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研究成果の概要（和文）：ミスフォールディング蛋白の蓄積を生体でモニタリングするためのPETプローブを開
発するため、所有するライブラリー化合物の結合性と薬物動態を評価し、レビー小体を明瞭に染色可能な新規化
合物群を見出した。候補化合物の一つ（化合物365）はマウスにおいて優れた脳血液関門透過性を示した。ヒト
脳組織切片を用いてオートラジオグラフィーを実施した結果、αシヌクレインが高密度に沈着する脳切片におい
て18F標識化合物の強い結合を認めたが、αシヌクレイン選択的プローブとしては結合選択性が不十分であっ
た。

研究成果の概要（英文）：To develop a PET probe for in vivo monitoring of misfolded protein 
accumulation, we tested the binding and pharmacokinetic properties of our library compounds and 
found a series of novel compound that can clearly stain Lewy bodies. A candidate compound (Cpd.365) 
showed excellent blood-brain barrier permeability in mice. Autoradiography using postmortem human 
brain samples showed strong binding of 18F-labeled compound to α-synuclein rich brain sections, 
although the binding selectivity of this compound was insufficient for selective α-synuclein probe.

研究分野： 薬理学

キーワード： 分子イメージング　αシヌクレイン

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
プローブが実用化され、パーキンソン病などのミスフォールディングの脳内蓄積を生体で非侵襲的に計測できれ
ば、多様な神経変性疾患の早期診断のためのスクリーニング法となる。また新たな治療評価系としても活用でき
新規治療薬開発と連動させるによって疾患の撲滅へ向けた第一歩となる。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
(1) アルツハイマー病、パーキンソン病、前頭側頭葉変性症、筋萎縮性側索硬化症、ポリグル
タミン病などの多くの神経変性疾患の脳内では、遺伝子異常などによってミスフォールディン
グを起こしやすい異常タンパク質が産生され、神経細胞やグリア細胞等に蓄積する。このよう
なミスフォールディング病変の形成は神経変性、脳機能障害の誘因になると考えられ、創薬の
標的に位置付けられている。 

 
(2) アミロイドβ蛋白やタウ蛋白を検出する PET プローブは既に実用化されているが、αシヌ
クレイン、TDP-43、ポリグルタミンなどのタンパク質によって構成されたミスフォールディ
ング病変を選択的に検出可能な PET プローブは未だ実用化されていない。これらの蛋白の脳
内蓄積量とその空間分布を個別に計測できれば、様々な神経変性疾患の早期診断・鑑別診断の
精度を飛躍的に向上させることが可能となる。さらにミスフォールディング病変の脳内蓄積量
を指標とした新しい薬効評価系として、新規薬剤の開発や臨床治験にも応用できると考えられ
る。 
 
２．研究の目的 
本研究では、αシヌクレイン、TDP-43、ポリグルタミンなどの多様なタンパク質ミスフォ

ールディング病変を個別に検出可能な新しい PET プローブ化合物の開発をめざした。申請者
らが保有する化合物ライブラリーの中から、αシヌクレイン、TDP-43、ポリグルタミンなど
のミスフォールディング病変への結合親和性、選択性、体内動態に優れたシード化合物の探索
を行った。 
 
３．研究の方法 
(1) αシヌクレイン蛋白線維、アミロイドβ蛋白線維との結合性が確認されている化合物
BF-180 の 125I 標識体を合成し、研究室内で保有するライブラリー化合物のαシヌクレイン蛋白
線維に対する結合親和性を結合阻害実験によって評価した。 
  
(2) 被検化合物の自己蛍光を利用して、パーキンソン病、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変
性症等の脳切片に被検化合物溶液（100 μM）を滴下し、ミスフォールディング蛋白病変に対す
る被検化合物の結合の有無を蛍光顕微鏡下で評価した。 
 
(3) 被検化合物の 18F 標識体を用いて、健常人および AD 患者の前頭葉脳切片、レビー小体型認
知症（DLB）患者の帯状回、扁桃体脳切片においてオートラジオグラフィー実験を実施し、化合
物のミスフォールディング蛋白病変への結合性を評価した。 
 
