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アミロイドイメージングを用いたアルツハイマー病の早期診断に関

する研究：[11C]BF-227 PETの多施設共同研究 

 

Ⅰ．本研究の目的 

本研究ではアルツハイマー病（AD）患者，軽度認知障害（Mild cognitive impairment: MCI）

症例と健常高齢者を対象として，老人斑の画像化を目的として開発された新規プローブ

[11C]BF-227 を用いたPET（positron emission tomography）検査を実施し，本検査のAD早期

診断における有用性を検証することを目的とする．FDG-PET検査，MRI（magnetic resonance 

imaging）検査を併せて実施し，早期診断における有用性を比較検討する．[11C]BF-227 を用

いたPET検査の多施設共同試験により，日本発の新たなAD早期診断法を確立することをめざ

す． 

 

Ⅱ．背景と根拠 

高齢化社会の進展に伴って，わが国における認知症患者は急増しており，その約半数を

占める AD の早期診断法および治療法を確立することは全世界的な課題とされている．AD の

治療法としては，既存のアセチルコリンエステラーゼ阻害剤に加えて，ワクチン療法やβ・

γセクレターゼ阻害薬といった根本的治療法の開発が進んでいる．今後、AD の進行を完全

に抑止する根本的治療薬が使用可能となれば、出来る限り早期，できれば発症前に AD を診

断して治療を開始することが求められる． 

AD の診断の基本は NINCDS-ADRDA, DSM-IV などの臨床診断基準に基づく診断である．ただ

し，このような診断基準に忠実に従うだけでは，病初期段階で早期診断を行うことは困難

である．PET，SPECT，MRI などの脳画像，生物学的マーカー，神経心理検査などを用いた様々

な診断法が検討されてはいるものの，エビデンスに基づいた早期診断法は確立されていな

い．また既存の検査法では，病初期段階での診断精度には限界がある． 

ADでは，初期症状の発現前から，アミロイドβ蛋白の凝集体である老人斑が脳内に沈着

することが知られている。このような病理像に対して結合選択性の高い化合物を放射性同

位体で標識し，これをPET/SPECT用プローブとして用いれば，老人斑の生体イメージング

（アミロイドイメージング）が可能となる．老人斑の蓄積という疾患特異性の高い指標に

基づいたアミロイドイメージング法は，ADの早期診断において，既存の検査法に勝る診断

精度を有することが強く期待される． 

アミロイドイメージングを目的としたPET/SPECT用プローブは，これまでに国内外で複

数開発されている．このうちPIBと呼ばれるプローブは，海外の複数の施設で臨床試験が

実施され，AD早期診断における有用性が示唆されている．しかしながら本検査を実施でき

る施設はまだ限定されており，アミロイドイメージングのスタンダードとなる検査手法は

 2



まだ確立されていない．東北大学研究グループは，アミロイドイメージング用PETプロー

ブである[11C]BF-227の開発に成功した．[11C]BF-227は老人斑への結合性が高く，平成17

年7月から東北大学で開始した[11C]BF-227の探索的臨床試験において，AD診断における有

用性を示唆する所見が得られている．多施設共同研究によって，多数の患者を対象とした

臨床試験を実施すれば，本プローブのAD早期診断における有用性が証明される．また，そ

の研究成果を日本におけるADの診療体系に反映させることで，エビデンスに基づくADの早

期診断，早期治療が可能となり，高齢化社会における社会的要請にも応えることができる

． 

 

Ⅲ．期待される成果 

１）認知症の診断ガイドラインへの利用 

２）認知症の早期治療への利用 

 

Ⅳ．対  象 

１．診断基準 

本研究では AD の早期診断を目標とするため，健康成人被験者，軽度から中等度までの

AD 患者に加えて，AD の発症予備群とされている軽度認知障害（MCI）の症例も対象に加え

る．AD の臨床診断は，NINCDS-ADRDA による probable AD の基準を用いる．MCI は，Petersen

らの amnestic MCI の定義（Arch Neurol 1999;56:303-308）に従って，症例を選択する． 

 

２．適格基準 

2.1 選択基準 

健康成人被験者，MCI 症例，AD 患者で FDG-PET，MRI，神経心理検査を実施可能な者．

性別は問わないが，年齢の上限は設けない． 

 

