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《使用経験》

Dual－isotope法によるB12吸収試験の検討
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　ビタミンB・2（B12）の吸収試験は血清B12値の

測定とともにB・2欠乏に基づく巨赤芽球性貧血の

診断に不可欠の検査法とされている．とくに最近

では胃液内因子（intrinsic　factor（IF））の欠損によ

る古典的なAddison－Biermer型悪性貧血のほかに

胃別後貧血，各種の小腸疾患によるmalabsorption

syndrOmeの診断にも他の吸収機能検査法となら

んでその診断的意義が重視されつつある．

　Bl2吸収試験としてはfecal　excretion　method，

urinary　excretion　methcd，　plasma　count，　hepatic

uptakc，　whole　body　countingなどの方法がある

が1），　2），実施法の簡便性，測定値の信頼度などよ

り1953年Schilling：’）により報告された尿中排泄

率測定法がいわゆるSchilling　testとして汎用され

ている．このさい使用されるradiocoba！tの核種

は当初使用された6°Coはエネルギーおよび半減

期の長いことから放棄され，現在では57Coが用

いられ，内因子としては精製ブタ内因子標品が使

用されている．

　通常Schilling　testは2回の検査から成ってい

て，まず57Co標識B・2単独投与により尿中排泄

率を測定し，ついで一定の期間をおいて同一の検

査を内因子負荷を行って施行するのであるが，口

＊札幌医科大学癌研内科
＊＊ 市立旭川病院内科

　受付：50年7月30日
　採用：51年5月20日
　別刷請求先：札幌市中央区南1条西16丁目（〒060）

　　　　　　　　　　札幌医大癌研内科

　　　　　　　　　　　　　福　田　守　道

時を要すること，日をかえて検査するため尿量の

変動などにより排泄率算定の上で誤差を生じやす

いなどの難点があげられていた．

　これに対し，Katzら4），　Bellら5），　Boddyら6）は

B12のtracerとして60Coと58Co，57Coと58Co

の2種のisotopeを使用，遊離B、2および内因子

結合B、2を同時に投与し，尿中に排泄された両核

種放射活性を測定し，排泄率を1度の検査で算定

する方法を報告した．

　われわれは最近このdual－isotope法に基づくB12

吸収試験キット（Dicopac，　Radicchemical　Center，

England）を試用する機会を得たので，その検討成

績につきとりまとめ報告する．

1．検査対象および方法

　1）検査対象
　対象とした症例はAddison－Biermer型悪性貧血

3例，intestinal　malabsorption　7例を含む20例で

ある（Table　l）．

　2）B・2吸収試験

　Dicopacキット（Radiochemical　Cneter，　Eng－

1and）は1組2ケのカプセルおよびflushing　dose

のcyanocobalamin（CNB12）1，000　Ptgのアンプル

より成る．カプセルはそれぞれヒト内因子一57Co－

CNB12（0．25μg，0．5μCi），遊離58Co－CNB12（0．25

μg，0．8μCi）が含まれている．なお各キットには

基準溶液としてその1ml中に両核種1カプセル

分の1／50量を溶存したものが添付してある．

　検査実施前12時間絶食し，カプセル投与前に完
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480 核医学

全排尿し，キットの両カプセルを同時に経口投与

した．服用後2時間以内にB・2のflushing　dose

としての添付のCNB121，000μgを筋注し，注射

後は食事は平常通り摂取させた。

　　カプセル服用後の24時間蓄尿につき，その5ml

13巻4号（1976）

をビニール試験管に分取し，両核種の放射活性を

測定した．測定値は24時間尿中に排泄された各放

射活性の投与全活性に対する比率（％）として表わ

した．なお一部症例では従来のSchilling　testを

施行，対比した．

Table　l　List　of　cases　examined　by　Dicopac　test．

Urinary　Excretion
Case Name Sex Age Diagnosis

IF－57CoB12（％）　58CoB12（％）
57Co／58Co
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20

Pernlclous　anemla

Pernicious　anemia

Pernicious　anemia

Blind　loop　syndrome＊

Blind　loop　syndrome＊

Blind　loop　syndrome＊

Blind　loop　syndrome＊

Blind　loop＆short
bowel　syndrome＊＊

Blind　loop　syndrome＊

Idiopathic　megacolon
＆intestinal　malab－

sorptlon

Polyposis　of　colon

Postgastrectomy　syn－
drome

Chronic　gastritis

Chronic　anemia＆
eosinophilia

Chronic　gastritis

Gastric　ulcer

Benign　thyroid　tumor

Chronic　hepatitis

Acute　myeloblastic
leukemia

Acute　lymphoblastic
leukemia
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1．3

