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《短　報》

ドーパミンD2受容体画像化，定量化のための

　　　　　　1251．IBZMによる基礎的検討

平衡法による半定量的評価の検討

外山　　宏＊　松村

倉見　美規＊＊＊＊中川

古賀　佑彦＊

要＊＊　中島　弘道＊＊　市瀬　正則＊＊＊

毅＊＊　前田　寿登＊　竹内　　昭＊

　要旨　1251・IBZMのラット脳内動態について検討し，ドーパミンD2受容体の平衡法による半定量法にっ

いて方法論的検討を行った．線条体の特異的結合は投与60分後に最大値を示し，平衡相と考えられた．理

論的にBm。x／Kdを反映する線条体／前頭葉比は経時的に上昇した．　IL’31－IBZMで報告されている数10分間

のSPECTによる平衡相を含んだ一回スキャンから線条体／前頭葉比を求める方法では，真の平衡相で

BmaX／Kdを求めることにはならないと考えられた．しかし，平衡相付近の静注後60分の線条体／前頭葉比

のプールデータのばらつきが小さかったことから，静注後の平衡相付近の一定時間の値を比較すれば半定量

法の指標となり得ると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：1117－1120，1994）

Lはじめに

　SPECT用のドーパミンD2受容体製剤として

開発された1231－（S）一（一）－iodobenzamide（1231－

IBZM）は1），欧米を中心に，すでに臨床応用が行

われている2）．現在までの臨床例における客観的

な比較のための定量評価は，SPECTの撮像時間

内の比較的早期に受容体への結合と解離の割合が

同一，すなわち平衡状態となることより，平衡相

の付近での線条体と，線条体の遊離型リガンド

（free）の対照部位としての前頭葉との集積比を求
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め，比較する半定量的方法である2・3）．しかし動

物実験でその定量法について検討した報告はない．

　今回われわれは，平衡法による定量法に関して

ラット脳で基礎実験を行った．

IL　実験方法

　1251－IBZMの標識法，ラットへの投与法，分画

の測定法は既報4）に準じて行い，15分から120分

後までの前頭葉，線条体，小脳の平均集積率

（％dose／9）を算出し，線条体のD2受容体への特

異的結合，freeの経時的な脳内動態について検討

し，特異的結合が平衡となる相を求めた．本来は

さらに非特異的結合分画（non－specific　binding）が

存在するが，IBZMと同じベンズアミド系の11C－

racloPrideでのScatchard　Plotを応用した定量

法5）で，小脳と血漿の定常状態である平衡相にお

いては小脳の集積の約90％はfreeで，　non－specific

bindingを無視し得るとする理論に準じてパラメ

ー タから除外した．さらに，半定量法として平衡
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相付近での線条体／前頭葉比，線条体／小脳比を

求める方法について検証するために，プールデー

タ（n－12）として求めたおのおのの比のばらつき

について検討した．

IIL　実験結果

　脳内各部位の％dose／gの経時的変化をFig．1

に示す．静注15分後に脳内各部位は最も高い集

積を認め，以後経時的に低下している．

　線条体のfreeの対照部位を小脳および前頭葉
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Fig．1　Time　activity　curves　of　iL’51・IBZM　in　rat　brains．

　　　The　activity　in　each　region　was　highest　at　15

　　　minutes　after　injection，　and　washed　out　grad－

　　　ually　thereafter．
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Fig．2　Time　activity　curves　of　specific　striatal　binding

　　　of　1251－IBZM　which　was　calculated　as　the

　　　difference　betw㏄n　the　uptakes　of　striatum　and

　　　frontal　cortex，　and　between　those　of　striatum

　　　and　cerebellum．　A　transient　equilibrium　was

　　　shown　at　60　minutes．

として，線条体の集積からそれぞれの部位の集積

を引いて求めた特異的結合の集積（Fig．2）は，時

間とともに増加し，静注60分にピークとなった

後低下した．線条体の受容体への結合と解離の割

合は60分付近に平衡に達することが示唆された

が，その平衡相は短かった．線条体／小脳比，線

条体／前頭葉比（Fig・3）はともに経時的に上昇し

た．平衡相付近の静注後60分にプールデータと

して求めたラット12匹の線条体／前頭葉比，線

条体／小脳比の平均値土標準偏差は2．19士0．27，

4．Ol±0．54で，おのおのの変動係数は12．3％，

13．5％と比較的小さくばらつきは小さかった．

IV．考　　察

　1231－IBZMと同じベンズアミド系薬剤で，受容

体への結合と解離の速度が同様に速い11C－raclo－

prideで提唱された理論式より，線条体／小脳比

あるいは線条体／前頭葉比を平衡時に測定すれば，

binding　Potentia1（Bm。．／Kd）の指標となる3・5｝．

　現在までのSPECTの臨床例では，静注後の平

衡相に近い40分から90分の間に撮像し，それら

の比を求める方法2・3）が定量評価に用いられてい

る．

　1231－IBZMの定量測定にはいくつかの問題点が

ある．一つは，通常の投与量の185MBqのうち

脳への集積は5％以下のみ6）であり，投与直後か

ら洗い出され6），平衡に達する付近ではカウント
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Fig．3　Time　activity　curves　of　ratios　of　striatum　to

　　　frontal　cortex　and　cerebellum．　Those　ratios

　　　increased　overtime　until　1　20　minutes．
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が低下するため測定誤差を生じ得ること，一回の

