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いもの．（3）洗い出しの遅れるものに分類して検討して

いる．

（257）：平野（東北大抗研）ら．血流肺スキャン上で，左

肘静脈注射においてhot　spotがみられた一症例を呈示

した．左腕頭静脈付近の転移による圧迫と考えられ，

60Gyでhot　spotは消失した．その他RI　Vengraphy

の応用とその有用性について述べた．

（258）：板谷（大阪医大）ら．99mTc－HSAによる血流シン

チグラムを画像処理し，ECTにより6mm幅の矢状断

層像を再構成した．肺門部の圧痕を解剖学的に対照し，

異常拡大はPA（V）および肺門リンパ節によることを示

した．

　以上，99mTc－HSAを用いてデータ処理をすることに

より，肺血流の状態を見るという新しい方法が発展しつ

つあることを期待する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（菱田豊彦）

（259－262）

　演題259，260，261は133Xeガスを用いて心臓核医学

の解析に用いられているamplitudeとphase　image法

を適用したものである．方法としては興味はあるが，

amplitudeおよびphase　image自体，健常肺，疾患肺の
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何を観察し解析しているかが問題であろう．肺の不均等

性の表現とすれば，かなりの厚みをもつ肺を2次元的に

観察して云々することに問題がある．特に複雑な動きを

示す横隔膜については，X線透視法で観察する方が，は

るかに精度が高い．しかし，肺換気の不均等性を視覚化

したという点では，一つの知見といえるが，病態生理と

の関係，つまり呼吸機能のどの部分が視覚化され，これ

で得られた不均等性が臨床的な面での応用までにはさら

に研究を要するところであろう．amplitudeおよびphase

imageについては心臓においても未だ問題があり，臨床

医の合意を得られるまでには至っていないことを考える

と，肺におけるこれらの研究は余程基礎的に行わないと，

単なるdisplayに終るおそれがある．肺シンチグラムか

ら，肺・胸郭の動きに関する研究では吸気と呼気の差を

みていることになるが，MAAの分布のみならず，静肺，

動肺コンブライアンスの考えを導入すると興味のあるも

のになると考えられる．

　133Xeによる検査は臨床的に一般化するまでには種々

の問題があり，理解しやすい方法でないとその応用が難

かしく，さらに研究を進められることを切望する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（志田寿夫）

1・肝・胆・膵

（263－266）

　高見ら（茅ケ崎市立）は，肝シンチグラム施行時に，シ

ンチパックによる定量的解析を同時に併用し，その臨床

的有用性について述べた．すなわち，肝血流量指標（K）

は，肝硬変で著しく低下し，脾／肝比（S／L）は，腫瘍外の

全肝疾患群で上昇，特に肝硬変で著明であり，肝推定重

量（W）と肝前面面積（S）は，急・慢性肝炎，他の肝疾

患群で大であったとし，これらの定量的情報は肝シンチ

グラムの正しい解釈に有用で，特にびまん性肝疾患診断

に対して，シンチグラム読影経験の浅い医師には有用で

あったと報告．

　ついで，小泉ら（市立敦賀）は，肝スキャン斜位像によ

るSOL検出能upについて述べた．通常の4方向像所見

に斜位2方向を加えることによって，その判定が変るか

否かを，核医学経験の長いグループと短いグループに分

けて行ったところ，判定の変動は，経験の短い者の方が

多く，また両者とも斜位像を加えることによってかえっ

て読み過ぎによる誤診の傾向が見られた．これは，斜位

像追加の意義に疑問を抱かせるが，胆嚢床附近や肝左葉

前面のSOLのような症例によっては大変有用であるこ

とも有ったとしてその例を供覧した．

　また，大山ら（鹿大）は，肝シンチグラムのSOL検出

率について，massの大いさ，深さ，　False　Positive，

False　Negativeの問題について検討した．

　また，野口ら（東邦大）は，肝シンチグラムを臥位と坐

位で撮影し，重力にRotateが加わって変化する肝の形

態の有様を，肝前面面積と，予め設定した大いさの指標，

位置の指標を使って計測し，位置の指標は仰臥位が坐位

より大，大いさの指標と肝前面面積は坐位の方が大であ

ることを示した．また，高度のびまん性肝疾患や，多発
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性局在性病変のある症例では，肝の体位による変動が少

