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oneoravailablemyocardialinlagingtracers.AccordingtoPET studies,thisexpecta-

tioniswellsupported.

Keywords: [1ic]/ll8FHabeledfattyacは deTivatives,PET,[llc]HCN,5-methy1

-17- [18FHluorohepもadeeanoicacid,myocardialimagingtracers

Plc〕/[18F]標識脂肪酸誘導体,陽電子断層撮像法,[11C]標識シアン化水素サ

5-メチルー17- [18F]7ルオロへブタデカン酪 心筋イメージング剤

は じ め に

心筋はその生体維持のため恒常的な拍動運動を必要と

し,そのため複数のエネルギー産生経路を確保し.様々

な環境に対応しているが,好気的代謝における主たる

エネルギー源は長銀脂肪酸であることが知 られてい

る日 2).そのメカニズムは心筋に取 り込まれた脂肪酸

はまず脂質プールに トリグリセリドの形で貯蔵されるが,

必要時グリセリドからすみやかに加水分解されて遊離脂

肪酸となり,続いてβ酸化を受けエネルギー源となる.

よって心筋梗塞等の虚血性心疾患では,心筋局所におい

て血流が低下もしくは停止し,基乳 酸素の供給や代謝

産物の除去が困難となり,脂肪酸酸化によるエネルギ-

産生の活性が著しく低下していると考えら紘,このため

心筋疾患部位の機能診断には,脂肪酸関連化合物がす ぐ

れた診断薬剤になりうることが予想される,

一方,現在ガン,脳疾患.心臓疾患また痴呆症等の増

加が大きな社会問題となっているが,これらの診断に,

PET(PositronEmissionComputedTomography:

陽電子断層撮像法)を梢いる診断法が一つの有効な手段

となっている.PET診断の原理は,短半減期の陽電子

(β十)放出額種で標識された生理活性物質 (放射性薬

刺)をヒトに投与し,その挙動を体外から計測すること

により分子レベルで生体内で起こっている現象をとらえ.

これを指標として目的とする機能を把握する方法である.

こ の PET 診 断 薬 剤 の 魁 道 に 用 い られ る 短

寿命陽電子放出相性 と して1lc (tl/2-20.4分 ).

化合物に導入可能が 8F H09.8分)があげられるが,

一般に合成に十分な長さの半減期を有するlic や18F が

用いられている3)~5)

以上のような背景から,虚血性心疾患の診断や心筋の

各種治療後の機能評価に,標識脂肪酸誘導体を頗いた

pET診断が行なわれている.その例として 1位 [llc]

標識パルミチン酸等の [11C]標識直鎖脂肪酸は心筋イ

メージング剤として古 くから用いられ,これまで多 くの

報告がなされてきた6巨頼,これら直鎖標識脂肪酸の生

体内における挙動は,投与後す ぐに心筋へ集積するが,

その後I3酸化を受け (図1a:Rl-H (Straight)参

照)すみやかに代謝されてしまうため,長時間の心筋構

能診断には適していない.これを改善するため開発され

た脂肪酸が3-メチル分枝標識脂肪酸であり,3位にメ

チル基を導入することによりI3酸化を阻害 し (図1a:

Rl-Me(3-Methyl)参照 ),心筋に標識薬剤が

長 く保持されるように ドラッグデザ インされたもの

である.Livniらが提案した3-methy1- 日 J Ic]

heptadeeanoicaeidや Jonesらが捷案した3,3-

dimethy巨 [1-11C]heptadecanoicacidがこれ

に相当し,両標識薬剤とも心筋集積性が直鎖標線脂肪酸
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固まa 脂肪酸のβ酸化による代謝経路 (直鎖,メチル分枝

脂肪酸)
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図1b a-フルオロ脂肪酸のβ酸化による代謝経路 (直鎖,メチル分枝脂肪酸)

に比べより長(保持されることが報告されている12)13)

