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として望ましいとした．しかし回収率の算出法について

検討すべきであるという，方法論の改善が指摘された．

　神奈川成人病センターの酒井聰子氏は血清保存期間中

のAFP値の変動につき述べられ，最近2～3年の測定

系では再現性のよい結果がえられていることから，血清

保存の結果よりは，最近の測定キットの品質向上，特

にα一FP抗体の特異性が向上したためであろうとしてい

る．

　聖マリアンナ大学の辻野氏らはCEA，　AFP，　ferritin，

β2－microglobulin，　pregnancy　specificβ1－91ycoproteinの

5種マーカーを用いた臨床的有効性を検討し，食道癌で

はferritin，　CEA，胃癌ではβ2－m，　ferritin，　CEA，大腸癌

ではCEA，肝癌ではAFP，膵癌，肺癌ではferritin，　CEA，

乳癌ではCEA，転移性肝癌ではCEAの診断的価値が高

かったとしている．Combination　assayは腫瘍診断の有

用な方法である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（漆崎一朗）

（57－60）

　（57）浜津尚就（滋賀医大・放）らはすでにCEA抗原と

α1－acid　glycoprotein（α1－AG）が免疫学的に交差反応を示

し，CEAにα1－AG様類似蛋白が存在することをすでに

発表している．今回はCEA自己抗体を使用し，その抗

原CEAの特異性について検討した結果を発表した．す

なわちCEAのα1・AG部分とα1－AG抗体の反応が，

CEAのnonα・－AG部分と自己抗体との反応により抑

制され，したがってCEAは特異的なimmne－determinant

“α1－AGをもつことが推定されると述べた．これにつき
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漆崎（札医大内）より質問があった．

　（58）宮崎忠芳（京府医大・内）らは癌患者のCEAの免

疫学的特異性について発表を行った．CEAのアフィニ

ティククロマトグラフィを行った結果，癌患者のCEAは

α1－AG　determinantを持っていることが判明したと発表

した．

　この2題の演題はCEAとα1－AGとの関係を見たも

ので大変興味ある問題であるのでさらに研究を進められ

たいものと考える．

　（59）延原美津子（大阪医大・放）らは二抗体法による

CEA　Radioimmunoassay　kitの基礎的および臨床的検

討を行った結果を発表した．またSanduich法との疾患

別検討も行われ，胃癌，大腸癌，婦人科系および泌尿科

腫瘍では両キット間で非常に良く相関し，肝転移あるも

のは両者とも高値を示したが，胆道系腫瘍ではバラツキ

があったとの結果である．二抗体法は手技が簡単で精度

も良好であるので使用する価値あるものと考える．

　（60）小堺加智夫（東邦大・放核）らはRIAによる血中

エラスターゼ1，トリプシン，CEAとの比較検討を行った．

エラスターゼ1キットは安定したものであり，癌患者で

の三者の測定結果は，膵癌では56．5％，26．1％，56．5％，

肝癌で61．5％，38．5％，38．5％，大腸癌で50．0％，37．5％，

43．8％などであった．またエラスターゼ1が1，000以上

の高値を示す症例は膵癌に多く35％に見られたと述べ

た．膵癌の早期診断のできるRIAの開発が望まれる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三本重治）

E．脳・中枢神経

（61－65）

　演題61から63は動物に脳虚血状態を作製し局所代謝，

局所血流のautoradiographyによるmapPingを報告し

ている．近年18FDG，13NH3などのpositron　emitterを

使用して，人間の脳の局所代謝，局所血流のPETによ

るmappingが報告されつつあるが，それらの基礎data

になったのがautoradiographyによるmapPingであっ

た．しかし健常動物のmappingは良く知られているが，

脳虚血状態のmappingの報告はそれほど多くはない．

したがって脳虚血疾患のPETによるmappingの解釈に，

これらの動物実験の結果が寄与するところ大と思われる．

演題61折井らは中大脳動脈領域の梗塞モデルに14C－IAP

による局所血流のmappingを行い，患側の錐体外路系

の局所血流の増加を報告した．演題62大友らは18FDG，

14C－IAP，11C－IAPなどの多重標識化合物によるautora－

diographyを行い，虚血条件の差異によってそれぞれの

とり込みに差異を生ずることを示し，かかる虚血モデル

実験には虚血条件の関与が大なることを報告した．演題
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63泉山らは11C－methionineの代謝動態を片側大脳半球