ない傾向にあることを示した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前川　全）

（267－270）

　267～270席において原発性肝癌，移転性肝癌およびそ

の他の肝内限局性病変について肝シンチグラフィ，X線

CTおよび超音波診断などによる総合画像診断の発表検

討が行われた，

　松尾広之ら（昭和大藤ケ丘・放）は原発性肝癌の核医学

検査の検討において，原発性肝癌の検出はcolloid　scan

によるSOLの検出67Ga　scanによるpositive　region，

flow　studyによるvascularityの存在診断，性質診断に

より90％以上の高い検出が可能であり，X線CT，血

管造影などの併用によりより高い診断率をうるであろう

と報告された．

　湯本泰弘ら（国立四国がんセンター内・放）はRCT，

X線CT，超音波による原発注性肝癌の診断と治療効果

の評価において，細小肝癌の診断および経肝動脈的腫瘍

栓塞術の治療効果の判定に伴い各検査法を比較検討し，

細小肝癌の検出率は，超音波，X線CT，　RCTの順であ

ったことを報告された．また治療効果の判定には67Ga

sc3n，　AFPの追跡が有用であると松尾広之らの報告と一

致する報告もあわせてなされた．

　桑原康雄ら（九大・放）は転移性肝腫瘍に対する肝シン

チグラフィおよびCTの比較検討において，転移性肝腫

瘍proven　1∞例の多数例につきX線CTと肝シンチグ

ラフィの比較検討を行いX線CTが検出能，特異性と

もにRI診断よりすぐれている傾向にあることを報告さ

れた．

　中島憲一ら（金大・核）は肝SOL（肝内限局性病変），肝

硬変におけるx線cr，肝シンチグラムの臨床的有用

性：ROC解析による検討において，湯本泰弘ら，桑原

康雄らと同じく，X線CT，肝シンチグラフィのROC解

析の結果は肝SOLの検出はX線CTが優れており，
X線CTがsensitivity　89％，　specificity　92％，肝シンチグ

ラフィsensitivity　83％，　specificity　91％であったと報告

されている．

　これらの発表の結果は，いずれもSOL検出について

は，超音波およびX線CTが肝シンチグラフィをうわ

まわる検出率を示すことが言われた．またたしかに総合

画像診断は診断率をたかめることも知られる．ここで問

題になることは，　1）肝シンチグラフィの総合画像診断

における位置2）細小肝内限局性病巣の検出限界3）肝

シンチグラフィのSOL検出のための放射性医薬剤の開

発などがより検討の必要があるところにきていると考え

られた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高橋貞一郎）

（271－274）

　このセッションの演題はすべてsingle　photon　emis－

sion　computed　tomography（SPECT）を肝に利用したも

のであった．No．271（宮医大，陣之内）とNo．272（神

戸市病，工藤）はSPECTを用いることによりspace

occupying　lesion（SOL）の検出能の向上がみられたとの

報告であり，陣之内らは直径1．5cmのSOLを検出し

従来の肝シンチグラムでSOLの検出されないときには

SPECTを行うべきであると述べた．工藤らはEchoと

肝シンチグラムの併用の上にSPECTを加えることによ

り横隔膜附近のSOLの検出率を高めることができ，

Echoの欠点を補えることを強調していた．両演題とも，

SOLの検出にSPECTの有用性を述べたものであり，核

医学検査の診断能向上を示していた．No．273（国立がん

セ，小山田）は6方向の肝シンチグラムにSPECTを組

合せることにより肝の区域読影が行えるという興味ある

発表であった．現実的に臨床家から検査部門に要求され

ることの1つとして，肝内SOLを発見した場合にそれ

が手術可能か否かの点であり，小山田らの方法で区域読

影が可能であれば，この問いに答えることができるので，

その有用性は強調されてよいと思われた．No．274（国立

東二，佐藤）は日常検査としてSPECTを行うには検査時

