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小板薬による治療で取り込みが見られなくなるとした．

2615席で国立循環器センター・林は動脈静脈血栓，人

工血管部への標識血小板の摂取を認め，血小板寿命，粘

着能，β一TG凝集能，との関係を調べた．

　2616席では，白血球標識による炎症巣の描出への応

用が，千葉大・宇野によって報告され，77例の検索の

うち31％に陽性像が見られ，炎症の確認できた例では

90％程度の高い感度のあることをのべた．また頭蓋内

膿瘍，肝膿瘍も示され，以上4題においてIn法が従来

の方法に比して優れていることが強調された．

　2167席は，静岡こども病院・矢野が99mTc一標識血小

板を用いて血小板輸血の際の血小板を標識し投与して，

治療と同時に出血部位の検討を同時に行う方法を示した．

緊急の際の的を得た応用であるといえる．

　以上In－111－Oxine標識法は，昨年の基礎的検討に比

し，多くの臨床例における有用性が示された点で印象的

であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内田立身）

F・内分泌系（甲状腺以外）

（2314－2318）

　本セクションでは副腎シンチグラム43題と副甲状腺

シンチグラムなど2題が発表された．放医研の舘野之男

氏は6一ヨードメチルー19一ノルコレステロール（1231）を

用いる副腎シンチグラムでは，投与後1～3日に良好な

映像をうることができるとのべた．今後アドステロール

に代わり本剤が用いられると思われる．札医大・高橋貞

一郎氏はアドステロールによる副腎疾患の診断法では他

の方法に比較して，クッシング症候群の副腎病変の診断

に特に有用で，原発性アルドステロン症に対してはデキ

サメサゾン2mgよりも6～8mgの大量投与後に本法

を施工するとよい結果がえられると示唆した．名大・佐

々木常雄氏も副腎シンチスキャンと他法とを比較検討し，

クッシング症候群と原発性アルドステロン症の副腎病変

の診断には有用であるが，褐色細胞腫の診断には価値が

低いと結論した．

　兵庫医大・福地稔氏は副甲状腺の画像診断にT1－201

によるイメージから1－123によるイメージをcomputer－

assisted　substraction　image法により消去する方法を発

表した．すなわちfalse　positiveは1例のみで，他は手

術所見とよく一致したというすぐれた成績であった．従

来副甲状腺の画像診断は極めて困難であったが，本法で

鮮明な画像がえられるので今後普及すると思われる．広

大・手島昭樹氏は肝のリニアック照射後のglucocorticoid

receptorを測定し，結合能が一時的に低下するとのべた．

今後の研究の発展が望まれる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福地総逸）

G．甲 状　　腺

（1419－1422）

　このsessionでは甲状腺癌およびその転移に対する甲

状腺シンチグラフィーの評価に関する4演題が発表され，

討議された．

　甲状腺腫瘍の良悪性の鑑別には201TICIによる

delayed　scanが良いとの報告が多いが，道岸（金大）は，

201TIC1静注直後～25分，60～65分の両時間について，

腫瘍部の計数（T）と非腫瘍部の計数（N）の比T／Nをコ

ンピュータを利用し検討し，肉眼的所見と同様に良性と

悪性の間に有意差なく，delayed　scanによる鑑別は困難

であったと報告した．

　滋野（京大）は甲状腺髄様癌に軟線X－Pにて高頻度

に石灰化巣を認め，また99mTc・燐酸塩にても，石灰化

巣を認めた例では触診で認めた腫瘍に一致しシンチグラ
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ム上陽性像を認め，逆に1311による像では上記陽性像