しかし e-llはその半減期が短く (tl/･3-20.4分目 し､

筋での代謝動態のより長時間の観察や心筋のオートラジ

オグラフィー作製等には不利である.これらの短所を補

うため更に F-18(tl/2-109,8分)による標識化が

検討されてきた.[18F]標識フルオロ脂肪酸の ドラッグ

デザインは,上記 [llc〕標識脂肪酸の ドラッグデザイ

ンに準 じ直線標識7ルオロ脂肪酸および3-メチル分枝

標識フルオロ脂肪酸が合成 され (図 1b;Rl-R2

-H (Straight)および Rl-H,R2-Me(31Met-

hy日 参照),それらの心筋における動態が報告されてい

る14ト 19)

本報告では,PET を用いて心筋の局所機能を評価す

るトレーサーとして有望と思われる標識脂肪酸を新規に

ドラッグデザインし,その合成法を確立し,また動物実

験により従来から開発されている標識脂肪酸と比較する

ことによりそのデザ インを評価することを目的とした.

更にそれらの標識薬剤は将来的には臨床研究に供される

必要があるため,ルーチンに一定蚤の薬剤を,安定 して

供給で きるシステムを構築する検討も併せて行った.

[11C]標識脂肪酸の開発では,報告されている標識薬剤

の臨味研究への安定供給という点から,従来から用いら

れてきた Gri欝naTd 反応を周いる方法に加え,[llc]

3

HCN を用いる [1及C〕標識化を新たに捷楽 し,その安

定供給の手段 としての有用性を検討 した.また [18F]

標識フルオロ脂肪酸の開発では,3-メチル分枝標識フ

ルオロ脂肪酸に更にドラッグデザインを加え-･日 メチ

ル基をカルボキシル基から更に離す (炭素数2個分)こ

とにより直鎖脂肪酸と同程度の心筋への初期取 り込みを

持たせ,且つii)心筋へ取り込まれた後は,1回β酸化

を受け3-メチル分枝脂肪酸の化学形となり,続いてβ

酸化阻害により心筋集積性が長時間保持される-ような

5-メチル分枝標識フルオロ脂肪酸 (図lb,･R l -Me,

R2-H (51Methyl)参照)を提案 L,その 〔18F]

標漁法を確立し,更に動物実験 (心筋集積性,代謝実験,

PET を用いたイメ-ジング等)により心筋イメ-ジン

ダ剤としての有用性を検討した.

方 法

標識化合物

[llc]標識脂肪酸 として.直鎖標識脂肪酸 ([1-

llc〕palmiticAcid (PA))およびP酸化を阻害する

ようにドラッグデザインされた3-メチル分枝標識脂肪

酸 (3-Meもhy巨 [1- 11C] heptadecanoic Acid

(3-MHA))を,また [18F]標識フルオロ脂肪酸と

して,直鎖標識フルオロ脂肪酸 (16- [18F]Fluoro
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palmiticAcidlFPA)および3-メチル分枝標識7

ルオロ脂肪酸 (17-[18F]FiuoT0-31methylhepも盈戎

eeanoi｡Acid(3-MFHAl)に加え,新たに提案 し

た 5- メチ ル分枝 標 識 フル オ ロ脂 肪 酸 (17-

[18F]Fluor0-5-methylhepもadecanOicAcid(5-

MFHA))を食成した.合成した標識脂肪酸類を図2に

示す.

標識薬剤の合成

[llc]標識脂肪酸の合成では 1位カルボキシル基の

[11C]標識化を行った｡標識方法は [1lc]C02を標識

原料とし,GTi琵maYd 試薬を周いる方法および [lic]

Hl且cN を標識原料とし,続いて加水分解する方法の 2

健の方法を用いた,また [18F]標識フルオロ脂肪酸の

合成では活性種 [18F]F-(活性試薬 : 派 TyPto君ix

2,2,2〕+18FI)を伺い,カルボキシル基から濠 も離れ

た末端位 (W位)の [旦8ぎ]標識化を行った

及位 [旦1C]標識脂肪酸の合成

2種のJj一法によL)[1-ll(']標識脂肪酸を含成した.

標識方法を図3に示す.