間が長くなり，患者の肉体的負担が起こるとの観点から

360°収集法に180°収集法が置換えられるか否かを検討

している．佐藤らは180°収集法で十分実用に供し得る

との結論を出しているが，肝のように大きな臓器ではカ

メラ面から遠い部分のデーターに問題があるのではない

かとの質問があった．日常検査としてSPECTを数多く

行うためにはこの方法も考慮すべきであろう．以上4題

からみてSPECTの今後の利用法の1つの方向づけがさ

れ，利用者から今後さらにSPECTの改良，進歩が期待

されているのが感じられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石井勝己）

（275－277）

　いずれもSPECTにより肝および／または脾の容積測定

を目的とした演題群であった．275番は正常例では肝に

ついて，びまん性疾患例については肝および脾につき，

X－CTとも対応させactivity比も算出した．正常例の

X・CrとSPECT　volumeは0．99の良好な相関を示した．
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肝／脾のactivity比で検討すると，正常例とのoverlapは

少なく，びまん性肝疾患，特に肝硬変では有用な診断法

であることが指摘された．

　276番は肝，脾の摂取率を定量的に求め，全肝および

局所肝機能を検討した．全肝摂取率は平均γ＝O．903

（n＝32）であった．ICG一㎞axや198Auコロイドを使用

した肝血流量と全肝摂取率とはほぼ良好な相関を示した．

摂取率イメージは局所の摂取率分布を定量的に示し有用

であった．

　277番は脾を対象とし，まずphantomにより従来の

平面面積法とECTによる方法を比較，濃度比を2～50：1

の範囲でcut　off　level（CL）の至適のものを35％と算定

した．この際RI集積が不十分な場合にはBGとの活性

比もCLの決定に重要な因子であることがわかった．平

面面積法とECT法の相関性は高いが，臓器の形状変化

の誤差要因を検討中とのことであった．

　以上3題とも今後核医学検査としては重要なSPECT

を用いた臓器の定量的な把握を研究したもので，活発な

討論もあり，今後の発展が期待される領域である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金子昌生）

（278－281）

　（278）鍋島（神大・放）らは，Sharper（J．N．M　22：318－

321，1981）の方法に準じて各種肝疾患について，99mTc－

Sn－colloid　bolus注入によりhepatic，　splenic　flow　curve

を作成しAI値，　SI値を求めた．肝シンチ施行時に行う

ことができ，本法により，より多くの附加的情報が得ら

れることが述べられた．投与量，肺のactivityの関与が

質問されたが，3mCi　bolus注入ならば解析可能であり，

肺をバックグランドとして消去するよりも，R．0．I　set・

ting時に肺との重なりに十分注意するのが大切である．

　（279）瀬戸（富山医薬大）らもSharper（Radiology　141：

178－184，1981）の方法をmodifyし，99mTc－Sn－Colloid

注入により肝動脈，門脈血流比を各種肝疾患について求

めた．門脈血流成分比は各疾患群で有意差（p＜0．001）を

示し本法の有用性が示された．コロイドクリアランス法

による肝血流量の測定について，コロイドは肝臓に

100％摂取されるという仮定，肝内外シャントの存在な

ど，本法の問題点が討論された．これらの問題点を知り

ながら簡便性，非侵襲性などの特長を生かして今後検討

を加えて行けばよいと思う．

　（280）長瀬（順大・放）らは，肝疾患における肝血流と食

道静脈瘤との関係との演題であったが，内容は通常の肝

シンチ像に横臥位，立位による伸展性を加味した分類と
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食道静脈瘤の内視鏡所見の相関が主であった．伸展度不

