
721

《原　著》

11C－Benztropineによるムスカリン作動性アセチルコリン

　　　　　　　　　　　受容体の脳内分布の解析

一
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　要旨　liC－Benztropine（BZT）を用いたPET画像に解剖学的標準化を適用し，健常者7例におけるム

スカリン性アセチルコリン受容体の脳内分布を解析した．

　11C－BZT静注後のダイナミックPET画像と，動脈血漿中の未変化体の時間放射能曲線より，　Patlak　plot

の傾きの計算画像を作成した．その計算画像をHBAシステムを用いて解剖学的に標準化し，平均値・

標準偏差値画像を作成して，ROI解析した．それらによると，後頭葉，基底核への高い結合が見られ，

本法は今後の応用に有用な解析法と思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学33：721－727，1996）

1．はじめに

　脳の機能画像診断法の一つとして，PET（ポジ

トロン・エミッションCT）を用いた脳血流，ブド

ウ糖や酸素代謝の測定が一般的に行われている．

すなわち，脳内ニューロンの活動に伴って増減す

る脳組織の代謝や血流を測定することにより，間

接的にその活動状態を捉えようとするものであ

り，数多くの成果が出されている．PETではこれ
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に加えて，ニューロンの持つ本来の機能を直接表

す，神経伝達物質あるいは神経受容体の測定も広

く行われている．これを定量的に評価すること

は，神経細胞それ自体の持つインパルス伝達の機

能を把握し，脳神経の活動をより直接的に理解し

うるという点で生理学的・神経病理学的に重要な

意味を持つ．

　神経伝達物質の一種であるアセチルコリンの神

経受容体は，ムスカリン作動性受容体と，ニコチ

ン作動性受容体に大別され，それらは生理学的・

生化学的に全く異なる性質を有する．コリン作動

性のニューロンは，記1意・学習に深く関与し1・2），

加齢による大脳皮質・海馬等でのムスカリン作動

性アセチルコリン受容体の減少が知られている3）．

アルツハイマー型痴呆の場合にも，大脳皮質・海

馬・扁桃体等でのアセチルコリンエステラーゼや

コリンアセチルトランスフェラーゼ活性の低下が

知られており4’－6），ムスカリン作動性アセチルコ

リン受容体も減少するという報告が多い7～1°）．さ
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らに，ムスカリン作動性アセチルコリン受容体に

