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　近年，「分子イメージング」が注目されている．分子
イメージングの定義は，いろいろと解釈がなされてい
るが，一般的には，目で見ている解剖学的レベルで
はなく，生物の中身，つまり分子レベルで何が起きて
いるかを知ろうとする学問，すなわち，遺伝子の発現
やタンパク質の生成，働きなど，分子のプロセスを画
像化する学問と言える．なかでも，生体機能や病因
の解明，再生医療，遺伝子治療，テーラーメード医療
など，臨床応用への展開が期待されているが，その
画像化するイメージング技術手法も，PET，SPECT，
MRI，生物発光，蛍光，超音波など，広範囲にわたり
開発が行われている．
　本シンポジウムでは，特に心臓領域に重点を置き，
遺伝子治療・再生医療や心筋ミトコンドリア障害の評
価，カテーテル化した血管内放射線検出器（intra-vascular 

radiation detector; IVRD）による冠動脈プラークの評
価および MRI・蛍光による分子・細胞イメージング技
術など，各分野の分子イメージングについての現状
と今後の展望について分かりやすく教育講座的に企
画した．
　最初に，犬伏正幸先生は，遺伝子治療分野として
血管新生遺伝子治療，光レポータ遺伝子イメージン
グ，核医学レポータ遺伝子イメージングおよび hNIS

レポータ遺伝子イメージングを，また再生医療として
幹細胞の追跡イメージングおよび低酸素イメージン
グへの応用について評価した．特に c線として検出
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できるレポータ遺伝子が考案され，遺伝子治療では
治療遺伝子の導入や発現を，細胞治療では移植細胞
の移行や正着を確認したうえで最終的な治療結果を
評価することによって新しい治療戦略の評価がより正
確にできることを分かりやすく解説した．櫻井　実先
生は，核医学における心筋ミトコンドリア障害の解析
（動物からヒトへ）について，心筋血流製剤である

99mTc-sestamibi（MIBI）を用い，心筋細胞内のミトコン
ドリア DNA（mDNA）へのMIBI取り込み量および洗
い出しから心筋障害の程度が予測できるかを，心不
全モデルラットによる動物実験と非虚血性心不全疾
患において検討し，これらが心筋ミトコンドリア障害
の評価指標になり得ることを明らかにした．細川了平
先生は，動脈硬化プラークの不安定性に関する核医
学領域の研究およびカテーテル化した IVRDを用い
た冠動脈不安定プラークを評価した．急性冠症候群
は，依然生命予後に関わる重篤な疾患であり，多く
は，冠動脈プラークの破綻により惹起されるため，現
存のモダリティで，その発症を予測することは難し
い．そこで，細川了平先生らは，カテーテル化した超
小型の IVRDを共同開発し，IVRDとプラークの不安
定化を反映するトレーサ（18FDG）を用いて，冠動脈プ
ラークの評価と将来的展開を示した．最後に，森田
将史先生は，MRI・蛍光による分子・細胞イメージン
グ技術について，MRIを用いた代謝産物，酵素活
性，蛍光標識免疫組織化学法によるミクログリア細
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1．核医学による遺伝子治療・再生医療の評価
犬伏正幸・金　永男

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	分子病態イメージング研究グループ

はじめに
　近年，遺伝子治療や再生医療といった新しい治療
法が登場してきた1, 2）．その結果，これまでなかった
生体情報，すなわち治療遺伝子の導入と発現や，移植
細胞の移行と生着などを評価する必要性が生じてきた．
そのための新しい核医学技術として，レポータ遺伝
子を用いた in vivo遺伝子発現イメージングおよび細
胞追跡イメージングについて，循環器領域を中心に
紹介する3～5）．

1．核医学による遺伝子治療の評価
1-1　血管新生遺伝子治療
　難治性の虚血性心疾患に対して，血管内皮細胞増
殖因子（VEGF）や線維芽細胞増殖因子（FGF）などの
血管新生因子の遺伝子を導入することによって側副
血行路や微小血管の発達を持続的に促し，虚血心筋へ
の血流と心機能の改善を目指す，心筋血管新生遺伝
子治療が考案された．心筋血管新生遺伝子治療は，
動物実験での良好な結果に基づき，欧米では 20以上
の臨床試験が実施されたが，いずれも治療群とプラ
セボ群の治療効果に統計学的有意差を証明することが
できなかった．遺伝子治療の効果を判定するためには，
最終的な治療結果から判断するだけでは不十分であり，
まず治療の最初の段階である治療遺伝子の導入・発現
を，正確に定量的に，かつ非侵襲的に評価する方法の
開発が不可欠である．そのために，レポータ遺伝子を
用いた in vivo遺伝子発現イメージングが考案された．

1-2　光レポータ遺伝子イメージング
　レポータ遺伝子とは，産生蛋白質に応じて個別に
抗体を開発することなくさまざまな遺伝子の転写活性
を測定する目的で in vitroでは古くから使われてきた
マーカー遺伝子である．2008年，下村　脩博士が
ノーベル賞を受賞して一躍有名になったオワンクラゲ

