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5．（E）脳・中枢神経

（111－115）

　最近の核医学のトピックスの一つに，脳の機能診断が

あげられる．PETが局所脳機能の詳細な病態生理を明

らかにし始めたことに刺激され，基礎から臨床にわたる

幅広い分野で活発な研究がなされている．本セッション

では，動物実験モデルによる血液脳関門（BBB）の研究

が1題，RI血管造影の検討に関する演題が1題，そして

最近開発されたN－isopropyl－P－［i231】　iodoamphetamine

（IMP）の応用に関する3題の発表があった．

　折井らは，グリオーマの移殖腫瘍を用いてラットの

double　tracer　autoradiography法により，腫i瘍周辺での

アルブミンの挙動を調べた．投与後，時間の経過ととも

に腫瘍部から周囲へのひろがりが見られ，このモデルで

は腫瘍周囲の水腫は腫瘍のBBB破壊部からのアルブミ

ンの浸出によるものと報告した．腫瘍周囲からの漏出の

可能性について疑問が提起されたが，autoradiography

の特徴を利用したきわめて興味深い研究であり，今後さ

らに詳細な検討が望まれる．

　佐崎らは，日常の臨床で用いられる99mTc－DTPAに

よるRI血管造影の妥当性を検討するために，133Xe吸

入法による局所脳血流と比較した．globa1な指標として

ある程度病態を反映するが，臨床診断の点では限界があ

ると考えられた．

　IMPにっいては，西澤らによる脳腫瘍での報告，百

瀬らによる変性疾患を初めとする神経疾患での報告，お

よび犬上らによる定量的測定についての検討が発表され

た．脳腫瘍ではIMPの初期分布は血流と比例するが，

比較的早期から腫瘍部で洗い出されることが明らかとな

った．さらに，各種の神経疾患でIMP集積の局所的低

下が認められ，これらの疾患での局所脳機能低下を描出

できる可能性が示された．IMPの体内挙動が明らかに

されつっあるが，一方で，その定量化についても積極的

な努力がなされており，今後臨床の場に広く利用される

ことが期待される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（米倉義晴）

（116－119）

　このセッションは，ポジトロン断層法による脳神経領

域への新しいアプローチに関する研究が発表された．

　116席と117席は，ベンゾジアゼピンレセプター測定

について報告された．116席は，C－11一フルジァゼパム

の動物実験の結果，大脳皮質への高い集積がみられ，さ

らにRo　15－1788で洗い出しを行った結果を示した．

　117席は，鎮静剤を投与した患者で，11C－Ro　15－1788

の脳への集積を検討した結果，取り込みが減少したこと

を示した．レセプターアッセイは，新しい脳の機能を測

定するものとして注目されている．ポジトロン断層法の

新局面が展開されるものとして，今後多くの発展が期待

される．しかし，レセプターアッセイは微妙な測定を強

いられ，また定量法に関しても多くの課題が残されてい

るように思われる．

　118席は，加齢による脳血流量と酸素代謝の関係につ

いてであった．加齢により全脳での酸素消費量の減少が

おこり，部位的には大脳皮質と基底核での減少がみられ

た．さらにブドウ糖の消費についても研究をすすめ，現

在，ポジトロン断層法で迫れる全ての情報で加齢の問題

を追求して欲しいと思う．

　119席は，11Cピルビン酸による脳梗塞の研究であっ

た．比較的新しい梗塞巣にピルビン酸の集まりがみられ

た．正常脳では速やかにピルビン酸が代謝されるが，梗

塞巣ではピルビン酸が嫌気性代謝に入り，乳酸として集

まると説明される．しかし，嫌気性代謝に陥ったニュー

ロンと周囲に集まるマクロファージとの区別が困難であ

る．きわめて独創的研究であるため，さらなる発展が望

まれる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（阿部由直）

（120－125）

　このセッションは，single　photon核種およびpositron

核種での脳血流測定の精度の向上についての検討が主で

あった．

　中村（阪大）らは，133Xeとガンマカメラによる脳血

流測定専用の超高感度スラントホールコリメータを試作

し，臨床応用にて測定精度が向上することを報告してい

る．

　駒谷（山形大）らは，133XeとHEADTOME－1　1によ

る断層面の脳血流測定の精度向上について検討している．

データ収集のタイミング，マウスピースの使用，partial

volume　effectとROIの大きさなどが精度向上に寄与す

ると報告している．
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　中村（阪大）らは，133Xeとガンマカメラによる脳血