は，ハンチントン舞踏病IL12），パーキンソン病の

基底核における異常所見13）も報告されており，ま

た，欝病14・15），精神分裂病16・17）等での検討もなさ

れている．

　11C－Benztropine（BZT）は，　PETによるアセチル

コリン受容体の画像化のために開発された，抗コ

リン性のポジトロン標識薬剤である18）．ムスカリ

ン作動性アセチルコリン受容体に特異的結合能を

有し，現在までにこれを用いて，大脳皮質・線条

体における加齢による本受容体の減少19）や，ドー

パミン受容体との相互作用2°）の研究がなされ，こ

れら生理学的変化や精神神経疾患の本態解明への

応用が期待されている．今回，われわれは，健常

人における11C－BZTの脳内分布を定量的に評価す

る目的とそれを用いて生理学的に意味のある定量

的な画像の診断を行う目的で，そのPatlak　plot2i）

の傾きの計算画像を作製した．また，その計算画

像をHuman　brain　atlas（HBA）システム22）を用い

て解剖学的に標準化して，ボクセル単位での平均

値と標準偏差の画像を作成し，その画像上のROI

から脳内局所の平均値とその標準偏差を求めた．

II．対象および方法

　1）対　　象

　健常成人男性7例を対象とした．年齢は，18歳

から51歳まで，平均28．0±12．0（標準偏差）歳で

あった．全例に，検査の目的・方法や，被る危険

性等を詳細に説明し，書面での同意を得て，東北

大学放射性核種を用いる臨床研究委員会の承認を

受けた．

　2）PET検査
　使用したPET装置は，　PT931／04（CTI社製）で

ある．4リング7断層型の装置であり，長軸方向

の視野は47mmで，スライス間隔と断層厚は，

FWHM（Full　width　at　half　maximum）で6．7　mm，ス

ライス面内での分解能は，FWHMで6mmであ
る．

　OM（Orbitomeatal）line上＋40　mmおよび＋87

mmを中心としてそれぞれ10分間のトランス

ミッションスキャンの後，11C－BZT　362．6－740．O

MBq（9．8－20．O　mCi）平均680．8±140．6　MBq（18．4

±3．8mCi）を，肘部皮下静脈から約1分間の定速

静注を行い，それと同時にダイナミックスキャン

を開始した．まず，OM＋40　mmを中心として1

分スキャン×2，2分×4，5分×10，10分×1の

計70分間，あるいは1分×2，2分×4，5分×

16の計90分間のダイナミックスキャンを行い，

その後にOM＋87　mm中心10分間の2スキャン
を追加した．

　3）血液放射能測定および代謝物分析

　スキャン開始と同時に，上腕動脈よりの採血を

開始した．開始当初は，15秒間隔で行い，次第

に長い間隔の採血とした．採血後直ちに血漿を遠

心分離し，重量を求めウェルカウンターにて放射

能を計測して，その単位重量当たりの放射能を求

めた．開始後，5分，10分，30分，60分計4回

の血液サンプルにおいてHPLC解析により未代謝

のiic－・BZTの割合を求め18），代謝物の影響を除去

した時間放射能曲線を作成した．

　4）Patlak　plotによる受容体定量解析

　OM＋40　mmを中心とする7断面のダイナミッ

ク・データと血漿中の未変化llC－BZTの時間放射

能曲線を解析に用いた．血漿時間放射能曲線の積

分値を血漿時間放射能で除した標準化時間に対し

て，ボクセル内の放射能を血漿放射能濃度で除し

た値をプロットした曲線に，最小二乗法を用いて

直線をフィットさせ，その傾斜を求めた．この

Patlak　plotの近似直線傾斜値を受容体分布の定量

評価に用いた．この場合，開始後5分より60分

までのデータを使用した23）．各症例において，脳

内の代表的な領域複数箇所にROIを設定し，その

時間放射能曲線が蓄積型であることと使用した検

査時間内でのPatlak　plotの直線性を確認し，この

方法での計算の妥当性を確認した．また，複数個

のROIと各ROIの中で無作為に選ばれた複数個

のボクセルの時間放射能曲線を比較して，全体と

して大きく異ならないことを確認し，ボクセル単

位の計算の妥当性を確認した．
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Fig．1　Two　examples（case　A　and　B）of　the　anatomical

　standardization　with　the　human　brain　atlas（HBA）

　system．　The　contour　and　structures　of　brain　of　each　case

　were　standardized　into　those　of　standard　brain．
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Fig．4　a：The　mean　calculation　images　from　the　Patlak

　plot　slope　images　of　7　cases．　b：The　SD（standard

　deviation）calculation　images　from　the　Patlak　plot　slope

　images　of　7　cascs．

Fig．2　Examples　of　ROI　determination；1eft；right

　putamen．　right；right　cerebellar　hemisphere．　ROIs　which

　had　been　previously　determined　on　the　MRI　of　the

　standard　brain　in　the　HBA　system　were　placed　on　the

　PET　calculation（mean＆SD）images．

Patlak　plot　Calculation　lmages

Fig．3　The　Patlak　plot　slope　calculation　images　of

　each　case　at　the　basal　ganglia　leveL
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　5）解剖学的標準化による局所受容体結合量の

