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玉医大・放）は正常者における安静時群，エルゴメータ

負荷群，トレッドミル負荷群のそれぞれについて検討し

た．それによると，全身に対する大腿や下腿のカウント

比（CR）から計算した再分配率Y（delayedのCR／earlyの

CR）とX（earlyのCR）との関係は双曲線を呈し，この

関係は下肢筋肉における虚血部位の評価上，参考になる

ことが示唆された。これに関連して西村ら（埼玉医大・

放）はモデルによる考察を試みた．単位体積の組織のう

ち，筋肉中の201T1の量をqm（t），血液中の量をqb（t），

血液から筋肉への移行係数をλ1，筋肉から血液への移行

係数をR2，血中からの消失の割合をμbとすると，　qm（t）

＝2iqb（o）／（λ2一μb）・〔exp（一μbt）－exp（－22t）〕十qm（o）

eXP（－R2t）となる．この式は3つの仮定から成り立つが

臨床結果の説明上役立つものと思われた．

　下肢筋肉血流評価法として133Xeによる方法は古くか

ら知られているが，今回，分校ら（金沢大・核）はシン

チカメラを用いて一回注射による多段階（安静時，運動

中，運動後）下肢筋肉血流量測定法を開発しその結果を

報告した．まず，方法論と基礎的検討として実測筋血流

量と本法での推定血流量との間ではよい相関を示し，虚

血肢の筋血流量予備能の評価のみならずスポーツ医学に

も応用しうるものであると強調した．つづいて，分校ら

（金沢大・核）は同様の方法を用いて軽運動負荷（軽い足

踏み運動）時での下肢虚血性疾患例の血流変化の特徴に

ついても検討し，その結果，筋肉血流量予備能の評価に

有用であるとした．　　　　　　　　　　（宮前達也）

（388－391）

　このセッションでは動脈疾患に関するRIアンギオグ
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ラフィー2題，静脈動態に関するもの2題の計4題が報

告された．

　群大の杉山らは閉塞性動脈硬化症，動脈瘤，動脈炎の

RIアンギオにて動脈造影との比較検討を行い，　RIアン

ギオの読影上の限界についてまとめていた．動脈の閉塞，

狭窄所見は造影検査より軽くみえること，副血行路の形

成された閉塞では，RIアンギオは動態イメージを加え

ても閉塞の程度はわかりにくくなること，動脈炎では検

出感度がおちることなどが要旨であった．

　順大長瀬らは通常のRIアンギオに加えてSPECTを

撮像した動脈瘤の症例を報告した．

　岐阜大鷹津らは，99mTc一赤血球の平衡時相を利用し，

前腕のカウントを測定静脈のコンプライアンスを求めた．

前腕血液量のうち静脈内の血液量を80％に固定していい

か，血管外に漏出したRI量の補正は必要ないか，等の

問題につき討論された．

　東邦大の武安らは下肢深部静脈の血液変化を知る目的

にて，RI　venographyの動的観察を行った結果を報告し

た．右室に恒久的にペースメーカーを植え込まれた症例

では体位変換により血流速度が減少し，血液量が増加す

ると報告した．

　RIアンギオグラフィーは無侵襲的な利点に対し解像

度に欠点を持つ．この欠点をSPECTがどの程度補完し

て行くかについては否定的な印象を持った．静脈に関す

る演題はいずれも定量的な解析を主体としており，この

傾向は今後ともつづくものと思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小野　慈）

14．（R）炎症・腫瘍

（392－396）

　本セッションにおいて6？Gaの腫瘍集積に関する5題

の報告がなされた．

　（392）新田（第一RI研）らは，テレヒ゜ン油注入により

誘起された炎症性腫瘍病巣への6？Gaの集積を経時的な

オートラジオグラムと組織染色から検討し，好中球やマ

クロファージの位置に67Gaの集積が多く認められるこ

とを報告した．

　（393）佐々木（帝京大薬）らは，生体内で67Gaが結合

しているものの一つとしてヘパランスルフェートを提唱

しており，これら酸性ムコ多糖類が生体内ではさらにタ

ンパクと結合していることから，in　viVOで，タンパク

結合ヘパランスルフェートの6？Ga結合性を生化学的手

法を用いて検討し，67Gaの放射能ピークと硫酸化酸性

ムコ多糖プロテオグリカンの指標として用いた35Sのピ

ー クとの一致から，酸性ムコ多糖の一つであるヘパラン

スルフェートと67Gaの結合性を再度裏づけている．

　（394）鈴木（東北薬大）らは，67Gaと細胞の結合性に及
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ぼすpHならびにクエン酸濃度の影響について，　in　vitro

