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分子イメージングによる精神科薬物療法のエビデンス

須 原 哲 也 (独立行政法人放射線医学総合研究所分子イメージング研究センター)

は じ め に

分子イメージングは,分子生物学が明らかにし

てきた生体の機能とその異常を生きたままの状態

で画像として捉える新しい学問領域であり,医学,

薬学,工学,生物学,化学,物理学など多岐にわ

たる学問領域が融合しつつ,その基盤として支え

ている.

分子イメージングのツールとして主要なものは,

PETやSPECT,MRI,さらには光イメージン

グなどがあるが,中でもPET (Positron Emis-

sionTomography:陽電子放射断層撮影法)は

陽電子 (ポジトロン)を放出する放射性同位元素

で標識した分子化合物 (リガンド)を生体内に投

与し,その生体内分布および動態をコンピュータ

断層により経時的に画像化することができる核医

学検査法であり,体内動態を経時的非侵襲的に追

うことができるという点で,薬の評価にはもっと

も適した方法の一つであると言える.陽電子を放

出する放射性同位元素として,生体分子を構成す

る炭素や酸素などの元素が使用でき,薬物を直接

標識する方法のほか,薬物の標的部位である受容

体や トランスポーターに特異結合する物質をポジ

トロン核種で標識した,放射性 リガンドを投与し,

実際の生体内での受容体やトランスポーターの分

布を測定することが可能となる.この手法を用い

て,抗精神病薬や抗うつ薬等の,精神疾患で用い

られる様々な薬物の脳内での薬物動態が検討され

ている.
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1. PETによる受容体/トランスポーター

占有率の測定

各種の向精神薬は神経伝達物質受容体や取 り込

み部位であるトランスポーターに特異的結合部位

を持ち,それらを介した薬理作用が臨床効果発現

の主要なメカニズムと考えられている.PETで

は向精神薬の標的分子に結合する標識 リガンドを

用いて,リガンドの結合が競合的に阻害される程

皮 (占有率)を,当該薬物の投与前後の計測から

算出することができる.FardeS)らは遊離 リガン

ド濃度 (F)に対す る特異結合 (B)の比 (B/

F)の変化から,占有率を以下のように定義して

いる.

占有 率 (%)-100･(ち/F対 照-B/F薬 物 負

荷)/(B/F対照)

この占有率の概念は統合失調症の治療薬である

抗精神病薬の領域で始まり,現在は抗精神病薬の

評価において確立された手法となっている.

2.抗精神病作用とドーパミンD2受容体占有率

抗精神病薬は脳内 ドーパ ミンD2受容体が主た

る標的部位であり, ドーパミン桔抗作用がその共

通する薬理学的特徴と考えられている17).これま

で主 として [llC]racloprideを用いたPET研

究から,線条体におけるドーパ ミンD2受容体占

有率がおおよそ70%以上で治療効果が出現し,
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図1 risperidoneによる大脳皮質 ドーパミンD2受容体

占有率と投与量との関係

縦軸はrisperidoneによる大脳皮質のドーパミンD2受容

体 占有 率 (%),横 軸 はrisperidoneの1日投 与 量

(mg)を示す.risperidoneでは4-6mg伯 で70-80%
のドーパ ミンD2受容体占有率を達成する (文献25)より

改変して引用).

80%以上になると副作用である錐体外路症状が

出現することで概ね見解が一致している3･5･8-10-12)

すなわち,抗精神病薬においては治療閥値と副作

用閲値の間であるドーパ ミンD2受容体占有率が

約70-80%となる用量が至適投与量であると考

えられている23).

