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（論文審査の要旨及び審査結果の要旨）
放射能の発見の初期から放射線を医療に用いることが研究されてきた。現在では放射性同位体
を特定の疾患部位に集中させて，診断や治療に用いることがおこなわれている。最近 theranostics
が注目されている。これは診断（diagnostics）と治療（therapeutics）を融合しようとするもので，
効率的で効果的な治療を目指すものである。分岐壊変を起す

Cu はこの目的に利用できる核種

64

であり，適度な半減期（12.7 h）をもち，β+壊変（653 keV, 18%）を用いて PET（陽電子断層撮影）
を行ない，電子捕獲壊変（44%）で生じたオージェ電子ならびに β–壊変（579 keV, 38%）の電子
を用いてがん細胞を殺傷することが可能である。特にオージェ電子は線エネルギー付与が大き
く，がん細胞の殺傷力が高いことが知られている。
また小型サイクロトロンを用いて 64Ni(p,n)64Cu
反応で容易に製造できる点も有利である。これまでにも

Cu をがん細胞に特異的に届けるため

64

の放射化学的・錯体化学的研究が多くおこなわれている。その中で論文提出者を含む放医研の研
究グループは，64Cu-ジアセチルビス(N4-メチルチオセミカルバゾン)（64Cu-ATSM）がユニークな

機構で低酸素がんに集積するためその治療に有効なことを示してきており，臨床での応用が期待
されている。本学位論文は，低酸素がんを標的とした金属錯体

Cu-ATSM の放射性薬剤として

64

の臨床利用を目指した前臨床研究に関する論文である。研究は二つの課題についておこなわれ
た。第１の課題は，治療用量の高放射能の

Cu-ATSM を安定に薬剤として製造する方法，第２

64

の課題は化学的な安全性の評価である。
論文は 2 部構成であり，序章において核医学の歴史と現状が述べられ，あわせて本論文で扱う
Cu-ATSM の研究背景と共同研究でおこなわれてきた一連の研究が紹介されている。第１部は高
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放射能濃度の 64Cu-ASTN の安定化と製造法についての研究が記載され，第２部では Cu-ATSM の
安全性に関する研究が議論されている。終章では研究の総括と治療薬としての

Cu-ATSM の今
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後の展望が述べられている。本研究による成果は次の通りである。
(1) 高放射能の 64Cu-ATSM の安定化と無菌化
これまで 64Cu-ATSM はオンサイトで製造され，直ちに使用されていたため，100 MBq mL–1 以
下の濃度であった。しかし多施設での臨床試験で，患者への静脈内投与を行なうとすると，
1.5 GBq mL–1 程度の濃度で 24 h 程度の間 64Cu–ATSM を安定化させる必要がある。しかし放射
能濃度が高いと 64Cu からの高線量の放射線により水が放射線分解を起し，生じた OH ラジカ
ル等で錯体が分解されてしまう。これを解決するために，L-アスコルビン酸やクエン酸をは
じめとする医薬品添加物として使用されている 15 種のラジカルスカベンジャーについて，有
効性の試験を実施した。放射濃度 1.5 GBq mL–1 の溶液にラジカルスカベンジャーを飽和させ，
直後, 5 および 24 h 後の溶液について，ラジオ TLC を使って放射化学的純度を測定した。その
結果，L-アスコルビン酸およびそのナトリウム塩や D-マンニトールなど 5 種類のラジカルス

カベンジャーを使うとき，24 h は放射線分解を起さないことがわかった。安全性や扱いやす
さなどの点から，L-アスコルビン酸ナトリウムを最適とした。
Cu-ATSM を注射剤として使用するには，無菌化が必要である。64Cu-ATSM は脂溶性が高

64

いため汎用されているセルロース混合エステル（MCE）製の膜フィルターを用いると，膜に
Cu-ATSM が吸着されてしまうという問題点があった。そこでフィルターの材質を検討した。

64

ポリフッ化ビニリデン（PVDF）膜，ポリエーテルスルホン膜，MCE 膜を用いた注射剤のろ
過試験をしたところ，PVDF 膜が放射能の回収率が最も高いことが明らかになった。
これらの成果は，Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 誌において報告された。
(2) Cu-ASTM の化学的暴露による有害事象の評価
臨床試験に入る前に，使用する薬剤の薬物動態，被ばく線量評価，有効性，安全性の非臨床
的評価が求められる。前 3 者は実施済みだったために，安全性の評価を行なった。マウスを
用いて Cu-ATSM と L-アスコルビン酸ナトリウムの組み合わせによる，繰り返し暴露に対する
毒性試験を実施した。
始めに投薬スケジュールを決定するために，
血漿中の Cu-ATSM と ATSM
の消失速度を LC–MS/MS 法により測定し，Cu-ATSM と ATSM の半減期をそれぞれ 21.5 およ
び 22.4 min と決めた。現行の ICH M3[R2]のガイドラインに基づいて，マウスを 27，81 およ
び 135μg/kg Cu-ATSM/ATSM（2/25）
，生理食塩水，賦形剤投与の五つの群に分け，それぞれの
群に対して 7 日間静脈反復投与を行い，毒性試験を行った。81 μg/kg までの投薬では，有害事
象が起こらないことを確認した。この量は臨床での予定量に対して μg/kg 換算で 320 倍の高用
量であり，安全性が確認できた。本成果は Translational Oncology 誌にて発表された。
まとめると，以上の研究により臨床試験における

