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《短　報》

1311投与甲状腺癌患者の汗中1311の測定

小原　　健＊　　西沢　邦秀＊＊　　大島

折戸　武男＊＊＊＊＊渡辺　　令＊＊＊＊＊

統男＊＊＊　前越　　久＊＊＊＊

緒　　言

　治療に用いる1311は大量に投与されることが多

い上に，環境中の許容レベルが低いため，1311投

与患者の排泄物による環境汚染の適切な評価1）”4）

が待たれている．これまでわれわれは，1311投与

患者の呼気のモニタリング5）を行ない，すでに報

告した．しかし，1311投与患者の汗のモニタリン

グは未だ試みられていない．

　そこで1311投与患者の汗中へ，どの程度の1311

が漏出し，さらにそれによる空気汚染はどの程度

かを知ろうとして，1311投与患者の汗のモニタリ

ングを行なった．

研究方法

ケーターよりとり出し直ちに，濾紙を手掌皮膚に

密着させ，その上をビニールで覆い密封した．1

時間後に濾紙を秤量し，採取した汗の重量を測定

した．濾紙をとりはずした後手掌を前スミヤと同

様の方法でスミヤした．これを後スミヤと呼ぶ．

放射能はウエルタイプシンチレーションカウンタ

ー （富士電機製PS－400）と400　channel波高分析

器（富士電機製AN－400）とで1311の364　keVγ線

の光電領域のみ計測した．モニタリングは肺転移

を伴う48歳の甲状腺癌の女性で，1311を50mCi

投与した患者に対して8日間行なった．
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　1．体表面への漏出

　濾紙（東洋濾紙No．2）に塩化カルシウムを塗付

し，デンケーター中に2週間程度放置してあらか

じめ乾燥させておく．皮膚表面へ漏出した1311に

よる汚染を除去するため，汗採取直前に患者の手

掌を蒸留水およびエタノールを含む脱脂綿でスミ

ヤする．これを前スミヤと呼ぶ．Fig．1（1）のご

とく乾燥濾紙を秤量後アクリル製円筒に設置して

デシケーター中に保存しておき，使用直前にデシ
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Fig．1　Schematic　diagram　of　1311　sampling（1）in

　　　perspiration　secreted　on　body　surface　and（2）

　　　in　water　vapour　through　perspiration．

　　　（1）：Adried　filter　paper　coated　with　calcium

　　　chloride　was　placed　on　skin　surface，　covered

　　　by　a　thin　metacrylate　cylinder　and　sealed　with

　　　vinyle　tape．

　　　（2）：　The　dried　filter　paper　was　fixed　at　the

　　　bottom　of　the　cylinder　in　order　to　avoide　the

　　　contact　with　skin，　put　on　the　skin　surface　and

　　　sealed　with　vinyle　tape．
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　2．空気中への漏出

　汗が空気中へ蒸発して行くときに1311が，どの

程度空気中へ漏出するかを知るために以下の実験

を行なった．使用濾紙およびスミヤ法は1の方法

と同様である．Fig．1（2）のごとく濾紙が直接皮

膚に接触しないようにアクリル製円筒の内部に濾

紙を設置し，濾紙と皮膚の間に間隙を設けた．こ

れを前腕部に当て，ビニールで密封し，水蒸気を

採取した．汗採取時間，秤量，放射能測定は1と

同様の方法で行なった．モニタリングは22歳の

甲状腺癌の男性で，甲状腺は根治手術で摘出され

ているが，肺転移していたため1311を30mci投

与した患者に対して9日間行なった．

結　　果

　1．体表面への漏出

　Fig．2（a）で（1）は前スミヤ，（2）は後スミヤ，

（3）は濾紙の放射能を表わしている．3者共に1日

後に最大値に達し，以後減少している．投与直後

を除く，全期間にわたって，放射能は前スミヤが

最も高く，次いで後スミヤ，濾紙の順序であった．

1時間当りの全漏出量つまり後スミヤと濾紙の放

射能の和はどの時点でも前スミヤより少なかった．

　Fig．2（b）は汗単位重量（g）当たりに含まれる

1311の放射能と血液1mlf・lg当たりの放射能を

比較したものである．血中濃度は投与直後が3．3
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1311activity　in　perspiration　secreted　on　palm　surface