流測定の際，誤差をうむ大きな問題の一つである気道内

の133Xeの影響を補正する方法を試み，良好な結果を得

たと報告した．

　村田（虎の門）らは，1231MPと回転式ガンマカメラを

利用して，脳血流分布を知る場合についての最適な方法

について，ファントム実験と臨床評価から，検出器を接

近させる方法が簡便かつ有用な方法であると報告してい

る．

　伊藤（東北大）らは，C1502の持続吸入法の測定時間

短縮を目的として，吸入開始時にボーラス投与を行うこ

とを試み，良好な結果を得たとしている．また，持続吸

入中に刺激を行い，脳血流が変化した場合についてもシ

ュミレーションを行い，このような場合でもこのモデル

が利用可能であるとしている．

　石原（群大）らは，C1502，1502ガスの連続吸入法に

おける誤差要因のなかで，特に血中放射能濃度の測定誤

差およびcross　calibrationの精度によるrCBF，　rOEF，

rCMRO2の変動について報告している．

　いずれの発表も脳血流測定をより定量性の高い測定に

するためには欠かせない重要な問題であり，今後も継続

して検討し，さらに精度の高い測定をめざしていく必要

があると考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宍戸文男）

（126－130）

　本セッションは，超短寿命ポジトロン核種150による

脳血流計測法に関する研究，特にH2150一回静注法の

定量性を論じた研究が主であった．秋田脳研の菅野らは，

同一患者にC1502持続吸入法とH2150一回静注法を応

用し，両者間の演算から水の脳血液分配恒数を求める方

法を提案した．結果として，一回静注法時に組織データ

採取の時間間隔を変えた二種類の画像間の演算にて，よ

り正確な値が得られるとした．しかし，ポジトロン断層

法の精度と雑音に影響されると考えられた．さらに，京

大の千田，西澤らがH2150静注法のモデル的問題とそ

の臨床応用結果，特に負荷試験への応用を発表した．特

に千田らが述べたごとく，一回静注法で求めた血流値が

持続吸入法での値よりも高くなる傾向があり，かつ，サ

ンプリング時間に依存することが明らかとなった．計測

する基準体積中での灰白質，白質の混在の問題および，

血中放射能定量上の時間的誤差が問題となり，頻回採血

法では解決できないとされた．したがって，然るべき方

法での動脈血中放射能をモニターする必要があるが，そ

の方法でもってしても，狭窄血管による局所的RI入力

の遅れは解決し得ないと考えられ，問題である．九大の

和田らは，H2150持続静注法の臨床応用を開始し，その

利点を強調した．その際，build　up前の画像が有用とし

たが，画像のみでなく，その定量化を望みたい．最後に

秋田脳研・宍戸らが，血液量／血流量比が組織血液通過

時間を表わすとし，病的状態での変化を報告した．

SPECTとの関連で重要ではあるが，通過時間とOEF

は必ずしも挙動が同じでないとの発表であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伊藤正敏）

（131－137）

　本セッションでは，虚血性脳血管障害におけるXe－133

吸入法r－CBF，脳血流SPECTの臨床的評価に関して5

題，脳RI　angiographyの位相解析について1題，頸動

脈病変に対する血小板scintigraphyについて1題の報

告があった．

　演題131，135は，脳梗塞における脳血流SPECT

（Tomomatic　64）について，　X線CT法，あるいは，超

音波脳血流測定法，DSA法などと比較し，急性期では

有所見率は高かったが，限局性小梗塞巣のr－CBFの低

下は証明できなかったなど，本法の有用性と限界が示さ

れた．

　演題132では，脳梗塞の血流状態の評価に同じTomo－

matic　64を応用し，　CBF像のほかdelayed　imageをと

り，また薬剤負荷を試み，delayed　imageでは患側放射

能は健側に比し，低下したまま，等しくなる，多くなる

の3型のパターンがあるとし，薬剤負荷の成績と合わせ

て脳組織のviability評価の可能性が論じられた．同グ

ループの演題134では，本法とDSA動態計測を合わせ

ると側副血行の評価ができるとの報告がなされた．r－

CBF測定法は血流分布像にとどまらず，このように病

態解明に応用することは有意義であると思われた．

　演題133は，脳血管障害において痴呆のある例とない

例を比較し，前者では後者に比し脳血流量は低く，また，

数か月の経過での血流改善は，後者では認められるのに

対し，認められないという興味ある報告がなされた．

　演題136は，脳RI　angiographyに位相解析法を応用

し，位相および振幅画像を作成，脳梗塞症のSTA－MCA

吻合前後について検討し，術後の改善をみたと報告した．

興味ある方法であり，さらに臨床的意義についての検討

が望まれる．

　演題137は，頸動脈動脈硬fヒ性病変に対するアスピリ

ンなど抗血小板療法の効果の評価を血小板scintigraphy
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の定量解析により行ったもので，薬剤の効果をRI体外

計測によって行う新しい試みとして興味がもたれた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（木村和文）