虚血モデルについて検索した．患側の血流低下にもかか

わらず，そのとり込みは，患側の視床で増加，梗塞部の

一部にもかなりあることが分った．演題64高島らは

PETを用い脳血管障害患者の18FDGによる局所糖代

謝，13NHによる局所血流のmappingを報告した．

　その結果は抄録にあるとおりである．血行再建術の1

例で術後に局所血流の回復がみられるにもかかわらず糖

代謝の改善がみられなかったことを報告しているが，こ

のことは血行再建術の時期の選択，術後の糖代謝の改善

状態と症状の回復との関係など今後検討すべき課題を示

唆している．演題65井坂らは虚血性脳血管障害患者に

1111n標識血小板を投与し，血栓性病変の評価を行った．

また血小板scintigraphyとAngiographyとで病変の検

出を比較した結果，血小板scintigraphyのsensitivity

44％，specificity　97％であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉一夫）

（66－69）

　本セッションでは133Xe吸入法による局所脳血流量測

定に関する3題と，内頸動脈閉塞症の両脳半球血流量測

定に関する1題の演題発表があった．

　演題66では金沢大学松田らは，各年齢健常者90人につ

き133Xe吸入法にて脳血流量を測定，従来の報告と同様

に全脳値にて年齢との間に負の相関を得るとともに，局

所脳血流についても検討し，前頭葉の血流優位性は加齢

に従い減少する知見を得，さらに，脳局所ごとの年齢対

応正常値で患者の測定値を除して補正する方法を提唱し

た．松田らは引続き演題67にて，133Xe吸入法のデータ

解析法としてオブリスト法と演者らのフーリエ法を比較

し，後者の方が再現性の高い結果が得られたと報告した．

さらに，指運動刺激，聴覚刺激などによる局所脳血流量

の変化を検討し，フーリエ法によると吸入法にても脳血

流の反応を観察することが可能であるとした．しかし，

対側放射能のクロストーク，空間解像力などの問題が残

り，吸入法でこのような検査を行うには信頼性の上から

なお検討の余地があると思われた．

　演題68では東京大学土屋らは，中大脳動脈障害の症例

にて133Xe吸入法を用い局所脳血流量を測定し，同領域

の血流分布は脳血管写やCTの所見とは必ずしも一致せ

ず，側副路の発達の程度など種々の要因により多様なパ

タンを呈することを示し，本測定法の病態診断上の有用

性を示した．

　演題69では大阪大学津田らは，内頸動脈閉塞症にて脳

梗塞に陥った症例群と，TIAに留った症例群での両脳半

球血流量を133Xe対側内頸動脈注入法で測定し，脳血流

量は両群とも患側にて減少しているが，CO2反応性につ

いて検討するとTIA群ではCO2反応性は正常に保たれ

ているのに対し，梗塞群では患側にて低下していること

を示した．

　以上の4題を通じ局所脳血流量測定の病態把握におけ

る有用性が示された．演題はいずれも本法の確立に貢献

するものであった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（木村和文）

（70－74）

　小生が担当したのは脳循環測定法の発表である．京都

洛東病院の島村らは，静注法脳RIアンジオグラフィの際

に左右の大脳半球ごとに関心領域を設定し，おのおのの

time－activity曲線を記録し種々の血流指標を検討したと

ころ，2回連続測定では，曲線の立ち上がりの傾きが一

番良い指標となることを報告した．U．　BUII博士の招待

講演でも脳RIアンジオグラフィがTIAやPRINDO
の検出に優れていることが報告されており，このような

試みはルーチン検査に組込むのが望ましい．三重大の松

村らや大阪市大の白旗らはSPECTを用いて133Xe吸

入法による脳血流の断層面上での評価について報告した．

本法には1回の検査に約40mCiの133Xeが必要である

のに対し，得られる画像の解像力の悪さを考慮すると，

今後さらに改良される必要があると思われる．阪大の中

村らは99mTc一人血清アルブミンマイクロスフェアを頸

動脈内に注入し，脳梗塞例での脳内分布を133Xe動注法

による局所脳血流像と比較し，両者はおおむね良好な一

致を示すことを報告した．マイクロスフェア法はSPECT

で撮像することも容易であると考えられる．しかし本法

の安全性に関しては脳波，CBF，　PETなどによる詳細な

検討や，電子顕微鏡像などでの基礎的な実験も必要であ

るように感じられた．京大の比嘉らは81mkr持続注入法

のSPECT像を重ね合わせの方法で頸動脈と椎骨動脈成

分を観察するのを報告した．秋田脳研の管野によるコメ

ントで，定量的に表示されていない画像を重ね合わせる

と，人工的に好きな像が作れる危険性が指摘された．

　今後1231一アンフェタミン静注法で脳血流をSPECTで

撮像できるようになれば，この分野はますます重要にな

ると思われるので諸先生のご活躍を期待する次第である．

虚血性脳血管障害の準備期を核医学的に診断できるよう

になるよう努力したいものである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前田敏男）
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（75－78）

