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一 ジは，内頸動脈閉塞症におきている虚血部を明瞭に描

出する利点は確かである．脳血管床にマイクロスフェア

を流すという点が，この種の発表でいつも問題になると

ころで，肺におけるほど，その妥当性が明確にされてい

ないのではないか．筆者の概念だけではないと思うので

記載しておく．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山口昂一）

（1643－1645）

　堀部らは一側性内頸動脈閉塞患者における，STA・

MCA吻合術を施行した患者の，その吻合効果判定に非

侵襲的な99mTc－HSA静注法を用いて心肺系の影響を少

なくするためにdeconvolution法により補正して得られ

たflow　patternを分析して，術前，術後を比較している．

特徴的な所見としてfiow　patternの視覚的解析のみなら

ず数量的解析ができた点有意義であろう．

　島村らは閉塞性脳血管障害患者のRAGをvertex・view

から観察し，左右の比較が可能で病巣部でのRIの到達

のおくれ，灌流低下，洗い出しの遅延等を観察し，TAC

では曲線の平低化，upward　slopeの仰角の鈍化，　MTT

の延長等を見ているが，心へも検出器を置いていること

からこの結果も有効的に利用研究をすすめられることを

希望する．

　前田らはクモ膜下出血患者の局所脳血流を133Xeの内

頸動脈注入法で経過を追いながら観察した発表があり，

頭蓋内圧の上昇した発症後ある期間経過した症例ではあ

まり減少していないという内容であったが，今後発症直

後から1週位までの研究結果の発表が望まれよう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松井謙吾）

（1646－1649）

　X線CT出現以後の神経核医学は形態学的検査とし

てより，生理学的検査としてのRIシステルノグラフィ

ー に，より重要性が求められたが，Emission　C’rの急

速な進歩で再び形態学的診断も脚光をあびはじめている．

本セッションでも以上の傾向を反映する演題が中心とな

った．まず秋田脳研・谷口らのEmission　CT（Headtome）

を用いたRIシステルノグラフィーは本学会はじめての

発表であり極めて注日に値する．水溶性造影剤Metriza－

mideによるCTシステルノグラフィーが，従来のRI

システルノグラフィーに比し，より精細な情報が得られ

るものとして近年注目されてきたが，今回の発表はさら

に生理的条件下で髄液循環動態を観察しうる可能性が示

された．今後の発展が大いに期待される．東京医歯大・

岡田らの髄液漏に関する演題は昨年にひきつづいての報

告で，実際に臨床上混乱を来たしている綿栓中のRI

countに関する基礎的な正常値を示したもので，実施上

役立つものと思われる．三重大・松村らは東芝製single

photon　emission　CTの経験を報告した．本法は後頭蓋

窩，頭蓋底付近の病変に対しても有用であり，未だX

線CTには及ばない点はあるにしても，神経核医学の今

後の一つの方向を示すものである．市立川崎・片山らに

よる硬膜下血腫に関するRIの再評価であるが，多くの

因子が含まれ今後更に多数例での総合的な評価が望まれ

る．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平塚秀雄）

1・心臓・血管

（1101－1116）

　三尖弁閉鎖不全の定量的評価を目的として右房右室へ

のfirst　passのtime－activity　curveから逆流のindexを

求める方法が循環器病センター・植原ら，および京大・

Hunaul　tらにより報告された．後者はcurve　fittingから

parameterを求める方法でechoで検出不能だった20～

40％の逆流を検出し得たとしている．他の14題はすべ

てRI　angiographyに関するものである．

　ゲート像をAHAの区域に分けて左室壁運動をしら

べ，LVG，　echo，　coronary　cineangio，などと比較検討

した報告が，大阪成人病センター・筆本ら，神戸市民病

院・太田ら，東邦大・奥住ら，倉敷中央病院・土井らか

らあった．結果としてよく一致しているとするものがほ

とんどである．金沢大・多田はcinedisplay，拡張収縮期

輪郭重ね合せ，EFとCoのfunctional　imageの三者の

うち後者が左室壁運動の検出にもっとも成績がよかった

と報告した．9題は負荷による心機能壁運動の変化を虚

血性心疾患に利用するもので，京都府立医大・足立らは

Presented by Medical*Online



第21回日本核医学会総会座長まとめ

運動負荷の困難な高齢者などには薬物負荷が有効と報告

した．運動負荷を行った金沢大・中嶋らを始めとする施

設の多くはエルゴメータを用い，25，50，75Wと3分

ずつの段階負荷をかけ，1．5～2分のデータ収集をする

方法を用いているが，北里大・野呂らは0．5，1．OWの

軽い負荷でも心筋梗塞の経過観察には十分としていた．

EFに注目した報告では京大・吉田らは，段階負荷で