に一致し，陰性像を認めたことを報告した．また甲状腺

髄様癌への99mTc燐酸塩の集積機序も考察した．

　甲状腺癌の転移について土谷（女医大）は，201TICIに

よるシンチグラフィーを評価し，201TICIは骨転移11例

で58％，肺転移14例で60％の陽性率で，これは1311と

大差なく，201TICIはある程度の大きさがないと描出さ

れ難い欠点はあるが，1311に比し，前処置不要，反復検

査可能，したがって経過観察に優れ，また1311の集積し

ない病巣にもしばしば集積するなどの点で有用なことを

強調した．また中村（東北大）は99mTc燐酸塩と1311

を比較し，甲状腺癌転移の検出率は1311の方が優れて

いる点が多いことを述べ，土谷も99mTc一燐酸塩が1311，

L’OiTICIより劣ることを指摘した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（木下文雄）

（1423－1425）

　1423から1425までの3題はいずれも甲状腺結節の

RI診断に関するものであり，あとの2題は超音波検査

を併用して診断成績の向上をはかったものである．最近

数年間，2°ITIの診断価値が高く評価され全国的に採用

されてきた．前のセッションの1410の演題も含め，す

べての施設が，今回の発表で「腺腫も癌もともに充実性

の腫瘤部分には201Tlがよく入り，また201Tlとり込み

の経時的変化をみても腺腫と癌の間に有意の差がない」

ということでだいたい一致した結果が報告された．これ

は非常に臨床上意義がある．従来「良性結節には201T1

のとり込みがあまりない」という表現が多かったが，良

性結節の中には腺腫様甲状腺腫の結節と腫瘍である腺腫

とがあり，この両者が治療面でも対策が異なることが認

識され，両者を努めて区別して扱う傾向が出てきた結果，

今回の諸施設からの発表のようになったのだと思う．

　甲状腺結節のRIシンチ診断は直接治療方針につなが

るものであり，201T1のとり込みのある癌も腺腫もとも

に手術摘除の対象とすることで依然201Tlシンチの臨床

的意義はあるといえる．ただし超音波検査と併行して行

うと，要は甲状腺結節のうち充実性のものはその性質の

如何をとわず，ほとんど大部分のものが201Tlをとり込

むという結果となり，それなら触診と超音波検査でもす

みそうな面が出てきたようにも思える．

　甲状腺結節の画像診断は，RIシンチと超音波さらに

軟線撮影と穿刺吸引細胞診を加えることにより，かなり

高率に正しい術前診断を得ることができるようになった

が，本日発表のあったRIシンチと超音波検査の2っは
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それらだけではdefiniteの診断をつけられないという弱

味がある．

　なお1424桑島がRIシンチの足らないところを超音

波検査が補うこと．とくに小結節検出の有用性を強調し

たが，その臨床上の意義について質問があり討議が行わ

れた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（藤本吉秀）

（1426－1429）

　血中遊離サイロキシン（FT4）は従来，特定の研究室内

の検査であったが，最近，数種の簡便なラジオイムノア

ッセイ（RIA）キットが開発・利用されつつある．演題

1426～1429はその一つであるAmerlex　KitによるFT4

RIAの検討・比較を行ったものであった．1426では本

法はT4と抗T4抗体の結合率が小さく，生体でのFT4

の動態に近いことが指摘された．1427では本法，Sterling

の平衡透析法，および透析外液中のT4　RIA，の三法を

比較し，透析外液中のT4　RIAの正常値が前三者より低

値を示すことがあきらかにされた．1428では本法と平

衡透析法の値が相関すること，また検体と希釈用血清と

のTBG濃度に差があるとき希釈試験の直線性を欠くこ

と，が報告された．1429では本法の値と臨床的甲状腺

機能状態や他の甲状腺ホルモンの指標とが相関すること

が述べられた．

　4演題を通じて，本法は感度が高く，精度，正確度，

再現性も良好で，また正常者や各種疾患における値もほ

ぼ同傾向を示すこと（1428では正常値がやや低い傾向），

平衡透析法や他の方法によるFT4値と相関することな

どが確認され，簡便で有用な臨床検査であるとの印象を

うけた．討論では，本法は標識物質としてT4の誘導体

を使用しており，そのin　vitroの動態が，　Nonthyroid

川nessなどのT4と血清蛋白の結合状態が変化している

条件下でもFT4を正しく反映するか，などの問題が指

摘された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木邦治）

（1430－1433）

　4題はいずれもfree　T4のradioassayの検討成績であ

った．中畑らはAmerlexキットを用いたfree　T4測定に

hemoglobinが抑制的干渉作用を示すことを報告した．

この干渉は他のキットにはみられないとのことであった

が，溶血血清の測定上の問題が提起された点でキット使

用上注目されるものである．

　森川らはAmerlex法によるfree　T4とFT41および

T41TBGの相関を観察し，　FT41の方が間接的指標とし
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て優れるとの成績を報告した．T4／TBGがTBG異常時