（138－142）

　一過性脳虚血（TIA）におけるポジトロンCTの演題

が2題，1231－IMPに関する演題が3題，うち2題が

SPECTに関する演題であった．

　まず伊藤（東北大・抗研）は，種々の因子をもとにTIA

のgradingを試み，3つの型に分類し，さらに血流量の

低下が見られる一方，血液量の著明な上昇をみた症例が

後日，梗塞に移行した症例の提示があり，さらに桑原

（九大）は，TIA患者における局所血流の低下と酸素摂

取率の上昇が観察され，酸素消費量は比較的保たれてい

た旨の発表があった．これらのことから，ポジトロン

CTから得られる種々の情報が何らかの危険因子として

大切なものであることを示唆しているものと考えられる．

さらに，これらに加えて，血管造影との関係の重要性に

っいて，上村（秋田脳研）より質問，コメントがあった．

　河村（愛媛大）は，1231－IMPを用いたSPECT所見を，

主として脳波所見と比較検討した結果を報告したが，今

後の症例の積み重ねが期待される．同じく1231－IMPと

SPECTに関する演題として，本田（埼玉医大）は日本ア

イソトープ協会エフィカシー委員会の活動報告として，

そのワークシート作成に関する報告を行った．今後，そ

の結果が待たれるところである．

　前田（福井医大）は，急性小児片麻痺患者における

1231－IMPを用いた脳シンチグラフィの所見に関して発

表を行ったが，原因として脳の大血管の閉塞が強く示唆

されたと述べている．

　以上が本セッションの主な要旨であったが，今後の研

究に大いに期待される内容を含んだものが多く，特に虚

血性脳血管障害の診断に際して，局所脳血流量，酸素消

費量などの測定は，本疾患の病態を把握する上で重要で

あることは十分理解できるものの，まだ治療や予後判定

に結びつく情報を十分に提供してくれているとは言いき

れない面が多く残されていると思われた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松井謙吾）

（143－147）

　このセッションの主題は，脳腫瘍に対するIMPの臨

床応用である．脳腫瘍にIMPを用いて脳血流シンチグ

ラフィを行うことが，何らかの意味を持ち得るか否かに

っいての検討である．CTが普及している現在において，

IMPを病巣検出に利用することは全く考えていないが，

543

腫瘍の存在により血流分布に変化があるか，質的診断が

可能になるか，あるいは，別の意味での有用性が認めら

れるかという点からの報告があった．

　演題143，黒崎ら（虎の門放）は，脳腫瘍部位は低集積

域として認められ，腫i瘍の血管増生の有無に関係なく同

様な所見を示すことを報告した．演題144，藤江ら（姫

路ツカザキ脳外）は，SPECTにてearlyとdelayedの

スキャンを行い，脳腫瘍の大部分はいずれでも欠損像を

示すが，髄膜腫では早期にはIMPの集積がみられるこ

とを報告した．演題145，陣之内ら（宮崎医大放）は，血

流欠損の範囲はCT上の病巣範囲よりも広く認められ，

133Xeの血流イメージと異なる場合のあることを示し，