2．6

0．9
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1．0

1．0

1．3

1．1

1．2

（　）Classic　Schilling　test．

　　＊Cases　4，5，6，7and　g　were　operated　on　postoperative　intestinal　adhesion　occurred　after　appendecotmy

　　　Operations　perfbrmed　are：Case　5，　ileotransversostomia，　Case　6　and　7，　ileotransversostomia　and

　　　ileosigmoidstomia，　case　9，　ileotransversostomia．　Moderate　anemia　was　only　noted　in　case　6　and

　　　was　treated　successfully　by　parenteral　B12　treatment．

＊＊Case　8　was　operated　on　intestinal　adhesion　after　appendectomy．　Extensive　intestinal　resection　and

　　　jejunotransversostomia　were　perfbrmed　as　2nd　and　3rd　operation．　Megaloblastic　anemia　accompanied

　　　by　hypoferremia　markedly　improved　by　simultaneous　administration　of　Bi2　and　iron　preparations．
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Dua1－isotope法によるB12吸収試験の検討 481

　3）各カプセル組成に関する検討

　a）ゲル濾過法？）による検索

　各カプセル内容を各5m1の氷冷生理食塩水に

溶解，両者を各1m1宛混合し，直ちにゲル濾過

法により分画した．混合後37°C水浴中に3時間

静置，平行してカラムに添加，分画を行い，交換

反応の有無につき検討した．なお対照として正常

人histalo9刺戟後分泌胃液をプール，冷却したも

のを1／5N　NaOHによりdepepsinizeし，分注，

凍結保存したものに57Co－CNB12を添加，37°C　30

分間incubateした試料を同様にゲル濾過法により

分画し対比した．なおゲル濾過法は2．5×100cm

カラムにSephadex　G－200またはG－150を充填，

downward　fiow法により1N　NaCl加0．05　m

TRIS　HCL　buffer　pH　8．0により12ml／hrの速度

で溶出し，フラクシヨンコレクターにより分取，

280nm吸光度および放射活性を測定した．なお

放射活性の測定はLKB－Wallac　welltype　auto－

9ammacounter（1　channel）を使用した．　Dicopac

キットに添付の57Co（0．010μCi／ml）および58Co

（0．016μCi／ml）の基準溶液各1mlをstandardと

し，エネルギースペクトラムを作成し，それより

測定条件を57Coはhigh　voltage（H．V．）900V，

discrimination　level（D．L）0．2V，　channel　width

（C．W）0．8V，58CoはH．V．900V，　D．L，1．2V，　C・W，

8．OVに設定し，57Coおよび58Co放射活性を分別

測定した．5？Coの58Co　leve1へのcrosscounting，

58Coの57Co　levelへのそれは各々，1．6％，13．9％

であった（Fig．1）．

　b）等電点分画法による分析

　各カプセル内容を小量の生理食塩水に溶解，さ

らに氷冷蒸留水により各2m1とし，その1m1宛

を混じ分析試料とした．ゲル濾過法と同様，de－

pepsinizeした正常人胃液を57Co－CNB、2により

標識，ゲル濾過により内因子monomerとnon－IF

（non　intrinsic　factor）binderに分け，濃縮したも

のにつき分画した．

　等電点分画法はVesterberg，　Svenssonらの方法8）

に従V・，LKB社製AmPholine　column　8101，容

量120m1を使用，　sucrose　density　gradientを作製，

pH　3－10域，または3－6域Ampholine（終濃度

1％）により1，000V，48時間通電し，分画終了後

カラム下端のテフロン管より溶出，フラクション

コレクターに分取，pHおよび紫外部280　nm吸

光度を測定，さらに放射活性を測定した．

II．成　　績

　1）B・2吸収試験

　今回検索した悪性貧血，intestinal　malabsorption

およびその他の疾患における成績はTable　1に示

…吉

14

12

5

4

3

2

泌57C・

ご・

58CO

l

Disc　　Level（v｝

Fig．1Energy　spectrum　of　57Co　and　58Co　obtained　by　LKB－Wallac　welltype　autogamma

　　　counter，　Model　80000（single　channel）．
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したごとくである．

