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はしがき

最近、脳や心筋などにおける神経伝達系に関連する疾患の増加に伴い、その正

確な診断法の開発が臨床上強く求められている。近年急速に進歩したX線CT

や磁気共鳴イメージング (MRI)は脳内の形態学的な変化を高精度で検出するこ

とが可能であるが、神経疾患に於いては、形態学的変化を伴わない、あるいは

それを生じる以前に機能障害を生じる疾患が多く、それら疾患の早期診断、治〆

療法の選択と有効性の評価などには神経伝達機能の情報が不可欠である。そこ

で、神経伝達機能に直接関与する放射性化合物を投与し、その対象臓器や組織

内での動態を指標として、対象神経伝達系の機能に関するインビボでの情報を

得ることが可能である、ポジトロンCT (PET)やシングルフォトンCT (SPECT) 

を用いた神経伝達機能の核医学画像診断法の開発が強く望まれている o また、

最近の技術の進歩により測定器の解像力が増し、本研究法は実験動物にも応用

可能となりつつあることから、その開発は、薬理学、生理学、薬剤学などの研

究分野においても有効な手法として期待されている。

そこで、本研究では、ノルアドレナリンおよびアセチルコリン神経伝達機能を

対象として、測定対象機能発現分子との結合親和性に高い親和性を有する放射

性リガンドを光学活性を含めて構造一活性相関に関する検討を基に設計・開発

し、その光学活性放射性リガンドと PETや SPECTによる核医学放射線画像計測

法とを用いて、生きている脳や心筋での神経伝達機能をインビボで定量画像解

析する方法を開発し、それを基礎とした、新しい脳、心筋機能の実験評価法、

さらにその臨床核医学診断学への応用性を考察する D
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研究成果

本研究では、光学活性な放射性リガンドと核医学放射線画像計測法とを用いて、脳、

心筋での神経伝達機能をインビボで定量画像解析する方法を開発し、脳および心筋での

神経疾患の新しい臨床核医学診断法を提案することを目的として、具体的に次に述べる

研究実施計画を立て、これにしたがって研究を行い、それぞれの成果を修めた。以下に
順次報告する。

1.研究実施計画

本研究の目的は、光学活性な放射性リガンドと PETや SPECTによる核医学放射線画像

計測法とを用いて、生きている脳での神経伝達機能をインビボで定量画像解析する方法

を開発し、それを基礎とした、新しい脳機能の実験評価法、さらに脳神経疾患の新しい

臨床核医学診断法を提案することにある。

脳内のレセフ。ター機能の変化を核医学問像解析法により解析するための放射性機能探

索分子としては、計測に適した放射性核種での標識、合成の容易性、極低濃度の脳内の

レセプターの高感度検出に応じた高い比放射能、対象レセプターへの高い親和性と選択

性、脳への高い移行性、解析に適した体内動態等の条件が要求される。特に、光学活性

体には、分子量、分子サイズ、脂溶性などの物理化学的性質は同じであるために脳移行

性は相違しないが、測定対象である脳内のレセプターやトランスポーターとの結合ある

いは酵素との親和性のみが大きく異なるものがあるから、光学純度の高いリガンドの創

製が必要である。

本研究では、画像解析に適した放射能の性質を有し、放射化学的研究の進展により近

年レセフ。ター機能の核医学画像解析分野への利用が可能となったヨウ素-123(1-123)を

放射性核種として選択するとともに、将来PETへの応用も考えてフッ素-18(F-18)につ

いても基礎的に検討した。

そこで、上記の条件を考慮して、放射性機能探索分子設計のための母体化合物として、

ノルアドレナリン神経系に対してはシナプス前膜に存在するノルアドレナリントラン

スポータへの親和性が高いトモキセチン、アセチルコリン神経系に対してはニコチン性

アセチルコリンレセフターへの親和性が高い (S)ニコチンを選択する方針が最も合理的



であると考え、それぞれの分子とトランスポータまたはレセプターとの相互作用を考慮、

して、放射性ヨウ素導入部位を設計し、目的化合物を合成、得られた化合物の動物での

体内動態を検討するとともに、将来PETへの応用も考えてF-18の効率よい製造について

も検討することを計画した。

2。研究成果

1 )ノルエビネフィリン神経機能のインビボ画像解析のための放射性機能探索分子の開
発

脳幹の青斑核clocus coer 1 eus : LC)を起始核とするノルアドレナリン作動性神経 (NA
神経)は、様々な精神疾患との関連が報告されているがその詳細は解明されておらず、

