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《技術報告》

中枢性ベンゾジアゼピン受容体イメージング剤

1231一イオマゼニルの第2相臨床試験（第1報）

一
投与量および適応疾患の検討一

鳥塚　莞爾＊1　上村　和夫＊2

中川原譲二＊5　福山　秀直＊6
融道男＊3米倉義晴＊4
松田　一己＊7　森本　　清＊8

　要旨　てんかん，脳血管障害，中枢神経変性疾患および精神神経障害等の各種脳疾患を対象に1231一イ

オマゼニルの有効性，安全性および至適投与量を検討した．ベンゾジアゼピン受容体（BZR）結合能を

反映すると考えられる投与後3時間のSPECT像（後期像）と，脳血流像を比較すると，脳梗塞症例で

は脳血流障害の程度と比較してBZR結合能の低下が軽度であることを示す所見が高頻度にみられた．

一方，亜急性期脳梗塞では梗塞周辺の血流増加部位においてBZR結合能が相対的に低下している所見

も散見された．その他の脳疾患群においては，血流障害よりもBZR結合能の障害の方が著しい病態を

示唆する所見が高頻度にみられた．本剤の投与量として，167MBqを中心とした111～222　MBqが適

当であると考えられた．本剤は安全性に問題はなく，また，脳血流検査のみでは得難い，各種脳疾患特

有の脳病態生理に関してより詳細な情報が得られ，脳疾患の病態診断に有用であることが示唆された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学33：179－190，1996）

1．はじめに

　中枢性ベンゾジアゼピン受容体（以下，BZR）は

7一アミノ酪酸（GABA）A受容体およびCl一チャン

ネルと共役する複合体を構成し，GABA作動性の
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抑制性神経伝達に関与する1）．中枢性BZRはてん

かん23）をはじめ，ハンチントン病4）やアルツハイ

マー型老人痴呆5）など各種脳疾患において，その

脳内密度が変化することが報告されている．

　1231一イオマゼニル（以下，本剤）は脳内に存在す

るBZRに特異的に結合し，　BZRの局所脳内分布

の評価により各種脳疾患の診断を行うことを目的

に開発された放射性医薬品である6）．本剤の第1

相臨床試験において本剤は安全性に問題なく，投

与後高率に脳に移行し，早期像および後期像にお

いてそれぞれ局所の血流分布およびBZR分布を

反映した明瞭な画像が得られたことから，本剤を

用いた各種脳疾患の診断に対する有効性が示唆さ

れた7）．

　今回，各種脳疾患の診断における本剤を用いた

シンチグラフィの安全1生，有効性および有用性を

検討すると共に投与量の多寡の検討を行うため，

平成6年1月～4月にTable　1に示す全国14施設
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180 核医学　33巻2号（1996）