(4) 被検化合物の 18F 標識体を正常（ICR）マウスの尾静脈から静脈内投与し、投与 2分、10分、
30 分、60分および 120 分後に採血および臓器の摘出を行い、化合物の体内動態を計測した。 
 
４．研究成果 
(1) 被検化合物のαシヌクレイン蛋白線維との結合親和性を評価するため、化合物 BF-180 の
125I 標識体を合成し、被検化合物との結合競合試験によって結合阻害率を算出した。その結果、
計 16 化合物が 60％以上の結合阻害率を示し、αシヌクレイン蛋白線維との結合性を有するこ
とが示唆された。 
 
 (2) 上記結合実験で高い結合阻害率を
示した化合物を中心に、パーキンソン病、
レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症、
アルツハイマー病の各脳病理組織標本
を用いて、化合物自身が発する蛍光を利
用して、その結合性を蛍光顕微鏡下で評
価した。その結果、図１に示すようにパ
ーキンソン病患者の脳切片においてレ
ビー小体を明瞭に染色する新規化合物
を複数見出した。化合物による染色像は
抗リン酸化α-シヌクレインモノクロー
ナル抗体による免疫染色像と一致して
いた。一方、前頭側頭葉変性症患者の
TDP-43 病変への結合性を示すプローブ
候補化合物を見出すことはできなかっ
た。 

図１ 化合物 365, 375 によるパーキンソン病脳切片レビ
ー小体の染色像（左）とαシヌクレイン免疫染色像（右） 

 



(3) 蛍光顕微鏡にてレビー小体の染色像が認められ、また上記結合阻害実験において 100%の結
合阻害率を示した化合物 Cpd.365 の 18F 標識体を合成して、in vitro オートラジオグラフィー
によってナノモル濃度域におけるミスフォールディング病変との結合性を評価した。 
その結果、レビー小体型認知症患者の扁桃体および帯状回脳切片においてプローブの強い結合
が観察された（図２）。これらの脳領域においてはレビー小体の形成を高度に認めたことから、
同化合物がナノモル濃度域でレビー小体と結合していると考えられた。しかしながらアルツハ
イマー病患者前頭葉脳切片では、アミロイド PET プローブ PiB 陽性の老人斑との結合が観察さ
れた。また健常人前頭葉脳切片において、白質のミエリン線維との結合を示唆するシグナルも
併せて確認されたことから、αシヌクレイン PET プローブとしては結合選択性が不十分である
と考えられた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図２  [18F]Cpd.365、[3H]PiB を用いたオートラジオグラフィー像（左）およびレビー小体型 
認知症患者扁桃体(amygdala)脳切片におけるαシヌクレイン免疫染色像（右） 

 
 
(4) Cpd.365 の 18F 標識体を正常（ICR）マウスの尾静脈
より静脈内投与し、投与 2分、10分、30 分、60 分、120
分後の脳内、血中、骨中の放射能濃度を計測した。その
結果、Cpd.365 は投与 2 分後に 3 %ID/g を上回る優れた
脳内移行性を示し、その後のクリアランスはきわめて良
好であった。Cpd.365 の 18F 標識体は脱フッ素によると思
われる軽微な骨集積がみられたものの、これまでに実用
化されているアミロイド PET プローブやタウ PET プロー
ブと同等の脳内動態を示したことから、生体用プローブ
として実用的なレベルにあると考えられた。 
 

図 3  [18F]Cpd.365 投与後の体内動態 
 
(5) 以上で示したようにレビー小体への高い結合親和性および脳移行性が示唆される新規プロ
ーブ候補化合物を見出すことができたものの、αシヌクレイン PET プローブとしては結合選択
性が不十分であるため、その実用化を断念した。今後、ヒット化合物の最適化を進め、生体用
プローブとしての実用化をめざしたいと考えている。 
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