の系を用いて検討を行い，pHおよびクエン酸濃度の変

化による細胞への67Gaの結合性の変化は，細胞側より

もむしろ溶液中での67Gaの化学形に依存することを示

唆した．

　（395）村中（川崎医大）らは，培養細抱を用いて67Ga－

citrate，5gFe－citrate，1251・transferrinの動態を比較し，　Ga

の動態にはFeと異なった因子が関与していることを示

唆した．

　（396）宋（日生病院）らは，6？Gaの腫瘍集積について，

家兎大腿部筋肉内に移植した実験腫瘍を用い，光顕およ

び電顕レベルで67Gaの腫瘍内分布を検討し，67Gaの集

積が腫瘍中央部より辺縁部により高く，また顕微鏡的観

察によって，細胞レベルでは腫瘍細胞内とくに細胞質内

により多くの67Gaの集積が認められた旨を報告した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（久保寺昭子）

（397－401）

　私が座長をした演題は，397－401の5演題であり，こ

れらはすべてGa－67に関する基礎的な報告である．

　397（神奈川歯大，放，小林ら）は，Ga－67の腫瘍細胞

への取り込みに，細胞膜が重要な働きをしていることを

Ouabainを作用させて実験したものである．これに関し

て，トランスフェリン結合Ga－67の取り込みも阻害され

るか否かの質問があったが，これは今後の課題であり，

今後の実験の発展を期待したい．398（神奈川歯大，放，

若尾ら）は，家兎の腫瘍と炎症病巣に取り込まれたGa－

67が鉄剤投与によって排泄してゆく過程を経時的に調べ

たものである．その結果，両者の排泄に差異があり，両

者の鑑別診断の可能性を示した．今後の臨床例を期待し

たい．399（大阪成人病センター，中野ら）は，肝細胞癌

と悪性リンパ腫の症例について，Ga－67の取り込みと

UIBCの関係を調べ，正の相関があることを報告した．

臨床例でもUIBCが腫瘍へのGa・67の取り込みに深い

関係があることを示した貴重な報告である．しかし，抗

癌剤の影響も無視できないので，この点の検討も期待し

たい．400（金沢大学医療短大，安東ら）は，Ga－67の細

胞内の結合物質が酸性ムコ多糖のうちケラタンポリ硫酸

であろうと報告した．安東らは，1979年よりGa－67の結

合物質が酸性ムコ多糖であるとのべてきたが，今回は，

さらに深く化学分析したものである．今後は，このケラ

タンポリ硫酸の生化学的な意義の解明が必要であろう．

401も同じく安東らの報告であり，膿瘍へのGa－67の集

積と血液の関係を検討したものである．結果は，血液中

22巻5号（1985）

のアルブミンが膿瘍に非常に多く浸出することから，

Ga－67の取り込みが多い原因としている．

　以上，Ga－67の腫瘍や炎症への取り込みの機構および

鉄との関連性について，まだ種々の疑問の点が未解決の

まま残っている．Ga－67が臨床で腫瘍や炎症のイメージ

診断に広く利用されている限り，これらの研究は重要で

あると思われる．　　　　　　　　　　（東与光）

（402－406）

　演題402席から406席は67Ga－citrate　scintigraphyの臨

床応用に関する利用方法の限界に挑戦した労作と評して

もよかろう．

　東光太郎（金沢医大放）らは5時間像の有意性を追究

しているが，48例のRI異常集積検出能は48時間像の方

がすぐれていたと報告している．ただし四肢ではその差

がなく，悪性腫瘍と炎症性疾患の間でも差がなかったと

している（402）．

　広野良定（国立大蔵放）らは67Ga　scanの肝不描出症例

の原因を追究した結果，鉄過剰状態に加えてvincristine

大量投与による骨髄抑制が要因であろうと示唆した
（403）．

　川村寿一（京大泌）らは腎細胞癌の6？Ga集積性を検討

したところ，2～55か月のFollow　upの成績で，陽性群

の生存10／死亡17，陰性群の生存24／死亡2であり陽性所

見からその病勢と予後をうらなうのに有用としている

（404）．

　古西博明（滋賀医大放）らは胃癌53例の術前の病変進