（1）　smear　activity　of　skin　surface　before　perspiration　trapping

（2）　smear　activity　of　skin　surface　after　perspiration　trapping．

（3）

Comparison　of　1311　concentration　per　one　ml　z　one　gm

（1）　in　blood　with（2）in　perspiration

（b）

activity　in　perspiration　trapPed　by　a　filter　paper　during　one　hour
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μCi／gで最も大きく，時間と共に急激に減少する．

汗中濃度は1日後に最高値32μci／gに達し，以

後は漸減する．投与30分後血中濃度は汗中濃度

の2，000倍にもおよぶが，1時間後にはその差は

約150倍となり，急激に縮少する．さらに1日後

には10倍，2日目以降は約2倍で一定となり，

両者はほぼ平行して減少していく．

　2．空気中への漏出

　Fig．3の（1）は前スミヤ，（2）は後スミヤ，（3）は

濾紙の放射能である．3者共に1日後に最大値を

示し，以降減少する．放射能は全期間にわたって

前スミヤが最も高く，次いで後スミヤ，濾紙の順

序であった．前スミヤは1日後に最高となり，後

スミヤの約10倍を示すが，2日目以降前スミヤは
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Fig．3　Comparison　of　1311　activity　in　water　vapour

　　　through　perspiration　with　activity　adhered　at

　　　skin　surface．

　　　（1）　smear　activity　of　skin　surface　before　water

　　　vapour　trapPing
　　　（2）　smear　activity　ofskin　surface　aftertrapping

　　　（3）　activity　of　water　vapour　trapped　by　a

　　　創ter　paper　during　one　hour
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後スミヤの約1．5倍となり，両者はほぼ平行して

減少していく．濾紙の放射能は少ない場合で，後

スミヤの0．5％多い場合で1．8％であった．すな

わち漏出した大部分の1311は皮膚へ付着しており，

最大1．8％程度が空気中への水蒸気とともに漏出

していく．

漏出率の推定

　1．体表面への漏出率

　発汗量6）－8）は種々の条件により大きな差を示す

が，ここでは発汗量として日本人の平均不感蒸泄

量6”8）900g／dayを用いる．安全側に立ち，体表

面への漏出量は最大値32μCi／g．　hourを用いた．

投与量に対する1時間当たりに漏出する割合，す

なわち漏出率は，

32・1胆 孚・9・・晶・☆器

・ 5。』1Φ毒一2・4・ぽ志

となる．投与量の約2．4×10－5の13tlが汗ととも

に体表面へ漏出することになる．

　2．空気中への漏出率

　体表面への漏出率2．4×10－5と水蒸気中への漏

出率1．8～0．5％を用いる．汗と共に体表面へ漏出

し，しかも直接空気中へ1時間当りに漏出する割

合の最大値の上限は，

2．4×10－5×1．8×10－2＝4．32×10－7

となり，下限は，

　　　2．4×10－5×5×10－3＝1．2×10－7

となる．投与量の約4．32×10－7～1．2×10－7が汗

を介して直接空中へ漏出する．

考　　案

　治療量の1311を投与された患者の排泄物による

環境汚染の実態を把握する一一ecとして，汗中への

1311の漏出を調べた．汗中の1311が空中へ漏出す

るであろうことは濾紙を用いたモデル実験8）より

容易に予測された．そこで患者の皮膚より蒸発す

る水蒸気中の1311量を調べた．
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　漏出した1311は皮膚表面へ蓄積するが，一方で