しかしながら,脳内のドーパミン神経回路には,

異質撤密部を起始核として線条体へ投射する異質

線条体系の他に,中脳腹側被蓋野を起始核として,

辺縁系や前頭葉に投射する中脳辺縁系や中脳皮質

系がある.この内,異質線条体系は,運動機能に

関連していることから,抗精神病薬による線条体

ドーパ ミンD2受容体の占有率が錐体外路症状 と

相関するのは合理的と思われる.しかしながら,

統合失調症の精神症状 と関連しているのは,中脳

辺縁系や中脳皮質系のドーパミン受容体と想定さ

れることから,抗精神病薬は,これらの線条体外

の脳部位におけるドーパ ミンD2受容体を占有す

ることによって効果を発揮している可能性が考え
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られる.Farde4)らは,[llC]FLB457を用いて,

4例の患者を対象にhaloperido1,月uphenazine,

clozapineによる視床および側頭葉のD2受容体

占有率を調べたところ,同じ患者で [llC]raclo･

prideで調べた線条体における占有率と差を認め

なか った.我々は [llC]FLB457を用 い て,

risperidone単剤治療中の統合失調症患者 7例で,

帯状回,側頭葉,海馬,扇桃体の辺縁系D2受容

体占有率を調べた結果,risperidone1-6mg/日

の投与量で,38-80%の占有率 を呈 していた

(図 1).この研究から,占有率という観点からの

適切な投与量は3-4mg/日であり,臨床での用

量 と一致しており,従来報告されている線条体

D2受容体占有率とほぼ同一の値で,明確な受容

体占有の辺縁系選択性は確認できなかった25).

3. 受容体占有率に基づく抗精神病薬の用量設定

ドーパミンD2受容体占有率と抗精神病作用,

副作用の関連が明らかになるにつれて,受容体占

有率を指標とした合理的用量設定が提案されるよ

うになった.その背景には,抗精神病薬の大量投

与は確実に副作用の頻度は増加させるが,必ずし

も治療的意味はなく,むしろ治療中断などの悪影

響が大きいことがある.抗精神病薬は第 1世代の

定型的抗精神病薬 と第 2世代のいわゆる非定型抗

精神病薬とに分類され,両者の臨床効果は概ね同

等なものの,第 2世代の抗精神病薬の方が錐体外

路症状を初めとした副作用が少なく,意欲低下や

ひきこもりなどのいわゆる陰性症状にも有効であ

るとされている.また,その理由のひとつとして,

セロトニン5-HT2受容体阻害作用が想定されて

いた.しかし,非定型抗精神病薬であってもドー

パ ミンD2受容体占有率が80%を超えると錐体

外路症状が出現していることから,実際にはセロ

トニン5-HT2受容体阻害作用の影響は少ないと

考えられる.

われわれ は従来か ら使用 されてい るben-

zamide系の第-世代抗精神病薬であり, ドーパ

ミンD2受容体に対する選択性が高いsulpiride

とsultoprideという2種類の薬物の大脳皮質 ド
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図2sultoprideとsulpirideによる大脳皮質 ドーパミンD2受容体

占有率と投与量との関係

臨床的に最適 とされるドーパ ミンD2受容体占有率 70-80%に対

応する用量は,sultoprideでは20-35mg/day,sulpirideでは

1010-1730mg/dayであった.両者のわが国における推奨用量は
ほぼ同様であるが,本結果からはsultoprideはsulprideの約50

倍の力価を持つことになる (文献21)より改変して引用).

-パ ミンD2受容体占有率を比較した21).その結

果,わが国における両者の臨床用量はほぼ同等

(300-1200mg) とされているにもかかわらず,

sultoprideではsulpirideに比較して50分の1の

用量でも高い受容体占有率が得られることが示さ

れた (図2).sultoprideは臨床現場では主 とし

て鎮静目的に使用されることが多く,錐体外路症

状も出現しやすいことが知られていたが,これは

用量設定が極めて高いためであったことが明らか

になった.一方,第 2世代の抗精神病薬において

は,開発の早い段階からPETを用いて受容体占

有率を検討する傾向にある2･14)ため,臨床用塁が

より適切に設定されている.臨床用塁と占有率か

らみた用量に大きな蔀離は認められなくなってい

る事が,非定型抗精神病薬における副作用の少な

さの要因と考えられる.