演題146，伊豆永ら（熊大放）は，腫瘍周辺および同側半

球への血流低下が髄膜腫で強く，脳腫瘍の手術後も一定

期間血流改善が得られないことを報告した．演題147，

星ら（宮崎医大放）は，IMP投与直後より動的に血流分

布の変化を追求した．正常部では5分以内に急速にカウ

ントが増加し，20分後にピークに達したが，脳腫瘍部で

は髄膜腫，動静脈奇形を除いたグリオーマ系腫瘍ではほ

ぼ似たような曲線を示し，IMPの分布の動的観察は腫

瘍の質的診断には有用性を示さないと報告した．

　今回の発表に限定すれば，脳腫瘍に対するIMPの利

用には，脳血管障害に対する応用ほどの臨床的価値を見

いだすことはできないとの印象であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（渡辺克司）

（148－151）

　（148）脳腫瘍のポジトロンCT：一矢有一（九大・放，

脳外）らは，脳腫瘍の脳血流量，酸素摂取率，酸素消費

量，血液量の測定をC1502，1502および11CO法でおこ

なった．結果，中に髄膜腫の腫瘍部における血流量と血

液量の増加が著明で酸素摂取率は低下していた例と，未

分化星細胞腫で腫瘍およびその周囲の不均一な血流量の

増加があったと報告された．

　（149）脳腫瘍におけるピルビン酸代謝にっいて一

PETによる検討一：築山節（日大・脳外，国療中野）ら

は，11C一ピルビン酸を脳腫瘍患者へ経静脈的に投与し，

腫瘍部が陽性像として認められたが，これは11C一ピル

ビン酸が腫瘍部で乳酸になり残留するためと報告した．

一矢有一先生（九大）より，11C一ピルビン酸，陽性像に

11C一ヒ゜ルビン酸代謝後の11CO2ガスが関与しないかとの

質問があり，11C一ピルビン酸，静注後の放射能は消失が

早く，映像に11CO　2ガスの影響はないと答えた．

　（150）核酸代謝トレーサーとしての18FdUrdの臨床経
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験：鶴見勇治（東北大・脳外）らは，脳腫瘍の核酸代謝

のトレーサーとして18F・fiuorodeoxyuridineは有用であ

り，興味ある所見について報告があった．悪性度の高い

脳腫瘍では集積が強く，正常部位の3倍にも達した．悪

性度の低い脳腫瘍では特に高集積は認められなかった．

脳腫瘍の悪性度の分類に18FdUrd法は有効であること

が結論された．なお，宍戸文男先生（秋田脳研）から被

曝量について質問があったが，被曝量は明確にされなか

った．

　（151）201TIClによる脳腫瘍シンチグラフィー：土屋

一洋（防衛医大・放，公立昭和・放，東大・放）らは髄

膜腫，下垂体腺腫，頭蓋咽頭腫，聴神経鞘腫など10例

にっいて，201TICI静注法による脳シンチグラムおよび

ECTの画像で検討した．小さな（27×15mm）髄膜腫と

頭蓋咽頭腫を除いた症例の腫瘍が描出された．梗塞巣，

再発巣の鑑別には201TICIは有用であると報告された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（飯尾正明）