において第2相臨床試験を実施した．

II．対象および方法

　1．対　　象

　てんかん，脳血管障害，中枢神経変性疾患（以

下，変性疾患）などの脳疾患およびBZRが関与す

る精神神経障害（以下，精神神経障害）の患者を対

象とした．ただし，薬物等に対する重篤なアレル

ギーを有する患者，重篤な合併症を有する患者，

妊婦または妊娠している可能性のある婦人および

授乳中の婦人，ならびに，20歳未満または65歳

以上の患者等は対象から除外することとした．

　本試験の実施に際しては，各実施医療機関の治

験審査委員会および必要に応じ倫理委員会の承認

を得た．治験担当医師（以下，担当医）は被験者ま

たは必要に応じ代理人に本試験の内容について十

分に説明し，文書による同意を得た．

　2．試験薬剤

　本剤（開発コード：NMA16，日本メジフイジッ

クス社製）は1バイアル（L5　mの中，ヨウ素一123

として検定日時において167MBq，エチルー5，6一ジ

ヒドロー7一ヨードー5．メチル．6一オキソー4H．イミダゾ

［1，5a］［1，4］ベンゾジアゼピンー3一カルボキシレート

（イオマゼニル）0．75μgを含む注射剤である．

　3．投与量および投与方法

　本剤111～222MBqを安静状態にて静脈内に1

回投与した．なお，検査日前日および当日にヨウ

化カリウム等を内服させるなど，各施設の方法に

準じ甲状腺ブロックを行うこととした．また，ベ

ンゾジアゼピン系薬剤を服用中の場合は，可能で

あれば担当医師の判断に基づき本剤投与前に必要

な期間休薬を行うこととした．

　4．本剤による核医学検査

　本剤投与後約15分および約3時間を撮像中心

時間とした脳SPECT像を得て，それぞれ本剤の

早期SPECT像および後期SPECT像（以下，それ

ぞれ早期像および後期像）とした．SPECT装置は

多検出器あるいはリング型の機種を用いた．本剤

投与後30分に静脈採血を行い，その血中放射能

と本剤の早期像および後期像のSPECTカウント

から，3コンパートメントモデルに基づいたtable

look－up法（以下，　TLU法）による簡易定量8）を試

み，本剤の脳移行定数（K，）およびBZRに対する

結合能（BP）を求めた．

　5．安全性の検討

　本剤投与前および早期像撮像後に理学的検査と

Table　l　Institutions　collaborating　in　the　trial

中村記念病院

秋田県立脳血管研究センター1）

東北大学加齢医学研究所

群馬大学医学部

東京大学医学部

慶鷹義塾大学医学部

国立療養所静岡東病院

新潟大学医学部

脳神経外科3）

放射線科6）

放射線科

核医学科
精神科神経科7）

放射線科8）

放射線科
神経内科9）

脳神経外科4）

神経科

小児科

精神科

放射線科

福井医科大学

金沢大学医学部

京都大学医学部

大阪大学医学部

岡山大学医学部

九州大学医学部

放射線科

神経科精神科
核医学科
神経精神科1°）

核医学科
脳病態生理学講座2）

神経内科5｝

バイオ研トレーサ情報解析学
放射線部11）

放射線科

精神神経科
中央放射線部

治験総括医師：福井医科大学　鳥塚莞爾
世話人：融道男（東京医科歯科大学神経精神科），上村和夫1）

幹事：米倉義晴2）＊，中川原譲二3）＊，松田一己4）＊，福山秀直5）＊，森本清（香川医科大学精神神経科）＊

　　　（＊は判定委員を兼ねる）

判定委員：畑澤順6），樋口輝彦7），百瀬敏光8），天野隆弘9），地引逸亀（中村充彦）1°），橋川一雄tl｝，

　　　　桑原康雄（九州大学医学部放射線科）
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Fig．1　Schemes　of　the　regions　for　grading　the　cerebral　distribution　of　the　tracers，　and　typical

　　　　late　i231－lomazenil　images　representing　the　degree　for　decreased　uptake（↓：slight

　　　　decrease，↓：decrease，×：significant　decrease　or　defect）．

t

CBF
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Fig．2　Typical　images　to　represent　the　types　of　mismatch　of　regional　findings　between

　　　　cerebral　blood　flow（CBF）and　late　i231－lomazenil（IMZ）images　of　two　patients．　Type

　　　　F：More　decreased　uptake　was　shown　in　CBF　images　than　in　late　IMZ　images．　Type　E：

　　　　Late　IMZ　images　showed　the　same　findings　as　CBF　images．　Type　R：More　decreased

　　　　uptake　was　shown　in　late　IMZ　images　than　in　CBF　images．
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Fig．3　Typical　images　to　represent　the　types　of　mismatch　of　regional　fi　ndings　between　early

