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研究成果の概要（和文）：低酸素飼育による脳組織病態と血管新生をPET、オートラジオグラフィ、免疫染色にて検討
した。B6マウスを酸素濃度８～９％の低酸素チェンバーで4、7、10、14日間飼育した。PETではTSPOの発現を[C11]PK11
195（PK）で、αVβ3インテグリン発現を [Cu64]RAFT-RDG（RDG）で評価した。その結果、PK-PETでは4日目でTSPOの発
現が最大になった。免疫染色でもこのことを確認した。RDG-PETは脳へ移行が低く評価は困難であった。RDGのオートラ
ジオグラフィでのみ14日目に組織内に放射能が見られた。免疫染色ではインテグリンの発現のピーク時期を推定出来な
かった。

研究成果の概要（英文）：We evaluated tissue pathophysiology and angiogenesis in the brain induced by hypox
ia in mouse. B6 mice kept in 8-9% oxygen chamber for 0, 4, 7, 10, 14 days. Using PET, the TSPO emergence i
n the brain was estimated by employing[C11]PK11195 (PK), and the endothelium integrin was estimated by emp
lying [Cu64]RAFT-RDG (RDG). Autoradiography (ARG) was performed after RDG-PET. PK-PET revealed the SUV was
 peaked at 4th day, suggesting that microglia was maximally activated at 4th day. On the otherhand, RDG-PE
T was difficult to evaluate the maximum peak date of radioactivity in the brain due to too little entrance
 of the RDG through BBB. RDG-ARG revealed radioactivity in the brain parenchymal tissue only in the 14th d
ay, suggesting angiogenesis was occurred at least 14th day, however, it is not clear whether angiogenesis 
appeared earlier than 14th day.

研究分野：

科研費の分科・細目：

内科系臨床医学

キーワード： PET　低酸素飼育マウス　TSPO発現　インテグリン発現　11C-PK11195　64Cu-RAFT-RGD　オートラジオグ
ラフィ　免疫染色

放射線科学



１． 研究の背景 
（１）脳疾患病態の PET によるマクロ的病
態変化のミクロ的検証を得る疾患モデルと
して当初計画した中大脳動脈閉塞による脳
虚血モデルは既に多くの類似研究が行われ
ていることを考慮して、脳虚血モデルに代
わり低酸素モデルにおけるマクロ的病態変
化とそのミクロ的検証を施行した。 
（２）低酸素モデルに関して、我々は 8～
9％低酸素チェンバー飼育マウスを用いて、
4 週間まで経時的に追跡測定して、２光子
顕微鏡で脳血管が拡張し、ひげ刺激による
LDF 賦活脳血管反応性の消失を報告した。
さらに、1~2 週目で血管新生が起こること
を報告した。本研究では、低酸素飼育に伴
う血管新生に焦点を合わせ、それに前後す
る脳組織病態を検討した。 
 
２．研究の目的 
 低酸素飼育期間と血管新生に関わる脳組
織病態の変化を、8～9%酸素チェンバーで
飼育したマウスを用いて、核医学的に検討
し、その検証のために免疫染色的アプロー
チを行った。特に、低酸素飼育に伴う血管
新生のタイミングとそれに伴う病態追跡を
目的とする。 
 これまでの研究でグリア細胞の膨化が観
察されているので本研究ではミクログリア
の 活 性 化 を 確 認 す る た め PET で
11C-PK11195 による TSPO 発現を測定する
ことにした。また、血管新生についてはイ
ンテグリンαVβ3 の PET マーカーである
64Cu-RFAD-RGD 集積を測定した。それぞ
れのPET測定を 0から 3週までの低酸素期
間で実施し、それぞれのマーカーの経時変
化を検討した。 
 
３． 実験方法 
（１） 低酸素飼育 
 マウスを酸素濃度 8～9%のチェンバーで
飼育した。低酸素期間は 0 日（0d）、4 日（0d）、
7 日（7d）、10 日（10d）、14 日（14d）と
した。1 週間以上の飼育では 1 週間毎に床
替えのため短時間、低酸素環境をブレーク
して室内環境に移行した。 
（２） PET 測定 
 PETは非侵襲的であり低酸素飼育期間に
よる変化を同一個体で経時的に追跡測定す
る計画で実施したが、PET 測定中はイソフ
レラン麻酔下で最低２時間以上の拘束後の
8～9%の低酸素環境に耐えられず、PET 後
に戻すことによる死亡事故が発生したため
異なる低酸素期間の PET 測定は別個体で
実施した。 

