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《原　著》

血中遊離型リガンド濃度の迅速測定およびベンゾジアゼピン

　　　　　　　レセプター活性の定量解析に関する研究

橋本　謙二＊　井上　　修＊＊

山崎統四郎＊＊

伊藤　高司＊＊＊　五郎丸　毅＊

　要旨　脳内のベンゾジアゼピンレセプターの結合能（BP＝Bmax／Kd）をインビボで定量解析することを目

的として，入力関数である血中の遊離型リガンド濃度を迅速に測定する方法を開発した．3H－Ro　15－1788

をマウスに静注し，経時的に採血して代謝を検討した結果，未変化体のRo　15－1788はクロロホルムで容易

に抽出されることが判明した．一方，代謝物は全くクロロホルムに抽出されず，溶媒抽出法により迅速簡便

に血中のリガンド濃度を算出することができた．また，血漿蛋白結合率は限外濾過法によって求めた．コン

トロールおよび強制水泳（16°C，5分間）を負荷したマウスに3H－Ro　15－1788を静注し，大脳皮質，小脳お

よび橋一延髄の放射能を経時的に測定し，上記の方法で血中の遊離型リガンド濃度の経時変化を求めた．こ

れらの測定値を簡単なモデルで解析してベンゾジアゼピンレセプターの結合能を算出した結果，強制水泳に

よリレセプター活性（BP）が低下していることが明らかになった．今回開発した方法は11C－Ro　15－1788と

PETによる臨床データの定量解析に有用であることが判明した．

1．序　　論

　近年，各種のポジトロン放出核種で標識したラ

ジオリガンドを用いて，中枢神経系および心筋に

おける各種レセプターを直接ヒトで定量測定する

ことが可能になってきた1’“6）．レセプター活性

（Binding　Potentia1，　BP－Bmax／Kd）を定量評価す

る方法として，いくつかの方法が提示されている．

たとえば，11C－N一メチルスヒ゜ペロンによるドーパ

ミンD2レセプターの定量解析等のように，小脳

における放射能動態を対照（非特異的結合＋遊離

型リガンド濃度）として用いることができる場合

もあるが，一般的には血液中における遊離型リガ

ンド濃度の経時変化を入力関数とし，コンバート
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メントモデル解析が用いられている7－’9）．われわ

れは11C－Ro　15－1788とPETを用いることにより，

ヒト脳におけるベンゾジアゼピンレセプターの測

定を行っているが，11C－Ro　15－1788は脳内では

安定であるが，末梢においては速やかに加水分解

を主とした代謝を受けることが示唆された10・11）．

したがって，レセプター活性を定量的に評価する

ためには，血中遊離型リガンド濃度を迅速に測定

する方法を開発することが不可欠である．

　今回，クロロホルムによる溶媒抽出法と限外濾

過法により，血中における未変化体の遊離型濃度

を迅速に測定する方法を開発したので報告する．

さらに，3H－Ro　15－1788のマウスにおける脳内動

態が強制水泳負荷により著明に変化することを以

前より見いだしているが12），今回開発した方法に

基づいて血中の遊離型リガンド濃度を測定し，簡

単な数学的モデルを適用してベンゾジアゼピンレ

セプター活性が強制水泳負荷により変化している

か否かを半定量的に考察した．
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　1）標識化合物および試薬