良症例に食道静脈瘤が存在するとのことであった．

　（281）柏木（大阪厚生年金・内）らは，肝動脈内に133Xe，

81mKrを注入し肝癌の血流分布像について報告した．

133Xeでは各マトリックス内のwash－out曲線より局所

血流量を求めfunctional　imageとして表示した．さらに

81mKrを肝動脈内に持続注入して肝動脈血流分布像も例

示された．演者の述べたように，これらの方法は術前に

残存予定の肝動脈の血流状態の把握に有用と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田辺正忠）

　私の担当は4題であるが，それぞれ，別のテーマにつ

いての報告である．肝疾患は，一般臨床RI検査ではも

っともポピュラーなものであるだけに，幅広いべ一スを

もっており，その中で新しい研究を発展させることは，

かなりの努力と洞察力を必要する．この4題はいずれも

優れた内容の報告であった．

　倉敷中央病院，平田らは，肝腫瘍にRIアンギオグラ

フィーの有用性を示した．44症例で99mTc－HSAを静注

し，早期に出現したホットスポットを陽性とした．径

2cm以下のものは診断できないが，肝動脈塞栓術での

経過観察にも有用であることを示した．false　positiveも

なく，今後，広く用いうるように思われた．

　北大，白土らは肝シンチグラムで99mTcコロイドが肺

に取り込まれる現象と，その機構や予後との関係を分析

した．製品としてのチェックを，同一バイアル使用，バ

プール像，骨，甲状腺の描出のないこと，などで確認し，

その上で肺への取り込みと病態の関連を求めている．血

清コリンエステラーゼ値が低い以外に関連は少なく，心

不全，悪性腫瘍患者で肺描出群の予後がよくない．興味

深い所見である．

　長崎大，室らは，RIA法でのB型肝炎抗原，抗体測

定値と，他法との精度，感度の比較を行った．RIA法の

優れていることが確認された．

　福島県立医大，鈴木らは，肝疾患とフェリチン値の検

討を報告した．急目…肝炎，ヘバトーマでは，GOT，　GPT

値の上昇とよく併用しており，ヘバトーマでは腫瘍組織

では減少している，肝組織の崩壊による血清フェリチン

値の上昇と，肝および肝癌のフェリチン値との関連を示

したものとして注目された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（柄川　順）

（286－290）

　核医学的手法による門脈循環動態についての5題の発

表があった．このうち4題は経直腸注入による非侵襲的
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手法によるものであり，1題が脾内注入による循環動態