　加藤らはPETを用いて13N－NH3を用いた脳血流の測

定を行った報告をしているが，しかしその挙動は正常例

では問題がないようであるが，病的状態では代謝異常が

起こりアンモニアの取り込みと血流との間に解離が見ら

れ，特に代謝障害などアンモニアの取り込みが変化する

場合は血流を正確に表していないのではないかと従来か

ら言われていた問題点をとり挙げ，この点につきARG

を用いて画像上で証明している．

　一方，田町らはポジトロンerにて同様13N－NH3を

用い，モヤモヤ病における脳循環動態の評価を行ってい

る．すなわち，これらの所見は症状の多様性と程度によ

り異なるものの神経症状の責任病巣に一致してアンモニ

アの集積低下を見，また，手術により改善した症例では

良好な集積を認めたと報告している．

　13N－NH3を用いたこの2題の研究は，演者らが十分

に述べているように病的脳でのこの核種の挙動について

不明な点が多いので，今後もあらゆる角度からのアプロ

ー チを進めていただきたいと考える．

　宍戸らはpositologica－IIを使用した脳局所酸素利用お

よび血流イメージングにつき報告しているが，13NH3，

C1502，1502ガスなどいずれの核種を用いても血流量が

問題となり，この補正を考慮したscanが要求されるも

のと考えられる．

　また，氏家らは11CO2を用いてPETによる正常者，

脳血管障害者例につき検討を加えている．11CO2の場合，

特に血管透過性が高いという問題点があり，いずれにし

てもそれぞれの核種が本当に脳血流を示しているもので

あるか否かについて基礎的検討を加えなければならない

ことは，この4題の出題に共通した問題と言えよう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松井謙吾）

（79－82）

　担当したセッションの4演題は脳の核医学検査に関す

るもので，放射性医薬品を扱った1題を除けば，すべて

SPECTに関連した演題であった．

　最初の演題79は虚血性脳血管障害の核医学画像診断に

対するRIアンギオとSPECTの臨床的有用性を比較検

討した報告である．虚血性脳血管障害における両検査所

見の陽性率は病期によって異なるが，RIアンギオは発

症早期においてSPECTと比べ明らかに優れた診断法で

あることが報告された．RIアンギオのこのような臨床

的意義はすでに多数報告されており，その高い正当性が

確認できた．演題80は脳シンチグラフィ用製剤としての
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Tc－99m・グルコネイトの有用性を基礎的および臨床的に

検討した報告である．動物実験によりその経時的体内分

布が従来の各種製剤のそれと，また臨床的にその画質が

Tc－99m－DTPAのそれと比較検討された．その結果，

Tc－99m一グルコネイトはすでに報告されている腎への応

用と同様に脳のイメージングにも有用性が高いようであ

った．演題81はTc－99m－RBCおよび一HSAによる脳

SPECT画像を定量的に解析し，局所の脳血液量ならび

に脳ヘマトクリット値を算出することを試みた報告であ

る．非常にすばらしい結果が出ていたが，基礎的な検討

が十分でないようで，説得力に欠けていた．演題82は

SPECTによる脳占拠病変の画像診断として，病巣内放

射能の経時的変化を的確に描画することによって質的診

断を行う意義が検討されていた．このような検討は従来

の脳シンチグラフィにおいて多数報告されているので，

本演題ではさらに詳細な定量的評価が期待された．

　これら4演題は，昨今使用頻度が減った脳の核医学画

像検査の意義を再評価する意味でなんらかの刺激になっ

たと考える．また，この領域におけるSPECTの応用方

法を考える上になんらかの示唆を与えている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（仙田宏平）

（83－87）

　5つの演題を担当したが，いずれも国立療養所中野病

院のHeadtomeとベビーサイクロトロンを用いての研

究発表であった．協力関係にある施設から症例を送って

検査が行われたものと思う．ここで発表されたポジトロ

ン（汀像は，11CO2と11C－91ucoseによるものであった．

　土居ら（日大）は正常圧水頭症の診断におけるポジトロ

ンCTの有用性を強調したが，扱った症例も少なく，結

論を決定づけるまでには未だ時間を要すると思った．

　横井ら（神経センター）は脊髄小脳変性症とパーキンソ

ン病，松井ら（国療武蔵）は白質変性症，清水ら（都立神

経）は焦点性てんかん，豊田ら（国療武歳）は分裂病と，

異なった対象についてのポジトロンCTが呈示された．

　11CO2と11C・91ucoseによるポジトロンCr像が脳に

かかわる動態の何を捕えているかについての概略は，そ

れぞれの施設と協力した飯尾氏（国療中野病院，放）から

解説的な追加発表も行われた．しかし，つきつめていく

と不明な点が残るともいわれているだけに，症例ごとに

得られたポジトロンCT像の意義づけという点では精彩

を欠くように思われた．討論の内容の大部分が，この

「何を捕えているか」にまつわりついた．

　また，多種の疾患が対象になってポジトロン像が示さ
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れたにかかわらず，特異的所見に乏しいとも印象づけら