　　評価

　受容体分布の定量的評価は，解剖学的標準化を

用い，以下の方法で行った．すなわち，ワークス

テーションSun　SPARC　station　10（CTC社製）上に

画像データを転送し，HBAシステムを用いて，

各症例のOM＋40　mmで得られたダイナミックス

キャン最後の10分あるいは5分の画像7断面と，

OM＋87　mmを中心とする最後の10分のスキャ

ンの画像7断面，合計14断面分（94mm）からな

るPET画像を参照画像として，これに合わせて

視覚的に標準脳を変形し，その変形パラメータを

保存した．この際，OM＋40　mmと＋87　mmの2

断層の画像間に，視覚的に問題となるような不連

続性は見られなかった．次にOM＋40㎜を帆・

とした7断面分のPatlak　plotの傾きの計算画像

データを直線補間により，1mmサイズのボクセ

ルによるボリュームデータに変換した．そのボ

リュームデータに各症例の変形パラメータを逆に

適用して，計算画像を標準脳の形状に変形するこ

とで解剖学的に標準化した．

　その標準化の例をFig．1に示す．変形前には全

く異なっていた脳の形状が，ほぼ同様の形状に変

形されているのが解る．なお，この場合HBAシ

ステム標準脳の水平断は前交連後交連線（AC－PC

line）に沿ったものであるが，元のPET画像がOM

lineに平行の体軸方向47　mmの視野のデータで

あるため，変形後水平断面像の一部分が欠落して

いる．このようにして解剖学的に標準化された各

症例のPatlak　plotの傾きの計算画像から，ボクセ

ル毎の傾きの7例の平均値と標準偏差の計算画像

を作成した．この場合，7例すべてのデータの

揃っている部位（ボクセル）のみのデータが計算さ

れた．この7例の平均値および標準偏差の計算画

像上に，標準脳のMRI画像から決定されたROI

を設定し，脳内各領域の平均値と標準偏差を求め

た．ROIの設定の実例を，　Fig．2に示す．　ROI

は，その形状と位置が標準脳のMRI上で各解剖

学的構築の輪郭に沿って図のようにあらかじめ決

定されており，この輪郭を平均値および標準偏差

の計算画像上に投影することで設定された24）．

III．結　　果

　各症例毎に得られたPatlak　plotの傾きの計算画

像を，Fig．3に示す．定量的に画像化された11c－

BZTの脳内分布が表されている．種々の形態，

様々な程度の画像濃度を呈し，本計算画像上のみ

から正常構築に従った客観的なROIを設定するこ

とは，全く不可能と思われる．Fig．4aには，　HBA

システムにより形態的に標準化されたPatlak　plot

の傾きの計算画像7例の平均値計算画像，Fig．4b

には，同様の標準偏差計算画像を提示した．平均

値画像，標準偏差画像では，すべての症例でデー

Table　1 Regional　slope　values　of　the　Patlak　plot　of　l　1C－－

BZT

Regions Mean　　SD　ROI　size

Brain　stem

Cerebellum

Central　gray

Frontal　lobe

Temporal　lobe

pons
mid　brain

vermis

rt　cerebellum

l
t

rt　putamen

h

rt　caudate　head

l
t
rt　inf．　frontal

l
t
rt　mid．　frontal

h
rt　sup．　frontal

l
t
rt　cingulate

l
t
rt　inf．　temporal

l
t

0．0861

0．0726

0．0940

0．0879

0．0907

0．1052

0．1080

0．1030

0．1010

0．0771

0．0779

0．0986

0。1020

0．0950

0．0888

0．0847

0．0865

0．1028

0．0945

rt　mid．　temporal　O」001

　　　　　　lt
　　　　　　rt　sup．　temporal

　　　　　　h
　　　　　　rt　hipPocampus

　　　　　　lt
Occipital　lobe　　rt　post　occipital

　　　　　　lt
　　　　　　rt　lat．　occipital

　　　　　　h

0．0926

0．0943

0．0842

0．1065

0．0993

0．0983

0．1022

0．1001

0．0909

0．0513　　6060

0．0431　　7320

0．0404　　1850

0．0493　19840

0．0463　19420

0．0590　　2220

0．0712　　2260

0．0574　　1230

0．0576　　1370

0．0543　　1280

0．0527　　1140

0．0536　　2160

0．0458　　2160

0．0545　　1660

0．0627　　1510

0．0454　　1050

0．0796　　1010

0．0435　　2450

0．0606　　2880

0．0559　　1450

0．0447　　1940

0．0587　　2160

0．0554　　2160

0．0576　　1950

0．0619　　2380

0．0568　　1890

0．0586　　2430

0．0531　　2090

0．0569　　2030

m〃9／min　mm3
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タの揃ったボクセルのみを計算することから，こ