　症例1，2は典型的な悪性貧血例でDicopac　test

kitによる遊離58Co－CNB、2尿中排泄率それぞれ

2．98％，7．3％と著減をみたのに対し，内因子一57Co－

CNB、2複合体のそれは何れも16．1％，16．3％と正

常値への復帰を示し，57Co／58Co比は5．4，2・24

と何れも1．5以上で，明かに胃液内因子の欠乏を

裏付け得た．これに対し，症例3は高色素性貧血

（RBC，1．94×106，　Hb，6．5g／dl，　Hct，23％，　WBC，

3，800），骨髄像での巨赤芽球増多（26．6％），血清

LDHの上昇，　tetragastrin不応性無酸症などから

悪性貧血と診断され，Schilling　testで内因子負

荷によってもB・2吸収の改善がみられていない．

Dicopacによる検査でもほぼ同様で内因子複合体

の吸収も阻害を受けていた．血清中内因子抗体の

証明は陰性であるが，胃液内因子抗体の存在によ

るのか，小腸性因子の関与によるのかは不明で現

在なお検索中である．

　なおこれら3例については何れも従来のSchill・・

ing　test（遊離CNB、2および内因子負荷法）を施行

してあるが，第3の例を除きDicopac同時投与

法では従来法に比し，内因子結合B・2排泄率は低

目に，遊離B12のそれは若干高目の成績が得られ

ている．従って57Co／58Co比は単独投与法によ

り算定される値より若干低目となったが，これは

Briedisら9）の報告に一致し，後述するごとく内因

子結合B・2のin　vivoにおける交換反応に基づく

ものと推定された．

　症例4～10のblind－loop　syndromeおよびshort

bowel　syndrome，先天性巨大結腸症各1例を含む

intestinal　malabsorption群7例では，内因子一

57Co－CNB12，遊離58Co－CNB12の排泄率ともに

1．9～9．1％，1．0～5．6％と異常低値を示し，57Co／

58Co比も2．1以下であった．これらの成績はin－

testinal　malabsorptionにおけるB、2吸収不良が

胃液内因子の欠損が原因ではなく，従前強調され

てきたようにblind－100p形成による腸管内被吸収

物の停滞，異常発酵あるいは腸管切除，吻合によ

る吸収面積の減少が原因となっていることを如実

に示すものと考えられる．

　その他の疾患群では，高度の萎縮性胃炎を伴っ

た貧血の症例13において，内因子一57Co－CNB・L）

は31．9％と良好な排1世率を示したが，遊離58Co

CNB12のそれは125％と若干低下し，57Co／58Co

比2．56と境界値を示したが，内因子欠乏による

と断定し得なかった．その他の貧血例では症例19

を除き，若干の排泄率の差はあるが何れも正常の

排泄率を示し，57Co／58Co比も正常範囲であった．

なお症例19では両者とも排泄率の低下がみられ

たが，急性骨髄性白血病に重篤な感染症を合併し

た症例であり，全身症状の悪化により吸収が阻害

された9）ものと推定された．

　2）Dicopacカプセルの組成についての基礎的

　　検討

　a）　ゲル濾過法による検索成績

　正常人胃液に57Co－CNB、2を添加，ゲル濾過法

（Sephadex　G－150）により分画した成績をFig．2

に示した．elUtiOn　VOIUmeより計算した見かけの

分子量はnon－IF，　IFそれぞれ121，000，59，000ダ

ルトンを示した．これに対しDicopacヵプセル両

者を溶解，等量混合して直ちにSephadex　G－200

カラムにより分画した成績をFig．3に示した．

　内因子一CNB・L）（57Co）は主峰の前に若干の肩を

有する溶出態度を示し，主峰の溶出本数は内因子

に一致した．これに対し遊離CNB，，｝（58Co）は

遙かに遅れて第157分画にヒ゜一クを示し，cyano－

cobalaminの溶出域に一致をみとめた．ただし

5℃oに関しては，約12％前後が遊離CNB12の

位置に溶出するのが観察された．

　同一試料につき混合後37°C，3時間incubate

した後同様にゲル濾過法により分画した成績を

Fig．4に示した．58Co放射活性の11．6％が内因

子一CNB、2ピークに，逆に57Co放射活性の23．2％

が遊離CNB・2ピークに出現することが認められ

た．incubation前の試料分画値のそれと対比する

と，3時間のincubationにより内因子一CNB・2と

遊離CNB、2との間に交換反応が生じたことが明

かで交換率は約11％と計算された．

　b）等電点分画法による検討

　ヒト胃液内にはB・2結合蛋白として内因子のほ
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Fig．2　Gel　filtration　patterns　of　gastric　juice　binders　and　transcobalamins　on　Sephadex