脇 T短maTd試薬を削 -た [1ic]標識化)サイクロ ト

ロンにて14N (p,α)11C 核反応により製造 される

[11C]C02を標識原料とし,GTi欝naTd試薬を剛 -て1

位 Plc]標識脂肪酸を合成した.合成には H J Ic]

標識脂肪酸由勤合成装置を用いた.具体的な操作および

装置に関しては高腐らの報告参照20)

腔 1C]HCN を用いた [1ic〕標識化)サイクロトロン

にて14N (節,a)llc核反応より製造される Plc]C0

2を出発原料とし,続いて [lic]HCN 自動合成装置紺

にて [11C]C02を [llc]HCN に変換し,この [11C]

HCN を用いて標識化を行った.具体的な操作に関して

は高橋らの報告参照22き

W位 [18F]標識フルオロ脂肪酸の合成

活性種 [18F]F-を標識試薬として用い,求核置換反

応により18F を導入した.標識方法を図4に示す.

([18F]F~を履いた P8F]標識化)サイクロ トロンに

て之80 (p,n)18F核反応によ吟製造される [18ぎ]タ-

ゲットが 3)を標識原料とし,続いてポリアミノエーテ

ル く試薬 :KTyPtofix2,2,2)にて変換した活性 [柑F]

F- (活性穫 :[Kryptofix2,2,2]+18F)を用いて標

識化を行った.具体的な操作に関 しては Coenen らの

報告および高橋らの報告を参照15)18)24)

合成した標識脂肪酸類の製剤化

製造した標識脂肪酸類に Tween20のエタノール潜

i.i/てC:Ft3ttyArid

(Straight･chainll･llC】FattyAcid)

CH31(CH2)14-11COOH 【1･..C】Palr一m･cAc･dlPAl

(Methyt･branchedE1･HC)Fa叫 Acid)
3

CH 3-(CH2)1316HCH2･11COOH
CH3 3-MOthyl-rl･11C7he･ptEIdecanoic

AcEd(31MHAl

:,,.1･mi=13Fiuc,oftl‡!yAcid

(Stralght-chainlw -18F]FluorofattyAcid)

-8F-(CH2)15lCOOH l6-["FIFIuoropalmiticAcid(FPA)

(Methyl-branchedlUl18F)Fluorofa什yAcid)
3

'8F-(CH2)14-CHCH2-COOH
CH3 i7･【19FIFIuoro･3-methylheptadecanoic

Acid(31MFHAl
5

18F･(CH2)12-GH･(CH2)3･COOHl
CH3 171叩FIFluoro15-methylheptadecanoic

Acid(5･MFHA)

図2 標識薬剤

潤 (Tween20/eth(lnO1- 25ml,/100mI__.)1mLを

加え,数分間撹拝 した後,エタノールを十分に減圧留ま

する.残液にアルブミン水溶液 (bovine/fIコ0-2g/

100mL)1mL を加え.50℃で散分間振 とうさせた後

塵僻フィルター (poresize:0.22′um)に適し,ろ液

を動物実験用注射剤とした旦8)22)

動 物 実 験

心筋藤橋性の実験

倉成した標識薬剤 (投与量叩 [1旦C]標識脂肪酸の場

合 :約 3.7MBq.[18F]標識7ルオロ脂肪酸の場合 :

1.4811.85九L･IBq)をラ､ソトLWistar,♂,180-220g)

に尾静脈よさ日貨与した.H的の時間 (1分後,5分後.

lo介後,30分後,60分後.120分後)に頚椎脱臼により

屠殺,心臓を摘出した後,摘出した心臓について重量及

び放射能を測定した.集積性は時間による減衰補正を行っ

た後.%dose/どtissueにて示 した.(Q･bdose/どt･is-

sue- [(tissueaCti､,ity)/(injection activity)×

100]/(tissueweight= またデータの各点における
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使用ラット数は3-4匹である.

心筋における代謝実験

代謝実験は [18F]標識薬剤を用いて行った.合成 し

た3種の [wJ8F]標識フルオロ脂肪酸 (14.8-1臥5

MBq)をラット (Wistar.♂.160-180g)に尾静脈

より授与し,15分後頚椎脱臼にて屠殺,心臓を摘出した.