EFが上昇したのち下降する型の区別ができるとし，名

古屋保健衛生大・近藤らは亜硝酸剤の投与で負荷後に狭

心症では明らかなEF上昇がみられると報告．東京女

子医大・徳安は肥大型心筋症にも応用してST低下のお

こる症例はEFが低下する事実を報告した．　EF以外の

parameterに注目したものでは，住友病院・成田らが，

Sdv／dt／Vを考え，これが冠動脈疾患がありながらEF，

壁運動に異常のない症例群と，対照の正常群との間の区

別に役立つとし，負荷をかけなくともこのparameterで

前者の診断が可能であるとしているのは興味深い．ぜひ

追試が欲しい．また順天堂大・三山らは拡張期のdv／dt

をも利用して，time　to　S　dv／dt　time　to　D　dv／dtがEF

とよく相関し，心筋の予備力の指標になりそうだと報告

した．北大・宮本らは81mKv持続静注法で右室のEF，

壁運動観察を行い，左室の99mTc・HSAによるルーチン

検査との同時総合観察の利点を提称した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内山　暁）

（1117－1129）

　心臓（2）では，13題の発表があった．201Tl心筋イメ

ー ジング法は，虚血性心臓病の非侵襲的診断法として評

価されてきたが，臨床応用の拡大に伴って診断能・診断

特異性などの問題が改めてクローズアップされている．

　まず，本法を狭心症例などに応用した場合，部分的な

局所欠損像を評価する方法であるため，定量的あるいは

客観的に評価する方法の必要性がいわれ，多くの試みが

なされてきた．本会でも，画像処理法などの方法論に関

して5題があり，主にcircumferential　profile　curveに

よる検討が述べられた．画像診断のもつ簡便性などの特

徴を損わず客観的判定法を確立することは難しいが，共

通した判定規準を持つ必要性があると思われた．負荷心

電図との不一致例，安静時の局所欠損像の意味づけなど

も報告されたが，統一された規準で評価できれば，臨床

検討も一段と深いものとなる．

　また，従来の運動負荷での観察に加えてDipyridamole

など薬物負荷による検討（2題），再分布像による検討

（2題）など，dynamic　stateでの解析，病態解析への有
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用性を示した．

　冠動脈狭窄病変の本法による診断は，冠動脈造影法

との対比に基づいて検討されてきたが，多くの施設で

Sensitivity（有病正診率）80％前後の良い成績を得てい

る．核医学的心室造影法を複合して検討することでポン

プ機能の把握ができる．こうした複合検査により検出精

度（sensitivity）の上昇が得られるのは当然であるが，

specificiby（無病正診率）はそれほど低下しないなど今後

の臨床応用への報告が2題あり注目された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小林　毅）

（1130－1142）

　このセッションでは13題報告された．核聴診器3題

と99mTc－PYP心筋梗塞スキャン4題は宮前が担当し，

201Tl心筋スキャン5題とポータブルカメラ救急診療1

題は森下が担当した．

　核聴診器から求めたEFはMUGA法および左室造

影影法のそれとよく相関しており（千葉大・三内，放グ

ループ），虚血性心疾患では運動負荷時のEFが正常者

とは異なるパターンでリアルタイムに表示され，本法の

有用性が強調された（埼玉医大・二内，放グループ）（千

葉大・三内，放グループ）．

　99mTc－PYP心筋梗塞スキャンに関しては，急性心筋

梗塞における有用性が（昭医大・内，放グループ），また

急性非貫壁性では201Tlスキャンより優れていることが

（大垣市民・一内，特放グループ）報告された．これまで

PYPスキャンにより急性期のもので陽性像が得られる

とされていたが，陳旧性心筋梗塞（心室瘤の症例）でも高

率に陽性像が得られるとする報告（大垣市民・特放，一

内，二内グループ）に興味がもたれた．この他，実験動

物犬で薬剤（Coenzyme　Qlo）投与により99mTc－PYPス

キッンで示される梗塞範囲が縮小することが観察された

（東京医大・内，病理，放グループ）．

　201Tl心筋スキャンに関しては，局所壁運動（阪府立・

心セ，RIグループ），スラントコリメータ（国循セン・

放，内グループ），剖検例との対比（国循セン・放，病理

グループ），心筋梗塞症における有用性と限界（名古屋保

衛大・内，放グループ），再分布の意味（国循セン・内，

放グループ）についてそれぞれ報告された．

　ポータブルシンチカメラが救急救命センターで活用さ

れており（東邦大・一内，救命セングループ），どの施設

でもこのように用いられない限り心臓核医学の循環器病

への貢献度の真の評価はできないと思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森下　健）
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（1143－1152）