NA神経機能診断薬剤の開発が望まれている。また、心臓交感神経機能診断薬剤である

[123I] MIBGの集積が糖尿病患者で低下することが臨床診断で報告されていたが、その原

因は明確でない。そこで、 MIBGの交感神経への取り込みに関与するタンパク質である

norepinephrine transporter (NET)に着目して、糖尿病モデルラットを用いてNET発現

の変化を解析した結果、遺伝子レベルでは発現に変化が無いが、タンパク質レベル、即

ちNET自身の密度が低下していることを見出した。この結果をふまえ、 NETの変化を

診断指標とすることは脳や心筋でのNA神経機能を診断するうえで有効で、あると考え、

NETに選択的に結合するNET機能探索用放射性リガンドの開発を計画した。

神経系のトランスポータやレセプターの機能の変化を核医学画像解析法により解析

するための放射性機能探索分子を設計する方針として、対象酵素やレセプターに高い親

和性を有する化合物を母体化合物として、その酵素やレセフターに反応する部分を保持

しながら、一方で、その反応に影響を与えないで、かつ放射性ヨク素を化学的、代謝的

に安定して導入する部位を同時に有する分子を構築することを考えた。すなわち、選択

的NET阻害剤である nisoxetine、tomoxetineなと、の3-phenoxy-3-phenylpropanamine類
に着目して、この骨格においてphenoxy基に導入された置換基の位置が、 monoamine
transporterへの選択的な結合に重要であり、 Nisoxetine、tomoxetineは2位にそれぞ、れ

methoxy、methyl基が導入されていることから、 phenoxy基2位に放射性ヨウ素を導入し
た(R)-N-metyト3-(2-[125I] i odophenoxy) -3-pheny 1 propanami ne ((R) -[125 IJ MIPP)を設計

合成し、その基礎的検討を行った。その結果、 (R)-MIPPはNETに対してnisoxetineより
も約2倍高い親和性を持つこと、また(R)一[125I]MIPPを用いた結合阻害実験により、本化

合物の結合は、 nisoxetineでは阻害を受けるが、 SERT阻害剤である fluoxetineや
dopamine transporter (DAT)阻害剤であるGBR12909によっては阻害を受けず、 NETに対

し選択的であることが示された。また、マウスを用いて体内分布を検討した結果、 NA
神経の投射が多いといわれている青斑核や視床前核群への高い放射能集積が認められ、

神経投射に相関した分布を示した。詳細は別刷 1"-'5に記載する。

2)中枢性ニコチンレセフター機能のインピボ画像解析のための放射性機能探索分子の

開発

最近、記憶・学習・認知などの脳機能への脳内ニコチン性アセチルコリン受容体

(nAChR)の関与が注目されている。そこで核医学的手法を用いれば、ヒトで、のnAChRの脳

機能への関与を非侵襲的にインピボで把握できる可能性があり、そのための核医学イメ

ージング剤の開発が望まれている。本研究では、中枢性ニコチンレセフター機能のイン

ビボ画像解析のための放射性機能探索分子設計にあたり、ニコチンレセフ。ターへの親和

性が高いこと、脳移行性が高いこと等の条件を考慮して、母体化合物として(8)ニコチ

ン誘導体A85380を選択する方針が最も合理的で、あると考えた。さらに、ニコチン誘導体

の構造とニコチンレセプターとの相互作用に関するデータを基礎に分子レベルでのレセプ



ター相互作用に加え、合成の容易性、特に、ニコチンには立体異性体があり、その異性体

間でレセプターへの親和性に大きな差があることから、立体化学的に純度の高い合成が可

能であること、体内での安定性等を考慮して、従来にないピリジン環の 5位(メタ位)に
放射性ヨウ素を導入した(8)-5・ヨード-A85380(5IA)を開発した。本化合物は、インビトロレ

セプターアッセイにより、 (8)ニコチンの約 10倍高いニコチンレセプター親和性を示すこ
とを見出した。このことは、予想通り、 A85380のピリジン環の 5位の置換基はレセプター
による分子認識において大きな影響を与えないことが認め、ヨウ素導入部位としての 5位
の選択の有効性が示された。さらに、本化合物を動物に静注したところ、小脳に比べ視床
や大脳皮質に高く放射能が集積し、ニコチンレセプターの密度に応じた脳内局所集積を示

すことが明らかとなり、本化合物はインビボでも脳内のニコチンレセプターに結合してい

ること、またその分布を核医学イメージングできることが示された。詳細は別刷 6に記
載する。

3) F-18標識化合物の効率よい合成を目的としたF-18生成の基礎的検討

F-18製造のターゲットであるか18-水を核反応に使用後、 uvで照射、低温で蒸留する

ことにより、同位体純度の高い0-18-水を効率よく回収することができる装置を開発す

るとともに、得られたか18-水がト18標識化合物の合成に適していることを明らかにし

た。詳細は別刷 7に記載する。
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