最近開発されたaripiprazoleは,従来の抗精

神病薬と同様に脳内ドーパミン受容体に作用する

ちのの,いわゆるドーパミン括抗薬としてだけで

はなく, ドーパミン部分作動薬という機序も持つ

抗精神病薬である.[llC]raclopridePETを用

いた検討ではD2受容体占有率が 90%以上でも

錐体外路症状が出現しなかったことが報告されて

いる26).これまでの占有率による評価において括

抗薬に関してはデータの蓄積があるが,作動薬に

は新たな指標の開発が必要である.

4.特異結合部位での薬物動態

これまで薬物の体内動態は主として血中の動態

で評価されてきた.しかし作用点を血中に持つ薬

物をのぞけば作用点,特に特異結合部位を持つ薬

物の場合特異結合部における動態が重要となる.

受容体占有率の時間変化は薬物の受容体部位での

動態を反映していることから重要な指標であるが,

これまでのところ抗精神病薬の受容体占有率を継

時的に調べた報告はまだ少ない.われわれが検討
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図3 risperidoneによるドーパミンD2受容体占有率と血中濃度

の経時的変化

risperidoneのドーパ ミンD2受容体占有率の経時的変化と血中

濃度の経時的変化には乗離がある (実線は受容体占有率,点線は

血中濃度の変化を示す)(文献20)より改変して引用).

したところではrisperidoneの血中半減期が約 18

時間であるのに対し,脳内D2受容体占有率の半

減期は約 74時間であった20) (図3).この結果は

risperidoneが脳内で長期間にわたって受容体を

占有することを示しており22),現在の用法である

1日2回投与ではなく,1日1回投与でも十分な

薬効が得られる可能性を示唆している.さらにわ

れわれはPETのデータを基に用量 ･占有率曲線

から求めた invivoのED50値 (占有率が500/.に

なる血中濃度 :受容体親和性の指標)と薬物の血

中動態から脳内動態をシミュレーションして,そ

の値が実測値とよく相関することを報告した.す

なわち,PETを用いて薬物ごとの受容体におけ

るED5｡などのパラメーターを求めれば,血中濃

度から脳内占有率をある程度推定することができ

ると考えられる6･20).このようにPETでは脳内

作用点において個々の薬物の特徴を様々な観点か

ら評価することが可能になっている.

これに対 して,非定型抗精神病薬 quetiapine

服用からの時間経過と受容体占有を調べた報告に

よると,2時間後に21-68%あったのが27時間

後にはほぼ0%になる,あるいは,2-3時間後

では58-64%で12時間後では0-27%という結

果で,quetiapineは持続性ではな く一過性に受

容体を占有する特徴をもつということが示されて

いる11).

5. 抗うつ薬とセロトニントランスポーター

抗うつ薬においてはセロトニントランスポータ

ー (5-hydroxytryptamine transporter:5-

HTT)が標的分子の一つであり,近年広 く用い

られている選択的セロトニン再取 り込み阻害薬

(Selective serotonin reuptake inhibitors:

SSRI)の主たる作用点である.Meyerらは各種

の治療量のSSRIを4週間投与した後,セロトニ

ントランスポーターの特異的 リガンドである

[llC]DASBを用いてセロトニントランスポー

ターの占有率を測定したところ,いずれの薬物の

占有率も概ね80%以上であることを示した15･16).

ただし,用量の増加とともに占有率はほぼ横ばい

となるが,抗うつ薬に関しては抗精神病薬のよう

な副作用の出現する閥値は知られていない.
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図4 セロトニントランスポーター占有率と抗うつ薬の用量との

関係

セロトニントランスポーターの占有率と抗うつ薬の用量の関係を

示す.clomipramine(実線)はmlVOXamine(点線)と比較 し

てごく低用量で高い占有率を示す (文献18)より改変して引用).