（152－156）

　152：黒木（日医大・2内）は，国立中野病院で150を

用いてPETにより老年性痴呆の脳循環を検討した．ま

だ少数例であるが，アルツハイマー病では全ての皮質領

域でび漫性に著しく低下しており，アルッハイマー型痴

呆は中等度の低下で，relative　hyper－frontal　patternを

示すと述べた．この両者を同一疾患と扱うか，程度の差

による区分をすべきか，伸（大阪医大）らにより討論さ

れたが，長寿社会における課題として，老年性痴呆の研

究は今後も重要であることが示された．

　153：ヘルペス脳炎の局所脳循環を詳細に追及して症

例報告をした宍戸（秋田脳研）は，150血流代謝，酸素

消費量の閾値があって，それ以下では予後が悪く，それ

は脳梗塞の閾値1．2　ml／100　m1／minと同様である．これ

が脳細胞の生死を分かつ閾値であろうと報告した．篠遠

（放医研）より壊死発生の機序につき質問があった．

　154：平木（岡大）はIMP　SPECTによるてんかんの

局所脳血流の評価を行い，脳波でfOCUSが確認されたと

同じ部位に血流異常があり，頻回の発作発射があると脳

波で示されたfOCUS以外にも血流増加が認められ，病像

を明らかにする有用性があると強調した．

　155：田川（秋田脳研）は，右中大脳あるいは内頸動脈

閉塞による左半側空間失認患者の脳循環を，150による

PETでrCBFとrCMRO　2により検討した結果は，

rCMRO　2で2．0以下になると本症出現の可能性が高い

と報告した．

　156：同じく秋田脳研の長田は，進行性核上性麻痺の

脳循環をPETにより測定し，全ての脳領域ではrCBF

とrCMRO　2ともに低下し，中脳，視床，基底核に著し

い低下を認めた．アルツハイマー病では大脳半球，特に

側頭葉，頭頂葉の低下があって前者とはっきり区分され

るとし，臨床病理学的知見を脳循環動態からも証明した．

招待講演のSyrota教授も前頭葉の動態を強調されたご

とく，また，MRIの所見などとも合わせて，老年者に

おける脳循環代謝動態の三次元的把握がこの分野におけ

るここ当分の間の課題となろう．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（橋本省三）

（157－160）

　内容に共通性のない4演題の司会を担当した．それぞ

れについて印象を述べて座長のまとめに代えたい．

　谷内ら（東北大）は，14例の小児神経疾患について，

局所的な脳糖代謝の測定結果を報告した．それぞれの症

例で局所的な異常が観察され，病態解明の糸口を見いだ

しているようだが，EEG異常と対側の所見であったり

するものもあり，疾患特異性や神経学症候との対応など

は向後の検討課題と思われた．

　矢野（明治鍼）は，鍼通電刺激によって脳血流増加が

おこることをPET測定で示した．

　以上2題はPETによる研究で，従来不明であった現

象を捕えていると思われる．さらに，捕えた現象の意義

を明らかにする方向へ進展することを期待したい．

　松前（東海大）は，頭部に装着可能な小さい検出器を

用いて，髄液shunt　tube内の流れを測定する方法を開

発して報告した．髄液の流れは，体位変換で影響を受け

ることが予測される．具体的な測定例はまだ少ないが，

shunt　op．は脳外科領域に多いので，今後の研究が有意

義な成果を生み出すよう望みたい．

　西野（都養育院）の発表は，RI　cisternographyと

Metrizamide　cisternographyの比較研究であった．その

結果は予想される線上のものであったと思う．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山口昂一）

（161－166）

　6題ともオートラジオグラフィ法による放射性薬剤の

脳内分布に関する検討であった．

　隅屋ら（161）は，硬膜外血腫を作成したラットに1251－

IMPを投与し，その脳内分布をオートラジオグラフィ

により検討した．その結果，IMPの分布は血腫部では

欠損を示したが，その周辺部に高い集積を示し，血流増

加がみられたと述べた．この原因は組織の灌流圧の低下
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のためとしており，臨床例でもみられ，本症に特徴的と