の緑色蛍光タンパク（GFP）遺伝子や，生物発光を利用
したホタルのルシフェラーゼ遺伝子などは，光で捉える
代表的なレポータ遺伝子である．発現を見たい遺伝
子，例えば治療遺伝子の下流にレポータ遺伝子を結
合させたうえで標的組織に導入すると，二つの遺伝
子が共発現して治療物質と同量のレポータ蛋白が産
生されるため，このレポータ蛋白から放出される光を
検出すれば，治療遺伝子の発現部位や量，発現期間
を間接的に評価することができる（Fig. 1）．われわれ
は，ルシフェラーゼ遺伝子をプロモータとともにアデ
ノウイルスベクタによってラット心筋に導入し，その
発現を in vivoで経時的にイメージングすることに成
功した（Fig. 2）6）．しかしこの光レポータ遺伝子を用い
る方法は，可視光の組織吸収が大きいためにヒトで
は表在組織などでの使用に限られてしまう．また，定
量性の精度や断層画像の撮影など，ヒトへの応用に
は課題が多い．

1-3　核医学レポータ遺伝子イメージング
　これに対して，c線を利用するレポータ遺伝子を用い
れば， 組織吸収が少なく，PETや SPECTによって定
量性の高い断層画像が得られるため，ヒトの特に深部
組織のイメージングにはより適している（Fig. 3）．われ
われは，ウィルス由来のチミジンキナーゼ酵素（HSV1-

sr39tk）遺伝子をレポータ遺伝子とし，チミジンキナー
ゼ酵素によってリン酸化されると細胞内に留まる性質
のあるグアノシン誘導体を18Fで標識した18FHBGを
プローブ（レポータプローブと呼ぶ）として，上述の光
レポータ遺伝子と同様にラット心筋に導入し，小動物
用 PETを用いて精度の高い遺伝子発現の断層画像を
得ることができた（Fig. 4）．さらに，遺伝子発現を同
一個体で繰り返しモニタリングすることによって，遺伝
子治療における治療遺伝子の導入部位および発現の程
度と期間を評価できる可能性が示された（Fig. 5）7）．

胞トラッキング，神経活動などのイメージング，生体
内での細胞ラベリングプローブの開発などについて，
分かりやすく解説した．
　世界中で分子イメージング研究が加速するなか，
日本でも文科省や厚労省などを中心とする研究プロ
ジェクトが 2005年からスタートし，分子イメージング
の研究が全国規模で行われている．将来，疾患をより

早期に発見することで，治療や予防の確率が高まる
ことが期待できるし，さらに，各個人の持っている遺伝
子情報に基づいた診断や治療法が確立し，テーラー
メード医療へと進むことも期待できると考えられる．
　最後に，この場をお借りし講演いただいた 4名の
先生方にお礼を申し上げるとともに，先生方の益々の
ご活躍をお祈り申し上げる．
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Fig. 1 光レポータ遺伝子イメージング（生物発光）

Fig. 2 ラット心筋における生物発光レポータ遺伝子イメージング

Fig. 3 核医学レポータ遺伝子イメージング
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1-4　hNISレポータ遺伝子イメージング
　これまでに提案されている核医学レポータ遺伝子は
10種類以上，それに対応する放射性レポータプロー
ブは核種も含めて非常に多岐にわたる．なかでも循
環器領域への応用で注目されているのが，ヒトNa+/I−

共輸送タンパク（hNIS）遺伝子である（Fig. 6）．hNIS

は，ヨウ素を細胞内に取り込むための膜タンパクで，
健常人の甲状腺などに存在している．ヒト由来のため

安全性が高く，輸送タンパク型のためプローブ集積
効率も高い．123I，124I，125I，131I，99mTcO4

−など，さまざまな
核種がそのままレポータプローブとして使えるため，
PET，SPECT，オートラジオグラフィなどモダリティ
に応じて使い分けることができる．当然，これらのプ
ローブには標識安定性や代謝産物の問題もない．もと
もと心臓ではほとんど発現が見られず，心筋レポータ
遺伝子イメージングに適した特性を有している．

Fig. 4 ラット心筋の体軸横断 MicroPET画像
 血流（上段），遺伝子発現（中段），重ね合わせ（下段）

Fig. 5 同一ラットにおける遺伝子発現の経時的変化
 6匹の定量的評価（a）と代表的な 1匹の画像（b）

a

b
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2．核医学による再生医療の評価
2-1　再生医療
　個体の臓器や組織の一部が失われた際に，残った
組織が増殖して元の状態が復元されることを再生現
象というが，ヒトの組織の多くは再生能が限られている．
再生医療は，再生現象に関わる細胞（幹細胞など）と
シグナル分子（増殖因子など）や，組織工学的技術（人
工材料，足場など）を用いて，臓器や組織の大きな欠
損を再生して機能を回復させようという新しい治療法
である．最近，胚の一部からではなく体細胞から胚
性幹細胞に似た多分化能を持つ人工多能性幹細胞
（iPS細胞）へと誘導する方法が確立され，ドナー不足
や移植適合性の問題を抱える臓器移植に取って代わ
るものとして，再生医療へ期待が高まっている8）．