　3H－Ro　15－1788（79．8　Ci／mmol）はNew　England

Nuclear（Boston，　MA，　USA）より購入した．　Ro

15－1788は日本ロシュ社（鎌倉）より提供を受け

た．その他の試薬は，いずれも市販の特級品を使

用した．

　2）実験動物

　動物は約6～7週齢のddy雄性マウス（約309）

を使用した．一群10匹ずつケージに入れ飼育した．

また，動物は一定の飼育条件（6：　OO～18：00明期，

室温23土1°C，湿度55土5％）下，摂食および飲

水の自由にできる状態で飼育した．さらに，日周

リズムの影響を避けるため動物実験は，すべて

13：00から15：00の間に行った．

　3）マウスにおける3H－Ro　15－1788の体内動態

　3H・Ro　15－1788（1．5μCi，0．019　nmo1）0．2　m1を

マウスの尾静脈より投与し，トレーサ投与1，2．5，

5，7・5，10および15分後にエーテル麻酔下で屠殺

した．ヘパリンで処理した注射筒で採取した血液

を遠心分離し，一定量の血漿の放射能をサンプル

オキシダイザー（アロカ，ASC－113）で燃焼した後，

液体シンチレーションカウンター（アロカ，LSC－

1000）で測定した．さらに，脳については大脳皮

質，小脳および橋一延髄に分割して重量を測定し，

放射能を同様に測定した．放射能の値は，すべて

％Dose／9で表した．

　マウスを16土1°Cの水を入れた水槽（30cm×

30cm×30　cm，水深20　cm）に入れ，5分間強制水

泳を負荷した．マウスを水槽から取り出して3分

以内に3H－Ro　l5－1788（1．5μCi，0．01gnmo1）0．2

mlを尾静脈より投与して，コントロール群と同

様に放射能を測定した．

　4）血漿中における3H－Ro　15－1788濃度の測定

　3）で得られた血漿の一定量を等量のクロロホ

ルムに加え，撹拝した後遠心分離した．水層およ

び有機層をそれぞれ一定量取って，その放射能を

同様に測定した．添加実験より，クロロホルムに

よる抽出効率は95％以上であった．

　さらに，クロロホルムに抽出された放射性物質

を2種類の展開溶媒系（メチレンクロライド：メタ

ノール＝－9：1，Rf値＝0．56；ヘキサン：ベンゼン：

ジオキサン：アンモニァ水一70：50：45：5，Rf値一

〇．19）を用いる薄層クロマトグラフィー（TLC；シ

リカゲル）法で分析した．上記の展開溶媒系で展

開した後，1cm間隔にかき取り放射能を液体シ

ンチレーションカウンターで測定した．

　5）蛋白結合率の測定

　（a）限外濾過膜（Air　Press－30，　Toyo　Soda）に

　　おける3H－Ro　15－1788の吸着率

　3H－Ro　15－1788の各種濃度（1．93，5．94，9．87，

46．9，85．3nmo1／ml）をリン酸緩衝液（pH　7．4）に溶

解し，室温でAir　Press－30に注入して加圧し，濾

過前および濾液中の放射能を液体シンチレーショ

ンカウンターで測定した．

　（b）インビトロにおける3H－Ro　15－1788の血

　　漿蛋白結合率の測定

　コントロールおよび強制水泳を負荷したマウス

から採取した血漿に，3H－Ro　15－1788を加えて

37°Cで10，20および30分インキュベーションし

た．試料の50μ1を取り，残りをAir　Press－30に

注入し，濾液の放射能を測定して血漿蛋白結合率

を求めた．

　6）解析モデル

　ー般に，投与したラジオリガンドの挙動は血液

中においては蛋白と結合し，また脳においてはレ

セプターおよび非特異的結合部位と相互作用をし

ており，Fig．1に示すコンパートメントモデルで

近似できる．血液中では結合型リガンドと遊離型

リガンドとの間にはきわめて早い平衡が成立して

いると考えられ，また蛋白結合率はリガンドの濃

度によって変化を受けないと仮定できる．血液一

脳関門を通過することができるのは血液中の遊離

型リガンドだけであるので，脳への移行は血中遊

離型リガンド濃度および血流量に比例すると考え

られる．また，脳へ移行したリガンドの量は，血

液およびそれと平衡にある部位の全リガンド量に

比べてきわめて少ないので，脳への移行は血中濃

度に影響を与えないし，また脳から血液への移行

Presented by Medical*Online



血中遊離型リガンド濃度の迅速測定およびベンゾジァゼピンレセプター活性の定量解析に関する研究　　1237

Blood　8rain　Barrler

　　　　　　　　　　…
　　　　Blood　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　Brain

　　　　　　　　　　｝
　　　　　　　　　　｝
　　　　　　　　　　｛
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　奪
　　一　　　　「一一一r　　l　－r　　　　re－一「
　　　l　　　l　　　l　｛　l　　　l　　　l　　　　　　l
l　　　　＜ニー一→　　　ト→→1　　　－→　　　　　l
l　　　　　l　　　l　　　i　）　l　　　l　　　l　　　　　i
lProte｝n　　l　　　　　　l　Fr㏄　　i　　｛　　　l　Free　 l　　　　　　l　Receptor　　i

