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《総　説》

脳機能と核医学

米　　倉 義　　晴＊

　要旨　放射性核種を用いるPETやSPECTなどの核医学検査は，脳のはたらきを血流や代謝の変化

としてとらえ，シナプスにおける神経伝達に関わる機能を画像化することができる特徴がある．ニュー

ロンの活動エネルギーはもっぱらブドウ糖によってまかなわれており，酸素の供給のもとに好気的な糖

代謝を行ってその複雑な神経活動を維持している．PETやSPECTによる脳の血流や代謝画像は，この

ような神経活動を示す指標として応用できる．一方，神経シナプスにおける神経伝達機能のイメージン

グを目的として，シナプス前ニューロンおよびシナプス後レセプターの評価などを標的とした放射性薬

剤が開発されており，これらの神経伝達機能イメージングの臨床的な役割が注目されている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：1375－1379，1995）

1．　はじめに

　ヒトの脳には，数百億を超える神経細胞
（ニューロン）が存在し，しかもそれぞれのニュー

ロンは数千個以上の接点（シナプス）で他のニュー

ロンと連絡している．この複雑な神経回路のネッ

トワークによって，認知，記憶，学習，運動，情

動などの機能が営まれている．ニューロンにおけ

る情報の伝達は，神経細胞の興奮に始まり軸索を

流れる電気的な信号として迅速に伝えられる．一

方，神経シナプスではこの情報が神経伝達物質と

呼ばれる化学物質に変換され，受容体（レセプ

ター）への結合という過程を経て情報伝達が行わ

れる．放射性核種を用いるPETやSPECTなどの

核医学検査では，このような情報伝達の様子をそ

のまま見ることはできないが，脳のはたらきを血

流や代謝の変化としてとらえたり，シナプスにお

ける神経伝達に関わる機能を画像化できる特徴が

ある．

　PETやSPECTによる神経機能の評価法として

は，安静状態での脳血流・代謝の測定に加えて，

感覚や運動などの刺激を加えてそれにともなって

変化する血流や代謝の変化から機能の局在とその

賦活の程度を調べる脳機能賦活検査がある．一

方，神経伝達機能の評価法としては，シナプスに

おける神経伝達に関わる伝達物質の動態や，レセ

プターに結合する標識薬剤の挙動からシナプス機

能を測定する試みが始められている．いずれもま

だその手法を確立する段階にあり，今後の発展が

期待される分野である．本稿では，脳機能の評価

法としての視点から，核医学検査の果たしうる役

割について述べる．

2．ニューロン活動の評価
第34回日本核医学会総会教育講演の内容を総説とし
て編集委員会が投稿をお願いした．

＊福井医科大学高エネルギー医学研究センター

受付：7年8月24日
別刷請求先：福井県吉田郡松岡町下合月23

　　　　　　　　　　　　　　　　　（壱910－11）
　　　　　　福井医科大学

　　　　　　　高エネルギー医学研究センター

　　　　　　　　　　　　　　　　米　倉　義　晴

　1）脳血流と代謝のcoupling

　神経細胞の活動エネルギーはもっぱらブドウ糖

によってまかなわれており，酸素の供給のもとに

好気的な糖代謝を行ってその複雑な神経活動を維

持している．脳のある領域の神経細胞が一時的に

興奮すると，その部分に限局した血流やグルコー
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Table　l　Detection　of　neuronal　activity　by　non－invasive