2-2　幹細胞の追跡イメージング
　遺伝子治療の場合と同様に，幹細胞治療において
も投与した細胞が目的の部位に到達したうえで，一
定期間生存して生着することが，幹細胞による治療
効果が現れるための前提となるので，これらを確認
するためのイメージング技術がやはり重要となる．
　幹細胞を111In-oxineや99mTc-HMPAO，18F-FDGなど
で直接 RI標識して追跡する方法もあるが，経時的な
放射活性の減少や標識安定性の問題があり，長期的
な評価は困難である．これに対して核医学レポータ
遺伝子を用いる方法では，あらかじめレポータ遺伝
子を導入した幹細胞を体内に投与し，評価したいそ
の都度，放射性レポータプローブを投与するので，直
接標識法のように経時的な放射活性の減少や標識安
定性の問題もなく，レポータ遺伝子を発現している幹

細胞をモニタリングすることができる（Fig. 7）．

3．低酸素イメージングへの応用
　上述の方法はいずれも，体外から投与した外来遺
伝子もしくは外来細胞をイメージングするものである
が，核医学レポータ遺伝子を用いて生体内の内在遺
伝子の発現をイメージングすることもできる．われわ
れは，VEGFなどのいわゆる低酸素応答遺伝子のプ
ロモータ領域に存在する低酸素反応領域（HRE）を合
成し，その下流に hNISレポータ遺伝子を結合させた
遺伝子構造（HRE-hNIS）を作成して培養癌細胞に安
定導入し，これをヌードマウスに移植することにより
移植担癌マウスを作製した9）．作製した培養細胞やマ
ウス腫瘍のうち低酸素状態に陥った細胞では，HRE

の活性化によって内在性の低酸素応答遺伝子と同時
に導入した hNISが発現し，123Iや99mTcO4

－などの放射
性レポータプローブを取り込むことから，遺伝子レベ
ルでの低酸素応答を見ることが可能となる（Fig. 8）．

Fig. 6 hNISレポータ遺伝子イメージング

Fig. 7 幹細胞・前駆細胞の追跡イメージング
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これにより，18FMISO，18FAZA，62/64Cu-ATSMなどの新
しい還元型低酸素 PETトレーサの集積機序の詳細
や，低酸素応答から血管新生や癌の放射線治療抵抗
性に至る分子機構の解明に役立つだろうと考えてい
る．

4．おわりに
　本稿では，遺伝子治療における治療遺伝子の導入

Fig. 8 レポーター遺伝子を用いた低酸素イメージング

2．核医学における心筋ミトコンドリア障害の解析（動物からヒトへ）
櫻井　実

日本医科大学付属病院放射線科

と発現や，再生医療における移植細胞の移行と生着
を評価するための新しい分子イメージング技術として，
レポータ遺伝子を用いた遺伝子発現イメージングと
細胞追跡イメージングについて概説し，さらにその応
用として低酸素イメージングを紹介した．これらの新
しい核医学技術は，ヒトへの応用に向けての研究が
進むと同時に，新しい治療戦略の基盤となる病態や分
子機構のさらなる解明にも貢献すると期待される．
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はじめに
　分子イメージングは，生体内での分子プロセスを

観察する方法で，医学の分野では病気の原因解明，
早期診断などに大きく貢献するといわれている．特に，
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核医学検査（特に PETでの研究が多いが）はトレーサ
を体内に投与し，その集積分布から臓器の機能や動態
を分析する検査である．今回，細胞よりも小さいスケー
ルでのトレーサの動態解析を行い，動物による基礎
実験から臨床へと応用したケースについて報告する．

1．心筋障害とMIBI の洗出し亢進
　心不全症例における99mTc-sestamibi（以下MIBI）の
洗い出し亢進の機序として，心筋細胞内のミトコンド
リアが関与しているといわれている．正常心筋細胞に
おいては，血管内から細胞内に受動拡散により取り
込まれたMIBIは，約 10％が細胞質から血液プール
へと移行し，残り 90％は膜電位の差によりミトコンド
リア内に取り込まれるが，障害心筋においては，取り
込まれたMIBIが細胞内に保持されることなく細胞外
液に漏出してしまう．これらの現象が washoutの亢進
として考えられている．ミトコンドリアに障害を受け
た心筋細胞でMIBIの保持機能が低下することを確
認するために，障害心筋モデルラットを用い，MIBI

の集積率の比較を行った．また，臨床への応用とし
て，非虚血性心不全患者におけるミトコンドリアの
MIBI保持能低下を確認した．

2．ラットによる検証
2-1　対象
　生後 10週のWistar-Kyoto系のラットを用い，心不
全群（以下 Doxorubicine; DXR群）として，10匹に 2 

mg/kg/Wのアドリアマイシンを 7および 9週皮下投
与し，対照（control）群として，同量の生理食塩水を皮
下投与した．

2-2　検討方法
　両群に対し，MIBIを 74 MBq投与後 10分，60分，
120分で撮像を行った．使用装置は PRISM2000

（Shimadzu-Philips）で，前面にピンホールコリメータ
を使用して胸部拡大と，後面に UHR（ultra high reso-

lution）コリメータを使用して全身の同時収集を 3分間
行った．全身カウントに対する心筋部のカウントの比
を H/T ratioとして，10分後に対する 60分および
120分の洗い出し率をWR（washout rate）として算出し
た．撮像後に剖検し，投与量に対する単位体積当た
りの心筋，肺，肝臓，血液の集積量を%ID/gとして
測定した．