は患者の触れる衣類などへ移行し減少する．患者

の一定の生活習慣の中では汚染の蓄積と離脱のつ

り合いがとれ，蓄積量と漏出量とはほぼ平衡状態

に達すると考えられる．このことは，投与3日目

以降では蓄積量と漏出量の比が略一定となってい

ることからうかがえる．

　体表面へ漏出する全ての1311の捕集は困難なの

で，局部的に採取した汗中の1311量から全身量を

間接的に推定した．全身の発汗量は健康人でも種

種の環境条件で異なり，精神的影響も含めてきわ

めて個人差が大きい．最低の発汗量をおさえる意

味で漏出率の推定には通常の成人の不感蒸泄量の

平均を使用した．

　体表面への漏出率2．4×10－5は呼気への漏出率5）

10－5～10－7の上限の範囲内にあるが，空中への全

漏出率4．32×10’7～1．2×10－7は呼気への漏出率

の下限の範囲にある．モデル実験での空中への漏

出率の最大値1．2×　10－3と体表面への漏出率より，

汗で汚染された衣類から空中への漏出は2．88×

10－8と推定され，呼気中への漏出率より1桁低い．

従って全体としての空中への漏出率は呼気中への

漏出率の下限の範囲内にほぼ入っていると見積ら

れる．

　今回は2名の甲状腺癌患者を対象としたが，個

人差のあることは充分考えられる．さらに症例を

重ねることにより推定された漏出率を精度のよい

ものとすることを要しよう．

結　　論

　治療のため1311を投与した甲状腺癌患者の汗中

へ，1時間当たりに漏出する1311は投与量の2．7×

10－5～9．3×10－6であった．汗中1311濃度は投与

1日後に最高値に達し，以降減少する．

　患者の体表面へ漏出した1311の大部分は皮膚表

面へ付着し，0．5～1．8°。が空気中へ漏出する．

　汗を介して空気中へ漏出する1311は投与量の

3・2×　10“7～1．2×10－7であり，呼気中への漏出率

の下限の範囲にある．

　貴重なるご意見を賜った名古屋大学医学部第1内科学

教室満間照典博士，ならびに第1生理学教室山本宗平博

士に感謝の意を表わす．
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Summary

Monito血g　of　i3il　in　Perspiration　of　Thyroid　Carcinoma

　　　　　　　　Patients　Administered　i3il　for　Therapy

K．OHARA＊，　K．　NlslzAwA＊＊，　M．　OsHIMA＊＊＊，　H．　MAEKosHI＊＊＊＊，

　　　　　　　　　　　T．ORITo＊＊＊＊and　T．　WATANABE＊＊＊＊＊

　　　　　　　　　＊　Depart〃ient　of　Radiology，　Facultγ　ofルfedicine，∧物80γα伽Vεr∫砂

＊＊Radioisotope　Cθ〃ter　a〃d　Department　of　Radiol（）9ア，　FacultアげMθ4冨d〃θ，ハ佐宮oγαL加輌versitγ

　　　　　　　　　　　＊＊＊lnぷtitute　of　Clinical　Medicine，　Theこ1〃iverぷitγof　Tsuk〃ba

桝＊Radiological　Technician’ぷSchool　A1771iated’O・Fac〃砂げルtedicine，ハ「agoya　Universitγ

　　　　　　　　　轄紳＊Depar’〃le〃t　of　Radiology，ハ「agOツa∧「ational　Railway　Hospital

　　The　monitoring　of　the　radioiodine　concentration

in　perspiration　was　carried　out　fbr　a　thyroid　car－

cinoma　patient　administered　orally　13110f　30　mCi

for　8　days　and　fbr　a　patient　of　50　mCi　fc）r　g　days，

respectively．　The　level　of　air　contamination

through　perspiration　was　also　evaluated．

　　The　perspiration　was　sampled　using　a　dried

filter　paper　coated　calcium　chloride　during　one

hour　and　the　skin　surface　of　patients　was　smeared

both　befbre　and　after　sampling　in　order　to　decon－

taminate　the　adhered　skin　activity．

　The　peak　activity　of　the　patient　given　50　mCi

was　reached　at　one　day　after　administration　and

was　32　nCi　per　gram　per　hour．　The　total　activity　of

1311excreted　on　the　body　surface　during　one　hour

was　estimated　using　the　peak　activity　multiplied

by　the　mean　insensible　perspiration　of　900　gram

per　day　fbr　Japanese．　The　maximum　excretion

rate　to　the　administered　activity　was　2．4×10－5

per　hour．

　　The　radioiodine　in　water　vapour　through　per－

spiration　was　trapped　by　the　filter　paper　during

one　hour　fbr　the　patient　given　30　mCi．　The　activ－

ity　of　filter　paper　ranged　from　O．5％to　1．8％of　the

activity　of　after　smear．

　　The　maximum　discharge　rate　of　1311　which　dis－

charges　directly　into　air　through　perspiration　of

1311patients　ranged　4．32×10－7　per　hour　to　1．2×

10－7per　hour　of　the　administered　dose．

　Key　words：　Radioiodine　in　perspiration，　air

contamination，　radioiodine　monitoring．
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択して個人的にJNM編集長DeLand氏に送るこ