には指標となり難いことはすでに明らかなことであり，

またこの発表ではAmerlex法によるfree　T4を中心に

して検討した点若干問題がある．

　小西らはfree　T4のradioassayキット4種について

TBG異常者についての詳細な検討成績を報告した．

Gamma　Coat，　Immophase，　Liquisolについてはすでに

報告されているごとくTBG減少症で過小評価がみられ

るが，Amerlexでは正常ないし高値になり，ことに欠損

症では高値に分布すると報告した．TBG以外の結合蛋

白からのpull　offが大きいことを示唆し，　Amerlexの様

なsingle　step　radioassayでもfT4の測定は容易でない

わけである．

　小野寺らはTBG異常とnonthyroidal　illnessにおけ

るfT4の測定を検討し，　total　T4には優れるが，なお単

一の指標として用いるのは問題であると結論した．

　現在までのfT4　radioassayにはなおルチン検査応用

上問題が少なくないとの印象であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森　　徹）

（1434－1437）

　市販のキットを使用したfree　T4測定，　T3摂取率の

測定，血中T3の測定についての発表があり，活発な意

見の交換が行われた．

　演題1434はバセドウ病の1311治療後と甲状腺機能低

下症でT4補充療法中のfree　T4値を検討し，　free　T4は

血中であらわせない微細な甲状腺機能の状態をあらわす

ことを示した．

　演題1435は抗てんかん剤服用時，T3，　T3摂取率，

TBGはほぼ正常値を示すのに対し，　T4およびfree　T4

はともに正常者に比して有意の低値を示したこと，また

phenytoin投与量とT4およびfree　T4値が負の相関関

係を示したことを発表した．

　演題1426は抗T3抗体固定試験管法によるT3摂取率

の測定法の問題点をあげ，incubation温度をかえること

により測定値を安定させ，比較的良好なfree　T4値との

相関が得られることを示した．

　演題1437は血中T3測定のキットを比較検討し，キ

ット間の測定値の相間は比較的良好ではあるが，低濃度

ではT3の測定値に各キット間でバラツキがあり，まだ

キットの改良が望まれた．

　以上まとめると，甲状腺機能判定のために種々の測定

法のキットが開発されているが，まだ個々のキットで改

良されるべき点があると同時に，キット間のバラツキを

少なくするような努力が将来ともに必要であるとの印象

を持った．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長瀧重信）

（1438－1441）

　隈病院・森田ら（1438）は，バセドウ病における抗サ

イログロブリン抗体価を，RIA法と従来の赤血球凝集

法で測定しその感度を比較し，両法間に差がないという

成績を報告した．今後RIA法の測定感度を高めるくふ

うが期待される．

　長崎大・山下ら（1439）は，血中サイログロブリンを

RIA法で測定し，腫瘍マーカーとして甲状腺癌の治療

効果の判定に有用であると報告した．いずれも貴重な症

例で今後より多数例で，その臨床的意義が検討されてゆ

くものと思われる．

　神戸中央市民病院・森ら（1440）は，高感度のTSHの

RIA法をうまく応用し，各種薬剤のTSH分泌抑制効果

を調べ発表した．これはTSHの分泌調節機構を解明す

る上で有用な手段になるものと思われる．

　京都大・飯田ら（1441）は，TSHのラジオレセプター

アッセイで甲状腺結合阻害性IgG（TBII）を，バセドウ

病の治療経過を追って測定し，それが予後判定に有用で

あると報告した．将来他の甲状腺機能検査法との兼ね合

いからその意義がより正確に裏付けられてゆくものと期

待される．

　以上本セッションのものはいずれも測定法として，や

や特殊なものに属しまだ完全にルチン化されてはいない

が，甲状腺疾患の特異的検査法としての意義が大きく，

今後広く応用されてゆくことが望まれる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市原清志）

（1442－1444）

　担当した演題は4題で，「Hoffmann方式による甲状

腺1311摂取率の基準範囲の算出」，「Graves病における

1311治療とリチウムの併用療法」，「甲状腺機能充進症を

呈した甲状腺癌肺転移の1例」および「一過性性甲状腺

中毒症を呈した慢性甲状腺炎」である．中でも，特に興

味がもたれたのは1311治療に際してリチウムを併用す

るという長崎大一内の試みで，甲状腺よりの1311の放

出はリチウム投与によりほとんど完全に抑制されるとい

うことであった．これにより，1311投与量の少量化と副

作用の削減が期待できることとなり，今後の臨床成績が

注目されるところである．リチウムの甲状腺ホルモン放

出抑制作用の機序については未だ明らかでないが，リチ

ウムの副作用は1日600mg程度であれば発現しないと
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いう．次に，Hoffmann方式による基準値の算出法につ