 使用 PET 装置は 11C-PK11195（以下、
PK-PET）は Focus200 で 4 匹同時測定を、
64Cu-RAFT-RDG（以下、RDG-PET）は
Inveon で 2 匹同時測定を行った。いずれも
Isoflerane1.2～1.5％麻酔下で実施した。ト
レーサー投与量は 500μCi、投与容積は 50
～100μL であった。トレーサーは尾静脈か
らスキャン開始と同時に投与し、投与後に
シリンジ残量放射能を計測し正味の投与量
を算定した。個体毎の体重とともに脳内集
積の SUV 評価に用いた。 
 PK-PET は 90 分ダイナミック測定を行
った。RDG-PET は 60 分ダイナミック測定
を行い、さらに、150 分から 180 分までの
スタティック測定を追加した。 
（３）PET 画像解析 
 PET 測定画像は PMOD で解析した。個
体毎に標準 MRI にレジストレーションを
行い、代表的な領域ごとに共通の VOI を定
めて、以下の解析を実施した。 
 PK-PET はダイナミック測定の 30 分か
ら 60 分までの積算値から SUV を計算した。
RDG-PET は 150 分から 180 分までの積算
値から SUV を求めた。 
（４） オートラジオグラフィ（ARG）測定 
 64Cu-RAFT-RDG は新生血管に発現する
インテクリンに結合すると予想されている
が、PET 測定では個々の血管レベルの分解
能は期待できないため、ARG を実施して放
射能集積部位の詳細画像を検討した。PET
終了直後に左心腔から生食灌流した後に脳
を摘出しドライアイス粉末中で瞬時凍結し
た。20μm 厚に切片を作り、18～24 時間イ
メージングプレートにコンタクトした。ま
た、一部のマウスは PET 測定なしに ARG
測定専用に 64Cu-RAFT-RDG を投与し、
PET 測定マウスと同様に 3 時間後に生食灌
流して ARG 処理を施行した。 
（５）免疫染色 
 低酸素飼育期間毎に独立に準備したマウ
スをもとに免疫染色的に測定した。ミクロ
グリアの活性化、インテグリンの発現、血
管内皮細胞の分布を、それぞれ、Iba1、CD61、
CD31 の抗体染色し蛍光撮影した。CD31
と CD61 は 2 重染色を行った。 
 
４． 実験結果 
（１） PK-PET の SUV 
 PK-PET での SUV を低酸素飼育日数＝
0d，4d，7d，14d でそれぞれプロットする
といずれの領域でも 4d で最大を示した。す
なわち、4d で TSPO 発現が最大（＝ミクロ
グリアの活性化が最大）に達していた。 
 Iba1 の免疫染色では、4d の染色頻度が最



大で、活性化したミクログリアの大きな細
胞体が多く見られた。それが、7d になると
細い線状の染色が見られるが、膨化した丸
い形状の染色は全く見られなかった。 
（２） RDG-PET および RDG-ARG 
 RDG-PET ではトレーサーの脳への取り
込みがわずかで、脳組織外からのスピルオ
ーバーが大きく、7d と 14d の比較では有意
な差異は現れなかった。RDG-ARG では、
脳実質部への放射能集積がほとんど見られ
ず、脳室腔のみに強い放射能分布が見られ
た。14d マウスにのみ大脳皮質部脳内実質
に淡い放射能分布が見られた。しかし、他
の低酸素期間の ARG では見られなかった。 
 免疫染色では CD31 による内皮細胞と
CD61 による内皮細胞内インテグリンの発
現の重なりあう血管状形態が見られた。こ
れは 0d、7d、14d ほぼ同頻度で見られ、低
酸素飼育により新生した血管を示唆してい
るか不明である。 
 
５． 検討、まとめ 
（１） TSPO 発現 
 PK11195 によるPET測定で 4dが最大で
あることが示された。これはミクログリア
の活性化に伴う TSPO の発現であることが
免疫染色で Iba1 の染色密度が 4d で最大で
あったことと一致する。このことは血管新
生に先立ち、脳組織上の酸素分圧低下のト
リガーによりミクログリアの活性化が起こ
り、それが７日目になると組織が低酸素状
態に順応して、ミクログリアが沈静化した
ためと考えられる。4d に見られたミクログ
リアの活性化とそれ以降に発生する血管新
生との因果関係は現時点では不明である。 
（２） 血管新生 
 今回はマウスの体幹部腫瘍において血管
新生のイメージングを確認している
64Cu-RAFT-RDG を用いて、低酸素による
脳における血管新生のイメージングを試み
たが RDG-PET ではトレーサーが BBB を
透過せず PET の SUV による評価は困難で
あった。このことは RDG-ARG においても、
脳実質内にはほとんど放射能がなく、脳室
脊髄腔のみに放射能が見られたこと、とも
一致する。脳室脊髄腔の放射能が脳血管か
ら直接脳脊髄腔へ移動したものか、脳室壁
の脈絡叢内のものか、は不明である。 
 免疫染色における血管内皮と血管発現イ
ンテグリンを見るための CD31 と CD61 の
重ね合わせの検討では、低酸素飼育日数 0d、
7d、14d の 3 期間の検討では顕著な差異が
見られず、免疫染色的に血管新生を確認す
ることは出来なかった。 

（３） 結語 
 低酸素飼育マウスでは 4d で PK-PET に
より TSPO 発現が最大を示した。血管新生
はRDG-PETでは確認できなかったが、14d 
の RDG-ARG でのみ脳実質部における血管
新生を示唆した。 
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