の解析法についてであった．工藤（神戸中央市民）は内視

鏡を用いて直視下に99MTcO4一を注入し正確に門脈循環

系に流入するようにしたうえで肝と心の摂取比を出し肝

硬変患者での食道・胃静脈瘤の程度との相関を示し，ま

たSPECT像より算出した肝と脾の容積から肝脾の摂取

率の算定法について報告した．塩味（埼玉医大）はやはり

経直腸的に99mTcO4一を注入するが前以ってピロリン酸

を静注しておくことにより吸収された99mTcがin　vivO

で赤血球に標識されることを利用し経時的に肝と心の

activity　curveを作成し初期勾配を出し指標とすると肝

硬変群で勾配比の大きなものに静脈瘤の描出が見られる

と報告した．また心でのcurveよりT1／2を求め，それ

が腸管よりの吸収を反映し門脈循環障害の程度の指標に

なることも報告した．塩味（大阪市大）は経直腸法に加え

て99mTc－phytateの静注時の肝，肺，心，腎のtime　activity

curveから肝動脈成分と門脈成分を分けると肝硬変群で

は門脈成分の低下が見られ併用の有用性があると述べた．

利波（金沢大）は経直腸注入剤として201Tl－chlorideを用

い，それが1回還流で組織に摂取され局所の血流量を反

映することを利用して肝と心の摂取比を出し肝硬変の進

行群，静脈瘤の存在群で明らかな差を認めることを報告

した．高橋（天理病院）は99mTc－MAAを脾内に注入し

肝，脾，心，肺など数か所にROIを設定してTime

activity　curveを描きそれぞれの解析で伝達特性に基づ

く算定法を示し門脈系の動態の特性が反映していること

を述べた．いずれも核医学の特長を生かした臨床に有用

な解析法で方法には多少の違いがあっても良好な結果を

示していた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（油井信春）

（291－295）

　99皿TcPI，　EIDAおよびPMTを使用して肝胆道系の

動態解析を行い，肝機能の評価，胆道の通過性，胆のう

収縮状態の評価ならびに胆道胆管径の測定などに関する

検討が行われた．

　291席で滋賀医大の中木は肝生検組織像とPIの血中

消失率（T1／2）が急性肝炎回復期，慢性肝炎，肝硬変と

進展すると悪化する傾向を示し，T　i／2はICG異常群で

有意の増加を示したと報告した．ここで99mTc－PIのヘ

バトグラムは障害肝細胞の機能と肝循環動態の両方を表

すがどちらが主要素となるかという質問があった．

　292席の都養，村木は胆道系機能の診断に99mTc・

HIDAを使用した．胆道機能（Vesico　sphincter　f皿ction）

を解析すると，胆のうとOddi括約筋の協調が大切であ

るとし，健常例，胆石症，炎症などの際の胆道機能を定

量的に評価して，胆道肝胆管機能の新しい検査評価方法

を提示した．この検査のためには絶食条件がきびしく守

られる必要があることが追加された．

　293席で高知医大の吉田は模型を使って，胆管径計測

の基礎的実験を行った．そして，超音波と比較検討して

いる．RI　imageのみを用いて胆管の太さを測ると，太

さの因子に，胆管内のRI量や撮像条件によって変化す

るので，tanθやT75％Maxの要因を考慮し胆管径測定

の可能性を示した．294席で京府大の山下は99mTc－PMT

を用いて肝機能を評価し，ヘバトグラムと尿中排泄率を

検索して，99mTc－PMTは99mTc－diethyl　IDAや99mTc－

PIと比較して尿中排泄が少なくクリアランス算出のう

えで有利であるとした．またDubin－Johnson症候群で

diethy11DAより早く胆道系にでるし，血中消失も早い

としている．

　295席愛媛大・放の中田は99mTc－PBIDAを用いたヘ

バトグラムの伝達関数の算定に関する検討で，心臓およ

び肝臓に関心領域を設けて得られたtime－activity　curve

を，それぞれ入力および出力関数として，deconvolution

analysisを行って肝臓への摂取率，排泄率とmean　TT

を算定して，各肝疾患時の各パラメーターの変動を比較

して，肝炎，肝硬変では健常例と比較して有意差を認め

ているよい機能算出方法であるとした．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（湯本泰弘）

（296－299）

　担当は296～299までの4題です．

　（296）井上らは99mTc－PIと99mTc－PMTの比較を行い

99mTc－PMTの方が肝への集積，肝細胞より胆道系への移

行が速やかであるが，胆嚢の描出は99mTc－PIの方が優

れていたと報告．

　（297）星らは総血清ビリルビン値10mg以上では10例

中4例に胆道の描出をみとめ，ビリルビン値が高くなる

とバックグランドが高く腎も描出されると報告．また

P－buty1－IDAとも比較している．

　（298）国安らは正常例では肝のピーク時間は8分，胆

道描出開始は8分，胆嚢は11分で描出され尿中排泄は少

なく高度の黄疽例でも描出可能であったと報告．

　（299）三木らは99mTc－PMTを静注しヒストグラムを

作製し肝機能検査結果と対比し注射後一時間までの尿中

排泄率について報告．

　今回の報告で99mTc－PMTは従来の肝胆道イメージン
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グ剤に比して尿中への排泄が少ないことは一致した意見

であり総ビリルビン値は10mg以下であれば一応試み

るべきと考えられ，さらに高い総ビリルビン値を来した

症例で描出可能例がどれ位あるかは今後の問題であろう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（長瀬勝也）