2-3　結果
　肺および肝臓の%ID/gは，両群間に差は認められ
なかったが，DXR群において心筋の%ID/gは有位に
低下し，血液の%ID/gは有意に上昇傾向を示した．
60分および 120分におけるH/T ratioは，心筋の%ID/g

と正の有意な相関を示し，遅い時間ほど相関が良い
ことが示唆された．また，60分および 120分における
WRに関しては，心筋の%ID/gと負の有意な相関を
示し，遅い時間ほど両群間に有意な差が認められた
（p<0.01）（Fig. 1）．

3．ヒトによる検証
3-1　対象
　非虚血性心不全患者（chronic heart failure; CHF）群
22例（55w17 y，男女比 15：8），と正常（control）群 8

例（66w17 y，男女比 2：6）を対象とした．

3-2　検討方法
　CHF群および control群に対し，600 MBqのMIBIを
投与した後 30分後から心電図同期 SPECTを収集し，
その後早期像として 60分後から planar像を収集した
（3分）．さらに 180分のインターバルをあけ，後期の

planar像を収集した（3分）．MIBIによる心筋保持能
の評価として，縦隔部（M）に対する心筋部（H）のカウ

Fig. 1 %IDに対する後期像の H/T ratioおよび洗い出し率
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ントの比を H/M ratio，早期像（Heおよび Me）に対す
る後期像（Hdおよび Md）の洗い出し率をWR = 

(He−Me) − (Hd−Md) / (He−Me) として算出し，左室駆出
率（left ventricle ejection fraction; LVEF）や最大充満速
度（peak filling rate; PFR）と比較した（Fig. 2）．

3-3　結果
　WRとLVEFおよび PFRは負の有意な相関を示
し，左室の拡張末期および収縮末期容量とは有意な
正の相関を示した．CHF群において，OMD（ongoing 

myocardial damage）を示す指標である血清 TnT値が
0.1 ng/ml以上のものを OMD（+）群としてWRおよび
心不全の重症度を示す脳性ナトリウム利尿ペプチド

参考文献
10） Beanlands RS, Dawood F, Wen WH, et al. Are the kinetics 

of technetium-99m methoxyisobutyl isonitrile affected by cell 

metabolism and viability? Circulation 1990; 82(5): 1802-1814.

Fig. 2 洗い出し率と左室機能との関係

（brain natriuretic peptide; BNP）と比較すると，OMD

（−）に対し，OMD（+）群ではWRおよび BNPで有意
な上昇を認めた．

おわりに
　生体イメージングとして利用されている放射性医
薬品を用いて，分子イメージングとしての利用例につ
いて，マウスによる動物実験を通して得られた知見を
臨床へ応用したプロセスの一部を紹介した．
謝　辞
　本研究の発表にあたってご指導いただいた，日本
医科大学放射線医学教室の汲田教授ならびに趙先生
に深く感謝いたします．

11） Cho K, Kumita S, Seino K, et al. Assessment of Tc-99m 

MIBI washout in animals with induced heart failure. J 

Nucl Cardiol 2005; 12: 68.

3．カテーテル化した血管内放射線検出器（IVRD）を用いた 
　 冠動脈プラークの評価

細川了平
財団法人	田附興風会医学研究所	北野病院	循環器科（現・石鎚会田辺中央病院	内科）

はじめに
　急性冠症候群は，近年の治療学の進歩にもかかわ
らず，依然生命予後にかかわる重篤な疾患である．
急性冠症候群は，前兆なく発症することも多く，その
的確な予知ができれば，前もって集中的に管理，加
療することにより，多数の患者が救命される可能性
がある．急性冠症候群は，多くの場合，冠動脈硬化
プラークの破綻と血栓形成により惹起される．プラーク
の破綻と急性冠症候群の発症には，血管内腔の狭窄

度の大小よりも，脂質コアの量，線維性被膜の厚さ，
炎症の程度などの質的要素が関与する12）．冠動脈造影
などの画像診断では狭窄度は評価できるが，プラーク
の性状，すなわちプラークの不安定性は評価できず，
急性冠症候群の発症を予測することは難しい13）．核
医学的手法は，プラークの性状を画像化し得る分子
イメージングの性格を有するため，冠動脈不安定プ
ラークを検出する試みが多数行われてきたが，一般
臨床に用いられているものは未だない．これには，心
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臓が絶えず動いている臓器であるうえ，体の外側か
ら撮像していたため，空間分解能と特異度が低いこ
とが関与する．われわれは，従来の撮像法からの発想
の転換を行い，冠動脈内部からの評価を目標とした．
そのためには，1）微小カテーテルの開発，2）riskyな
冠動脈を検査できるトレーサの開発，3）それらを用い
た微小線源の評価，が課題となる．現在われわれは，カ
テーテル化した血管内放射線検出器（intra-vascular 

radiation detector; IVRD）を共同開発し，血管内部か
らプラークを検出する試みを行っている．この装置は，
先端にプローブを有する径 1 mmのカテーテル部位，
機器のコントローラ，および放射活性を画像化するコン
ピュータより構成される．プローブ部位は，径 0.8 mm，
長さ 3 mmのシンチレータとそこから信号を送る光
ファイバの束から構成されている．理論的には，先端
のシンチレータからの信号を，光ファイバを介し，体
外のコンピュータシステムに伝達し，光信号を電子信
号に変換し，放射活性を画像化する装置である．わ
れわれは，この装置（IVRD）と不安定プラークに集積す
る18FDGを用いて，体の外側からでなく，血管の内側か
ら，冠動脈プラークの不安定性の評価を検討した．
　本稿では，まず今日までに行われた核医学領域の
検討，特に18FDG PETとアポトーシスを画像化すると
される99mTc-annexin Vの可能性に関して解説する．
さらに，われわれが開発した，IVRDに関する検討に
もふれ，冠動脈不安定プラークの評価に関する将来的
展望を考える．