れらの画像の前後の一部が欠落している．しか

し，これらから平均的に，基底核や後頭葉皮質等

の大脳皮質で集積が高いこと，小脳にも集積のあ

ることが解る．Table　lには，平均値の計算画像

と標準偏差の計算画像上に設定されたROIより算

出された脳内各領域のPatlak　plotの傾きの平均値

と標準偏差を示す．画像上と同様に，基底核や後

頭葉皮質等の大脳皮質で高い集積が存在し，小脳

にもある程度の11C－BZTの集積が見られた．

IV．考　　察

　Patlak　plotの傾きの計算画像とHBAシステム

を用い，健常成人男性における11C－BZT結合部位

の脳内分布を定量的に評価した．その結果による

と，後頭葉，基底核への分布が多く見られ，これ

までのln－vitroでの報告2526）や，　PETでの研究127｝，

SPECTでの結果2829）に見られる分布とほぼ同様の

結果が得られた．さらに，前頭葉・側頭葉での分

布も比較的多く見られ，従来の報告と矛盾しない

結果であった．しかし，より頭側の大脳皮質や視

床等の構造が，一部またはすべての症例で定量可

能な範囲内に含まれておらず，評価は不可能で

あった．

　また，今回の検討では，小脳への集積も多く見

られた．通常の脳内のムスカリン作動性アセチル

コリン受容体分布とは若干異なる結果であった

が2527　一一　29），同様の傾向は，DeweyらIs）の結果にも

見られ，11C－BZTの特性に基づく結果と思われ

る．その原因の一つには，ムスカリン作動性アセ

チルコリン受容体のサブタイプの問題が考えられ

る．すなわち，ムスカリン作動性アセチルコリン

受容体には，pirenzepineへの親和性の違いにより

Ml，　M2のサブタイプに大きく分けられるが，

iic・－BZTには特異性がなく，M1，　M2双方の受容

体に親和性を有するls・19）．大脳皮質や海馬・基底

核には，主にMl受容体が多く分布し，　M2受容

体は小脳脳幹部に多く見られるとされる26）が，そ

れが大脳皮質のみならず小脳にも高い集積を示し

た要因の一つと考えられる．また小脳には，大き

725

な非特異的結合の要素も存在するが19），そのこと

もllC－BZTが小脳に多く集積したことに影響を与

えたものと考えられる．

　今回，Table　lに示したように，　ROIから得ら

れた標準偏差は，その平均値に比して大きな値の

ものが多かった．これには，種々の原因が考えら

れるが，その一つには，対象被験者の年齢が比較

的幅広かったことがあると思われる．加齢による

大脳皮質・線条体におけるムスカリン作動性アセ

チルコリン受容体の減少は，すでに報告されてい

る3・19）．今回各領域別には，年齢とllC－BZTの脳

内分布の関係を明らかにするには至らなかった

が，少なくともこの変動係数には影響を与えたも

のと思われる．また，今回はHBAシステム適用

における解剖学的対照画像として，視野に脳全体

を含むことのできない14断面のPET画像を用い

たために，解剖学的標準化が不十分な可能性があ

り，MRIやCTを用いた場合と比べて分解能が低

く，脳局所構造の同定が若干不正確である点は否

めない．これらの解剖学的標準化過程が，計算値

に影響を及ぼした可能性がある．さらに，血漿中

の未変化体の測定等，元来本測定系そのものの持

つ誤差の影響も考慮すべきと思われる．これらの

問題点の解決には，全脳を視野範囲としたPET

の使用，解剖学的標準化や代謝分析の高精度化

等，今後の検討が必要と思われる．

　脳血流やブドウ糖代謝等他の脳機能画像と同様

に，あるいはそれ以上に，今回の11C－BZTを用い

たムスカリン作動性アセチルコリン受容体等，脳

内の神経受容体の分布解析の際には，機能画像上

に直接設定したROIではなく，他の形態情報から

の客観的ROIによる検討が求められる．機能画像

の持つ形態情報は，脳の機能それ自体に左右され

るからである．今回の検討では，標準脳への変形

に用いた形態情報を，より広い形態情報を持つ

PET画像に頼ったため，若干の不正確さはある．

しかし，ROIの設定には標準脳の形態情報を用い

ており，客観性は保たれている．この形態的標準

化を，MRIやCT等の形態画像で行うことによっ

て，さらに正確なROIの設定が可能となる．今
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後，解剖学的標準化は機能画像を客観的に評価し

得る有力な手段となるものと考えられる．
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Summary

　　Regional　Distribution　of　the　Muscarinic　Cholinergic　Receptor

in　the　Human　Brain　Studied　with　”C・Benztropine　and　PET　Using

　　　　　　　　　　　an　Anatomical　Standardization　Technique

Shuichi　ONo＊，　Ryuta　KAwAsHIMA＊，　Hiroshi　ITo＊，　Masamichi　KoYAMA＊，　Ryoi　GoTo＊，