 健康成人被験者の選択基準 

 [11C]BF-227-PET，FDG-PET，MRI，神経心理検査を実施可能で，本研究に理解のある

健康成人．性別は問わないが，年齢は 35 歳以上とする．健康被験者は可能な限り、

ポスター等により募集を行い、説明文書を事前に配布して参加を検討する十分な時間

を与える。 

 AD 患者の選択基準 

 [11C]BF-227-PET，FDG-PET，MRI，神経心理検査を実施可能な者．性別は問わない．

NINCDS-ADRDAのprobable ADの基準を満たし,家族・代諾者と，可能であれば本人から

の文書による同意が得られており，MMSE (Mini-Mental State Examination) 18 点以

上の症例とする．症状を評価しうる情報提供者が存在するし、ドネペジル投与の有無

は問わない。 
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 MCI の選択基準 

Petersen らの提唱する amnestic MCI の基準をみたす症例で，本人からの文書によ

る同意が得られている者．性別は問わない．症状を評価しうる情報提供者が存在する。 

 

 amnestic MCI は以下のように定義する 

１．本人の記憶障害の自覚だけでなく，情報提供者からの記憶障害の証言がある． 

２．記憶障害が年齢を考慮しても客観的に示される 

３．全般的な認知機能は正常 

４．日常生活動作は正常 

５．認知症ではない 

  

2.2 除外基準（全症例） 

 アルコール中毒の既往または治療中の者 

 てんかんの既往または治療中の者． 

 教育歴が 6年以下． 

 インスリン治療中の糖尿病患者． 

 抗うつ剤，向精神病薬，長期にわたる催眠鎮静剤（抗不安薬を含む）の投与をう

けている者で、研究代表者，分担者の医師が参加不適当と考える者． 

 重篤な合併症（悪性腫瘍，心不全，肝障害，腎障害，内分泌疾患など）． 

 他の神経疾患，精神疾患を合併した者． 

 神経学的症候（片麻痺，錐体外路徴候，球麻痺，運動失調，眼球運動障害，失語，

失行，失認，半側空間無視，痙攣発作など）を認める者． 

 顕著な精神医学的徴候（うつ，幻覚，妄想など）を認める者． 

 その他，研究代表者，分担者の医師が参加不適当と考える者． 

 

Ⅴ．被験者および患者の同意 

参加者には本調査研究への協力の同意および人権保護，プライバシー保護について 

文書および口頭により説明し，同意を得る． 

① 調査研究内容の説明 

参加者に対し，本調査研究の内容を所定の「説明書」を用いて説明する．AD 患者の場合

には，本人に加えて家族またはその代諾者に対して同様の説明を行う． 

② 同意書 

本調査研究への参加については，本人の自由意志による同意書を得る．AD 患者の場合に

は家族またはその代諾者からの同意書を必須とし，可能であれば本人からも同意書を得

る． 

③ 参加者名の匿名化 
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本調査研究においては，参加者名の匿名化を行い，プライバシーの保護に努める． 

 

本研究実施にあたっては各施設の倫理委員会等の承諾を受け，施設内基準に準じた書面

による同意を本人もしくは家族・代諾者から得ることとする．個々の参加者への説明内容

に関しては各施設の基準による．なお，同意は登録前に確保する． 

 

Ⅵ．研究方法 

① 健康成人被験者，MCI症例，AD患者を登録し，登録後に所定の認知機能検査，

[11C]BF-227-PET，FDG-PET，MRI検査を実施する． 

② 各検査の施行間隔は最大でも６ヶ月以内とする． 

③ 同意の得られた症例では，臨床経過観察中に再度[11C]BF-227 を用いたPET検査を実施す

ることはあるが，全例ではない．  

 

認知機能検査，臨床評価尺度は以下のものを使用する． 

1. WMS-R 

2. MMSE 

3. CDR 

4. ADAS-Jcog 

ただし 1と 4に関しては，健康被験者では必須としない． 

調査： 

各施設の実施状況を把握するために症例登録用紙に記載して，症例記録用紙を事務局に

送付する． 

  