　　　　methods

Changes　by　neuronal　activation Methods

Electrical　excitation

Increase　in　glucose　metabolism

Increase　in　cerebral　blood　flow

Increase　in　blood　oxygenation

EEG．　MEG

PET
PET．　SPECT

fMRI．　NIRS

EEG＝electroencephalography

MEG＝magnetoencephalography
PETニpositron　emission　tomography

SPECT＝s　ingle　photon　emission　computed　tomography

fMRI＝functional　magnetic　resonance　imaging

NIRSニnear　infrared　spectroscopy

ス代謝の増加が生じることはかなり以前から知ら

れていた1・2）．これとは逆に，神経細胞の機能が低

下すると血流や代謝も低下する3）．このような脳

機能と血流・代謝の関係がどのようなメカニズム

によって維持されているのかについては未だに不

明の点が多い4｝．臨床的には，PETやSPECTによ

る脳の血流や代謝の画像からニューロンの活動を

評価することができるという利点に結びつく．

　ところが，1988年にFoxらは，視覚刺激を与

えたときに後頭葉の一次視覚野で脳血流とグル

コース代謝が約50％の増加を示すのに対して酸

素代謝はほとんど変化しないことを報告したS｝．

これは，一時的な脳機能の賦活において酸素を利

用しない嫌気的解糖系が元進していることを示唆

する結果である．その後，磁気共鳴スペクトロス

コピー（magnetic　resonance　spectroscopy：MRS）に

よる観察でも同様の視覚刺激によって後頭葉で乳

酸の蓄積が観察されている．すなわち，脳血流に

よって送り込まれる酸素が増加するのに組織にお

ける消費量が増えないので，毛細血管から静脈側

に流出する酸素が増加していることを意味する．

この現象は，常磁性である還元ヘモグロビンによ

る磁場の歪みを利用した機能的磁気共鳴画像
（functional　magnetic　resonance　imaging：fMRI）の登

場へと結びつき，また近赤外光を用いた酸化およ

び還元ヘモグロビン量を測定する分光分析法の応

用など，他の手法による脳機能賦活検査の開発を

進める契機になった6）．脳の賦活によって生じる

｝ 　暢u

者
ぱ
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Fig．1　Crossed　cerebellar　hypoperfusion（CCH）in

　　　unilateral　occlusion　of　internal　carotid　artery

　　　（ICA）．　PET　images　of　two　cases　with　unilateral

　　　ICA　occlusion　are　shown．　Both　cases　revealed

　　　hypopcrfusion　in　the　wide　area　of　affected

　　　cerebral　cortices．　but　only　the　lower　case　showed

　　　CCH．　In　upPer　case，　oxygen　metabolism
　　　（CMRO2）was　normal　in　spite　of　reduced　cerebral

　　　blood　flow（CBF）in　the　left　cerebral　cortex　with

　　　incrcased　oxygen　extraction　fraction（OEF）．

　　　demonstrating　misery　perfusion．　On　the　other

　　　hand，　in　lower　case、　both　CBF　and　CMRO2　were

　　　decreased　in　the　right　cerebral　cortcx，　and　left

　　　cerebellum　showed　hypoperfusion（CCH）．　These

　　　data　s　uggestcd　that　CCH　is　closely　related　to　brain

　　　function．　oxygen　metabolism，　in　the　cerebral

　　　cortex．

変化と，それぞれの変化を利用した脳機能の検査

法をTable　lに示す．これらの検査法は，それぞ

れ長所と短所を持っており，その特徴に応じた利

用がなされている．

　一方，脳機能の低下という視点から血流と代謝

の関係をとらえると，脳血管障害の急性期から亜

急性期を除いて，一般的には両者は一致した低下

を示すと考えられてきた．しかし，PETを用いて

詳細に検討すると，一部の疾患では血流と代謝が

必ずしも一致しないことも報告されている7｝．脳

血流SPECTによる臨床的な評価では，脳血管障

害における循環代謝の低下が，その原因となる一

次的な虚血変化なのか，組織障害がニューロンを

介して他の遠隔部位に機能低下を生じる遠隔効果

による二次的な脳血流の低下なのか，あるいは

ニューロンの脱落と脳の萎縮による部分容積効果
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による変化なのかが問題となる．一般的にはこれ