l　　　　　l　　　　l　　　　l　3　　｝　　　　l　　　　l　　　　　　｛

1　　　　」一一ヲ　　　←一ト　　　　＜一一一→　　　　　l
i　　　　　l　　　　｝　　　　！　l　　l　　　　i　　　　1
－　　　　　　　一＿＿＿＿一＿」

一
I

Non－Speclfic　Blnding　Sites

Fig．2　Model　for　the　quantitative　analysis　of　in　vivo

　　　binding　Potential　of　benzodiazepine　receptor

　　　in　the　mouse　brain．

Fig．1　Kinetics　of　radioligand　in　vivo．

も血中濃度には影響を及ぼさないと仮定してよい．

今，血中遊離型リガンド濃度［F］の経時変化を単

一指数関数に近似すると式（1）が成立する．ここ

でK。1は一次消失速度定数である．

　　d［F】
　　　　　一＝－Kei・【F】・……………・……・…（1）
　　　dt

　実際に，脳内の遊離型リガンド濃度を直接測定

することは不可能であるが，非常に脂溶性の高い

リガンドを用いる場合，血液中の遊離型リガンド

濃度と脳内の遊離型リガンド濃度はきわめて短時

間に平衡関係に達するものと考えられる．これま

での3H－Ro　15－1788のマウスにおける体内動態

の評価データから12・13），さらに下記に示すような

仮定に基づいて，最も簡略化したモデルを用いて

解析を行った．

　（1）ラジオリガンドの脳への移行過程に及ぼ

　　す血流量の影響は無視できる．

　（2）脳の全放射能のうち非特異的結合の占め

　　る割合は無視できる．

　（3）血中遊離型リガンド濃度と脳内遊離型リ

　　ガンド濃度は等しい．

　ここで組織内遊離型リガンド（Free）とレセプ

ターとの特異的結合（Specific　Binding）との関係

をFig．2のように設定した．次に，レセプター

と特異的に結合しているリガンド濃度を［SB］と

置くと式（2）が成立する．

　　d竪一K・・［F］－K・・［SB】…・………・・（2）

　一般に，可逆的なリガンドとレセプターとの相

互作用では式（3）が成立する．ここで，［R］はリ

ガンドが結合していないレセプター濃度である・

　　　　　　kf
　　【F］十［R］F）［SB】・…………・……………・（3）

　　　　　　kr

　平衡状態では，正の反応速度は負の反応速度に

等しいので式（4）が成立する．したがって，平衡

定数は解離結合定数（Kd）として定義される．

　　kf［F］［R】＝kr【SB】・・…・・……・…………・…（4）

　　K・一『躍一昔一一…・一一…（5）

　また，同様に式（6）も成立する．

　　dぽ】一・kf・［F］・［R】－k・・【SB］………（6）

　キャリアフリーのラジオリガンドを投与した場

合，レセプターと結合しているリガンド濃度［SB】

はレセプター部位の最大数（Bm。。）に比べてきわ

めて小さいので，［R］－Bm。x－［SB］はBm・xと等

しいと仮定してよい．

　Bmax＝［R］十［SB】より
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　　［R］＝＝　Bmax－［SB］≒Bmax………・……・・…（7）