1．動脈硬化プラークの不安定性に関する核医学
領域の研究

　動脈硬化の形成からプラークの破綻への過程，す
なわち，プラークの不安定化の過程で生じる性状変
化として，脂質コアの増大，線維性被膜の菲薄化，
炎症細胞浸潤（特にマクロファージの浸潤）等が挙げ
られる．これらの変化に関する物質をターゲットとして
画像化すれば，冠動脈プラークの不安定性の評価は
可能となる．今日までにいくつかの検討がなされてき
たが，ここでは，アポトーシスを画像化する99mTc-

annexin Vと最近注目されている18FDG PETについて
述べる．

1-1　動脈硬化プラーク内のアポトーシス
　近年の研究で，動脈硬化プラーク形成から破綻へ
と至る過程で，アポトーシスの関与が明らかとなって
きた．アポトーシスの画像化は，アポトーシスの過程
で，細胞膜の内側から表面へと移動する phosphati-

dylserineに特異的に結合する annexin Vを，放射性
標識した99mTc-annexin Vを用いて，既に臨床応用さ

れている14～16）．アポトーシスの発現を利用した動脈
硬化イメージングは，既に頸動脈への臨床応用17）に
成功しているが，冠動脈プラークへの応用となると，
現状の99mTc標識で，体外から撮像する方法では，空
間分解能と感度の問題から，実用化には問題点を残す．

1-2　18FDG PETによる動脈硬化イメージング
　18FDG PETは，元来，細胞内の糖代謝を画像化す
る手法であり，循環器領域においては，心筋バイア
ビリティのゴールドスタンダードとして用いられてきた．
しかし最近，腫瘍に対する炎症反応，特にマクロ
ファージの集積が，18FDG PETで捉えうることが分かり，
炎症イメージングとしても用いられるようになった18）．
冠動脈の不安定化に炎症反応（マクロファージの集
積）が関与するため，18FDG PETを用いた動脈硬化プ
ラークの検出の試みも，いくつかなされている．
Rudd，Weissbergらは，症候性患者の頸動脈プラーク
には，18FDGの集積が認められるが，無症候性患者の
頸動脈プラークには，有意な狭窄があっても，18FDG

の集積を認めないことを報告した19）（Fig. 1）．この検
討は，18FDG PETを用いて，プラークの炎症性細胞の
活性を定量化する可能性を示唆している．このこと
は，われわれのグループが動脈硬化モデル動物を用
いて行った，18FDGの集積と動脈硬化巣の活動性やマ
クロファージの数が相関するという報告と一致するも
のである20）．現在，PET-CT，特に 64列のMDCTを
用いた PET-CTが，既に商品化されている．将来的
には，18FDGと PET-CTを用いて，不安定プラークの
検出や薬物によるプラークの質的変化を調べること
も，可能となるであろう．18FDG PETは，SPECTと比
較すれば，空間分解能，感度とも優れている．今後
の検討が，期待される．

2．IVRD を用いた冠動脈不安定プラークの評価
　血管径の小さい冠動脈硬化プラークを検出する一
つの方法として，われわれの施設では，IVRDを共同
開発した21）．この装置は，先端にプローブを有する径
1 mmのカテーテル部位，機器のコントローラ，および
放射活性を画像化するコンピュータより構成される．
機器のコントローラの中に，冠動脈内でプローブを一
定の速度で動かせる pullback deviceと coincidence

記録するためのmoduleが含まれる（Fig. 2）．プローブ
は，先端に径 0.8 mm，長さ 3 mmの scintillatorと柔
軟なグラスファイバ（optic fiber）の束（径 約 1 mm）か
らできている（Fig. 3）．理論的には，カテーテルの先
端にある scintillatorからの信号を，グラスファイバを
介し，体外のコンピュータシステムに伝達し，光信号
を電子信号に変換し，coincidence記録を行ってノイズ
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Fig. 1 （a） 症候性の右頸動脈狭窄患者のイメージ
  左片麻痺の既往が二度ある．左から，

18FDG PET，CT angiography，fusion 
image（すべて右側）である．頸動脈プ
ラークの部分に，18FDGの集積を認める．

 （b） 無症候性の左頸動脈（反対側）狭窄部位
のイメージ

 頸動脈に狭窄部位を認めるが，18FDGの集 
 積は認めない．
 （文献 19より引用）

Fig. 2 IVRD systemの模式図（文献 22より引用）

Fig. 3 X; カテーテル先端，プローブの部分の断面写真
Scintillator（a）からの信号を，optic fibers
（j）を介して，伝達する．

 Y; Optic fibers（j）の断面写真
多数のグラスファイバの束よりなること
が分かる．

 （文献 21より引用）

a

b
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を減らし，放射活性をクリアに画像化する装置であ
る．この装置と，動脈硬化プラークに集積するマクロ
ファージをターゲットとした PET用のトレーサ 18FDG