展情報に67Ga－citrate　scintigraphyを利用した結果を報

告した．stage　lll以下では15％以下，　stage　lVでは50％

に胃病変の陽性集積を示した．2型と3型の47％，4型

の0％，分化型の34％，末分化型の17％の陽性率で肉眼

～組織分類との関係も呈示している．深達度とリンパ節

転移の推定上有用であろう　（405）．

　東与光（神奈川歯大放）らは放射線治療効果の判定に

67Ga－citrate　scintigraphyを実施したところ，甲状腺未

分化癌，悪性リンパ腫では治療効果の予測に有効であっ

たと報告している（406）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平木辰之助）

（407－411）

　67Gaの唾液腺集積は放射線照射によって変化する．須

井ら（徳島大・放）はこの現象を詳しく分析し10Gy程度

の低線量で高集積となり線量と集積程度の間には明らか

な相関はないと報告した．この結果は唾液腺の放射線感

受性の高い事実と明らかな関連を示すものである．頭頸
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部腫瘍で放射線治療を受けている場合や治療後の67Ga

スキャン診断に際し参考となる発表であった．肺サルコ

イドーシスの活動性の評価に67Gaスキャンが用いられ

ているが平木ら（岡大・放）はBAL中のリンパ球数と

67Ga集積との比較検討を行い肺門リンパ節への67Ga集

積とリンパ球数比率には良い相関を認めたが肺野への集

積との間には余り良い相関を認めなかったと報告した．

初期病変と考えられている胞隔炎との関連を探求した興

味ある発表であった．小林ら（神奈川成人病・放）は肺

癌原発巣への67Ga集積を組織型，腫瘍の径より検討し

腺癌に陰性例が多いと述べた．今までにも同様の検討が

なされているが腫瘍の大きさに左右されることも十分考

慮する必要がある．肺癌では縦隔転移巣の診断が最も重

要であり松井ら（姫路循環器病セ・放）はSPECTで検討

しtrue　positiveは高いがfalse　positiveも多いと述べた．

SPECTには吸収補正，散乱線など解決せねばならない

問題点はあるが集積判定の客観化が必要のように思われ

た．X線CTがN2に関して質的診断能の乏しいことが

明らかである故にこの方面の研究はきわめて重要である．

折井ら（都臨床研）は11C標識アルファアミノイソ酪酸

によるラット脳腫瘍モデルを用いて健常脳組織と脳腫瘍

への分布を調べているが健常脳や浮腫部には集積せず脳

腫瘍に選択的に集積することを示した．本化合物は11C

で標識することでポジトロンCTによる診断が可能とな

ることから研究の発展が期待できる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（利波紀久）

（412－415）

　モノクローナル抗体を用いた腫瘍シンチグラフィーの

分野で遠藤ら（京大放核，泌，薬，大阪薬大）はHCG一β

サブユニットに対するモノクローナル抗体を作成し，こ

れに京大グループの開発したデフェロキサミンによる

Ga－67標識を行い，その体内分布を報告した．デフェロ

キサミンの抗体間結合による大分子蛋白の生成を適当な

DFO／蛋白分子比によりおさえ，　IgG，　F（ab’）2分画とも

に抗体活性を損うことなくGa－67標識に成功した．とく

に還元剤の添加によりGa－67の標識率は100％に達し，

標識抗体のin　vitroでの安定性が増加し，抗HCG抗体

F（ab’）2－Ga－67のヌードマウスでの分布は移植腫瘍，肝，

腎に認められ，48時間のTIBは2．61と報告した．つい

で201T1およびアルカリ金属の腫瘍集積をイオン半径か

ら説明する試みが片山ら（金沢大医短，核，RI）よりな

され，マクロオートラジオグラムにおける201T1，86Rb，

134Cs対22Naの分布の差からイオン半径がこの原因に
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なっておりLi≒Naであることからこれらと他の三者の