　　Kentarou　INouE＊，　Kazunori　SATo＊，　Takehiko　Fu川wARA＊＊，　Kenichi　MEGuRo＊＊＊，

　　　　　　　　　　　Kazuhiko　YANAi＊＊＊＊，　Hidetada　SAsAKI＊＊＊＊＊，　Tatsuo　IDo＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masatoshi　ITo＊＊and　Hiroshi　FuKuDA＊

＊Depart〃lent　of〃uclear〃edicine　and　Rad↓o∫・gy，　lnstitute　ofDeve～・P〃lent，　A8仇8，　and　Cancer，　T・hoku　Un’versity

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊Cyclotron　R1　Center，7ロ加丸L1η輌versiry

　　　　　　　　　　　　＊＊＊Section　ofNeuropsycholog．y，　Gradua’e・Schoo～of〃edicine，　Tohoku　Un輌ver、吻
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　　We　measured　regional　distribution　of　the　musca－－

rinic　cholinergic　receptor　in　the　normal　human　brain

with　iiC－benztropine（BZT）and　positron　emission

tomography（PET）using　an　anatomical　standardiza－

tion　technique．

　　Seven　normal　volunteers　who　gave　informed　con－

sents　were　involved　in　this　study．

　　Immediately　after　intravenous　injection　of　’iC－BZT

into　the　subjects，　we　started　dynamic　PET　scanning

and　serial　frequent　arterial　blood　sampling．　Analyses

of　plasma　metabolites　were　also　performed　at　selected

time　points　and　plasma　time　activity　curves（TAC）of

unmetabolized　ligand　were　generated．　From　these

PET　and　TAC　data，　we　obtained　Patlak　plot　slope　ca1－

CUIatiOn　imageS．

　　Using　the　HBA（human　brain　atlas）system，　the

Patlak　plot　slope　calculation　image　of　each　subject

was　transformed　into　the　shape　of　the　standard　brain．

Mean　and　standard　deviation（SD）calculation　images

were　generated　from　those　anatomically　standardized

images．　On　these　mean　and　SD　images，　we　placed　re－

gions　of　interest　which　were　previously　outlined　on　a

MR　image　of　the　standard　brain．

　　From　those　data，　we　found　the　highest　receptor　dis－

tribution　in　the　striatum　and　occipital　cortex，　as　well　as

high　distribution　in　the　frontal，　parietal，　and　temporal

cortices，　which　were　consistent　with　previous　reports．

These　results　suggested　that　anatomical　standardiza－

tion　of　PET　receptor　images　with　l　iC－BZT　will　be　use－

ful　for　delineating　the　physiological　or　pathological

alterations　of　the　muscarinic　cholinergic　receptor　in

the　human　brain．

　　Key　words：　Brain，　Benztropine，　Muscarinic　ace－

tylcholine　receptor，　PET．
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