とを組み合わせて，冠動脈プラークの不安定性を評
価する試みを行った．なお18FDGは，心筋，特に虚
血心筋に強く取り込まれるため，scintillatorが，c線
ではなく，b線を選択的に検出するように設定してい
る．b線を検出するようにすれば，心筋からの back-

ground noiseの軽減は言うまでもなく，冠動脈内腔が
狭いことが，かえって利点となる．
　われわれは，この装置の性能を調べるために，以下
の二つのファントム実験を行っている21）．まず，アク
リル板に等間隔（10 mm）に五つの穴を設け，その中に
濃度の異なる18FDGを注入する．その板の上に据え
置きした径 1.57 mmのテフロンチューブの中を，この
IVRDを作動させて，放射活性が正確に検出可能か
否かを検討した．結果，計測された放射性カウント
（cps）は，相対的に高く，五つのピークが，再現性を
持って描出された．この五つのピーク値と注入した
18FDGの濃度は，正の直線性相関を有していた（r2 = 
0.999）（Fig. 4）．次に，径 66 mmのゴム製ボールの中
に，298 MBqの18FDGを注入し，放射性のバックグ
ラウンドを有する環境下で，ボールの表面に 10 mm

間隔で五つの放射活性の異なる18FDG線源（25～900 

kBq）を装着した．先と同様に，その上にテフロン
チューブを置き，IVRDを作動させたところ，基線の
放射カウントは 400 cpsまで上昇したが，五つの線源
のピークは，明瞭に描出できた．以上の検討より，こ
の装置は18FDGと組み合わせることにより，理論的に

は冠動脈不安定プラークの評価が可能であることが
立証された．
　さらに，開胸犬モデルを用いて，in vivoの実験も
行っている22）．犬の冠動脈（左前下行枝）の外膜側に
異なる三つの放射活性（66，330，1019 kBq）を有する
18FDG点線源を装着し，冠動脈不安定プラークモデ
ルを作製した．頸動脈からのアプローチで，IVRDカ
テーテルを冠動脈左前下行枝に挿入し，実際の血管
内で操作を行い（Fig. 5），プラークの不安定性の評価
が可能か否かの検討を行った．結果，カテーテルの
操作に問題なく，不安定プラークに見立てた18FDG

点線源は，一番小さな線源を除き，再現性を伴って
良好な放射活性の検出が可能であった（Fig. 6）．同様
の検討を，血栓形成モデルにて行ったが，IVRDによ
る計測で放射活性の高い部位に一致して，病理上血
栓の形成を認めた23）．現在は，一般臨床の場合と同
様に18FDGを全身投与したモデルでも，IVRDカテー
テルを用いて同様の検討を行い，良好な結果を得て
いる．さらにプラークの不安定性を反映する新しい
RI標識製剤〔放射性標識をした酸化 LDL（low density 

lipoprotein）受容体 LOX-1（lectin-like oxidized LDL 

receptor-1）の発現を検出する標識モノクローナル抗
体； 99mTc標識抗 LOX-1抗体〕の共同開発にも成功
し，現在，画像化に関する基礎的検討を加えている．
LOX-1は，動脈硬化層に特異的に発現するため，
background noiseが少なく，将来的に有望と言える．

3．冠動脈プラーク評価の将来的展望
　核医学的手法による動脈不安定プラークの評価は，

a b
Fig. 4 アクリル板を用いたファントム実験の結果
 （a） 計測された放射性カウント（cps）は，相対的に高く，五つのピークがクリア

に描出された．
 （b） IVRDによって計測した放射性カウントとアクリル板の五つの穴に注入した

18FDGの濃度の関係．
 r2=0.999と，有意な正の直線性相関を認める．
 （文献 21より引用）
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頸動脈などで臨床応用に成功しているものもあるが，
まだ不明な点も多く，今すぐ一般臨床に利用できるも
のとは言い難い．特に冠動脈となると，心臓が拍動
をしているうえ，プラークサイズが小さいため，臨床応
用に成功したものは未だない．核医学的手法の短所は，
CT，MRIと比較して，解剖学的情報に乏しいことが
挙げられるが，プラークの性状など生化学的な情報に
は優れている．近年のMRI，MDCT; multi-detector CT

の精度は非常に優れており，これらと核医学画像，例
えば18FDG PETを融合させたフュージョンイメージに
よって，プラークを評価する手法は，冠動脈プラーク
の不安定性評価のブレークスルーとなり得る．しかし
フュージョンイメージを用いても，冠動脈造影上
50％未満の有意狭窄でない部位が，不安定化してい
るか否かを診断することは，容易とは言えないであろ
う．そこで考えられるストラテジーとしては，何段階
かに分けた評価法である．まず血液検査によるスク
リーニング，例えば H-FABP（heart type fatty acid-bind-

ing protein），高感度 CRP（C reactive protein），soluble 

LOX-124）などで，患者をリスク層別化する．ついで
64列MDCTなどの非侵襲的かつ利用しやすい手法
で soft plaqueの同定を行い，冠動脈造影の際に，
IVRDなどの手法でプラークの不安定性の診断を行い，
治療方針を決定する．さらには，心筋梗塞の既往の
ある方に冠動脈造影をする際，pan-coronary syndrome