挙動のちがいが1．33Aを境として生ずる点を報告した．

ついで渡辺ら（金沢大，核）は各種腫瘍親和性物質のin

vitroにおける腫瘍集積性を1311－PNAを中心に67Ga，

201T1，1illnCl3　9と比較検討を行い，　in　vitroで指摘さ

れている集積性が認められたことを報告した．in　vitro

での指標がin　vivoでの集積性の指標になり得るかの点

について討論が行われたが，この問題は翌日のin　vivo

の発表の場に持ち越された．最後に99mTc－PMT　delayed

scanによる肝細胞癌の陽性描画について長谷川ら（大阪

府立成人病センターRI，内）はこれが陽性描画に有用で

あることを見いだし，6？Ga，血清AFP等と比較を行っ

たところ，ほぼGa－67に匹敵する陽性率（腫瘍部が辺縁

正常肝に比べて強く描出されているもの16／32，Ga16／32，

同程度4／32，Ga－675／32，（一）11／32，　Ga－6712／32）を得，

Ga－67スキャンと併用することにより有用であり，AFP

陰性あるいは低産生肝細胞癌においても特異的診断を可

能とする場合があることを示した．本演題はJNM本年

10月号に発表された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（折井弘武）

（416－420）

　5題はいずれも新しい腫瘍マーカーCA　19－9に関する

演題であり，モノクローナル抗体の手法を用いて開発さ

れたCA　19－9が臨床的にもきわめて注目されているこ

とを反映したものと言えよう．

　CA　19－9はヒト大腸癌細胞でマウスを免疫して得られ

たモノクローナル抗体が認識する糖鎖抗原で，これまで

の腫瘍マー一一一カーCEA・AFPなどとはまったく異なる新

しい癌関連抗原である．稲垣（ジャパンメディカルコー

ポレーション），真坂（浜松医大），鈴木（福島医大），辻

野（聖医大），阪原（京大）の5人の演者は，主に膵癌患

者を対象にCA　19－9の臨床的検討を行い，いずれも80％

以上の検出率を得ており，健常人・良性疾患患者ではき

わめて低いため陽性率であった．したがって，CEAに

比較しCA　19－9は腫瘍特異性の高い腫瘍マーカーと考え

られ，各演者ともCA　19－9のRIAが膵癌診断に有用で

あると結論した．ただ少数例ながらCA　19－9が高値を示

す良性疾患も特に総胆管結石，急性胆嚢炎で認められ

（鈴木・辻野），注意が必要であると思われる．血中CA

19－9値と総ビリルビン値，GOT，　GPT値との相関性は

ない（真坂）ことより，良性胆道系疾患における血中CA

19－9値上昇の機序の解明が待たれる．

　このようにCA　19－9は臨床的にはきわめて有用な腫瘍
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マーカーであるが，測定方法にはなお改良の余地が残さ