　式（7）を式（6）に代入すると式（8）になる．

　　d讐LM・B…・［F］－kr・［SB】……（8）

　さらに，式（2）と式（8）より，K1＝kf・Bm。。お

よびK2－krが成立する．また式（5）より，　kf＝：

kr／Kdが成立する．

　したがって，【F】および【SB】は式（1）と式（8）

からラプラス変換により容易に求められ，それぞ

れ式（9）と式（10）となる．ここで，［Fo］はt＝0

の時の遊離型リガンド濃度である．

　　［F］＝［Fo】・EXP（－Kei・t）………………（9）

　　［SB】＝［Fo】・K1／（K2－Kol）・【EXP（－Kel・t）

　　　　　－EXP（－K2・t）】………・………・（10）

　まず血中遊離型リガンド濃度の経時変化を解析

して，一次消失速度定数K。1およびt＝0の時の

血中遊離型リガンド濃度［Fo】を求めた．次に，

これらの値を用いて脳内リガンド濃度の経時変化

を解析してK1およびK2を求めると，レセプタ

ー活性（Binding　POtential；BP・＝Bm。x／Kd）を算出

することができる．ここで用いた全ての解析は非

線形最小二乗法で，Damping　Gauss－Newton法に

よった．

Kl／K2＝kf・Bmax／kr＝kr／Kd・Bmax／kr

　　　＝＝Bmax／Kd

m．結　　果

　コントロール群および強制水泳負荷群における

3H－Ro・15－1788の脳内分布を，それぞれTable　1と

Table　2に示す．マウスにおける3H－Ro　15－1788

の脳内動態が，強制水泳を負荷することにより著

明に変化することが判った．これらの結果は，以

前に報告した結果12）と同じであった．また，血漿

に出現する放射性代謝物の割合は，トレーサ投与

後時間が経過するにつれて増加することおよび強

制水泳を負荷することにより代謝速度が遅くなる

ことが判明した（Table　3）．ただし，クロロホル

ムに抽出される放射性物質は，TLCで分析した

結果，ほとんど3H－Ro　15－1788によるものであ

ることが判明した（Fig．3）．

　限外濾過膜（Air　Press－30）における3H－Ro　l5－

1788の吸着率を調べた結果，Fig．4に示す関係

が得られた．なお，相関係数r＝0．9999，Y－0・87X

－ O・04の回帰直線となり，きわめて良好な直線性

を示した．また，高比放射能の11C－Ro　15－1788

を用いて，pmo1／m1の濃度範囲でも同じ結果が得

Table　l　Biodistribution　of　3H－Ro　15－1788　in　the　control　mice

％Dose／9

1 2．5 5．0 7．5 10 15min

Plasma

Cerebral　Cortex

Cerebellum

Pons－Medulla

3．90土0．53　　　　2．66：と0．44

9．58土0．06　　　11．78：ヒ2．12

8．32±1．04　　　　8．81士1．77

7．60土0．57　　　　　7，51：ヒ1．69

1．27土0．19

12．54±2．06

8．04±1．49

6．11土1．25

0．696土0．03

10．17±0．55

5．84士0．42

4．46土0．39

0．398土0．03

7．02：｛：1．23

3．22士0．29

1．97：ヒ0．25

0．312：と0．07

4．17士0．42

1．56±0．09

0．899土0．12

Three　mice　in　each　group，　average士1　S．D．

Table　2　Biodistribution　of　3H－Ro　15－1788　in　the　mice　forced　to　swim

％Dose／9

1 2．5 5．0 7．5 10 15min

Plasma

Cerebral　Cortex

Cerebellum

Pons－Medulla

5．18土0．69　　　　4．21土0．68

3．73土0．76　　　　5．53，，1：0．06

4．10±0．54　　　　5．46士0．26

4．30土0．56　　　　5．49土0．32

3．10：と0．23

7．22：』1．08

6．91士0．70

6．51：LO．67

2．80士0．11

7．40土1．36

7．43士1．26

6．75士1．12

2、13士0．04

8．31ニヒ1．77

7．28：仁O．81

6．59士0．80

1．68±0．37

7．56ゴ：0．75

7．00メ：0．36

5．85士0．41

Three　mice　in　each　group，　average±1S．D．
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られた（r＝0．9999，Y＝0．87X十〇．004）．以上の結