（300－303）

　今回は，99mTc－PMTの使用経験に関する演題が多く，

300～303の当セッションもすべて99mTc－PMTに関す

るものであった．300，301はび慢性肝疾患に99mTc－PMT

を使用したもの，302はPI，　HIDAとPMTとの比較，

303はECT像に関するものであった．まず，300席で

は，び慢性肝疾患例に99mTc－PMTを使用し，肝・胆道

機能の評価についての報告で，方法的には静注5，20分

後の採血および検査終了時（60分）で採尿し，血中停滞：

率，尿中排泄率を測定している．肝機能データーとの相

関では，GOTおよびTotal　bilirubin値が20分血中停滞

率と比較的高い相関があるとの報告があった．301席も

同様に，一部の症例で経時的に採血し，血中クリアラン

スや血中残存率，尿中排泄率を求め，肝機能の定量評価

が可能であったと報告している．ただ，左右両葉の肝に

っいてROIをとって検討した結果では，左葉側で排泄

が遅れるような傾向があるということであった．これに

関して，303席のECTによるイメージでは，そのよう

な傾向は認めていないとのことで，今後の検討を待ちた

い．

　302席は99mTc－PIおよびEHIDAとPMTとの比較

で，心，肝，胆道・胆のうなどにROIを設定してその

ヒストグラムの比較から，PMTは血中消失時間，肝へ

の集積および排泄などで他のものより速く，また，胆の

うのactivityも他の2者に比して高く，秀れたスキャ

ン剤であることを示した．303席は，ECT像から各種

functional　imageを作成し，全肝摂取率と血中停滞率，

T1／2　imageと肝内局所の排泄機能などについて検討し

ており，肝内局所の排泄異常が定量的に判定でき，診断

的価値が高いとしている．いずれにしろ，99mTc－PMT

は肝・胆道機能を評価する上で，秀れたスキャン剤とい

う結論である．肝・胆道スキャンに関しては，食事との

関係が非常に大きな意味を有している．新しいスキャン

剤の使用経験では，同系統のスキャン剤との比較のため

に，できればhealthy　volunteerを対象としてきめられ

た一定条件下でまず正常域を決定しておくことが非常に

大切であると思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国安芳夫）

455

（303－307）

　99mTc－PMTによる肝・胆道シンチグラフィー最後の

セッションで，まず304席兵庫医大立花らは，PI，

HIDA，　E－HIDAなどを用いた症例で比較検討の結果，

PMTは血中消失速度が早く，肝摂取率は高く，また，

腎排泄が少ない特徴を把握し，最も適した放射性医薬品

であると述べた．さらに，PMT投与10分後の肝／心比は，

血中ビリルビン値と負の相関を示し肝摂取の病態把握に

適切な検査法であると強調した．305席慈恵医大岡沢ら

は，閉塞性胆道疾患の原発部位や局所再発の有無などに

使用し，局所胆管閉塞の診断能を検討報告した．特に肝

内胆管の描出率を黄疸例と閉塞性黄疸例について比較検

討し，本法は口や超音波検査法では診断困難な症例に

有用であると述べた．306席神戸市民病院森本らは，高

ビリルビン血症例に用い，全例に一時間以内で肝・胆道

系が描出され，閉塞性黄疸例では閉塞の部位診断を可能

とした．また，収録されたデータを用い，肝摂取率，血

中クリアランスおよび肝よりの減衰などについて検討し，

血清学的検査法と比較するとともに，PMTによる画像の

もつ情報は，他の胆道系Imaging法と比べて有用である

と述べた．307席京大阪原らは，血中ビリルビン値の高い

19例について詳細な検討結果を報告し，特に高ビリルビ

ン値の症例では，他の医薬品より有用であったと述べた．

以上PMTに関しては，約20の施設から14の演題が出さ

れたが，いずれの演者も肝・胆道スキャン製剤としては

PMTがもっともよいと結論づけている．特に高ビリル

ビン血症例でも肝内胆管の描画が可能であり，閉塞性黄

疸例の部位診断にはnon－invasiveな本検査法がもっと

もよさそうである．一方，各施設問でのデータについて

は，同一プロトコールで検査を施行すれば，短期間で多

数例を集めることができ，Hepatogramの解析を初め多

くの有用な情報が得られると思われた．最後に本薬剤を

開発した東氏に有用なコメントをいただき本セッション

を終えた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前田知穂）

（308－310）

　このセッションは小児のシンチグラムの反省，原発性

の肝癌の生長と検出に関する発表，音声入力によるシン

チグラムレポート作成に関する3題だがいずれもユニー

クなものである．（308）都立清瀬小児病院と北里大の発

表で48年5月～57年5月まで99mTc－phytate肝シンチグ

ラムを580例行った．70％が3歳以下である．悪性腫

瘍の診断治療中に30％，実質肝障害に60％，形態異常
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3％，SOL用7％（腫瘍でなかった）．悪性腫瘍は肝癌，