と言われるように，他の血管や同じ血管でも他の部位
に不安定プラークがある可能性が高いので，IVRD

でも併せて評価する手法である．将来的には，機器
の改良により，IVRDと IVUS（intravascular ultrasound）
を組み合わせて，一度に形態学的情報と生化学的（質
的）情報を得るハイブリッド化も，可能となるかもし
れない．今すぐ一般臨床に用いるには難しい点もある
が，将来的には十分応用可能な評価法であり，今後
の検討が待たれる．

Fig. 5 （a）犬の開胸写真
 三つの18FDG 点線源（66，330，1019 kBq）

が，犬の冠動脈，左前下行枝の外膜側に装
着してある．

 （b）IVRD操作時の X線透視像
 三つの tungsten chipsが写っている．この

部位に 18FDGの点線源が存在する．IVRD
カテーテルの先端は，それらの部位より遠
位側の冠動脈内まで挿入してある．この位
置から，定速度にて，近位側へ IVRDを引
きながら計測を行う．

 （文献 22より引用）

a

b

Fig. 6 不安定プラークに見立てた三つの18FDG
 サークルが 1回目，スクエアが 2回目の計測値であ

る．点線源のうち，一番小さな線源を除き，再現性
を伴って同じ位置に，良好な放射活性のピークを検
出し得た．

 （文献 22より引用）
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4．MRI・蛍光による分子・細胞イメージング技術
森田将史

大阪大学免疫学フロンティア研究センター

1．マルチモーダル生体イメージングとは ?
　ゲノム情報が明らかになりつつある現在，その遺
伝子産物の生体内部での時間的，空間的な振舞いを
知ることは，発生現象などの基礎研究ばかりでなく，
再生医療における治癒効果や疾患の状態判断および
治療による効果を知るうえでも重要になってきている．
近年，プロテオミクス，マイクロアレイなど生体シス
テム全体での分子レベルでの解析から，病態変動の
指標となるバイオマーカ分子の探索が行われている
が，同定された分子が，実際に生体内のどこで，い
つ，どのように働くか，調べて初めてその重要性が，
確認できるといえる．
　こうした生体レベルでの分子動態を探るには，ヒト
における医用画像法として現在用いられているX線
CT，PET，MRI，光計測などを用いることができると
期待される（Fig. 1）．それぞれの画像法では，固有の
計測手段を用いて，特徴的な情報を得られるが，い
ずれも一つの計測手段から得られた情報のみでは，
限られた情報しか取得できない．このため，最近の
臨床現場では，PETでの機能情報を，別の機会に撮
像した X線 CTまたはMRIによる解剖学的情報を基
に診断することがよく行われている．しかしながら，
こうした手法は，画像診断の正確性や被験者への負
担の問題もあることから，いままで同一被験者に対し
て，別々に行われていた画像取得を同時に行うことの
できるマルチモーダル生体イメージング技術が，次世

代の医療診断手法として期待されている．マルチモー
ダル生体イメージング装置では，現在の単一のエネ
ルギー特性を利用したイメージング機器のそれぞれの
特徴を組み合わせることになり，多次元的な生体情報
に関する知見が一度に得られることになる．こうした理
由から，マルチモーダル生体イメージング装置とし
て，PET/CTが普及し出し，さらには，より被曝の少
ない PET/MRIが開発されてくるなど，一度の検査で
多次元情報を得ようとする研究が，大学および医療
機器メーカで進められている．しかしながら，PETの
プローブに含まれる放射性同位元素は，長くても数
時間程度の短い半減期のため，繰り返し放射性プ
ローブを投与する必要がある．こうした背景から，再
生医療における移植幹細胞の分化状態の様子など長
期間にわたる現象を可視化するために，より低侵襲な
撮像法であるMRIや光計測を組み合わせたイメージ

Fig. 1 画像診断法の比較
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ング手法が行われるようになってきている．
　本稿では，このようなマルチモーダルイメージング
の研究を進めるうえで，現在さかんに研究が進めら
れているマルチモーダルプローブ，なかでも，より低
侵襲で画像取得が可能なMRIと光計測で用いられて
いるナノ粒子について概説するとともに，われわれの
現在取り組んでいるプローブについても紹介する．

2．マルチモーダルプローブの開発−特に光・磁
場応答性について

　生体イメージングにおいてマルチモーダル技術を
利用する主な利点は，生体内で起きている多様な生理
現象に関わる情報を一度に取得できることである．特
に，光と磁場を用いた手法は，ナノレベルの分子レベ
ルの情報から，形態変化などマクロレベルの情報ま
で取得できるという特徴を持つ（Fig. 2）．さらに，光・
MRIともに放射線を使用しないため，低侵襲的であ
り，同一個体での繰り返し測定に適している手法で
ある．それぞれ，ナノメートルレベルからセンチメー
トルレベルの階層的なレベルでの現象の可視化に適
していると言える（Fig. 2）．したがって，両者を組み
合わせた手法は，細胞内のイオン濃度や酵素反応，
組織レベルのメタボノミクス，生体内での標的細胞
検出，および形態変化など，多様な生理情報を一度
に取得することができると期待できる．