果より，これらの濃度範囲では約13％がセルロ

ー ス膜に吸着され，残りの87％が流出すること

から，Air　Press－30を用いて3H－Ro　15－1788の血

漿蛋白結合率を求める際にはこの値で補正する必

要がある．このラジオリガンドの血漿蛋白結合率

を求めた結果，40－50％の間にあり，強制水泳負

荷によってあまり変化しないことが判った（Table

Table　3 Percentage　of　unmetabolized　3H－Ro　15－1788

in　the　plasma

0
　↑の

orlgln

↑

front

Contro1（％）　　Stress（％）

1　min
2．5min

5　min
7．5min

10　min

15　min

65．2土4．82

47．8土9．05

28．2土1．39

23．1±1．84

20．0土0．55

21．3士2．92

78．6土2．79

72．3士1．90

57．5土13．8

51．8土1．68

45．6土4．01

34．4土1．46

Fig．3　Thin－layer　chromatograms　of　radioactive　ma．

　　　terials　in　the　extractable　phase　of　plasma　by

　　　chloroform　at　5　min　after　intravenous　admin・

　　　istration　of　3H－Ro　15－1788　into　the　mice．吻：

　　　Cold　Ro　15－1788　detected　by　UV　lump．　Solvent

　　　system：（A）；methylene　chloride：methanol＝

　　　9：1，Rf　value＝＝O．56．（B）；hexane：benzene：

　　　dioxane：ammonium　hydroxide　＝　70：50：45：

　　　5，Rf　value　＝＝O．19．

Three　mice　in　each　group，　average土1S．D．

Table　4　Plasma　protein　binding　of　3H－Ro　15－1788

Incubation　time

10min　　20　min　　30　min

Control

Stress

43．8％　　　　43．2％　　　　48．9％

48．5％　　　　49．7％　　　　49．8％

75
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　　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　　　　　25　　　　　　　　　　　 50　　　　　　　　　　 75　　　　　　　　　　100

　　　　　　　　　　　　　　　　0RIGINAL（nmot・mり

Fig．4　Adsorption　of　3H－Ro　15－1788　to　a　cellulose　membrane　of　Air　Press－30（Toyo

　　　Soda）．
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STRESS Table　s　Analysis　of　biodistribution　of　3H・Ro　15－1788