ウイルムス腫瘍，神経芽腫，肉腫で悪性83％，良性は

17％であった．CTは使用していない．（309）慢性肝炎

および肝硬変を定期的にfollow　upして原発性肝癌を早

期発見する理論を作成したユニークな発表である．原発

性肝癌50例のうち2回以上肝シンチを施行した8例から

腫瘍のdoubling　timeを計算した．装置は同一，孤立性

と多発性とある，計測は3人の医師で行った．2・Ocmφ

の腫瘍検出能（総合解像力）を有するシンチカメラで

φ2．0～3．Ocmの腫瘍を早期発見するには5～8か月に1

回肝シンチを繰返す必要がある．またφ3．Ocmの腫瘍検

出能のシンチカメラで1～2年に一度follow　upして行

くとφ3．Ocmのものを発見できるが発育の早いものはす

でに9．Ocmにも達するという．事実このシステムで

φ2．Ocmのものを発見したがα一fetoは陰性だったという．

RI系は解像力が悪いのでX線CTでも研究してほしい．

（510）放医研臨床研究部グループでシンチグラム読影レ

ポートの入力の省略化と解析の簡単化を計るため，

NEC一音声認識装置（DP　200）とパソコン（PC－8800）を

用い，入力者の確認（特定医師の特定音声入力済），患者

のID，所見（使用核種，投与量，摂取量，形態，前面後

面側面の欠損，脊髄の摂取との比較脾所見）をman－to・

machineで漢字で応答するレポート作成までに2～6分

かかるが，適当な和文で提示される．データベースとし

ても有用である・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（竹中榮一）

J．消　化　器

（311－314）

　演題311番と312番とは，信大，放科と歯科口腔外科

と中央放部などによる「RI－Sialographyの臨床応用」の

第1報と第2報であった．第1報の中西先生らは，

Sialographyの簡便化と有用性とについて検討した．

Time　activity　curveから　A：peak　count，　B：Back

ground　count，　C：30分後のcount，　D：酸刺激後の最低

count，をそれぞれ計測し，　A－B／A×100＝最大摂取率，

C－D／C×100＝分泌率とした．正常例では前者と後者

とは相関した．唾液腺の炎症や唾石症では，両者とも低

下した．放射線照射例では，3，㎜rad以下でも分泌率変

動が著明で，検査の簡便化として分泌率のみで十分と考

えられるとし，各種疾患の診断に有効であったとしてい

る．第2報の山崎先生らは第1報の諸検査値と唾液腺造

影所見とを対比している．99mTc・04の集積の低下して

いる症例では全例小葉間拡張やGlobular陰影などが見

られ，酸刺激直後のRI－curveの変化は主導管の状態を

よく反映しているとしている．演題313番の京大・放核

と口外の石川先生らは，「経時的唾液腺シンチグラフィ

による各種唾液腺疾患の定量的評価」について検討した．

健常者はRI最大摂取時間は，耳下腺30～35分，顎下腺

5～8分で，唾液分泌機能障害では，急性炎症を除いて，

遅延傾向を示し，左右の集積差は大となる．RI摂取係

数，静注10分後のRI摂取率，酸刺激分泌率などの低下

が認められると報告した．演題314番の奈良医大・腫瘍

放科の筒井先生らは「唾液腺シンチとSialographyの対

比による唾液腺障害の判定」について検討した．酸刺激

による唾液排出度とSialographyのRubinの分類とは，

よく相関したが，peak　countとの間ではほとんど相関

はなかった．このセッションのすべての演者はRI－Sialo－

graphy（peak　timeの遅延や，分泌率の測定など）は，

唾液腺疾患の唾液分沁障害の程度を判定するのに，エッ

クス線Sialographyに比し簡便で，かつ非常に有効であ

ると報告していた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（片山通夫）

（315－318）

　顔面神経麻痺の予後評価を顎下腺ダイナミックスで行

おうとした関西医大，中沢らの報告は興味深いものであ

ったが，手術により症状の好転した患者さんとの比較が

なく，また神経麻痺にしてもビールス，浮腫，循環障害

などの誘原因が考えられており，顔面神経核の直接支配

をうける表情筋と上唾液腺核の支配をうける顎下腺ダイ

ナミックスとの相関をどのように意味づけるかが問題点

であろう．小児におけるGastroesoPhageal　Refluxの核

医学的診断法について報告した矢野らは（静岡こども・

核）Grade分類により重症度判定を試みたが，鼻管挿入
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