
平成29年度 技術交流助成 成果報告（海外留学） 
 

氏名  小林 正和 

 

留学先名称  米国National Institutes of Health 

留 学 期 間 平成29年12月25日～平成31年12月24日 

 

 

 

1. 留学中に実施した研究テーマ 

個別化内用放射線治療を可能とするがん治療シミュレーション予測法とがん治療効

果増強法の開発 

 

2. 留学期間中の研究成果 

臨床画像検査で用いられている核医学検査は、放射性同位元素を標識した放射性薬剤

を体内に投与し、全身に集積した線を画像診断装置により画像化することで、定量的

かつ客観的に生体内の分子動態を測定可能な手法である。また、、線やオージェ電子

を放出する放射性薬剤をがん患者に投与することで、がん細胞を殺傷する内用放射線治

療も可能であり、国内外で多く利用されている。しかし、この内用放射線治療効果は個

人差が大きく、画期的な内用放射線治療薬剤の開発やその治療効果増強法が急務である。

留学先の米国 National Institutes of Health (NIH)の Innis 博士が主宰する研究室では、画像

診断薬を用いた精神神経疾患の向精神薬の多剤耐性に関する研究を行っており、抗がん

剤と同様に内用放射線治療薬剤もがん細胞において多剤耐性が生じている可能性が考

えられたため、Innis 研究室が研究している特異的細胞外排泄阻害剤の併用投与による

がん治療効果増強法を開発し、個人差の大きい内用放射線治療の治療効果を向上させる

ことを考えた。また、当研究室では、画像診断薬の体内分布から全身の放射線被ばくを

予測可能なシミュレーションソフトを所持しているため、これらを適応して内用放射線

治療薬剤の体内動態と治療効果の予測に適応することを考案した。この薬剤に使われる

、線やオージェ電子は体外に放出されず、その動態を画像等で確認することが難しい



ため、上記のシミュレーションを改良することで動態を確認することにした。また、内

用放射線治療薬剤に使われる放射性同位元素の物理的半減期と飛程等の情報を加える

ことで薬剤の治療効果予測を可能にすることを考えた。 

本留学では、個別化内用放射線治療の確立を目指し、排泄型薬物トランスポータの特

異的阻害剤を併用したがん治療効果増強法と、シミュレーションを用いた内用放射線治

療薬剤におけるがん治療効果予測法の開発を目的とし、内用放射線治療薬剤の一種であ

る[131I]3-iodo-benzylguanidine ([131I]MIBG)における個別化内用放射線治療の開発を目指

した。[131I]MIBG は、国内外で神経内分泌腫瘍の内用放射線治療薬剤として利用されて

いるが、患者個人で治療効果が異なるため、その要因の一つが多剤耐性と考えた。この

多剤耐性を阻害する薬剤を[131I]MIBG と同時投与することでがん治療効果増強法を確

立できると考えられた。また、[131I]MIBG は、がん治療に必要な線のみならず、画像化

に必要な線も同時に放出するため、放射性同位元素の種類を変えることなく、本法の

開発が可能である。 

本研究成果として、最初に内用放射線治療薬剤[131I]MIBG と薬物トランスポータの関

連性を検討した。第一に、使用する排泄型薬物トランスポータの特異的阻害剤を決める

に当たり、[131I]MIBG の神経芽細胞腫への取り込みを阻害しないことが必須条件と考え、

[131I]MIBG の神経芽細胞腫への取り込み機序を確認した。腫瘍に主に多く発現する取込

型薬物トランスポータ強制発現系として、ヒト型 organic anion transporting polypeptide 

1B1 (OATP1B1)、OATP1B3、OATP2B1、organic anion transporter 2 (OAT2)、organic cation 

transporter 1 (OCT1)、OCT2、Na+-taurocholate cotransporting polypeptide (NTCP)を選択し

た。これらを各々高発現させた HEK293 細胞を用いて、各取込型薬物トランスポータ

への[131I]MIBG の取り込みの関与を検討した結果、[131I]MIBG の標的でなる神経芽細胞

腫に対して、[131I]MIBG は OAT2、OCT1 および OCT2 からも神経芽細胞種内に取り込

まれている可能性が考えられた。 

 

* p < 0.05 compared with HEK-Mock 

図 1 [131I]MIBG と取込型薬物トランスポータとの関連性   
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次に、腫瘍細胞に発現する主要な 4 種類の排泄型薬物トランスポータの強制発現系ベ