いてであるが，従来の方法に比し，比較的妥当な基準値

が得られる点より，今後，繁用されるところとなろう．

その他の2題はいずれも症例報告であるが，甲状腺機能

元進症を伴った甲状腺癌肺転移は比較的珍らしいもの

で，1311大量療法が極めて有効である点で，興味が持た
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れる．一過性に甲状腺中毒症を示すいわゆるpainless

thyroiditisについての報告は比較的多いが，この大部分

は慢性甲状腺炎によるものである．金大・核医学の報告

でも7例全例が針生検で組織学的に慢性甲状腺炎であっ

たということであり，上記の事実を追認する結果であっ

た．　　　　　　　　　　　　　　　　　　（飯野史郎）

H・脳・中枢神経

（1632－1635）

　1632．脳梗塞症例における脳血流動態の検討．福永ら

（神戸挾済会・内）はXe内頸動注法によりInitial　Slope

法にてrCBFを皮質枝動脈梗塞と穿通枝動脈梗塞につい

て解析比較検討を試み，両者の間に脳血流動態に差異を

認めると報告．1633．Xe内頸動脈内注入法による各種脳

腫瘍の脳循環動態の検討．嶺崎ら（東京医大・脳外）は

Xe内頸動注法により2・compartnlent法にてrCBFを

脳腫瘍症例について，脳実質内のもの神経膠腫，転移性

脳腫瘍，脳実質外のものとして髄膜腫，脳下垂体腺腫，

軟骨腫に分類し，頭蓋内圧200mmHg以上，脳波異常

例のγCBFとX線CT上low　density　areaの解析比較

検討を試み，頭蓋内圧200mmHg以上にてγCBFの低

下，X線CT上のlow　density　areaのγCBFは脳実質

外腫瘍では比較的よく保たれているのに反し，脳実質腫

瘍では低下と適隔部での不規則な低下を認めたと報告．

1934　Xe吸入法による脳血流量と脳萎縮．山口ら．（東北

大抗研・放）はXe吸入法によりInitial　slope法にて加

齢による脳萎縮とγCBFの関係を検討し，脳萎縮の著

明例では平均脳血流量の低下を認めると報告．1635．Xe

吸入法による局所脳血流測定の経験．松本ら（循環器病

センター・脳外）は内頸動注法と吸入法を同一症例に施

行し，Initial　slope法にて解析し，吸入法と内頸動注法

の相関係数γ一〇．97．また再現性の相関係数γ一〇．98で非

侵襲的検査法である吸入法の有用性について報告した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（村山弘泰）

（1636－1639）

　上村ら（秋田脳研・放）は81mKrを用いたECTによ

る局所脳循環測定を，演題1636では高血圧性脳出血例

で，演題1637では虚血性脳疾患例で行った結果につい

て発表した．CT所見との対比により，きわめて鮮明な

ECT像を提示し，血腫周辺に乏血巣のあること，さら

に約半数の症例で近接する皮質域まで乏血巣が認められ

ることを報告した．また，後者でも発症3週間以上の症

例でX－CTの低吸収領域よりも広く乏血巣が認められ，

X－CTで説明できない神経学的異常が，本検査で解釈し

得る場合があることを示した．

　井坂ら（阪大・中放）および武本ら（香川県立中央病

院・脳外科）は，1111n－Oxine標識血小板を用いて脳の

血栓性病変を検出することを試みている．前者は12例，

後者は21例の経験に基づく報告であったが，血小板標識

の方法が簡単でないこと，血栓部がそれほど鮮明に高率

に検出されていないことなどを考えると，未だ，日常検

査のレベルには達していない印象であった．しかし，虚

血性脳血管障害の病因としての血小板血栓の存在を明確

に診断する方法がないことから，この方面の研究はきわ

めて興味があり，今後の進展が望まれる発表であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（渡辺克司）

（1640，1642）

　武本らのTc－RBCsを用いた脳血液量の定量化の試み

についての発表では，次の様な点の問題があると思う．

非拡散性のRIを用いた体外計測によって脳血液量を求

めようとする試みは，古くから行われている．しかし，

検出器が脳という立体物を目標とする限り幾何学的計数

効率の問題は払拭できないで，定まった患者の追跡に利

用できるにとどまるであろう．

　恵谷らは，1111n標識アルブミンマイクロスフェア

（lllIn－HAM）と99mTc－HAMの2核種を用いて，内頸

動脈閉塞症における脳循環動態の評価法を発表した．マ

イクロスフェアを用いて血流分布をイメージにする方法

は，大変理解しやすいもので，肺において最も普及した．

2核種のHAMを左右の頸動脈に放って得られるイメ
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