掃出した心筋からの脂質の分離は Folch らの方法25)

に準 じて行った,分離操作を図5に示す.得られた脂質

画分を薄層クロマ トグラフィ- (TLC)にて遊離脂肪

醍 (未変化体),ド)グリセリド,ジグリセリド,モノ

グリセリドの脂質代謝物を分析 した,TLC の分析条件

は-薄層 :シリカゲル (民主ese短e160F254,Art.5554

(Merek)) ;展開溶媒 :ヘキサン/エーテル/酪酸-20/

20/1 (Ⅴ/V)であり,また同定する トリグリセリド,

ジグリセリド,モノグリセリドの標品としてそれぞれ

Tristear･in.Distearin,Gl.vcerolmonostearatp を

用いた.TI..JC による分析結果を図6に示す.

PET による心筋イメージング

犬 (健常 ;体重 15kg)にハロセンと笑気 (N20)

による麻酔下,5-MFHA lllMBq (3mCi)を尾

静注により投与 し,投与後 1-5分間隔で60分までポジ

トロンカメラ (PET)による心臓の連続撮像を行った.

ポジトロンカメラは CTI社製 PET931(空間分解能

9mm)を用いた.

5

考 察

標識薬剤の合成

[1lc]標識脂肪酸の合成では,ルーチ ンワークの薬

剤製造用に自動合成装置が開発されている20).この装置

では Grignard試薬を用いる合成法 (Grignard法 :

図3参照)が採周されていて,この装置を開いた年間の

作動状況を見てみると湿度の高い時期 (梅雨時期)に収

率の低下が観察される,これは Grignard 試薬がわず

かな水分 (湿気)でも容易に分解されることに起因する

ものであり,このため年間を通じて安定して薬剤が供給

できるよう,水分 (湿度)にあ まり影響 されず且つ

GTignard法と同じ原料が使える別途合成法の開発が

望まれていた.この観点から筆者らは Plc]HCN を

用いる別途 [1lc]標識脂肪酸合成法 (HCN 法)を検

討した 個 3参照).Grignard法および HCN 法を

用いた [1J Ic〕標識脂肪酸合成に関する実験結果を

泰1に示す.HCN 法では,ニ トリルの加水分解にアル

カリを用いる方法と酸を用いる方法の2種が考えられる

が,表 1よりアルカリ加水分解の方が高収率で標識薬剤

が合成できるため有利であることがわかった.また

GTignard法と HCN 法 (アルカリ加水分解)とを比

較 した場合,放射化学的収率は一般に HCN 法の方が

高いが,Grignard法は自動合成装置を用いることが

でき,大量の放射能を使用することが可能であるため最

終的には Grig･nard法を用いた方が多量の標識薬剤を

a)Gn'gnard.試薬を朴 t･,'tl.C]標言削ヒ (Gnlgnard法)

R1-CH･CH2･Br

良2

Mg

abs.THF

Rl-CHCH2111p-OMgBr
占, 占

R1-CH-CH2-MgBr
Ft2

__止 一 一 R卜CHC H 211̀coo H

轟2

b)['1C]HCNを用いた 【11C】標親化 (HCN法)

Rl･CH･CH2-Br

鮎 DMSO
Rl･CH･CH2･11CN

占2

hydrolysis

図3 [1JIc〕標識脂肪酸の合成

Rl･CH･CH2-11COO目

白2
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表1 実験結果 [い11C]標識脂肪酸の合成

Compounds Method Radiochemica1Yield(%) Radiochemicala)Purity(%)

C14H29-UCOOH HCN (acidhydroiysis) 30 76

C15H31-HcOOH HCN (andhydrotysis) 16 80

GTig.nardreactior1 47-65 99

Cl6H33---C(10H HCN 血 kalihydrolysis) 83 96

e17日35-i-CnOH HCN (a且kalihydrolysis) 70 93

3C14H29-CHeH 2-llc o o H HCN (alkali-acidhydrolysis) 33-42 94

lCH3 GrignardreaCtion 10_25 96

5Cー2H25-CH-(CH 2)3-llcooH】CH3 HCN (alka且ihydTOiysis) 79 93

a)deもeTminedby analyealradio-HPLC.