らを区別して判定することは困難なことが多い．

ところが，大脳皮質の機能低下が対側小脳の血流

低下をもたらすcrossed　cerebellar　hypoperfusion

（CCH）のように，ニューロンを介した遠隔効果に

よる小脳の機能低下であることが明らかな場合に

は，逆にその情報を利用して大脳皮質における代

謝を推測できるといった利用法もある8）（Fig．1）．

　2）電気生理学的測定との比較

　神経活動の指標として最もよく利用されるのが

ニューロンから出る電位をとらえる電気生理学的

測定である．ニューロンが発生する電位には，軸

索の活動電位（action　potential）とシナプス後電位

（post－synaptic　potential）がある．通常の頭皮上の

電極から記録されるのは，皮質神経細胞の樹状突

起におけるシナプス後電位の総和と考えられてい
る6・9）．

　頭皮上からの脳電位の測定を行う脳電図（elec－

troencephalography：EEG）には，一般的な背景脳

波に加えて，一定の刺激に対して中枢神経系に誘

発される電位を記録する誘発電位（evoked　poten－

tial）や，これよりも刺激からの潜時が長く認知や

判断，期待などと関連していると考えられる事象

関連電位（event－related　potential：ERP），あるいは

随意運動をともなって記録される運動関連準備電

位（movement　related　conical　potential：MRCP）など

による脳機能の評価が行われる9）．いずれも多数

回の刺激に対する電位の変化を平均加算しなけれ

ばならないが，刺激に対する反応をミリ秒という

短時間の変化としてとらえられる利点がある．し

かしその空間情報には限界があり，頭皮上の分布

から電位の発生源を推定するのは困難である．最

近話題となっている脳磁図（magnetoencephalo－

graphy：MEG）は，脳電位によって発生する微弱な

磁場の変化からその位置を推定するもので，EEG

の欠点を補う方法として期待されている9）．

　これに対してPETやSPECTを用いた脳機能の

賦活検査は，脳機能の時間的な変化はとらえるこ

とはできないが，脳血流の増加部位を空間的な位

置情報として得ることができる．特に，各個体に

おける反応をMRIなどの画像と重ね合わせるこ

とによって，脳の正常構造物や異常部位と関連さ

せることができるのが大きな特徴である．この際

に，シナプスでは，興奮性および抑制性の情報伝

達が行われるが，脳血流量や代謝の変化では両者

を区別できないと考えられている4・1°）．

　電気生理学的な測定とPETによる脳賦活検査

の対比例として，随意運動にともなう変化を考え

てみる．右手指の随意運動にともなって，脳電図

では運動開始の約1．5秒前から緩徐に立ち上がる

陰性電位が頭頂正中部を最大振幅として観察され

るが，これは随意運動の準備に関する電位と考え

られている．このような運動準備電位の発生源と

しては，両側の一次運動野や補足運動野の関与が

推測されてきた9）．一方，これに引き続いて0．3－

0．5秒前から急峻に立ち上がる陰性電位が見られ

るが，これは運動の対側で最大であり，一次運動

野で生じている可能性が強いと考えられてい

る9・11）．同様の課題を与えてPETによる脳機能賦

活検査を行うと，運動と対側の一次運動野に加え

て，補足運動野や運動前野などで局所的な脳血流

の増加が見られる．この際に，複雑な運動の課題

を与えると，両側の一次運動野，補足運動野，対

側の運動前野などでより大きな血流増加が見られ

る11）．また，運動の頻度を変化させるとこれらの

領域における血流増加の程度は大きく変化する．

すなわち，低頻度の運動では補足運動野が強く賦

活されるが，高頻度になると一次運動野の脳血流

増加が著しい12）．これらの結果は，簡単な随意運

動においても大脳皮質の複数の領域が関与してい

ることを示唆するとともに，時間情報と空間情報

というそれぞれの特徴を有効に生かした統合的な

脳機能の解析法が重要であることを示している．

3．神経伝達機能の画像化

　神経シナプスでは，情報を伝えるもとの神経細

胞（pre－synaptic　neuron）からの電気信号が神経軸

索の終末に到達すると神経伝達物質を放出し，こ

れが次の神経細胞のレセプター（post－synaptic
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receptor）に結合することによって情報が伝達され

