

ある．

　99mTc－MIBIの場合は今回の検討結果からは細胞

の増殖能と放出度は無関係であることが示唆さ

れ，放出度によって細胞の増殖能を判定するのは
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困難と考えられた．99niTc－MIBIの60分後の取り

込みに関しても，増殖能に反比例して上昇する傾

向にあった．

　これらの99mTc．MIBIの201Tlと異なったkinetics

は最初にも述べたように，その取り込みのメカニ

ズムの違い（特に2°1”と異なり多剤耐性P糖蛋

白の量21）やミトコンドリア膜のポテンシャル2）に

影響される）にあると思われる2～5）．しかし99”・Tc－

MIBIの60分後の取り込みに関しては増殖能に反

比例して取り込みが高くなり，このことは臨床的

には正常細胞に比べ腫瘍細胞に多く集積する1日9）

という報告とは少し矛盾している．われわれは臨

床例で肺癌の気管支動脈造影における腫瘍血管の

多寡と99・・Tc－MIBIの集積が相関していること，

肺のsclerosing　hemangiomaに99”’Tc－MIBIが早期

像および後期像にて著明に集積した例を経験した

が，これらのことは99mTc－MIBIのインビボでの

取り込みは腫瘍細胞の性状のほかに血管増生の多

寡が深い関係があるということを想定させる．培

養腫瘍細胞の取り込みには全く腫瘍血管の関与は

なく，これは今回の結果と臨床例との不一致の一

因と考えられる．放射性物質の放出に関しては，

増殖能に無関係に一定の傾向を示したが，多剤耐

性P糖蛋白が排泄に大きく関わっているものと思

われる．

V．結　　語

　1．培養細胞における放射性物質の取り込みお

よび放出に関する実験系を確立した．

　2．HeLa細胞における2°i”の取り込みは60分

後で99mTc－MIBIより約5倍高かった．

　3．ACD処理細胞では，2°1Tlの60分後の取り

込みはACDの濃度との間に明らかな関係が見ら

れなかったが，放出率はACDの濃度と共に増加

する傾向にあった．99mTc－MIB1の60分後の取り

込みはACDの濃度が上昇するにつれ増加する傾

向にあり，放出率は一定の傾向にあった．
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Summary

In　VitrO　Uptake　and　ReleaSe　Of　2”’Tl　and　”mTC・MIBI　in　HeLa　Cell

Tsuyoshi　KoMoRi，　Ritsuo　MATsul，　Itaru　ADAcHi，　Tadafumi　S　HiMizu，

　　　　　　　　　　　　　Kozo　SuEyosHi　and　Isamu　NARABAyAsHi

Depart〃tent（～f　Radio／・8y，　OsakO〃edical・Co〃ege

　　201Tl　is　useful　in　the　diagnosis　of　tumor　malignancy

determined　by　the　grade　of　washout　rate　to　the　normal

tissue　especially　in　lung　tumors　and　thyroid　tumors．

99mTC－MIBI，　a　tracer　of　myocardial　blood　flow　is　a1SO　a

tumor　tracer．　We　determined　whether　the　growth　of

the　tumor　cell　is　related　to　the　uptake　and　release　of　the

these　tracers　in　cultured　cells（HeLa　cell）．

　　Cultured　HeLa　cells　were　incubated　for　l　hr　with　lO

kBq　of　either　tracer　for　the　kinetic　study　of　cellular

uptake　and　additionally　incubated　for　90　min　with　cold

medium　for　the　kinetic　study　of　cellular　release．　These

cells　cultured　with　various　concentrations　of　actino－

mycin　D（ACD）were　used　to　examine　the　correlation

between　cellular　growth　and　kinetics　of　these　tracers．

　　The　uptake　in　the　cell　reached　a　plateau　at　about　60

min　and　the　uptake　at　60　min　correlated　with　the　num一

ber　of　the　cells　and　was　identified　for　specific　accumu－

lation　in　the　cell．　The　uptake　of　20’Tl　and　99mTc－MIBI

at　60　min　was　5．17％and　1．32％respectively　of　the

given　dose．　The　release　for　90　min　showed　almost　the

same　tendency　fbr　these　tracers．　The　cellular　release　of

201Tl　with　the　addition　of　ACD　was　increased　in　asso－

ciation　with　the　concentration　of　ACD．　On　the　other

hand，　the　cellular　release　of　99mTc－MIBI　showed　no

change　by　the　addition　of　ACD．

　　In　conclusion，201Tl　showed　slower　washout　in　high

growth　cells　than　in　low　growth　cells，　and　could　act　as

an　indicator　of　tumor　malignancy　by　assessment　of　its

washout　by　the　tumor．

　　Key　words：　201T1，99mTc－MIBI，　Actinomycin　D，

Cultured　cell，　Kinetics．
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