(csoo畿 ?nTS妄言cFO/l& ni誹 t‰ a=Ci5dfagn/&掩 第 恕 r&atieO=pIT0,m3i9/mmTni)Ad･×30cm long;

Br-(CH2)n-?HCH2･FHCH2-COOMe
Rl 良2

KOH/MeOH

【K2,2,2】◆'8F
'1-F-(CH2)n-?HCH2-9HCH2lCOOMe

良l 占2

ICF-rCH2)n･?HCH219 HCH21COOH
Rl 良2

図4 [wl18F]標識フ)レオロ脂肪酸の合成

得ることがで きる.更に放射化学的収率において,

HCN 法 (アルカリ加水分解)は70-83%と比較的安定

しているのに対 し,GTignard 法は45165%とかなり

のばらつきが認められた (ただし3-メチル分枝標識脂

肪酸の合成例を除く).このことから HCN 法 (アルカ

リ加水分解)の方がより安定して,再現性良く標識化で

きることがわかった.更に HCN 法の長所 として,使

周する標識原料 け ルキルブロマイ ド)が GTignaTd

法に比べて非常に少量で済む (Grigllard法 :散百 mg

以上,HCN 法 :10mg以下)ことがあげられ,費重

な,少量しか得られないサンプルの [llc〕標識化には

HCN 法は非常に有利である.これら上述 した長所は,

HCN 法がルーチンワークの [llc]標識脂肪酸合成に

適した合成法になり得ることを十分示唆している.なお

3-メ+ル分枝標識脂肪酸 (3-MHAト合成の場合,

HCN 法においてはアルカリ加水分解だけでは不十分で

あり (中間体のアミド化合物が残存),更に続けて酸に

よる加水分解が必要であった.これに対し5-メチル分

枝標識脂肪酸 (5-MHA)の合成では直鎖標識脂肪酸

(pA)合成時と同様アルカリ加水分解だけで十分であっ

た.このことからニ トリルの加水分解時3位のメチル基

は立体障害となるが,5位のメチル基は立体障害になら

ないことが示唆されが 2).この傾向は GrignaTd 法に

よる3-メチル分枝脂肪酸と5-メチル分枝脂肪酸の 1

位 [11C]標識化でも観察された (各々の放射化学的収

率は10-25%と459も:表 1参照).

-方 [18F]標識フルオロ脂肪酸合成 (図 4参照)に

おいて,[18F]F-による求核置換反応,続 くケン化は

ともに比較的容易に進行した.末端位 (…位)[18F]標

識フルオロ脂肪酸合成に関する実験結果を表2に示す.
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Centrifuge(3.OOOr.p･m.,10min)

(residue)

CHCl3Layer(l)

Wate｢Layer(ll) Myocardium CHC13Layer(ll)

LipidAna一ysis

図5 脂質の分離操作

Distancefromorigin

Radiopharmaceutical:FPA(16-【18FIFIuoropalmiticAcid)

FreeFattyAcid

T｢jglyceride
Diglyceride
Monogryceride

図6 TLCによる脂質分析

表2 実験結果 [W-1BF]標識フルオロ脂肪酸の合成

Compounds Starhngmaもerials RadiochemicalYield(%) Radiochemicaia)Purity(%)

旦8F-(cH2)10-COOH Br-(CH2)10-COOMe 85-90 >99

i8F-(cH2)15-Coon Br-(CH2)互O-COOMe 64-73 >96

3 3 36-58 99i8F- (CH2)1櫓-CH-CH2-COOK Br-(CH2)14-CH-CH2-COOMe
i l
CH3 CH3

5 5 33ー50 99且8F-(CH2)12-CH-(CH2)3-COON Br-(CH2)12-CH-(CH2)3-COOMe
I l

a)determinedbyanalycalradio-HPIJC.