　心臓核医学の今年のノ・イライトはSPECTによ心筋断

層像作成と，ECG同期心プール像の位相解析について

であろう．いずれも電算機に馴染んできたこの分野にお

いて，また新しい画像加工の成果が発揮されたといえよ

う．従来，心筋虚血巣の検出は，その精度向上を目指し

て，様々な定量的評価法が工夫されて来たが，このような

工夫に一つの結論を与えることになったのが心筋断層法

といってよい．従来，心筋断層法は，gamma　cameraに

7　pin　hole　collimatorを装着する方法が試みられて来た

が，昨年の招待講演にてDr．　Hamiltonが，いみじくも

指摘したように，本法で再構成される断層像は信頼性に

乏しいということが問題として残された．それは，本法

の収集データが限られた視野からのピン・ホール像であ

ることに問題がある．このような問題点を反映して今年

の主流は回転型ガンマカメラによる体軸ひとまわりにつ

いてのデータ収集を行う方式となった．本方式の採用に

よって心筋虚血巣の検出のsensitivityとspecificityは，

従来のplanar　imagingのそれに比べてすぐれたもので

あり，他方7pin　hole法によるものは前者は向上させ

ても後者を低下させるものであるとの結論を得た．しか

し，このような結論は全演者について得られた訳ではな

く，これは，本方式がなお，ハード面，ソフト面におい

て開発途上の未成熟なものであることによっている．今

後の成熟を期待してやまない．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石井　靖）

（1317－1330）

　本セッションでは心室機能に関する14題の研究発表

が行われた．その内容は装置に関するもの3題左心室

の容積算出法3題，右室の駆出率測定3題，左室容積曲

線3題，左室逆流量測定2題である．装置に関する報告

では東大からリアルタイムに心機能解析を行い得るデー

タ処理装置の使用経験が報告された．心機能の解析では，

大容量の情報を高速度で処理できることが装置に期待さ

れる条件であり，この装置のような進み方が今後の方向

の1つであろう．心室容積の算出法に関しては，カウン

ト法（山大・循環器病センター）および輪郭抽出法（中央

鉄道病院）の2つの異なる方法論が報告されたが，いず

れも長短がありそのどちらに進むべきかは今後の課題の

1つになると思われる．右室機能の解析に関する演題で

は，循環病センターからSlmKrを用いる方法が報告さ

れ，短半減期核種を用いる利点が強調されたが，注入速

度により測定値に差を生ずるなど技術的な問題がなお残

されている．心室容積曲線の解析に関する演題では，名

古屋保健衛生大から2心拍容積曲線を作る方法が報告さ

れ興味をひいた．従来の方法では，R－R間隔にばらつ

きがある場合拡張後期の曲線は信頼性が低くなるためR

波から前方への編集を行ってこれを補ない，心房収縮機

能の解析を可能にした．心室逆流量測定に関しては，循

環器病センターおよび慶大から報告があったが，いずれ

も左室容積に影響される因子が強く介在し問題があり，

今後の検討に余地があると思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（浅原　朗）

（1331－1342）

　このセッションでは，201T1に関する演題と133Xeに

関する演題が中心であった．

　臨床的なものが大部分であるが，基礎的なものが2題

あった．

　昭和大の篠原らは201Tlスキャンをファントーム実験

で行い，欠損部位の検出率について報告した．

　京都府立医大の杉原らは，臨床例で種々の負荷前後に

2°IT1の分割投与を行い，その各部位の摂取率の変化に

ついて報告した．

　新潟大の津田らは，エルゴメーター多段階負荷試験法

を行って，201T1の分配係数の変化について報告した．

　山口大の尾崎らは，201T1のクリアランスが，局所心

筋血流量のみに依存するとは考えにくいと報告した．

　神戸大の南地ら，と大阪大の平岡らは虚血性心疾患患

者の肺野の201Tlの放射能に着Rし，その臨床応用につ

いて報告した．

　京都府立医大の宮永ら，と福島医大の束原らは，2°lTl

シンチの各種疾患での相違について所見を報告した．京

都府立医の鳥居らはラットで肥大心を作り，201T1摂取

率を検討した．

　阪和病院の中らは，201T1負荷シンチグラムの恒常欠

損群，欠損増強群，再分布群で2°IT1による血流量測定

を行い検討した．

　大阪府立成人病センターの小田ら，とコロンビア大学

のCannonは1：13Xeによる心筋血流量測定を冠動脈造

影所見と対比報告した．

　全体的に高水準の研究発表が多く討論も活発であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（町田喜久雄）