われわれはSSRIであるfluvoxamineと三環

系抗うつ薬であるclomipramineの投与量 と占有

率の関係を セロトニントランスポーターの特異

的リガンド [llC](+)McN5652を用いて測定

したところ18),図4に示すように,nuvoxamine

は25mgで約50%,50mgで約80%の占有率

を示した一方,clomipramineではわずか10mg

でも約80%の占有率を示し,50mgで約 90%の

占有率が得られた.すなわち,fluvoxamineの占

有率は臨床用量とよく相関しているのに対して,

clomipramineは臨床用量よりはるかに少量でも

セロトニントランスポーターを多く占有すること

を示している.これまでSSRIは用量を増やして

も臨床効果に差は認められないことが知られてい

るが24),その理由としてmlVOXamineは臨床用

量で十分にセロトニントランスポーターを占有し

ており,それ以上用量を増やしても占有率にほと

んど変化がみられないことが考えられる.一方,

三環系抗うつ薬のclomipramineはセロトニント
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ランスポーター以外に,ノルアドレナリントラン

スポーターなどの神経系にも親和性を持つ.これ

はclomipramineが用量の増加とともに他の神経

系にも薬理作用を発現 させることによって,

SSRIと比較してより広範な効果が認められるこ

とが推測され,臨床上の経験とも一致するもので

ある.このように抗うつ薬に関してはセロトニン

トランスポーターを調べるだけでは不十分であり,

ドーパ ミンやノルエピネフリンなどのセロトニン

系以外の神経系への評価も行っていく必要がある.

6. 向精神薬の臨床試験におけるPET

我々の施設ではわが国で初めて,PETを用い

た用量設定試験を行っている.まず,健常者を対

象 としたPhasel試験 として,セロトニントラ

ンスポーターの特異的 リガン ドである [llC]

DASBを用いて抗うつ薬 ･duloxetine hydroch-

lorideの用量設定試験を施行した.その結果,治

療効果の発現に必要とされる80%の占有率を達
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図5 duloxetineによるセロトニントランスポーター占

有率と投与量との関係
治療効果の発現に必要とされる80%のセロトニントラ

ンスポーター占有率を達成するためには,40mg以上の
投与が必要となる (文献19)より改変して引用).

成するためには,40mg以上の投与が必要であ

り (図 5),また60mgであれば,1日1回投与

で十分な占有率を維持できることを示した19).さ

らに最近では,患者を対象 としたPhaseII試験

として,統合失調症患者 に抗精神病薬で ある

paliperidone徐放化製剤を授与 して ドーパ ミン

D2受容体占有率を測定 し,至適用量に関する検

討 も行った1)ように臨床試験の段階でPET を用

いれば,薬剤開発における負担が人的にも,経済

的にも大幅に効率化することが期待される.

お わ り に

PET は,分子イメージング研究の中で最 も臨

床利用が進んでおり,薬の様々な機能の評価への

応用が注目されている.PETで受容体占有率を

測定することは,生体で薬剤が受容体にどのよう

に作用しているかを実際に評価することになり,

臨床的な薬効 との高い相関が期待される.そのた

め向精神薬の医薬品開発においては,PET を用

いた臨床試験が必要条件となりつつある.さらに

米国ではFDAが 2006年 1月に第 1相試験以前

精神経誌 (2007)109巻 9号

の早期にごく微量の化合物を人間に単回投与する

マイクロド-ズ試験を始め,薬理学的至適量決定

のための初期臨床試験や作用機序検討のための臨

床試験 を含む探索的IND (exploratory inves-

tigationalnew drug)のガイダンスを発表7)して

おり,PET はその有力計測方法ととらえられて

いる13).PETは薬の候補化合物の動態特性を生

体で直接把握することができるという特徴から,

臨床試験のどの段階でも有効であり,医薬品開発

におけるPETの役割は今後ますます大きくなる

と思われる.
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