Ⅶ．エンドポイント 

登録した対象者の[11C]BF-227 を用いたPET検査の所見とその時点における診断名 

① 主評価項目 

  [11C]BF-227 PET画像の大脳皮質における集積上昇の有無 

② 副評価項目 

FDG-PET 画像の後部帯状回・側頭頭頂葉における集積低下，MRI における海馬・大脳皮

質の萎縮，神経心理検査における認知機能障害の有無 

 

Ⅷ．PET 検査 

① PET 装置，精度管理および収集方法 

PET 専用機または PET/CT 装置を用いる．機器メーカー推奨の方法に従って日常のメン

テナンスと定期点検を行う．PET データ収集法と画像再構成法は，頭頂部と小脳を含む脳

全体がカバーされ，スライス面の空間分解能が 8mm(FWHM)かそれよりも良くなるようにす
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る．吸収補正は必ず行う． 

 

② [11C]BF-227-PET撮像 

 検査室へ入室後，薬剤を投与するための静脈ラインを確保し，［11C］BF-227 を投与する．

化合物の異性化を防ぐため，注射液は可能な限り遮光する．また投与量は 185 MBq（5 mCi）

以上とする．投与開始直後からPETスキャンを開始し，60 分間の 3次元ダイナミック収集

を行う．スキャンのプロトコールは，30 秒×5 フレーム，60 秒×5 フレーム，150 秒×5

フレーム，300 秒×8フレームの計 23 フレームとする． 

 

② FDG-PET 撮像 

少なくとも２時間の絶食の後，FDG を静脈投与し，照明を落とした部屋にて開眼安静の

のち，投与 50 分後から 5分間，頭部の放射能分布を 3次元定性測定する．FDG 投与の際，

採血して血糖を測定する． 

 

③ 画像データの解析方法 

 [11C]BF-227-PET，FDG-PETで得られた画像データは，共通の関心領域（ROI）を設定し，

脳局所における集積量を評価する．まず投与量，体重データをもとに[11C]BF-227-PET，

FDG-PET のSUV画像を作成する．[11C]BF-227-PETで得られたSUVダイナミック画像は，前半

（投与後 0 分から 30 分まで）のフレーム，後半（40 分から 60 分まで）のフレームをそ

れぞれ加算平均し，単一フレーム画像として以後の処理を行う．SPM2 ソフトウェアの

coregistration機能を用いて，[11C]BF-227-PET，FDG-PETのSUV画像を各被験者のMRI T1

強調画像に一致させる．その際，[11C]BF-227-PET画像では，source imageとして形態情報

の得やすい前半の加算画像を用いる．前頭葉，外側側頭葉，頭頂葉，後頭葉，前帯状回，

後帯状回，内側側頭葉，小脳半球の各領域において，MRI T1 強調画像上でROIの設定を行

う．次に設定されたROIを，後半（40 分から 60 分まで）の[11C]BF-227-PET SUV加算画像，

FDG-PET SUV画像上にそれぞれ読み込み，ROIデータを収集する．小脳を参照領域として，

小脳半球のROIデータに対する各ROIデータの比率をSUV比として算出し，老人斑蓄積およ

び糖代謝の指標とする． 

上記の[11C]BF-227-PET，FDG-PETの画像解析は，2 名以上の熟練した解析者があらゆる

被験者情報を伏せた状態で独立して行うこととし，Interrater reliabilityの評価によっ

てデータの信頼度を確認する． 

 

Ⅸ. MRI 検査 

① MRI 装置とその精度管理 

1.5 テスラの MRI 撮像装置を使用する．機器メーカー推奨の方法に従って，日常および定

期点検を行う．  
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② MRI 撮像 

三次元 T1 強調画像，T2 強調画像の撮像を行う．  

③ MRI 読影 

脳萎縮および脳血管障害の有無を，各施設の熟練した医師の読影によって評価する． 

このうち脳萎縮については，下記の注目領域毎に脳萎縮を 4段階で評価する． 

注目領域：前頭葉，側頭葉，頭頂葉，後頭葉，海馬 

（上記注目領域以外に脳萎縮を認めた場合にはその他の領域として記載する） 

 4：高度 

 3：中等度 

 2：軽度 

 1：なし 

 