　　　and　late　i231－lomazenil（IMZ）images．　Type　RW（Rapid　Washout）：Tracer　distribution

　　　was　relatively　decreased　in　late　IMZ　images．　Type　E：Latc　IMZ　images　showed　the

　　　same　fi　ndings　as　early　ones．　Type　SW（Slow　Washout）：Tracer　distribution　was

　　　relatively　increased　in　late　IMZ　images．

してln1圧，脈拍数，体温および呼吸数を測定し

た．また，本剤投与前後に以下の血液学的検査，

血液生化学的検査および尿検査を実施することと

した．

・血液学的検査：赤血球数，白血球数，白血球分

画，ヘモグロビン量，ヘマトクリット値，血小板

数

・血液生化学的検査：総蛋白，アルブミン，A／G

比，Al－P，　GOT，　GPT，γGTP，総コレステロー

ル，LDH，総ビリルビン，尿素窒素，クレアチニ

ン，尿酸，Na，　Cl，　K，　Ca

・ 尿検査：pH，たん白，ブドウ糖，ケトン体，

潜血

　6．有効性および投与量の検討

　（1）委員会判定

　本剤の成績を一定の判定基準で検討するために

判定委員会を設け，各医療機関から提出された各

検査データについて以下の検討および判定（以

下，委員会判定）（Table　1）を行うと共に，解析対

象としての採否を決定した．また，副作用および

臨床検査値の異常変動が疑われた症例について本

剤との因果関係について再評価を行った．

　1）－1　脳核医学検査の所見判定

　本剤の早期像および後期像の所見をFig．1に示

す脳各領域毎に，正常，やや低下，低下，著しい

低下または欠損，増加の5段階およびその他で判

定した．本剤後期像の1例をFig．1に示した．他

の製剤による脳血流SPECT像が得られている場

合にはその所見を同様の基準で判定した．

　1）－2　所見判定結果の解析

　判定委員会において判定された所見に基づき，

①本剤早期像と血流像，②本剤後期像と血流像

および③本剤の早期像と後期像について対応す

る領域毎に比較解析し，いずれかの検査で異常が

みられた領域（以下，異常領域）をそれぞれ以下の

6型に分類した．また，本剤後期像と血流像の比

較および，本剤早期像と後期像の比較の例をFig．

2およびFig．3に示した．
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Table　2　Number　of　cases　excluded　and　analyzed　in　the　trial　of　clinical　efficacy

Disease
Total　number

　of　cases

Number　of　cases　analyzed　for　efficacy

Excluded2） Analyzed

Epilepsy

Cerebrovascular　Disease

Degenerative　Disorder

Mental　Disorderi）

Others

82（33％）

94（38％）

47（19％）

14（6％）

9（4％）

1（4％）

12（48％）

12（48％）

0

0

81（37％）

82（37％）

35（16％）

14（6％）

9（4％）

Total 246（100％） 25 221（100％）

1）Mental　disorder　relating　to　benzodiazepine　receptors

2｝Twenty－four　cases　and　one　case　were　excluded　due　to　being　over　64　y．o．　and　the　instrument　trouble，

respectively

①本剤早期像と血流像の比較分類

　　　F＜E型：血流像の低下がより著しい

　　　F＜E（↑）型：F＜E型で早期像は集積増加

　　　F＞E型：早期像の低下がより著しい

　　　（↑）F＞E型：F＞E型で血流像は集積増加

　　　F＝E型：血流像と早期像の所見が同程度

　　　F＝E（↑）型：FニE型で共に集積増加

②本剤後期像と血流像の比較分類（Fig．2）

　　　F型：血流像の低下がより著しい

　　　F（R↑）型：F型で後期像は集積増加

　　　R型：後期像の低下がより著しい

　　　H型：R型で血流像は正常よりも増加

　　　E型：血流像と後期像の所見が同程度

　　　E（↑）型：E型で共に集積増加

③本剤の早期像と後期像の比較分類（分布の

　　　変化）（Fig．3）

　　　SW型：後期像で相対的に集積増加

　　　SW（L↑）型：SW型で後期像は正常より集

　　　　積増加

　　　RW型：後期像で相対的に集積低下

　　　RW（E↑）型：RW型で早期像は正常より

　　　　集積増加

　　　E型：早期像と後期像で変化なし

　　　E（E！L↑）型：E型で共に正常より集積増

　　　　加

　2）画質判定

　本剤によるシンチグラムの画質について，以下

の3段階で判定した．

　Excellent：分解能およびコントラスト共に優

　　れ，所見判定が容易であった

　Good：所見判定を行う上で十分な画質であっ

　　た

　Fair：画質がより良好であれば所見判定が容易

　　であると考えられた

　（2）担当医判定

　担当医は自施設の成績について以下の判定（以

下，担当医判定）を行った．

　D　有効性の判定

　早期像および後期像の所見を，患者背景，脳血

流SPECT所見およびMRIまたはX線CTの所
見等と比較し，本剤の有効性について以下の判定

基準に従って判定した．

　1．　きわめて有効：他検査では得難い貴重な情

　　報が得られた

　2．有効：他検査と同等または相補的な情報が

　　得られた

　3．やや有効：得られた情報の価値が低かった

　4．無効：有効な情報は全く得られなかった

　9．判定不能：何らかの理由で有効性を判定で

　　きなかった

　2）投与量の多寡の判定

　SPECT像の画質および統計誤差等から本剤の

投与量の多寡について，以下の基準に従って判定

した．

　1．過多：投与量を減らしても問題ないと考え

　　られた
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Fig．4　Types　of　mismatch　of　the　regional　findings　between　CBF　and　early　1231－lomazenil