　　　　in　the　brain

Control

　　　　　　K1（min－1）

Cerebral　Cortex　3．91

Cerebellum　　　　3．91

Pons－Medulla　　4．10

K2（min一り　BP（K1／K2）

10 0．269

0．471

0．649

14．5

8．32

6．31

1

0．1

　　1　　5　　　10　　　15

Stress

K1（min－1）　K2（min－1）　BP（K1／K2）

Cerebral　Cortex　1．01

Cerebellum　　　　1．07

Pons－Medulla　　1．20

0．152

0．182

0．246

6．67

5．88

4．89

　　　　　　　　　TIME（MIN）

Fig．5　Biodistribution　of　3H－Ro　15－1788　following

　　　intravenous　administration　in　the　mice．（●）：

　　　cerebral　cortex，（■）：cerebellum，（口）：pons－

　　　medulla，（○）：unmetabolized　free　ligand　con・

　　　centration．（Values　are　data　from　Table　l　and

　　　Table　2）The　solid　lines　in　the　figUre　are　ca1－

　　　culated　values　according　to　Eqs．9and　Eqs・10．

4）．また，蛋白結合率はインキュベーション時間

にほとんど影響しないことも判った．

　コントロール群および強制水泳負荷群における

血漿遊離型リガンド濃度を解析することにより，

一次消失速度定数K，1およびt＝0の時の血漿遊

離型リガンド濃度［Fo］を求めた（Contro1；K。F

O．263（min－1），［Fo］＝2．54（％dose／g），　Stress；Kel

＝O．09（min－1），［Fo】＝2．70（％dose／9））．マウスに

強制水泳を負荷することにより，一次消失速度定

数K，1がコントロール値の約1／3に減少すること

が判った．

　次に，マウスにおける3H－Ro　15－1788の脳内

動態を解析した（Fig．5）．コントロール群での大

脳皮質，小脳および橋一延髄におけるレセプター

活性（Binding　Potentia1；BP）の値は，　in　vitroの

ベンゾジアゼピンレセプターの分布と相関するも

のであった．さらに，強制水泳を負荷することに

より，大脳皮質，小脳および橋一延髄におけるレ

セプター活性の値が，それぞれコントロール値の

約45％，約71％および約77％に減少すること

が判った（Table　5）．特に，レセプター密度の大

きい大脳皮質において，強制水泳負荷によるレセ

プター活性の減少が顕著であった．

IV．考　　察

　PETによるレセプター活性の定量測定は，現

在のところコンパートメントモデルを用いる方法

が一般的であり，入力関数としての血中遊離型リ

ガンド濃度を測定することが不可欠である．血中

遊離型リガンド濃度の測定に際し，標識リガンド

の代謝と血中蛋白等の高分子化合物との結合の2

つの要素について考慮しなければならない．ポジ

トロン標識リガンドを人体に投与した場合，血液

サンプル中にどの程度標識代謝物が存在するかを

測定するには，核種の半減期がきわめて短いこと

と，血液サンプルの数の多さからみて簡便に迅速

な測定法の開発が要求される．

　今回使用したRo　15－1788はその構造からみて

主な代謝経路は，エステル基の加水分解であると

推定され，標識代謝物はカルボン酸であると予想

される．マウスを用いた動物実験の結果では，

3H－Ro　15－1788静注30分後の脳における標識代

謝物は全く認められなかった12’13）．このことは少

なくともマウスでは，Ro　15－1788は脳では代謝

されずに肝等の末梢臓器で代謝されること，およ

び主代謝物の脳組織への移行がきわめて小さいこ
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とを意味している．一般に，物質の血液一脳関門