Cu-ATSM 溶液の処方と製造法を確立するこ

64

とができた。毒性試験からは，治験薬を投与することによる潜在的危険性も低いことが明らかに
なった。これらの成果は第 I 相臨床試験の計画の策定で，有用なデータとなった。

本論文は東邦大学大学院理学研究科学位規程第３条第２項に該当するものであり，博士（理学）
の学位論文として価値あるものと認められる。なお審査員会は令和 2 年 2 月 8 日に公聴会を行い，
続けて論文内容とそれに関する事項について口頭で試問を行った。その結果，合格と判断した。

東邦大学審査学位論文（博士）の要旨

論 文 要 旨

氏 名 松本 博樹

論文題目
Radiochemical studies on a radiometal complex copper-64-diacetyl-bis(N4methylthiosemicarbazone) (64Cu-ATSM)
放射性金属錯体 ジアセチルビス(N4-メチルチオセミカルバゾン) 銅-64 (64Cu-ATSM)に
関する放射化学的研究

論文要旨
銅-64 (64Cu) は銅の放射性同位体の一つであり，β+ 崩壊，β− 崩壊，及び電子軌道捕
獲という独特な崩壊形式をとる．このうち，β+ 崩壊は電子・陽電子消滅を生じ，この過
程で発生する γ 線をポジトロン断層撮影法（PET）でとらえることにより画像診断に利
用できる．一方，64Cu は，β−崩壊及び電子軌道捕獲によりがん細胞に殺傷効果を有する
β−粒子とオージェ電子を生じるため，治療量を投与することで，がんの治療の目的で使
用することも可能である．特に，オージェ電子は，高線エネルギー付与を示すため，が
ん細胞の DNA や細胞膜に重度の損傷を与えることができると報告されている．
これまでに，このような特性を有する 64Cu を体内でがん組織に特異的に送達するた
め，多くの放射化学的・錯体化学的研究が積み重ねられてきた．中でも，放射金属錯体
である 64Cu-diacetyl-bis(N4-methylthiosemicarbazone) (64Cu-ATSM) は，予後が悪いことで
知られる低酸素がんを標的とする有望な

Cu 化合物である．この化合物は，生体内で

64

の酸化還元代謝に重要な役割を果たし低酸素がんで多く産生される NADH と似た酸化
還元電位を持つように分子設計されている．このため，64Cu-ATSM は低酸素がんにおい

1

て還元を受け，64Cu が ATSM から外れてがん細胞内に留まるというメカニズムで集積
することが報告されている．これまでに，本化合物を用い，悪性度の高い低酸素がんを
画像診断する目的で PET 臨床研究が行われ，その有用性が示されてきた．
また近年，複数の非臨床研究により，64Cu-ATSM を用いた治療は，悪性度の高い低
酸素がんに対し高い有効性を持つことが示されてきた．このことから，本化合物の治療
目的での臨床応用が期待されている．しかしながら，64Cu-ATSM による治療の臨床応用
までには，(1) 治療用量の

64

Cu-ATSM を安定化する処方と効率的な製造法の開発，(2)

開発された処方に含まれる Cu-ATSM による化学的曝露による有害事象の評価，などの
課題が残されている．そこで，本研究では，これらの課題の解決を目的とし，64Cu-ATSM
の製法処方の検討，並びにマウスを用いた安全性試験を，以下のように実施した．
(1) 治療用量の 64Cu-ATSM を安定化する処方と効率的な製造法の開発
Cu-ATSM を PET 診断で用いた過去の研究において，当放射性化合物は PET 診断を

64

行う施設にて 100 MBq/mL 以下の濃度で製造され，直ちに使用されてきた．一方，64CuATSM を治療目的で使用するためには，患者への静脈内投与を安全に行うため，より高
濃度で製造する必要がある．更には，64Cu-ATSM の臨床試験を加速するため，多施設臨
床試験が現実的な選択肢となり，1 カ所の製造所から複数の臨床施設に治療目的で 64CuATSM を現実的に届けるためには，約 1.5 GBq/mL の濃度で 24 時間 64Cu-ATSM を安定
化させる必要がある．
Cu-ATSM を治療薬として高濃度で製造するために最も重要な課題は，64Cu-ATSM

64

が水溶液中で放射線分解を受けるため不安定になることである．本研究では， 64CuATSM を 1.5 GBq/mL という高い放射活性濃度で 24 時間安定化するため，15 種類のラ
ジカルスカベンジャーを検討し，64Cu-ATSM 溶液の処方に含まれる最適な安定化剤とし
て L-アスコルビン酸ナトリウムを選択した．
Cu-ATSM を治療スケールで製造するための次の課題は，64Cu-ATSM が脂溶性の高