シクルを使って、[131I]MIBG が関与する排泄型薬物トランスポータの関与を解明した。

[131I]MIBG の排泄型薬物トランスポータの関与に関して、[131I]MIBG は multidrug resistance-

associated protein (MRP)1 および MRP4 発現ベシクルにおいて、ATP 存在下の集積が AMP

存在下の集積と比べて約 2-3 倍有意に増加したため、MRP1 と MRP4 が[131I]MIBG の腫

瘍細胞外排泄に関与している可能性が示された。したがって、生体に安全性が高く、主

に OCT 以外から腫瘍内に取り込まれ MRP を阻害する薬剤を[131I]MIBG と併用すること

で、[131I]MIBG の神経芽細胞腫の細胞外排泄を阻害し、[131I]MIBG の内用放射線治療効

果を向上させるがん治療効果増強法を開発できると考えた。 

[131I]MIBG の治療標的となるヒト由来神経芽細胞腫 SK-N-SH において、[131I]MIBG 

の輸送に関与する OCT1、OCT2、OAT2、MRP1 と MRP4 の発現量をリアルタイム PCR

で測定した。その結果、がん細胞に対する[131I]MIBG の取り込みに関与する OCT1、

OCT2 及び OAT2 の発現量は、内部標準遺伝子 1000 コピー当たりの発現コピー数とし

て、各々20.1、10.3、2.5 であり、MRP1 と MRP4 の発現量は 23.4、6.2 であり、OCT と

MRP は SK-N-SH において他の薬物トランスポータよりも高発現していた。 

当研究室では、多数の MRP 阻害薬を使用した実績があるため、その研究経験の下、

probenecid が最も本研究に適していると教授された。Probenecid は OAT と MRP を阻害す

るが、OAT への親和性が相対的に低く，MRP には高い親和性を示すので、本研究に適し

ていると考えられた。SK-N-SH 細胞株において、probenecid を用いた[131I]MIBG における

がん治療効果増強法の有効性を検討した結果、probenecid を[131I]MIBG と併用投与したと

きに、probenecid を負荷していないときと比べて、SK-N-SH に対し、[131I]MIBG 投与後

60 分で約 1.5 倍集積が向上した(図 2)。次に、SK-N-SH を移植した担がんマウスを作製

(図 3)して、probenecid を用いた[131I]MIBG におけるがん治療効果増強法の有効性の確認を

試みたが、担がんマウスの作製が難しく、より作製率の高い方法を模索中である。 

 

図 2 SK-N-SH における 131I-MIBG の集積量の経時変化 図 3 実験動物の取扱習得風景 

(*p < 0.01 compared with control) 
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最後に、シミュレーションを用いた内用放射線治療薬剤におけるがん治療効果予測法

の開発に関して、放射線被ばく線量評価ソフトウェア OLINDA を基に開発に取り組ん

だ。OLINDA で使用されているプログラムは Jave 言語であり、この言語に初めて取り

組み、言語の習得から始めたため、想定よりもこの開発に時間を要し、未だ完成に至っ

ていない。このソフトウェアには既に本研究で使用した 131I における主なγ線の情報は

入力済みであったが、β線の情報を入力する必要があり、この入力は筆者にとって容易

な作業ではなかった。 

   

図 4 OLINDA によるがん治療効果予測法の開発の一例 

 

3. その他と謝辞 

留学開始数か月は、日常生活や研究のセットアップに明け暮れ、身体的かつ精神的に

も大変疲弊し研究活動を開始できるような状況ではなかったが、月日が経つにつれて研

究活動を進められるようにはなりました。しかし、海外の研究施設では日本と同様に研

究を推進するのは難しく、予想していたよりも研究の進展が遅くなり、研究成果も期待

したいほど多く得られませんでした。今後も NIH との共同研究は継続可能なため、日

本とアメリカの文化や考え方の違い等を理解した上で研究活動に取り組んでいきたい

と思います。本留学を終了するまで、それほど大きな問題もなく日常生活や研究活動を

行えたのは、私の家族と NIH で知り合った日本人の方々、さらにラボスタッフの御陰

と大変感謝しています。この場を借りて、留学中御世話になった皆様と、このような素

晴らしい機会を与えてくれた当財団の皆様に感謝と御礼を申し上げたいと思います。 

                  

図 5 留学先で御世話になった研究者家族との写真(筆者左) 