　　　　　　G－150column　of　2．5×100　cm．　Elution　conditions　were　downward　flow　method，

　　　　　　with　a　flow　rate　of　12　ml　per　hr．　and　a　fractional　volume　was　5　m1．

螺

6

4

2

牛。

　　　　　　　　　　　　o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FraCtion　No．

Fig．3　Gel　filtration　pattern　of　a　mixture　of　dissolved　Dicopac　capsules，　IF－57Co－CNB12

　　　　　　and　58Co－CNB12　without　incubation　separated　on　Sephadex　G－200　column　of　2．5

　　　　　　　×100cm．　Open　circle：571F－Co－CNBi2，　closed　circle：58Co－CNB12．　Flow　rate

　　　　　　and　fractional　volume　were　12　ml／hr　and　3　ml，　respectively．

／鵠

　
　
　
　

b

　
　
　
　
』

β^

Fraction　No．

Fig．4　Gel　filtration　pattern　of　a　mixture　of　dissolved　Dicopac　capsule　after　incubation

　　　　　　at　37°C　for　3　hours．　Experimental　conditions　were　similar　to　Fig．3．
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かにnon－IF－binder，　R－binderが存在する1°）－12）．

この同定にはゲル濾過法のみでは不充分で，さら

に第電点分画法により分子の荷電状態を検討する

必要がある．

　Fig．5は正常人胃液をまずゲル濾過法により

IF，　non－IFに分離，それぞれにつきpH　3－6域

Ampholine，終濃度1％で48時間分離を行ったも

のである．ヒト内因子はpI　4．96を中心にほぼ7

ヶの近接したピークより成るheterogeneousな組

成を示す．これに対しFig．6に示すごとくnon－IF

は血清transcobalamin　Iとほぼ同様で電極液界面

よりpI　4前後までの間にさらにheterogeneousな

ピークを示して分離し，内因子とはまったく異る

組成を有することが明らかである．

　Dicopacカプセルを溶解，等量混合して等電点

分画法により分画した成績ではFig．7に示すごと

く内因子一B・2（57Co）についてはpI　4．90に主峰を

ユ

ε
8
“
d
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■

d
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●i
Fig．51soelectric　focusing　of　normal　human　intrinsic

　　　factor．　A　LKB　8101　column　with　110　ml　capa－

　　　city　was　used．　Separation　was　carried　out　for

　　　48　hours　at　1，000V，4°C　in　a　sucrose　density

　　　gradient　containing　1％Ampholine　pH　3－6．
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Fig．6　1soelectric　focusing　of　human　TC－1　and　non－

　　　IF　binders．　The　experimental　conditions　were

　　　identical　with　Fig．5．　Solid　line　with　closed

　　　circle：TC－1，　broken　line　with　open　circle：

　　　non－IF　bindcr．

漂
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　　　　　　　　Fraction　　No．

Fig．71soelectric　focusing　of　a　mixture　of　Dicopac

　　　capsules，　IF－57Co－CNB12　and　58Co－CNB12．

　　　The　experimental　conditions　were　identical
　　　with　Fig．5，
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有する数ヶのピークより成り，対照のヒト内因子