　　　（IMZ）images　in　the　various　central　nervous　system（CNS）disorders．　N：The　numbers

　　　of　patients　analyzed．　n：The　numbers　of　regions　which　showed　abnormal　uptake　of

　　　either　CBF　and　early　i231－lomazenil　images．　The　numbers　in　the　bar　graph　denote　the

　　　percentages　of　each　type　of　region．　CVD：Cerebrovascular　disease．　Degenerative：

　　　Degenerative　disease　of　central　nervous　system．　Mental：Mental　disorders　relating　to

　　　benzodiazepine　receptors．㌔）＜0．005　vs．　F＞E；br’＜0．025　vs．　F＜E；‘’1）＜0．005　vs．

　　　F＜E．Type　F〈E：More　decreased　uptake　was　shown　in　CBF　images　than　in　early

　　　IMZ　images．　Type　E：Early　IMZ　images　showed　the　same　findings　as　CBF　images．

　　　Type　F＞E：More　decreased　uptake　was　shown　in　early　IMZ　images　than　in　CBF

　　　images．（E↑）denotes　increased　uptake　of　IMZ．

　2．適当：投与量は適当であると考えられた

　3．過少：投与量が多ければ所見判定が容易で

　　あったと考えられた

　7．統計学的検定

　投与量の多寡および投与量と有効性の関連性の

検定にはSpearmanの順位相関検定を用いた．ま

た，2群間の所見比較，複数群間の所見の比較お

よび群内所見の比較には，それぞれ，Fisherの直

接確率計算，Kruska1－Wallis検定およびMcNemar

検定を用いた．また，2群間の平均値の差の検定

には，Studentのt検定を用いた．有意水準は5％

とした．

III．結果および考察

　1．解析対象

　本試験で本剤が投与された症例は243例で，

そのうち3例では本剤が2回投与されており，の

べ症例数は246例であった（以下の症例数につい

てはのべ症例数で記す）．

　安全性については本剤が投与されたのべ246例

全例について検討した．

　有効性（画質判定，投与量の多寡の判定を含む）

については，判定委員会において協議し，65歳

以上の24例および機器故障によりシンチグラム

が得られなかった1例の計25例を解析対象から

除外し，221例について検討した．症例の内訳を

各疾患群別にTable　2に示す．男性138例，女性
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F（R↑）

Epilepsy

　　n＝179
　　N＝70

C　V　D
　　n＝384

　N＝73

Degenerative

　　n＝220
　　Nニ32

Mental
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Fig．5　Types　of　mismatch　of　the　regional　findings　between　CBF　and　late　i231－lomazenil（IMZ）

　　　images　in　the　various　CNS　disorders．　ap＜0．005　vs．　Type　R；bp＜0．005　vs．　Type　F；cp

　　　＜0．025vs．　Type　F．（R↑）and（E↑）denote　increased　uptake　of　IMZ　and　both　tracers，

　　　respectively．　Abbreviations　as　in　Fig．2．
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Fig．6　Regional　changes　in　cerebral　distribution　of　’231－lomazenil（IMZ）from　early　to　late

　　　images　in　the　various　CNS　disorders．　ap＜0．005　vs．　Type　RW；bp＜0．005　vs．　Type

　　　SW；cp＜0．05　vs．　Type　SW．（↑）denotes　increased　uptake　of　IMZ　in　early　andlor　late

　　　images．　Abbreviations　as　in　Fig．3．
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Table　3 Comparison　of　the　extent　of　abnormal　areas　delineated　by’231－lomazenil　late　SPECT（IMZ）