　ここでは，単一粒子で，同時に光・磁場応答性を持
つマルチモーダルプローブに絞り，そのプローブを紹
介する．単一粒子で複数の機能を持たせるためのナ
ノ粒子の形状には，いくつかの方法があるが，基本
的には，光応答性部位，磁場応答性部位，および生
体適合性部位の主に三つの部分から成り立っている
場合が多い．これらの構造として，主に ① ヘテロ多
量体型と ② コア・シェル型を基にしたナノ粒子が報
告されている（Fig. 3）．① としては，高分子などの分子
骨格の周りに，DOTA（1,4,7,10-tetraazacyclododecane-

1,4,7,10-tetraacetic acid）などのキレート剤に光・磁場
応答性部位を配し，親水性部位や生体認識部位を分
子骨格に付加したタイプである．デンドリマ，ポリ- 

L-リジンそしてミセルなどを用いた例が知られている．
② としては，中心部位とその辺縁部位に，光応答性
または磁場応答性の物質を，周辺部位には，親水性
や生体認識部位などを付加しているタイプである．
超常磁性微粒子，Q-dotやシリカ粒子を用いた例が
報告されている．
　では次に，われわれが取り組んでいる ② のカテゴ
リに属するナノダイヤモンド（nanodiamond; ND）を利
用した研究を紹介する．NDは，その構成成分がほぼ
炭素だけからなるため生体適合性の高いことが期待
され，表面積の広さから，有機化学的な手法により
表面を修飾することで蛍光色素や生体分子を付与す

Fig. 2 光・MRイメージングを用いた多次元生体情報取得
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ることができる可能性がある．われわれは，これまで
に ND内部に毒性の高い常磁性イオンをイオン注入
法により閉じ込める技術を確立し，臓器レベルから細
胞レベルまでのマルチスケールでの分子イメージング
を可能にする磁場・光応答性マルチモーダルダイヤモ
ンドナノ粒子を創製してきた．
　磁場・光応答性マルチモーダルダイヤモンドナノ粒
子は，NDに 1×1016 /cm2の濃度の 1価のMnイオンを
注入後，真空中で 700℃，2時間，および空気中で
425℃，5時間で処理することで合成した．TEM

（transmission electron microscopy）画像から，イオン
注入直後のMn-ND，および注入後アニールと空気酸
化処理したMn-NDは，いずれも大きな構造変化は

起こしていないことが分かった（Fig. 4）．
　次に合成したMn-NDが，目的とするマルチモーダ
ル造影剤として機能するかを調べた．まず磁性機能
を調べるため，イオン注入前，イオン注入直後，およ
びその後の処理サンプルの ESR測定，および T1強
調画像撮影を行った．その結果，アニールと空気酸
化したMn-NDのみで，Mn2＋イオンに由来する 6本
の ESR（electron spin resonance）信号，および MRIで
の最も強い T1短縮効果が見られた（Fig. 5）．この事
実は，1価で注入したMnイオンが，ND内部のダイ
ヤモンド構造中で，2価のMnイオンとして安定に存
在することを意味している．
　さらにMn-NDの光学特性を調べるために，単粒

Fig. 3 光・磁場応答性マルチモーダル造影剤の構造

Fig. 4 光・磁場応答性マルチモーダルナノダイヤモンド（Mn-ND）の合成方法
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子蛍光解析を行ったところ，いままでに知られている
NVセンターと同様の退色のない近赤外蛍光特性を
示すことが分かった．このことは，Mnイオン注入の
みで，磁場・光応答性マルチモーダルナノダイヤモン
ドが合成できたことを意味する．
　以上の結果から，NDを光および磁場に応答する
光・MRI用マルチモーダルプローブとして利用できる
可能性が示された．現在，生体環境下での安定性，
および特異性を上昇させ，マルチモーダル分子・細胞
イメージングへの応用を図ることを目指している．

3．まとめ
　以上，マルチモーダルイメージングの現状とその
可能性について触れるとともに，いくつか具体的な開

Fig. 5 イオン注入後の各処理したMn-NDの X-band ESRデータと T1強調MRI画像
 （a）アニール +空気酸化処理したMn-ND（④；矢印）のみ 6本の高スピン信号が見られた．
 （b）アニールと空気酸化したMn-ND（□部分）が最も T1短縮能が高かった．

a b

発例を紹介してきた．実際のアプリーケーションにつ
いては，今後，目的に応じて，開発が活発に行われ
ていくであろう．また今回，誌面の都合上ふれること
のできなかったマルチモーダルイメージングデバイス
の開発や，異なるモダリティのプローブを同時に用い
たマルチモーダルイメージングの可能性などの開発
も，今後の発展が期待される．さらに蛍光を用いた
生体イメージングの応用を考えた場合，より深部から
の情報を取得するために，水への吸収が低くなる近
赤外領域で蛍光を発するナノ粒子の開発も望まれ
る．こうしたマルチモーダルイメージング技術に関す
る研究開発が，将来的には，医療現場などにおい
て，われわれの健康生活に役立っていくことを期待し
たい．