(csooTvdeiA哲nTS#FO/iEiBcn詣 t2yOa=Ci5d/a9n/a毛璃 /vY tfelroSir8itleO:plT0,mStg/mmTni)･a.X30cm 且ong;

メチル分枝 (3-メチル,5-メチル)標識フルオロ脂

肪酸合成の場合,直鎖標識フルオロ脂肪酸の合成に比べ

て放射化学的収率は低いが,臨床研究および動物実験へ

の供給には十分な塵が比較的安定 して得られることがわ

かった.またこの標識化でエステル化食物 ト COOMe)

の代わりに演目レポン酸化合物 (-COOK)を出発原料

として用いると,反応が汚 くなり放射化学的収率が低下

した,これは副反応として 巨8F]F-による脱炭酸が進

行 し,副産物として [18F]フルオロアルカンが生成 し

ているためと考えられる26),以上のようにこの [18F]

標識化は非常に有岡な方法であるが,この方法の最大の

問題点は原料の入手という点であり,ほとんどの場合原

料は市販されておらず原料合成が必要となる.ちなみに

5-MFHA の原料となる Methyl17-Brom0-5I

methylheptadeeanoateの合成は.1,12-ジプロモ

ドデカン (Br-(CH2)12-BT)を出発物質 として15ス

テップの工程を要する.
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動物実験

心筋集積性

[Hc]標識脂肪酸の心筋集積性の経時変化 を図 7に

示す.図 7より直鎖標識脂肪酸 津A)は心筋への初期

の取 り込みは商いが,その後急速に washouもされる

ド__

anSs!t
B
J
aso
凸

㌔

10 20 30 40 50

Timeafterinjection(min.)

図7 [lJ Ic]標識脂肪酸の心筋集積性 経時変化

a
n
ss
!)6
J

aso凸
0,i

のに対 し,3-メチル分枝標識脂肪酸 摘 鵬MHA)は

初期の取 り込みはそれほど高 iないが,取 り込まれた後

その集構性は比較的長時間保持されていることがわかり,

3位にメチル基 を導入 した有意性が示 された,また

E18F]標識フルオロ脂肪酸の心筋藤橋性の経時変化を図

8に示す∴ 18F]標識7ルオロ脂肪酸も対T:i-.する [llc]

標識脂肪酸と同様の集栢パターンを示 し.直鎖標識フル

す口脂肪酸 (ドPA)は投与直後心筋へ高い輿積性を示

すが.その後急速に Washoutされるのに対 し.3-

メチル分枝標識フルオロ脂肪酸 (3-MFHA)は初期

の心筋集積性は FPA に比べて低いが,その輿積性が

保持されるためより長時間の心筋の診断に有利である.

また5-メチル分枝標識フルオロ脂肪酸 (5榊MFHA)

の場合,31MFHA に比べてメチル基がか レポキシル

基からより離れているため,メチル基の立体障害による

取 り込みへの影響がより少なくなっているものと考えら

れ,よって初期の取 り込みは FPA に近 く,また心筋

に取 り込まれた後の爽横性の保持は3-MFHA に似た

パターンを示 した.以上のことから,3種の [ユ8F]標

識フルオロ脂肪酸の中では5-MFHA が最も使いやす

く,有用な標識薬剤であることが推測された.一方血液

中からのクリアランスは3種の P8F]標線薬剤 とも比

較的早 く,相互の差はあまり見 られなかった.さらに

0 10 20 30 40 50 60

Timeafter叫eCtion(m舌n.)

図8 [wJ8F]標識フルオロ脂肪酸の心筋集積性 経時変化
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図9 (心筋集積性)/(血液集積性)億の経時変化

3-MFHA 5･MFHA

三II-i-i-1一二

艶 頗鍵ndard与

17-[18FlFJuoro13-methylheptadecanoicAcid
17-【lBFIFIuorol5-methylheptadecanoicAcid
161llaFIFIuoropa lmiticAcid

FreeEattyAcid
Trigfyceride
QigIyceride
Monoglyceride

図10 心筋の脂質抽出物中における代謝物の分布

9
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5･MFHA

3･MFHA
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0.0 0.1 0.2

FFA恒 TGb･Ratio 言 誌 .票 ;h':J

図11 心筋の脂質抽出物中における遊離脂肪酸 (FFA)/トリ'/'1)セリド (TG上値

図12 PETによる心筋 イメージング

薬剤 :5-メチル分枝標識フルオロ脂肪酸 (5-MFHA);