れている．膵癌ではCA　19－9が著しく高値を示す割合に

測定範囲が120U／mlまでと狭い（阪原）．したがって，

希釈が必要な症例が多い（真坂）にもかかわらず，dilu－

tion　testでやや直線性が乏しい（鈴木・辻野）．血清と血

漿の測定値が解離する（辻野）ことなどCA　19－9の抗原

が十分解明されておらず，モノクローナル抗体を用いる

サンドイッチ法で測定されるため実験が困難かもしれな

いが，今後の検討が必要であると思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（遠藤啓吾）

（421－424）

　本セッションはCA　19－9およびTPA（tissue　polypep－

tide　antigen）の演題で，　CA　19－9は福島医大関川ら，南

丹病院石田らによって，TPAは国立東二高原ら，およ

び滋賀医大浜津らによって報告された．

　これらの腫瘍マーカーとくにCA　19－9については最近

とくに関心の高いところで，競って報告されつつある領

域である．

　ちょうどこのセッションの前もすべてCA　19－9の演題

であった．

　関川らは胃，大腸，胆道，膵，乳腺，甲状腺の癌を，

対照として健常人および胆石症についてのCA　19－9と

CEAのみ組わ合せで腫瘍マーカーとしての意識がより

高まることを述べた．胃癌のCA　19－9については病期お

よびS．H．P．n．各因子間には相関を認めていない．

　石田らはCA　19－9は膵癌マーカーとして特異性を認め

るものの，まれに良性疾患でも上昇する．一方悪性腫瘍

の胆汁，膵液，胸水，腹水でも異常高値を呈すること，

また胆汁や甲状腺嚢胞液の炎症でも陽性を呈することを

述べている．

　CA　19－9抗体はLewis型物質と特異的に反応し，

glycolipidまたはglycoprotein型の大分子量として細胞

から遊出すると推定している．

　高原らはTPAの測定技術に関する報告が主体であっ

た．

　浜津らはTPAは血液型様抗原とK（ケラチン）様抗原

の2っを持つことを推定した．臨床例から癌患者のTPA

とK（ケラチン）値はとくに相関は認められないといっ

ている．

　古くはBence　Jones蛋白（1846），1970年代になりAFP，

CEAなどの腫瘍マーカーへの適応にっれ癌診断スクリ

ー ニングはRIAキットを用いて花盛りの時代を迎えて

いる．

22巻5号（1985）

　RIAは感度，定量精度の面ですでに確立されたEIA

（酵素免疫定法）を凌駕する勢いにある．とくに膵癌の

ように各種の診断法をもってしても早期診断が容易でな

い臓器の悪性診断に特異性が高いということになれば関

心が集まるのは当然のことでろう．正常ヒト血液中にも

微量ながら存在することであり，cut　off値をどこにおく

かが問題点の一つである．

　腫瘍マーカーはハイブリドーマ法によるモノクローナ

ル抗体作製技法の開発で今後ますます発展するものであ

り，1979年Koprowski一派のCA　19－9の発見は確かに

偉大なる業績といえよう．

　これらの手法はin　vitroだけでなく，非常に困難な過

程があろうが将来，in　vivo　outerco皿tingによる画像表

示，さらに癌治療への期待を抱かせるものと思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（秋貞雅祥）

（425－429）

　腫瘍検出法の基礎的，臨床的報告の5題の発表を担当

した．

　No．425　モノクロナール抗体を用いたCEA測定の報

告であり，この測定法ではNCAやBCGとの交差反応

がほとんどなく，正常値は5ng／m1以下である．大量喫

煙者では正常者よりもCEA高値であった．市販のキッ

トはそれぞれ単位が異なっており，CEAの国際標準値

の統一の必要性を痛感した．

　No．426　ビタミンAの抗腫瘍促進効果は癌細胞内の

ビタミンAレセプター（CRBP）が関与していることが報

告された．癌組織中のCRBPは隣接する正常組織より

も多いと述べられた．

　No．4271n－111標識モノクロ抗体作成法の発表であ

る．AFPモノクロナール抗体に結合するDTPA分子数

が増加すると標識抗体活性が消失するので，AFP産生腫

瘍移殖ヌードマウスへ投与した場合，腫瘍への集積は減

少し，逆に網内系細胞への集積増加が認められると報告

された．今後，抗体活性残存標識法の必要性が強調され

た．

　No．428と429　Gal－Gal　NAc（T－F抗原）を特異的

に認識するレクチン（PNA）を用いて，癌細胞膜上への

PNAの集積から癌の部位診断や治療への可能性が検討

された．確かに，ある種の癌（乳腺，肺，消化器の腺癌）

では，正常細胞膜ではノイラミン酸により被覆されてい

たものが，細胞の癌化によって露出することが知られて

いるが，この現象は腫瘍に特異的でない．ある種のバク

テリア感染時にはノイラミダーゼ処理のように細胞表面
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が変化してPNA結合性が増加することもある．また，