with　those　by　magnetic　resonance　imaging（MR）or　computed　tomography（CT）

Disease IMZ＞MR／CTI）　MR／CT＞IMZ2） Identicali｝ Mixed4） Total

Epilepsy

Cerebrovascular　Disease

Degenerative　Disorder

Mental　Disorder

Others

31（48％）

36（44％）

23（66％）

7（54％）

3（33％）

6（9％）

27（33％）

4（11％）

2（15％）

2（22％）

11（17％）

7（9％）

4（11％）

3（23％）

4（44％）

16（25％）

12（15％）

4（11％）

1（8％）

0

倒
82

35

13

9

Tota1 100（49％）a 41（20％） 29（14％） 33（16％） 203

1）IMZ＞MR／CT：IMZ　showed　a　larger　area　of　abnormality　than　MR／CT

2）MR／CT＞IMZ：MR／CT　showed　a　larger　area　of　abnormality　than　IMZ

3）Identical：IMZ　and　MRICT　demonstrated　the　same　areas　of　abnormality

4）Mixed：The　patterns　of　1）and　2）were　demonstrated　in　the　same　patient

al）＜0．0001　vs．　MR／CT＞IMZ

1．6

1．4

21
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Fig．7　Comparison　of　early　and　late　SPECT　counts，　and　quantitative　values　obtained　by　the

　　　table　look－up　method　based　on　3－compartment　analysis8｝，　which　are　normalized　to　the