の分画パターンに正確に一致し，non－IF分画の

存在はほとんど認められないことが確められた．

また内面子ピークに検出された活性は91．2％を

示し，前述ゲル濾過法による成績によく一致した．

これに対し，遊離B12（58Co）についてはpI　4．3を

中心とするやや幅広いピークと陰極電極液界面に

一致する鋭いピークが認められた．ゲル濾過法お

よびアルブミン被覆炭末吸着法による成績から何

れも遊離B、2であることを確め得たが，pIの差

はB・2の存在形態の差によるものと推定された．

m．考　　案

　Dual－isotope　methodを用V・たB、2吸収試験キ

ットDicopacを悪性貧血を含む貧血症例に試用，

さらにカプセル組成につき，主としてその同定を

目途として2，3検討した成績につき要約した．

　本法による吸収試験の臨床知見については最近

本邦でも中島ら13），藤村，内野ら14），山田ら15）の

報告がみられるが，われわれの小数例に関する検

討成績でもほぼ同様の知見が得られた．緒言にて

も触れたごとく従来のSchilling　testは結果の判

定に時間を要し，さらに結果の解釈については腸

管における吸収面での因子のほか，腎性因子の関

与を考慮する必要が常に存在したが，dua1－isotope

法は日差，吸収率の変動，腎性因子の干渉を一挙

に消法して極めて明確なデータを与えることが出

来る点で優れた方法と考えられる．

　また被爆量についても許容量に比し、遙かにこ

れを下まわるもので，しかもBi2　flushing　doseの

注射により排泄も促進されることからRI検査法

としては安全性の高いものと考えられる．

　従来法と比較して問題となる点は，最近Briedis

ら9）により指摘された同時投与による吸収率の変

動の問題である．Briedisら9）は37例の悪性貧血を

含む198例の症例につきdual－isotope法および従

来のSchilling　testによるB・2吸収試験を施行

し，とくに悪性貧血例におV・てdual－isotope法で

は従来法に比較しコントロール群との差がやや縮

まることを見出した．すなわち悪性貧血例では

Dicopac法ではfree　B12の排泄率が，3．71：1．7％，

従来法では1．4土1．4％であったのに対し，IF－

57CoB、2の排泄率はDicopac法で9．9土3．7％，従

来法で12．2土7．0％であり，それぞれfree　B　12吸

収率の軽度上昇，IF－B12吸収率の軽度減少を示す

結果となったとしている．われわれの少数例の成

績でも少くとも悪性貧血例については同様の成績

が得られた．Briedisら9）はこれがIF－B　12とfree

B・2の交換反応によるものと推定しているが，

Donaldsonら16）の報告してV・るin　vitro　incubaton

によるIF－B12の置換現象，　HipPe，01esenら17）・18）

のIF－B・2複合体結合定数の温度上昇による低下，

中島ら13）およびわれわれのゲル濾過法による検討

成績は何れも37°C前後における内因子一B・2複合

体の遊離B、2との置換反応の可能性を強く支持す

るものと考えられる．これらの点を考慮し，同時

投与法による交換現象を防ぐためには，Briedis

ら9）により提唱されてV・るようにまず遊離58Co－

CNB、2のヵプセルを投与し，2時間後に内因子一

57Co－CNB、2のカプセルを与える2段階法を取る

ことがより合理的であろう．Dicopacの今一つの

利点はヒト内因子を使用していることである．内

因子の種属差に関しては少くともSchilling　testに

ついてあまり注意されていなかったように思われ

るが、Schwartzら19），　Toporekら2°）はヒト内因子

が有効であるのに，ブタ内因子では無効である場

合のあることを報告している．従ってヒト内因子

を57Co－B・2により飽和し，必要量のみを投与す

る本検査法は過量の異種内因子を投与する従来法

に比べてより合理的といえよう．なお本キット内

に含まれるヒト内因子の純度につき検討した成績

にはなお接し得ない．われわれは各種Bl2結合蛋

白の分画成績から内因子の同定には分析的ゲル濾

過法と等電点分画法の併用が最も優れていること

を報告してきた．ヒト胃液内因子を単離，Dicopac

kitのそれと分画成績を対比した結果，　Dicopac内

の内因子はnon－IFをほとんど含まず，とくに等

電点分画法の分離パターンの上で正確に一致した

ことから極めて純度の高いものであることは明か

で，ゲル濾過法の成績を総合し表示のごとく250
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ngのB12のうち90％が内因子と結合しているこ