種々の動物血清中には自然のT－F抗体があるので，腫瘍

表面のT－F抗原は流血中のこの抗体で被覆されているの

で，1251－PNAを静注しても流血中の自然抗体と結合して

639

腫瘍表面への集積は軽微とも推定される．興味ある腫瘍

親和性物質であるが，さらに詳細な検討が必要と思われ

た．

（越智幸男）

15．（S）ECT，サイクロトロン，㎜

（S－1）ポジトロン

（430r435）

　原稿未着

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（井戸達雄）

（436－440）

　脳のポジトロン診断のセッションである．新たな試み

として国療武蔵の桜川らは，11CO2一回吸入の動態解析

を行い，腫瘍部での集積の遅れを報告した．11CO2の集

積が血流に依存するか，pHに依存するか興味深いが，

できれば画像のみでなく量的解析を進めてほしい．東北

大鶴見らは，18FDURの腫瘍内集積をARGで観察し腫

瘍辺縁部増殖層への集積を明らかとし，次の臨床応用の

ステップとした．東北大伊藤らはPCTによる脳機能診

断の方法論について考察し，脳刺激は，検査台上でなく

別室で行うべきと主張した．また，RI静注後にTrans－

missionデータを再建できることを示した．臨床応用に

ついては，東北大白根が腫瘍内でのブドウ糖，酸素，メ

チオニン取り込みの関係を症例呈示した．腫瘍内で，血

流，酸素代謝の解離があるばかりでなく，糖代謝，蛋白

代謝にも差異がある可能性が示唆され，今後の研究課題

である．また，糖代謝，酸素代謝間のアンバランスが，

アルツハイマー型変性脳で見られることが東北大畑澤ら

により呈示され，変性脳で血流，酸素消費の低下に比較

してFDG消費の低下がより甚しい．つまり，　TCA回

路に糖以外の脂肪，アミノ酸が基質として，かなりの程

度に流入している可能性がある．これで，血流，酸素消

費，糖代謝間の解離が，腫瘍と痴呆脳の二つで見られた

ことになり，この方面での基礎的臨床的研究の重要性が

明らかとなった．この分野は，シングルフォトンの追随

できないポジトロン特有の研究領域である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伊藤正敏）

（441－446）

　本セッションでは，ベビーサイクロトロンに関する研

究が1件，ポジトロンCT装置に関する研究が4件，臨

床応用に関する研究が1件発表された．まず，戸田ら

（日本製鋼所）は，短寿命アイソトープで製造専用サイク

ロトロンとして，従来のベビーサイクロトロンよりエネ

ルギーを高め，かつ3段階に切り換え可能な装置につい

て報告し，その仕様を発表した．

　ポジトロンCTの解像力の向上は，ポジトロン核医学

における最大関心事の1つである．野原ら（放医研）は，

陽電子飛程および消滅光子の角度揺動による解像力の劣

化について，シミュレーションの結果を報告し，解像力

の限界を論じた．田中ら（放医研）は，陽電子飛程によ

る画像のぼけを画像再構成の過程で修正することが可能

なことを示し，この修正による統計雑音の増加度を推定

した．また，三浦ら（秋田脳研）は，高解像力用検出器

として，幅3㎜のBGO編8個を特殊なライトガイ

ドを介してデュアル光電子増倍管（1つの管内に2組の

二次電子増倍系をもつ特殊管）に結合したユニットを試

作して，実験結果を報告した．これらの発表は，いずれ

も今後の高解力装置の開発に重要な問題として注目され

た．三浦ら（秋田脳研）は，測定データ，とくに血流量計

算等を行った画像の統計誤差を実験的に検討し，透過デ

ー タおよびエミッションデータに含まれる統計雑音と関

連してその要因を検討し，これらの誤差が定量的な解析

に重要な問題であることを示した．

　矢野ら（明治鍼灸大学）は，C－11でラベルしたグルコ

ー スを用いて，健康人の種々の個所に鍼通電刺激を行っ

た際の脳神経細胞の活動の変化を観測した結果を報告し

た．この発表に対して，定量性の問題，鍼刺激以外の影

響の有無等についてのコメント（東北大抗研，松沢，伊

藤）があったが，興味ある課題として今後の研究が期待

された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田中栄一）
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