投与量 :111MBq(静注) .動物 二犬 目ゴーグル :休養15kg)
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(心筋集構性 :HeaI･ttlpt.ake)/(血液集積性 :Blood

Llptake)の値 (H/B 値)を投与からの経過時間に対し

てプロ､ソトしたグラフを図9に示す.心筋イメージング

には "血液中に残存する放射能が早 く消失することが

好ましい (心臓の血液プールに残存する放射能がかぶり

となり心筋イメージングに影響を及ぼす)" ことを考慮

すると,図9の H/B値が大きいほど心筋シメ-ジンデ

に有利であり.この点からも3種の [18F]標識薬剤の

中で5-MFHA が長も有用であることが示唆された.

代謝実験

3種の [18F]標識フルオロ脂肪酸を用いて.心筋で

の トリグリセリドへの移行を検討した.その結果図10に

示されるように.5-MFHAの心筋における代謝パター

ンは FPA の代謝パターンに類似しているのに対し,3

-MFHA の場合は トリグリセリド (TG)への移行が

異常に増加していた.また図11は図10の内容を別の視

点から作I.)直したものであるが,図11からも5-MFH

Aの代謝パターンほより FPA の代謝パターンに類似

していることがわかる.3-MFHA は取 り込まれた後

すみやかにトリグリセリドの形で貯蔵されるが.必要時

トリグリセリドから切 り出される (加東分解される)際,

3位のメチル基の影響により加水分解されづらくなって

いるため遊離の脂肪酸量が減少している (心筋での利用

率の低下)と推測される.

PF.T による心筋イメージング

5-h･,IFHA を用いた PET イメージングを図12に

示す.投与直後放射能は心臓の血液プールに集まり (0

-2分後),その後すみやかに血液から washoutさ

れ (2-4分後いじ､筋に移行していることがわかる.心

筋のイメージングは投与4-5分後くらいから始まり.

30分位まで良好なイメージが描出できることがわかった.

最良の心筋イメージは投与10-13分後に得られた.

結 語

[llc]標識脂肪酸の開発において,[llc]HCN を

尉いる1位 [llc]標識化 (HCN 法)は自動化されて

いないため最初に取 り扱える放射能意に限界があ り,

Grignard法と比べると最終的に得られる製造数量に

関して劣っている.しかし HCN 法は放射化学的収率

が比較的高くまた湿度にあまり影響されず,年間を通 じ

て安定した収率で得られる (再現性がある)という点で

優れているため,PET を用いる臨床研究や動物実験等

のルーチンワークの製造に適した,また Grignard法

と相補的な合成法になり得ることが期待される.

ll

一一万 [18F]標識7ルオロ脂肪酸の開発では,新 しい

心筋イメージング剤として5-メチル分枝標識フルオロ

脂肪酸 (5-MFHA)を提案 した.5-MFHA は心

筋-の取 り込み実験では,初期には直鎖標識フルオロ脂

肪酸 (FPA)に似た高い取 り込みを示し,その後は3-
メチル分枝標識フルオロ脂肪酸 (3-MFHA)に似た

心筋典積性の保持という挙動を示した.また心筋におけ

る代謝実験では.5-MFHA は FPA に類似 した代

謝を受けることがわかり,より自然に (異物としてでは

なく)心筋の機能を診断できる薬剤になり得ることが示

唆された.これらの実験結果より5-MFHA は使いや

すくまたよりすぐれた心筋イメージング剤であることが

示された.更に5-MFHA の PET を用いたイメー

ジング実験により.その心筋イメージング剤としての有

用性が確認された.

なお単光子断層撮像法 (SinglePhotonEmission

ComputedTonlOgraphy(SPE〔T))においても,心

筋イメージング割として15- (p- [1231]Iodophenyl)

-9-met恒･lpelltadecanoicacid等のメチル分枝標

識脂肪酸が開発されている271.
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