　　　ratio　to　the　cerebellum　in　the　lesions（Lesion）and　the　contralateral　normal　areas

　　　（Normal）．　Ks　and　BP　denote　the　Iigand　transport　and　the　binding　potential，

　　　respectively．

83例であり，年齢は20～64歳，平均44±15歳

であった．

　2．安全性の検討

　自・他覚症状の変化が246例，理学的検査所見

が241例，および臨床検査値が2週間以内に施行

された181例において本剤に起因すると考えられ

る異常変動はみられず，また，本剤が投与された

246例全例において担当医により本剤の安全性は

「安全」と判定されたことから，本剤の安全性につ

いては特に問題ないと考えられた．

　3．所見判定結果（委員会判定）

　シンチグラム所見については，統一化された基

準で各領域毎に判定された委員会判定に基づいて

解析した．
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　（D　本剤早期像と血流像の比較

　早期像と血流像が比較された症例について，前

述の解析方法に従って比較した結果をFig．4に示

す．

　脳血管障害の異常領域のうち，F＝E型が47％

と約半数の領域で両者の所見が一致したが，F〈

E型およびF＞E型はそれぞれ38％および11％

と前者で多かった（p＜0．005）．一方，てんかんお

よび変性疾患では，半数以上の領域で異常の程度

が一致したが，両疾患ともF＞E型の領域はF＜

E型の約2倍と多かった（それぞれp＜0．025およ

びp＜0．005）．

　脳血管障害において血流像の集積低下が著しい

F＜E型が多かったことは，本剤の1回循環摂取

率が通常の脳血流SPECT用製剤ほど高くないこ

と，および，特異的結合の影響が投与後早期にお

いても無視できないことによるものと考えられ
る．

　一方，てんかんおよび変性疾患においてF＞E

型が多かったことから，これらの疾患群では，病

巣部での血流低下による本剤の供給の減少に加

え，早期像でも病巣部でのBZR結合能の低下に

よる本剤のwashoutの影響がみられることが示唆

された．

　（2）本剤後期像と血流像の比較

　後期像と血流像の比較結果をFig．5に示す．脳

血管障害ではF型の領域が67％とR型（H型も

含む）より多く（p＜0．005），一方，てんかんおよ

び精神神経障害ではR型が約半数の領域を占めF

型より多かった（それぞれp＜0．005およびp＜

0．025）．変性疾患ではE型が47％と半数を占め

たものの，R型がF型の約1．5倍の領域でみられ
た．

　脳血管障害におけるF型の領域は，血流低下が

あるにもかかわらずBZR結合能は比較的保たれ

ている状態を示唆しており，遠隔効果9）やmisery

pe血sionlo）またはischemic　penumbrall｝などの病態

を反映しているものと考えられた．一方，H型は

亜急性期に多くみられるhyperperfusionを示唆

し，また，R型の領域は血流障害に比しBZR結

合能の障害の方が著しい病態を示唆することか

ら，これらの領域には相対的なhyperperfusionや

luxury　perfusion　i2）などの領域が含まれているもの

と考えられた．

　変性疾患や精神神経障害でみられるR型の領域

はBZR結合能の低下を示唆するが，これが疾患

に特異的な変化によるものか，非特異的神経細胞

の脱落を反映したものかについては，今後の課題

である．また，てんかんおよび変性疾患では後期

像で集積増加がみられる領域が存在したが，これ

は何らかの要因でBZR結合能が充進している状

態を示唆するものと考えられた．

　（3）本剤早期像と後期像の比較（分布の変化）

　早期像と後期像の比較（分布の変化）をFig．6に

示す．

　脳血管障害ではSW型の領域が46％と約半数

を占め，RW型よりも多かった（p＜0．005）．一

方，てんかんと精神神経障害ではRW型の変化が

SW型よりも多くみられた（それぞれp＜0．005お

よびp＜0．05）．変性疾患ではE型が半数を占め，

RW型とSW型の割合に有意差はみられなかった

ものの，RW型の割合が多かった．

　このように，脳血管障害および他の疾患群でそ

れぞれSW型およびRW型が多いのは，血流像

と後期像の比較においてそれぞれF型およびR型

が多いことに対応すると考えられた．すなわち，

SW型の領域では本剤は早期像で血流の影響を受

けて脳局所に分布するが，BZR結合能が相対的

に保たれていればwashoutが遅延するslow－in，

slow－outの現象がみられ，これはBZR結合能よ

りも血流の障害が相対的に著しいF型に相当する

と考えられた．一方，RW型の領域では，　BZR結

合能が低下しているにもかかわらず，本剤は早期

像で血流により相対的に多量に供給されるが，後

期像ではBZR結合能の低下のために相対的に速

やかにwashout（fast－in，　fast－out）され，これは血流

よりもBZR結合能の障害が著しいR型に相当す

ると考えられた．

　（4）本剤と形態学的検査の比較（担当医判定）

　担当医により症例毎に判定された，本剤後期像
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とMRIまたはX線CTによる異常の程度または