64

2

い化合物であるため，注射剤の無菌化工程で汎用されるセルロース混合エステル(MCE)
製膜フィルターへの吸着が多いことである．そのため，より回収効率の高い無菌ろ過工
程の開発が将来の臨床での大容量製造の需要に応じるために重要なステップとなる．本
研究では，64Cu-ATSM の無菌化を放射能の多大な損失なく行うため，ポリフッ化ビニリ
デン(PVDF), ポリエーテルスルホン(PES), 及び MCE 製の膜フィルターの中から最適な
ものを選択した．その結果，PVDF によるろ過後の放射能の回収率が最も高いことが示
された．
これらの結果を受けて，本研究では臨床試験で用いる治験薬としての 64Cu-ATSM 溶
液に L-アスコルビン酸ナトリウムを含む処方を設計し，PVDF 製膜フィルターによる無
菌ろ過工程を含む製法を確立した．本研究で開発した処方と製法との組み合わせは，
Cu-ATSM を悪性腫瘍の治療に用いるための将来の臨床研究の加速に貢献できると考

64

えられる．
(2) 処方中に含まれる Cu-ATSM による化学的曝露による有害事象の評価
一般に，治療薬としての臨床試験の開始に先立ち，使用する薬剤の薬物動態と被ばく
線量評価，有効性，並びに安全性の非臨床的な評価が求められる．これまでに，64CuATSM の非臨床試験としてマウスの静脈内に

Cu-ATSM を投与した際の薬物動態と被

64

ばく線量評価，有効性，並びに安全性につき評価を行ってきた．その結果，複数回投与
の

Cu-ATSM が悪性度の高い脳腫瘍の一種である膠芽腫に対しがんの成長抑制効果と

64

生存延長効果を有しつつ，大きな副作用がないことが示された．これらの結果に基づき，
膠芽腫患者を対象とする臨床試験では，64Cu-ATSM を 1 週間に 1 回，4 週間投薬するこ
とを計画した．しかしながら，放射性医薬品の安全性確認の一環として，臨床試験を始
める前に治験薬に含まれる化合物の繰り返し曝露による潜在的危険性を評価するため，
処方に含まれる化合物を用いた毒性試験の追加実施が必要であると考えられた．そこで，
本研究では銅の安定同位体を用いて合成した Cu-ATSM 並びに治験薬に含まれるその標
3

識前駆体である H2-diacetyl-bis(N4-methylthiosemicarbazone) (ATSM) と，L-アスコルビン
酸ナトリウムを安定化剤として含む処方を用いて，追加の非臨床毒性試験を実施した．
まず，毒性試験での投薬スケジュールを決定するために必要なパラメータとしての
血漿中消失半減期を求めるため，本研究ではマウス血漿中における Cu-ATSM 及び
ATSM の薬物動態試験を実施し，LC-MS/MS 法により血漿中における各化合物の濃度を
経時的に測定した．その結果より，Cu-ATSM 及び ATSM のマウス血漿中消失半減期は
それぞれ 21.5 分及び 22.4 分と算出できた．得られた消失半減期，治験薬中に含まれる
Cu-ATSM 及び ATSM の化合物量（総量 15 µg，2:25 の割合で含む），計画中の臨床試験
における投薬スケジュールより，本研究ではマウス 7 日間静脈内反復投与毒性試験を実
施した．その結果，Cu-ATSM 及び ATSM を 81 µg/kg （臨床予定投薬量に対し μg/kg 換
算で 320 倍の高用量）含む処方の投薬で有害事象は観察されないことが明らかとなっ
た．本結果並びに既に得られている研究結果より，臨床試験で使用予定の治験薬の処方
に総量として 15 µg 含まれる Cu-ATSM 及び ATSM は，64Cu-ATSM による治療のため週
に 1 回 4 週間安全に投薬可能であることが示唆された．
以上の結果，本研究では 64Cu-ATSM を治療目的での放射能濃度で製造するため，Lアスコルビン酸ナトリウムが 64Cu-ATSM の製造後 24 時間まで放射線分解を効果的に抑
制，64Cu-ATSM を安定化できることを明らかにした．また， 64Cu-ATSM 溶液の無菌ろ
過工程において，PDVF 製膜が汎用される膜フィルターよりも放射化学的収率が高いこ
とを明らかにした．これらの結果に基づき，臨床試験の治験薬としての

Cu-ATSM 溶

64

液の処方と製法を確立できた．更に，非臨床毒性試験により，治験薬の処方に含まれる
化合物による曝露の潜在的危険性は十分に低いことが示された．本研究は

Cu-ATSM

64

の患者での安全性と有効性を評価するための第 I 相臨床試験の試験計画を策定する上で
有用なデータを提供した．
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