れた参加者が多いのではなかったか．

　緒についたばかりの日本でのポジトロンCTによる脳

の研究発表に，いささか冷ややかな態度の一文になった

が，今後の発展を願ってまとめとさせていただく．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山口昂一）

（88－92）

　東北大・鶴見らは，オートラジオグラフィ法を用いて，

18F－5一フルオロウラシルとその関連物質18F－5一フルオロ

デオキシウリジンの脳腫瘍集積性について検討し，後者

の方が，PCTの脳腫瘍診断などに有用であろうと報告

した．東北大・畑沢らはPCTを用いて15CO2吸入より

脳血流量，18F－FDGよリブドウ糖消費量，1502吸入よ

り酸素消費量を測定する方法の理論および若干の臨床例

を示し，これらの検査法を複合することにより，脳腫瘍，

脳硬塞のエネルギー代謝の解明などに有用であろうと報

告した．日大・築山らはX－ray　CTで中心部が10w

densityを示したdegenerativeな変化を伴う髄膜腫の症

例において，11CO2，11C一グルコース投与によるPCTを

用いて脳血流，糖代謝を測定し，両者の解離を示した症

例を供覧した．以上の3演題はPCTによる脳疾患診断，

治療指針，病態解明などに関する基礎および臨床研究で

あるが，15CO2が必ずしも血流を反映しないという意見

もあり，得られたイメージの解釈にはさらに検討する必

要があろう．この方面の研究は，サイクロトン設置施設

の増加と相まって，今後ますます活発化するであろう．

　18FDGの頭部PCT像より脳局所グルコース代謝を

求める方法として従来よリUCLA法があるが，動脈血

中の18FDGの放射能濃度の時間的変化を測定する必要

があり，また速度定数の平均値はいつでも使用できない

などの欠点を有し，実際面においてサンプリング測定の

必要性（人手，測定時間，煩雑さ）などより問題点が残さ

れている．放医研・遠藤らは，これらの問題点を解決す

る新しい方法を報告したが，UCLA法と比較して遜色

のない解析結果であり，優れた方法といえよう．

　東大・荒木らは全身用NMR－CTを用いた臨床応用例

を供覧し，まだいくつかの検討すべき問題点を残してい

るが，画像診断法として有用性が期待されると報告した．

今後装置の改良，臨床例の増大などに伴って，画像診断

法における位置づけがしだいに明らかになろう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森　厚文）

F．甲状腺・副甲状腺

（93－97）

　Free　T4，　T3の基礎的ならびに臨床的研究が報告され，

活発な討論が行われた．

　演題93「種々の測定法による血中遊離サイロキシンの

検討」では，各種甲状腺疾患患者，妊婦およびnon

thyroidal　illne3s患者の透析法によるfree　T4，各種キッ

トによるFree　T4が発表された．各種キットには，それ

ぞれの特徴はあるが，臨床的にいずれも使用可能である

と報告された．

　演題94rRIAによるFree　T4測定値に及ぼす血清蛋

白濃度の影響について」では，血清蛋白量を変動させ，

各種キットでFree　T4を測定した．　AmerlexとOne

Step法Gamma　Coat　Free　T4では，蛋白量が減少する

と，測定値が低下した．一方，Liquisolでは，血清蛋白

濃度の影響は軽微であった．Two　Step　Gamma　Coat

Free　T4ではその影響はほとんどみられなかった・

　演題95「甲状腺癌および腺腫切除手術後における血中

Free　T4濃度の一過性増加」では，術後，数日間Total

T4，　Free　T4，　rT3，サイログロブリンが増加し，　T3が減少

した．この機序については不明であるが，T3が減少し，

rT3が増加する有熱患者は対象からはずされ，このよう

なホルモンの変化は甲状腺以外の手術ではみられないの

で，これらホルモンの変化は，甲状腺からの放出の結果

と説明された．

　演題96rFree　T3（FT　3）の間接的指標としてのFree　T3

index（FT31）およびT3／TBGの比の比較」では，甲状

腺疾患，TBG異常症，　non　thyroidal　illness患者のFree

T3を透析法で測定し，　free　T3　indexとT3／TBGを比較

した．甲状腺疾患では，Fr31，　T3／TBGともに，　FT3に

一
致したが，T3低値のnonthyroidal　illnessでは不一致
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