（1343－1347）

　このセッションでは以下の3つの主題に関して5つの

演題が発表された．すなわち，RIによる心疾患に伴な

う肺血流動態の変化の評価，糖尿病患者の末梢循環，循
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環血液量と加齢との関係の3種題である．

　東京女子医大田中らは，僧帽弁狭窄症の肺血流分布変

化を99mTc－MAAによるディジタル表示イメージのパ

ターンより評価する方法について報告し，国立循環器セ

ンター林田らは，99mTc一赤血球の立位での肺内上下分布

比を体外計測で求めることより肺動脈圧を推定し得ると

報告し，岐阜大藤原らは，背臥位で下肢を他動的に挙上

した際の肺静脈血液量の変化と同時に測定した肺模入圧

の変化を比較検討し報告した．
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　慈恵医大森らは，RI検査とプレチスモグラフィのデ

ー タより，糖尿病患者では，自律神経障害が皮膚血流障

害の主要な原因であると報告した．

　県立尼崎病院鈴木らは，1311－HSAを用いて多数の患

者の循環血液量を求め検討した結果，年齢による有意な

差はないことから，各年齢共通な，身長，体重より循環

血液量を計算する新しい回帰式を提唱した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木　豊）

」・肝・胆　道

（1601－1605）

　このセッションは肝シンチグラム像の自動診断などユ

ニークなものが多い．

　（1601）神戸大（松尾ら）は99mTc－Sn　Colloidによる肝

シンチグラムの自動輪郭抽出の上SOLの自動検出アル

ゴリズムを開発し報告した．このグループは画像処理，

自動診断に関してはトップグループであり，171例（う

ちSOL　10例），正面像，背面像を扱い64×64マトリッ

クス，脾臓はレベル上下で大きさ修正，不均一性を検出

し，SOLおよびびまん性疾患で96％成功したが，肝内

部はやはり難しく，アルゴリズムに工夫を要すると．

　（1603）都立墨東（田ケ谷）らはバンチ氏病などで脾摘

を行った症例13人中2例に肝左葉外側縁に異常があり，

脾の存在を疑せた例を報告した．肝シンチには，左側像

や99mTc・PIで脾を鑑別診断する必要があると報告した．

副脾を除外する検査が必要だと追加があった．

　（1604）中央鉄道（浅原）は数個の絵素を単位とし，肝

の厚みに対する放射能比から±20％以上の不均一性の

判定と部位をx，y軸にそい直線的に判断し，　SOLの判

定を行い，実験的に2cmが判定可能だが辺縁および肝

門部，葉間部が難しいことを述べた．

　（1604）千大（宇野）らは日本アイソトープ委員会エフ

ィカシー1委員会の集めた肝シンチグラム406例（確定

診断ずみ），このうち大なる脾腫34例，中等度脾腫64例，

正常の範囲のもの184例，無脾10例について11名で読

影したところ無脾の20％を正常と診断し，脾腫ないも

のの偽陽性例は282例中7例あり，肝硬変の診断に脾腫

の判定の重要性を述べた．　　　　　　　（竹内栄一）

（1606－1610）

　1606席彌富（都立荏原）らは，肝シンチグラフィで肝

細胞癌が発見された時には，すでに腫瘍の大きいものが

多く，早期検出にはAFPなど諸検査との組合せが必要

であることを強調した．

　1607席井上（群大）ら，1608席福田（大阪市大）ら，

1609席三谷（岡大）らは，肝細胞癌や転移性肝癌など肝

内にSOLを確認された症例について肝シンチグラムの

検出能を検討した．肝シンチグラムの検出能については，

基本的なことであるがSOLの大きさ，存在部位，撮像

方法などにより左右される．SOLが大きいものでも深

部にあるものでは検出能は悪く，また左葉や辺縁部の

SOLについては読影に注意を要する．これらはsingle

photon　ECTを追加することで検出率はあがり，より小

さい病巣をも診断可能となってきている．画像診断とし

て，超音波検査やX線CTなどがあるが，それぞれ長所

や弱点があり，正診率を上げるためには触診，肝機能検

査，AFP値をはじめ超音波検査やX線CT，　SPECTを

併用することが必要であるとの結論であった．

　1610席安永（熊大）らはビリルビン産生能を有する肝

腫瘍に99mTc－HIDAを用い，肝外転移例を含め陽性描

画法に応用し，その有用性を報告した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（越智宏暢）

（1615－1619）

　私の担当せる演題は1615～1619まで5題である．

　米山（伊勢原協同・外）らは肝腸吻合例に99n1Tc－RI

および99mTc－EHIDAを使用し，手術後の経過を観察

する上に重要である事を強調した．
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