の透過性は，主として分子量，荷電状態および脂

溶性等によって規定されると考えられる．Ro　15－

1788自体の脳への移行性はきわめて良好である

ことから，主な代謝物は水溶性であると考えられ

る．したがって，血液中の標識代謝物の定量には

有機溶媒抽出法が有効であると考え本実験を行っ

た．事実，Ro　15－1788自体は約95％以上の回収

率でクロロホルム層に抽出されるのに対し，代謝

物はほとんど水層に残留した．また，クロロホル

ム層に抽出された放射性物質をTLCで検討した

結果，ほとんど未変化体のRo　15－1788であるこ

とが判った．今回用いた溶媒抽出法は，操作がき

わめて簡便で短時間に行え，かつ再現性も優れて

いる．さらに，この方法は実際にヒト血液サンプ

ル中の未変化のiiC－Ro　15－1788濃度の定量に非

常に有用であることが判り，すでに臨床的に使用

している11）．

　一方，薬物の血中蛋白との結合は，きわめて短

時間に平衡に達すると言われている14）．したがっ

て，血中蛋白結合率を求めるには，短半減期核種

である11Cまたは18Fの代わりに3H標識リガン

ドを用いて，PET測定終了後にゆっくり行うこ

とが可能である．ただし，血液サンプルの保存条

件その他については，今後検討が必要である．一

般に，蛋白結合率を求める方法としては，ゲル濾

過法，平衡透析法，限外濾過法等が開発されてい

るが，操作の簡便性からみて，限外濾過法が最も

適していると考えられる．Ro　15－1788について

は平衡透析法についても検討したが，良好な結果

を得ることができなかった．その原因の一つとし

て，インキュベーションに6時間要するために，

操作中における代謝や分解などの影響が無視でき

ないと考えられる．今回用いた限外濾過法では，

10分，20分，30分の各インキュベーション時間

では有意差を認めなかった．また，ヒト血漿を用

いた実験では，3H－Ro　15－1788の蛋白結合率は約

40％であった．今後，性差，加齢等の生理的要

因が，蛋白結合率に影響を与えるか否か，あるい

は蛋白結合率に個体差がどの程度あるか等の点に

ついても検討が必要である．

　入力関数としての血中遊離型リガンド濃度を定

量測定できることが判明したので，数学的モデル

による解析例としてコントロールおよび強制水泳

を負荷したマウスにおける3H・Ro　15－1788の脳

内動態をとりあげた．強制水泳負荷により3H－Ro

15－1788の脳内動態が著明に変化することは，以

前報告したとおりだが12），今回の実験結果も全く

同様の結果を得た．担体として10mg／kgの非放

射性のRo　15－1788を同時に投与すると，このよ

うな脳内動態の変化が認められなかったことから，

これらの変化は主にレセプターとの結合過程の変

化に起因していることが，以前より想定されてい

る12）．今回のモデル解析で，やはリレセプター活

性（BP＝Bm。。／Kd）が，大脳皮質，小脳および橋一

延髄において低下していることが判明した．ベン

ゾジアゼピンレセプターには，サブクラスとして

TyPe　IとTyPc　IIが存在すると言われており，大

脳皮質ではおのおのが約50％であり，小脳にお

いては90％以上がType　Iであることが報告され

ている15・16）．したがって，レセプター活性の低下

の割合が脳の各部位によって異なる原因の一つと

しては，このサブクラスの分布の差が考えられる．

　今回用いたモデルは，最も簡略化したものを用

いており，今後は非特異的結合のコンパートメン

ト，遊離型リガンドのコンパートメントおよび血

液一脳関門のリガンド透過過程を含めたより詳細

なモデルを用いることにより，これらのデータを

評価する必要があろう．さらに，強制水泳負荷に

よるレセプターサイトの変化の過程は，経時的に

変動するものと考えられる．たとえば，Medina

らはラットを用いて強制水泳を負荷した後に，ベ

ンゾジアゼピンレセプターの密度の急激な減少と

再回復との現象を報告している1？）．今後，このよ

うなレセプターの動的変化の過程をいかに定量的

に評価するか大きな課題であると言える．

V．結　　語

　1）代謝物は溶媒抽出法で蕾便に測定すること

ができた．
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　　2）蛋白結合率は限外濾過法で容易に求めるこ

とができた．

　　3）強制水泳負荷したマウスにおける3H－Ro

15－1788の脳内動態の変化は，レセプターの結合

能（BP＝B＿／Kd）の低下であることが判明した，
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Summary

Study　on　Measurement　of　Free　Ligand　Concentration　in　Blood　and

　　　　　Quantitative　A皿alysis　of　Brain　Benzodiazep血1e　R、eceptor

Kenji　HAsHIMoTo＊，　Osamu　INouE＊＊，　Takashi　IToH＊＊＊，

　　　　　Tsuyoshi　GoRoMARu＊and　Toshiro　YAMAsAKI＊＊

＊Depa〃ノne〃t　of　Radiopha〃naee〃tical・Che〃1istry，　FaCU〃γ　of　Phar〃iacγ　and　Pharmace〃ical・Scie〃ces，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Univers〃γρ∫・Fuk〃γa〃la，凡ekaya〃la

　　　　　＊＊Divisio〃of　Clinica1　Reぷearch，　Na’io〃al　1〃ぷtitute　oゾRadiologicalぷcie〃ceぷ，α必a

　　　　　　　　　　　　　＊榊1）ルisio〃ゴルlathe〃latiCS，　Ni　ρon　Medical　SchOO1，　Tokyo

　　We　developed　the　method　to　determine　rapidly

the　free　ligand　concentration　in　the　blood　as　an

input　function　for　the　purpose　of　quantitative

analysis　of　binding　potential（Bmax／Kd）of　brain

benzodiazepine　receptor　in　vivo．　It　was　fOund　that

the　unmetabolized　radioligand　in　the　blood　after

intravenous　administration　of　3H－Ro　15－1788

could　be　extracted　by　chloroform，　whereas　the

radioactive　metabolites　could　not　be　extracted．

And　the　plasma　protein　binding　of　3H－Ro　15－1788

was　determined　using　an　ultrafiltration　method．

The　biodistribution　of　3H－Ro　15－1788　in　the

㏄rebral　cortex，　cerebellum　and　pons－medulla　after

intravenous　administration　of　the　radiotracer　in

the　control　and　forced－swimmed　mice　was　ex一

amined．　And　the　time　course　of　the　free　ligand

concentration　in　the　blood　was　determined　as

described　above．　Further，　the　binding　Potential　of

benzodiazepine　receptor　in　the　mouse　brain　was

analyzed　using　a　simple　mathematical　model．　It

was　suggested　that　the　binding　potential　of　ben－

zodiazepine　receptor　in　the　mouse　brain　was　sig－

nificantly　decreased　by　forced－swimming．　In

conclusion，　it　was　f（）und　that　these　methods　would

be　useful　for　quantitative　analysis　of　clinical　data

in　the　human　brain　using　l1C－Ro15－1788　and

positron　emission　tomography（PET）．

　　Key　words：　Ro　15－1788，　Benzodiazepine　re－

ceptor，　positron　emission　tomography，　Forced－

swimming，　Kinetic　model．
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