ととした．幹事会より紙質をもっとよくして図が

裏にすけることのないようにできないかとの要望

に対しては，その問題には気づいているが全てア

ー ト紙にすることは経費上無理とのことであった．

　6．名誉会員推薦について

　名誉会員推薦内規の決定に至る経緯が説明され，

理事会内規として定め，ある程度流動性をもたせ

ること，具体的には理事会が総会に推薦して名誉

会員を決定することが確認された．次いで次回総

会に上田英雄前々理事長，寛弘毅前理事長を最初

の名誉会員として推薦することが承認された．

　7．　第18回総会準備状況

　1）　久田会長より総会準備状況が報告された．

出題一般演題は273題，プレナリー4題と決定し

た．理事会は10月11日5時～6時30分とする．

英文抄録は今回よりタイプ印刷とする．一般演題

300語以内，プレナリー，シンポジウムは一般演

題用紙2枚分を使用する．

　2）　総会出席については委任状をとることにな

った．

　3）　次々期会長推薦は前例にならって評議員の

アンケートをとり，10月11日の理事会で推薦者を

決定することになった．

　8．　その他

　1）　御園生理事，梅垣理事より理事を辞退した

いむね申し出があったと永井理事長より報告され

た．理事会としては是非共任期満了まで理事に滞

まって頂くよう慰留することを満場一致で決議し，

会長名で慰留の書簡を送ることになった．

　2）　永井理事長より担当理事，学会外委員会委

員リストが配布され承認された．日本アイソトー

プ協会理工学懇談会委員に田中栄一氏が決定した．

　3）永井理事長より，CTシンポジウムが盛会

であった．また9月8，9日画像医学トータル化シ

ンポジウムが東京で，日本核医学会，医学放射線

学会，超音波学会，脳外科学会協催，日本ポラロ

イド後援で開催されると報告された．

　4）　ダイナボット賞，マリンクロット賞受賞者

に贈る賞状は筆書きで，日本核医学会賞○○賞と

すること，文章については庶務担当理事と事務局

に一任することとなった．

　5）木下渉外担当理事より日本アイソトープ協

会委員会記録を学会誌に掲載していると報告され

た．

　6）　田中アジアオセアニア核医学会担当理事よ

り学会長villadrid氏に連絡をとったが返事がま

だ来ていないと報告された．

　7）　久田会長より，日本医学放射線学会理事会

より関連学会公報関係理事に任命された，特に日

本核医学会との関係は重要であるので渉外担当理

事と緊密な連絡をとっていきたいとの発言があっ

た．

　8）木下理事より関東地方会が日本医学放射線

学会関東地方会といつも重なり，不都合が多いの

で重ならないよう配慮して欲しいとの要望があっ

た．

一◇一◇一◇一

　核医学15巻の論文の審査について，内外査読委

員の外に，下記の諸先生方にもご依頼申し上げま

した．あつく御礼申し上げます．

編集委員長秋貞雅祥

外林　秀紀（岐阜歯科大学　内科）

折茂　啓（都養育院病院核医学）

斎藤　　宏（名古屋大学　放射線科）

木谷　健一（都老人総合研究所）

　　　　　　　　　　　　（敬称略）

訂　　正

15巻7号　短報　1311甲状腺癌患者の汗中1311の

測定，小原健他　に字句の誤りがありましたので，

下記の如く訂正いたします．

1049頁

1051頁

1051頁

1051頁

著者名

左2行
右11行

右12行

　誤
折戸武男

32μCi／9

6）～8）

32μCi／9

　正
折戸武郎

32nCi／9

6）～7）

32　nCi／9
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