SPECTの撮像に数分から数十分かかり，リガン

ドの分布が撮像時間内にも変化し得ること，測定

の対象となる線条体は解剖学的に非常に小さいた

め，SPECTの分解能では部分容積効果の影響で，

線条体のみのカウントを正確に測定することが困

難なことである．

　今回の実験で，特異的結合のピークは短く，ま

た線条体／前頭葉比，線条体／小脳比は，経時的

に上昇した．Kungら1｝，　Verhoeffら？）のラット

による同様な検討で，特異的結合の経時的な変化

については示されていないが，線条体／小脳比は

同様に，経時的に著明に上昇している．

　これらの結果は，投与後約40－120分の間，線

条体と前頭葉の集積の差（特異的結合）がほぼ一

定を示し，線条体／前頭葉比，線条体／小脳比の

上昇が比較的軽度であるヒトのSPECTの結果2・3）

とは異なる．SPECTの結果は，前述したような

誤差要因から経時的変化を過小評価している可能

性がある．今回の実験では，1251標識の本剤をラ

ットに投与し，直接脳内各部位の分画を取って測

定しているので，上記の影響を受けないより正確

なリガンドの脳内動態について測定し，本来の脳

内動態に近いと考えられる．

　SPECTの部分容積効果の影響の少ない状態で

あれば，本来ボーラス投与では，受容体の結合と

解離の割合が等しく平衡となる時間は，今回の実

験結果のように短く，撮像時間内に線条体／前頭

葉比，線条体／小脳比は経時的に上昇していると

推定される．

　種差によってリガンドの脳内動態が異なること

も十分予想されるが，その影響に関しては，動物

用のSPECTなど，同一の測定条件で脳内動態の

違いについて検討することが必要であろう．

　今回の実験結果から，現在までに臨床例で報告

されている回転型SPECTによる平衡相を含んだ

20から50分間の一回スキャンから線条体／前頭

葉比を求める定量評価法2・3）では，実際は平衡相

で正確にbinding　potential（Bm。。／Kd）を求めたこ

とにはならず，真の平衡法による定量法ではない
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と考えられる．しかし，今回の実験のように線条

体／前頭葉比，線条体／小脳比の経時的変化が大

きくても，平衡相の静注後60分のプールデータ

で，おのおのの比のばらつきは小さかったことか

ら，ボーラス静注後の一定時間にデータを比較す

れば半定量法の指標となり得ると考えられた．

　SPECTではおのおのの比の経時的変化が小さ

いので，臨床上は評価し得ると考えられるが，

Seiby1らはヒトのダイナミックSPECTで，1231－

IBZMをボーラス静注後，さらに数時間定速持続

静注し，平衡相を長く保つ方法8）を報告している．

　今後それらも含め，理想的な平衡法による定量

法についてさらに基礎的に検討したい．

　本論文の要旨は，第33回rl本核医学会総会（宮崎市）

にて発表した．

　本研究の一部は，平成5年度藤田学園研究助成費を受

けて実施されたものである．
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　　To　establish　a　basis　for　semiquantitative　SPECT

measurements　of　the　D2　dopamine　receptor　density

using　equilibrium　analysis，　we　evaluated　in　vivo

kinetic　properties　of　i251－IBZM　in　rat　brains．　We

measured　percent　uptakes（％dose／g）of　1251－

IBZM　in　the　striatum，　frontal　cortex，　and　cere－

bellum．　We　made　these　regional　measurements　at

15，30，45，60，90，and　120　minutes　after　injection，

respectively．　The　specific　striatal　uptake，　which　is

the　uptake　difference　between　striatum　and　frontal

cortex　or　cerebellum，　showed　a　transient　equi－

librium　phase　at　60　min．　Theoretically，　with　these

‘reversible’　D　2　receptor　binding　ligands，　the　tracer－

uptake　ratio　of　the　striatum－to－frontal　cortex　or

cerebellum　during　the　equilibrium　phase　provides

an　estimate　of　binding　potential（Bound／Free－

Bmax／Kd）．　Our　experiment　showed　that　these　ratio

increased　with　time　after　bolus　injection　of　the

tracer．　Striatum　to　frontal　cortex　or　cerebellum

ratios　which　were　calculated　with　pooled　data

（n＝12）at　60　minutes　in　equilibirum　phase　showed

nearly　constant　values（C．V．＝12．3％and　l　3．5％，

respectively）．　Although　measuring　the　striatum　to

frontal　cortex　or　cerebellum　ratios　near　equi－

1ibrium　phase　by　bolus　injection　of　the　tracer

which　are　widely　used　in　human　SPECT　study

could　not　exactly　signify　the　binding　Potential，

those　ratios　at　fixed　time　after　injection　would　be

reliable　for　semiquantitative　index．

　　Key　words：　　1251－（S）一（一）－3－iodo－2－hydroxy－6－

methoxy－N－［（1－ethyl－2－pyrrolidinyl）methy1】ben－

zamide（1251－IBZM），　Single　photon　emission

computed　tomography（SPECT），　Dopamine　D2
receptor，　Equilibrium　analysis，　Quantitation．
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