る．このような神経伝達機能のイメージングを目

的として開発されている標識薬剤は，①シナプス

前神経細胞における神経伝達物質の前駆体（ある

いはその類似化合物），②神経伝達物質の代謝や

分解を調節する酵素反応，③シナプス前神経細胞

における再取り込み部位への結合，および④シナ

プス後レセプターへの結合測定に大別される（Fig．

Transporter

　亀

　　　●

　○
　　一●O
　　Enzyme

Pre－synaptic　Neuron

㊥㊥

Precursor　of

　neUrOtranSmitter

●

　●

●

Receptor　binding

　　　　　Post－synaptic　Neuron

Fig．2　Evaluation　of　neurotransmission　function　by

　　　radionuclide　methods，　which　involve　the　follow－

　　　ing　specific　processes；precursor　of　neurotrans－

　　　mitter，　pre－synaptic　transporter，　post－synaptic

　　　receptor，　and　enzymatic　reaction．

2）13」4）．Table　2にこのような神経伝達機能のイ

メージングに利用される標識薬剤の例を示すが，

最近SPECTによる測定を目的とした標識薬剤の

開発がめざましい14）．わが国においても，ドーパ

ミンD2受容体15）や中枢性ベンゾジアゼピン受容

体16）の臨床利用が模索されている．

　現時点では，まだこれらの神経伝達機能イメー

ジングの臨床的な役割については必ずしも確立さ

れてはいないが，特定の神経伝達系のみを選択的

に描出し，しかもその障害がシナプス前後のどち

らにあるのかを特定できる利点がある．SPECT

の利用によって幅広い臨床応用が可能になれば，

神経機能の低下にともなう特異的なニューロンの

脱落を判定できる可能性があり，様々な疾患にお

ける病態生理の解明に役立つとともに，その治療

法の選択など臨床的な役割も大きいと思われる．

さらに，新たな標識薬剤と解析法の開発は，神経

シナプスにおける神経伝達物質の動態や受容体の

機能評価を可能にすることも予測される．

4．　まとめ

　脳のはたらきを可視化する方法としてfMR1や

MEGなどの新しい手法が登場してきたが，　PET

とSPECTに代表される核医学検査法の果たす役

Table　2　Radioligands　for　imaging　of　neurotransmission　function　with　PET　and　SPECT

Funct▲on PET SPECT

Dopamine

　Transmitter

　Transporter

　Dl　receptor

　D2　receptor

　MAO　activity

Acetylcholine

　Transporter

　Muscarinic　receptor

　Nicotinic　receptor

Benzodiazepine

　Central　receptor

　Peripheral　receptor

Others

　Opiateμreceptor

　Somatostatin　receptor

IIC－L－DOPA，18F－6－FDOPA

llC－cocaine，　llC－nomifensine

ttc－SCH23390
11C－raclopride，1℃－YMO9151－2

nC．NMSP
1℃－L－deprenyl，　l　lC－L－clorgyline

11C－NMPB，　iiC－TRB

iic－nicotine

iic．flumazenil

tlC・・PK11195

11C－carfentanil

i231－fi－CIT

l231－IBZP，1231－TISCH

1231－IBZM，1231．IBF，1231－iodolisuride

t231－2’－ISP

i231．IBVM

i231－iodoQNB

i231－iomazenil

liiln＿octreotide
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割が低下するものではない．特に神経伝達機能の

イメージングは核医学の独壇場となる新たな分野

であり，今後日常の臨床診療への貢献も大きくな

るものと期待される．
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Summary

Nuclear　Medicine　for　Evaluation　of　Brain　Function

Yoshihanl　YoNEKuRA

β輌o〃ied’cα’∫〃辺8加8　Research　Center」Fukuiルtedica’∫c／100’

　　Radionuclide　methods，　including　positron　emission

tomography（PET）and　single　photon　emission　com－

puted　tomography（SPECT），　can　visualize　brain　func－

tion　by　assessment　of　regional　changes　in　blood　flow

and　metabolism　and　measurement　of　neurotransmis－

sion　function．　Brain　utilizes　glucose　as　a　major　sub－

strate　for　energy　metabolism，　and　PET　and　SPECT

images　of　blood　flow　and　metabolism　can　be　used　as

indices　of　neuronal　activity．（）n　the　other　hand，　vari－

ous　radioligands　have　been　developed　for　evaluation

of　pre－and　post－synaptic　neurons　using　PET　and

SPECT．　The　clinical　role　neuroreceptor　imaging　is

now　under　investigation．

　Key　words：　Brain　function，　PET，　SPECT，　Neu－

ronal　activity，　Neurotransmission．

Presented by Medical*Online


	1375
	1376
	1377
	1378
	1379