とを証明し得た．また内因子一57Co－CNB・2カプセ

ル内容はinsoluble　residueを含むが少くとも標識

複合物の溶解性は良好であった．

　B12吸収試験の実施対象は申すまでもなくB12欠

乏に起因する巨赤芽球性貧血であるが，Table　221）

のようにまとめることが出来よう．B・2代謝障害

機構からは食餌内B、2量の不足，内因子の欠乏，

内因子一B・2複合体形成障害（内因子抗体による），

同複合体の腸管吸収障害，腸管レセプターの競合

が分けられるが，これらの鑑別にはdua1－isotope

法によるB、2吸収試験が必須である．とくに腸管

の吸収異常の診断には，鉄吸収，脂肪吸収試験と

ならんで不可欠の検査法と考えられる．高濃度の

B12製品の使用が単に疑診をおくのみで無差別に

行われて病像を修飾してしまう傾向がなしとしな

い現在，このように簡単で正確な検査キットの出

現は極めて意義のあるものと考えられる．同様に

キット化されて容易かつ正確に実施出来るように

なった血清B、2値測定法21）とともにその普及が望

まれる．

　最後にB・2尿中排泄率測定に関する誤差要因に

つきふれてみたV・．Chanarin22）により指摘されて

いるように従来法のSchilling　testでは正確に24

時間尿を集めることが必要で，僅かであっても排

泄ピーク時の尿を失えば極めて不正確となってし

まうのが欠点であった．従って外来症例などに

Schilling　testを施行しても正確は期し難い憾みが

あるが，その点，本検査キットでは少くとも5℃o／

58Co比の算出により内因子欠乏の有無は尿量の多

Table　2　Pathogenetic　Classification　of　Vitamin　Bi2　Deficiency

Diseases Causes Mechanism　of　mal－

　absorption

Nutritional

Gastr㏄tomy

Pharmacological

Juvenile　pernicious
anemia，　Type　I

Pernicious　anemia

Abnormal　IF

Extensive　intestinal
res㏄tion，　by－path

operatton

Inflammatrory　change　or
neoplasm　affecting　ileum

Blind－100p　syndrome，
strictures，　diverticulosis

of　intestine

Fish　tapeworm

Sprue，　idiopathic
steatorrhea

Pharmacologica1

Juvenile　P．A，

Type　ll．

Transcobalamin　II
deficiency

Dietary　deficiency（rare）

Lack　of　IF　secretion

Inhibition　of　IF　secretion（phenobarbital，　phenitoin）

Congenital　lack　of　IF　secretion

Lack　of　IF　secretion，　Inhibition　of　IF　function　by

autoantibody

Inhibition　of　B12　absorption　by　defective　IF

molecule

Loss　of　absorption　sites　fbr　IF　bound　B12

Unavailability　of　absorption　sites

Biological　competition　by　bacterial　overgrowth

Biological　competition

Intestinal　malabsorption

Decrease　of　IF　bound　Bi2　absorption　by　lowered
intraluminal　pH，　by　inhibition　of　mucosal　enzymes
（enteric　coated　KC1，PAS，　colchicine）

Congenital　defect　of　IF　bound　B12　absorption

（Immerslund－Graesbeck　syndrome）

Hereditary　lack　of　transport　protein　in　plasma

Inadequate　oral
intake　of　Bl2

1F　deficiency

Plus　interference　of

IF　B12　binding

Intestinal　malabsorp－
tion　of　IF－B12

Defective　transport
mechanism
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寡に拘らず容易に診断出来る利点がある．

　なお放射活性の測定に関してはわれわれは3吋

Nalシンチレータクリスタルを装着した高感度の

LKB－Wallac　autogammacounterを使用したので

5mlまで測定出来たが，装置のシンチレーターの

大小によって尿の濃縮操作の必要な場合も生じる

が，中島ら13）により報告されている炭末吸着法が

手近な方法と考えられる．とくにintestinal　mal－

absorption　syndromeのように57Co，58Co活性と

も低下してしまう場合には濃縮を行わなければ比

率の算出も無意味となることを留意する必要があ

る．

　以上Dicopac　testにつき検索しえた成績をまと

め若干の考察を行った．従来のSchilling　testに

比し，1回の検査で2回に分けて行われていた手

間を省くことが出来るほか，吸収率判定に影響す

る誤差要因を除きうることになり結果的に検査の

信頼性を向上させることが出来るなどの利点が認

められた．

IV．結　　語

　悪性貧血3例，intcstinal　malabsorption　syn－

drome　7例を含む20例にDicopacによるB12吸

収試験を施行，従来の方法と対比検討した．本法

では短時間で判定出来ること，胃性，腸管吸収異

常性B、2吸収障害の鑑別が容易であるなどの利点

が認められた．なお分析的ゲル濾過法および等電

点分画法によりカプセル内容組成を検討し，表示

のごとく57Co・B・2の90％以上がヒト内因子と結

合してV・ること，および長時間のincubationでは

内因子一B・2結合の一部に置換反応の生じる可能性

を明かにした．

（本論文要旨は第9回日本血液学会北海道地方会におい

て報告した．）

（本研究に使用したDicopac　kit（RCC）は科研化学の

ご好意により提供されたものである．なお，Blind　loop

症候群症例の検査に御協力戴いた本学第一外科戸塚守夫

助教授に深謝致します．）
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