範囲の比較結果をTable　3に示す．後期像とMRI

またはX線CTとの比較ではその他の脳疾患を除

くいずれの疾患群においても後期像の異常が著し

い症例が44～66％と多く，脳疾患全体でも49％

と約半数を占め，MRIまたはX線CTの異常の
方が著しい症例20％より多かった（p＜0．0001）．

このことは，MRIまたはX線CTで異常が描出

されるような著明な器質的変化が起こる以前に，

多くの疾患で広範なBZR結合能の変化がみられ

ることを示唆すると考えられた．

　4．本剤を用いた脳内BZRの定量的検討結果

　TLU法で求めたK1およびBPについて，健常

と考えられる小脳を基準とし，各大脳皮質部にお

けるKIおよびBPの対小脳比を求めた．　K1およ

びBPの対小脳比を早期像および後期像のSPEcr

カウント（以下，早期像値および後期像値）の対小

脳比とそれぞれ比較した結果について1施設の例

をFig．7に示す．

　早期像値に比しKlの方が健側と患側の差が大

きく，特に脳塞栓再開通後にhyperpe血sionが示

唆された症例（図中■）では，早期像値よりKlの

対小脳比の方が高かった．これは早期像値では洗

い出しにより過小評価された血流増加をK1によ

り的確に捉えられたことを示すと考えられた．後

期像値とBPを比較すると，　BPの対小脳比の方

が大きく分散しており，かつ，健側と患側の差が

有意に大きかった（Studentのt検定，　p＜0．005）．

　以上のことから，脳内に正常とみなされる領域

がある場合には，その領域に対するKlおよびBP

の比を求めることにより，本剤による1回の検査

で脳血流およびBZRの障害の程度について，独

立した指標として半定量的に評価できることが示

唆された．

　5．投与量の検討

　以下の3項目について解析対象を111MBq，

167MBqおよび222　MBqが投与された3群【以

下，それぞれ111MBq群（7例），167　MBq群（177

例）および222MBq群（37例）］に分類して解析を

行い，本剤の至適投与量を検討した．

　（1）投与量と画質（委員会判定）

　判定委員会による本剤のSPECT像の画質判定

において，「Good」以上と判定された症例は，111

MBq群，167　MBq群および222　MBq群でそれぞ

れ7例全例，177例中176例（99％）および37例

全例であり，「Fair」は167　MBq群の1例のみで

あった．投与量と画質の間に相関はみられなかっ

た．

　（2）投与量の多寡の判定（担当医判定）

　投与量と投与量の多寡の判定には相関がみられ

た（p＜0．005）．「過多」と判定された症例は，167

MBq群で177例中1例（1％）および222　MBq群で

37例中5例（14％）であった．逆に，「過少」と判

定された症例は222MBq群ではなく，167　MBq

群で177例中9例（5％）であったが，111MBq群

では7例中2例（29％）であった．「適当」と判定

された症例は，167MBq群および222　MBq群で

それぞれ177例中167例（94％）および37例中32

例（86％）であったが，111MBq群では7例中5

例（71％）であった．

　（3）投与量別の有効性（担当医判定）

　担当医により判定された本剤の有効性を投与量

別に集計した．解析対象221例のうち167MBq

群および222MBq群のそれぞれ8例および1例
で判定不能とされた．「きわめて有効」または「有

効」（以下，「有効」以上）と判定された症例は，

111MBq群では7例中6例（86％），167　MBq群で

は177例中162例（92％），222MBq群では37例

中34例（92％）であり，111MBq群では1例が

「無効」，167MBq群では4例が「やや有効」およ

び3例が「無効」，222MBq群では2例が「無効」

と判定された．投与量と有効性の間には相関はみ

られなかった．

　以上のとおり，167MBq投与群の症例数が多

かったものの，いずれの項目についても111～

222MBqの投与で全般的に良好な成績が得られ

た．本剤の投与量の決定には，使用機器の性能な

らびに対象疾患および検査目的等が大きな要因に

なると考えられたが，今回検討した投与量により

全般的に良好な成績が得られたことから，本剤の
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投与量は167MBqを中心とした111～222　MBqが