また、白質病変の程度について、4段階で評価する． 

 4：高度 

 3：中等度 

 2：軽度 

 1：なし 

 

Ⅹ. 神経心理検査 

WMS-R logical memory score， MMSE， MMSE下位項目スコア，ADAS-Jcog， ADAS-Jcog下

位項目スコアを算出し，認知機能の指標とする．さらに上記各スコアとFDG-PET，

[11C]BF-227-PETおよびMRI所見との関係を探索的に検討する．検査後に必要があればカウン

セリングを行う。 

 

XI．解析 

登録された健康正常被験者，MCI症例，AD患者を3群化し，登録時点における[11C]BF-227-PET，

FDG-PETの各脳領域のSUV比，MRI画像における脳萎縮度を比較する．ROC（Receiver Operating 

Characteristic）解析によって，各検査の正常群―MCI群，正常群―AD群，MCI群―AD群間で

の鑑別精度を比較検討する．なお，全検査を施行できなかった症例も脱落として扱わないこ

ととする．また本研究参加施設において実施された先行研究で本プロトコールに準じて登録

および検査された症例を加えた解析も行なう。 

 

ⅩⅡ．目標症例数 

参加施設全体で 80 例（健康正常被験者 15 例，MCI 25 例，AD 40 例）を目標症例数とす

る． 
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XⅢ．研究期間 

平成 18 年 9 月～平成 21 年 3 月 

  

XⅣ．研究機関 

全国３施設を予定しているが，以下の用件を満たす場合には実施施設を増やすこともある． 

本研究は厚生労働科学研究・萌芽的先端医療技術推進事業として実施すること，また収集

データの精度確保，患者の人権およびプライバシー保護の観点から，参加施設は以下の用

件を満たす必要がある． 

1. 患者の参加同意が文書で得られること． 

2. [11C]BF-227 およびFDGを用いたPET検査が可能なこと． 

3. 脳 MRI 検査が可能なこと． 

4. 専門医による適切な診断，神経心理学的評価が行えること． 

5. 同意を得られた患者の症例登録が可能なこと． 

6．実施 3施設の合意が得られること． 

 

XⅤ．研究データの取り扱い 

プライバシーを守秘し，いかなる個人情報も外部に漏れないよう配慮する．データ管理

責任者は研究代表者とする．第三者がデータを閲覧することはできない． 

本研究に関するデータは本研究実行委員会に帰属し，研究発表，論文投稿等は実行委員

会が行うものとする．但し，各施設で登録された症例に限り，当該施設からの研究発表，

論文投稿等はこの限りでない． 

 

XⅥ．研究実施体制 

研究代表者： 

東北大学・大学院医学系研究科機能薬理学分野・教授 谷内一彦 

研究分担者： 

  国立長寿医療センター研究所・長寿脳科学研究部・部長 伊藤健吾 
  東京都高齢者研究・福祉振興財団 東京都老人総合研究所・副参事研究員 石渡喜一 
  東北大学・先進医工学機構・教授 工藤幸司 
  東北大学・サイクロトロンRIセンター・教授 岩田錬 
  東北大学・大学院医学系研究科先進漢方治療医学・教授 荒井啓行 

東北大学・大学院医学系研究科機能薬理学分野・助手 岡村信行 

東北大学・サイクロトロン RI センター・講師 田代学 
東北大学・サイクロトロン RI センター・教授 伊藤正敏 

 

実行委員会： 
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参加施設を組織し，研究の円滑な推進，患者の人権，プライバシーの保護，収集データの

精度向上について，医学専門家の見地から必要な事項についての検討，指示，要請を参加

施設に行う． 

委員長：東北大学大学院医学系研究科先進漢方治療医学教授 荒井啓行 

 

登録委員会： 

東北大学大学院医学系研究科・機能薬理学分野に設置して，症例登録の確認を行う．登録

用紙に記載して進捗状況を確認する．被験者・患者名はイニシャルと各施設の PET として，

個人情報は扱わない． 

登録責任者：東北大学大学院医学系研究科機能薬理学分野 岡村信行 

 

事務局： 

〒980-8575 
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