適当であると考えられた．

　6．有効性の検討

　前項のように，投与量と有効性の間には相関が

みられなかったため，有効性の検討については，

全投与量群をまとめて検討した．

　「有効」以上と判定された症例はてんかん，脳

血管障害，変性疾患，精神神経障害およびその他

の脳疾患でそれぞれ81例中65例（80％），82例

中80例（98％），35例全例，14例中13例（93％）

および9例全例であり，いずれの疾患でも本剤の

有効性は高いと判定された．

　以上のように本剤は有効性が高く安全性にも特

に問題ないことから，てんかん，脳血管障害，変

性疾患および精神神経障害の病態診断に有用性の

高い薬剤であることが示唆された．

　7．適応疾患の検討

　前項のように，今回検討したいずれの各種脳疾

患の診断においても本剤によって，より詳細な病

態の評価に有効な情報が得られ，高い有効性が示

唆されたことから，てんかん，脳血管障害，変性

疾患等の脳疾患およびBZRが関与する精神神経

障害などの脳疾患を本剤の適応疾患とすることは

妥当であると考えられた．

IV．ま　とめ

　1．てんかん，脳血管障害，変性疾患および精

神神経障害を対象に本剤の有効性，安全性および

至適投与量を検討した．

　2．本剤の安全性については特に問題ないと考

えられた．

　3．血流像との比較結果から，脳血管障害では

早期像で血流低下の程度を過小評価する傾向があ

り，また，その他の疾患群では早期像でもBZR

結合能の低下の影響が反映されることが示唆され

た．

　4．脳血管障害では血流障害に比しBZR結合

能の低下が軽度であることを示す所見が比較的高

頻度にみられ，一方，特に亜急性期では梗塞周辺

での相対的血流増加を示唆する所見も散見される

など，それぞれ特有の病態を反映しているものと

考えられた．

　5．てんかん，変性疾患および精神神経障害等

の疾患群では血流障害よりもBZR結合能の障害

が著しい病態を示唆する所見が多くみられた．

　6．本剤の投与量として，167MBqを中心とし

た111～222MBqが適当であると考えられた．

　7．以上のとおり，本剤は安全性に問題はな

く，各種脳疾患において高い有効性が得られたこ

とから，てんかん，脳血管障害，変性疾患などの

脳疾患，および精神神経障害を対象とした第3相

臨床試験に移行することは妥当であると考えられ

た．
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Summary

Phase　2　Clinical　Study　of　i”1－lomazenin　in　Various　Cerebral　1）iseases：

　　Part　1－Examination　of　lnjection　1）ose・and　Clinical・lndications一

　　　　　Kanji　ToRizuKA＊1，　Kazuo　UEMuRA＊2，　Michio　ToHRu＊3，　Yoshiharu　YoNEKuRA＊4，

Jy（）ji　NAKAGAwARA＊5，　Hidenao　FuKuYAMA＊6，　Kazumi　MATsuDA＊7　and　Kiyoshi　MoRiMoTo＊8

　　　　　　　　＊iFuku輌〃edical　Schoo～↓currentty　Profe∬or　E〃ler輌tUS，κyθrOση輌versity）

　　　　　　　　　　　　　　　＊：！Akita・Researc〃hstitute　for　Brain　and　Blood　Vesse／∫

　　　　　　　　　　＊3Depart〃ient　of　Psychiatry，　Tokyo〃ed’ca’0〃d・Dental・C／niversity

　　　　　　　　　　　　　＊4Depart〃len’ofBrai〃Pα伽助y∫輌0’08y，κyo’O　University

　　　　　　　　（currently　Bio〃1ε4輌cat　lma8輌ng　Research　Center，　F漁輌〃ed輌cal・Sch・・θ

　　　　　　　　　　　　＊5Depart〃ze〃’ρr∧teurosurgenソ，∧～と！kO〃1£lra”e〃10r輌0’Hospital

＊6Department〔）fNe脚’ogy　（currently　Depar〃nent　・fBrain　Path・phyぷ輌・1・8yノ，κyoτ・伽ver吻

　　　＊7Depar伽ent　ofハleurosu」rgery，ハlational　Epitepsy　Ce〃fεr，　ShizuokO－Higash〃losp輌’o’

　　　　　　　　　　　　　＊8Department　・f　Neur・psychiatry．κagawa〃edicat　Sch・・’

　　A　phase　2　study　of　’231－lomazenil（IMZ）was　per－

formed　to　evaluate　its　clinical　usefulness　in　SPECT

imaging　of　central－type　benzodiazepine　receptors

（BZR）．　A　total　of　246　patients　with　various　central

nervous　system　disorders［82　with　epilepsy，94　with

cerebrovascular　disease（CVD），47　with　degenerative

disorders，14with　mental　disorders　relating　to　BZR

and　9　with・other・diseases】were　intravenously　injected

with　1　1　1－222　MBq　of　IMZ．　Early　and　late　images

were　obtained　15　min　and　l　80　min　after　injection　as

the　mid－scan　time，　respectively．　In　comparison　with

regional　cerebral　blood　flow（rCBF）images，　the　up－

take　of　IMZ　in　the　late　images，　which　reflect　the　re－

gional　distribution　of　BZR，　was　relatively　preserved

compared　to　the　uptake　of　CBF　tracers　in　most　of　the

patients　with　CVD．　In　the　area　of　hyperperfusion　in

the　subacute　phase　of　cerebral　infarction，　however，　the

defects　of　IMZ　uptake　were　accompanied　by　increased

uptake　of　the　CBF　tracers．　On　the　other　hand，　late　IMZ

uptake　in　most　of　the　patients　with　the　other　diseases

was　decreased　more　significantly　than　the　uptake　of

the　CBF　tracers，　suggesting　that　cortical　neuronal

damage　is　more　prominent　than　rCBF　in　these　diseases

compared　to　the　vascular　perfusional　state．　No　adverse

reactions　were　recognized　relating　to　the　IMZ　admin－

istration．　These　results　suggest　that　IMZ　may　provide

us　with　valuable　information　for　assessing　pathophysi－

ological　state　in　the　brain，　which　are　difficult　to

achieve　with　other　imaging　modalities．

　　Key　words：　1231－iomazeni1，　Benzodiazepine　re－

ceptor，　Central　nervous　system　disorders，　Phase　2

study，　Neuronal　damage．
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