述べた．

　森ら（162）はラットを用いて，トリチウム標識の

spiperone，　QNB，　Muscimo1，　diprenorphineの脳内分布

を測定した結果を報告した．上原（阪大）から，トリチ

ウムは脂肪での吸収があるので不適当ではないかとの質

問が出された．

　同じく森ら（163）は，ラットを用いた1251－IMPの脳

内代謝および脳内結合部位に関する検討を報告した．そ

れによれば，脳内代謝物は主にP一ヨードアンフェタミン

であり，また脳内分布はシナプス膜に高い分布を示した

が，脳内結合部位としては，それ以外にも多数存在する

ことを示した．

　谷内ら（164）は，ドーパミンD2受容体および一部は

セロトニンS2受容体に結合する物質である11C－NMSP

を合成し，ラットを用いてオートラジオグラフィ法によ

る脳内分布測定を報告した．その結果，ドーパミン受容

体の多い線条体と，それのない小脳とを比べると，線条

体／小脳比は時間とともに増加すること，投与量が多く

なるにつれて減少することを示した．またスピペロンに

よる前処置，および洗い出しを行った結果についても報

告した．

　鶴見ら（165）および川島ら（166）は，オートラジオグ

ラフィ法によるラット脳でのrate　constant，　Lumped

constant，　CMRGIuの測定を報告した．また彼らは18F

によるオートラジオグラフィの標準線源として14Cを用

いており，それによる画像解析装置を紹介した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一矢有一）

（167－171）

　演題167～170は，2重オートラジオグラフィに関す

る演題であり，この手法はまだいくつかの問題点が残さ

れているものの，ポジトロンCTの基礎的研究，種々の

疾患モデルにおける病態解明および薬物効果判定等に非

常に有力な方法であり，今後さらにこの方面の研究が盛

んになるであろう．167席（秋田脳研・近藤ら）は

125HMPと18F－fluoroantipyrine（FAP）を用い，薬物

（methylphenidate）投与前に1251－IMP，投与後に18F－FAP

を投与し，半減期の差を利用して2重オートラジオグラ

フイを施行したところ，コントロール群と比較して薬物

投与前後で著明に変化し，本法は薬物効果判定に有用で

：あると報告した．168席（秋田脳研・村上ら）は，オー

；iFラジオグラムの定量化の基礎となる線源較正法に関し，

18F一較正線源を14Cを段階的濃度に含む肝ホ毛ジネート
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切片にて作成し，その有用性を確認するとともに，14（㌔

IAPと18F－FDGあるいは14C－IAPと18F－FAPの2重

オートラジオグラフィ法を用いることにより，灌流圧一

脳血流量調節の不均一，脳血流一脳代謝の相関等につい

て本法の有用性を示唆した．169席（東北大・谷内ら）

は，ペニシリン誘発てんかんを用いて18F－FDG，14C・

IAPによる2重オートラジオグラフィを施行し，中等

度のてんかんの場合は両者は相関したが，重症の場合は，

淡蒼球，黒質，海馬等の両側に広がった糖代謝の増加部

位では両者の解離が認められたと報告した．170席（東

北大・田中ら）は脳虚血におけるplasma－skimming現

象（微小循環系において赤血球流と血漿流が異なる）を，

2重オートラジオグラフィ法で確認した．なお，オート

ラジオグラムのディジタル処理および画像化にFuji

Computed　Radiography　Systemを応用したのが興味深

かった．171席（東北大・川島ら）は，activation　auto－

radiographyの基礎的研究に関し，180をプロトン照射

する18F画像作成を試み，前学会で報告した3H照射法

と比較し，問題点等について言及した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森　厚文）

（172－179）

　このセッションで発表されたのは脳血流と血液脳関門

に関するもの2，酸素消費量に関するもの2，ベンゾジア

ゼピン・レセプターに関するもの3である．

　飯田ら（秋田脳研）は68Ga－EDTAを用いてのBBB

測定に関し，従来から用いられていた仮定，つまり拡散

が瞬時に行われるとの仮定を批判して拡散速度の有限性

を考慮したモデルを作り，この方法と従来法との比較を

行った．

　酸素消費量にっいては，三浦ら（秋田脳研）が1502ガ

ス瞬時吸入法を発表した．この方法は従来の方法と違っ

て2分以内という短時間で測定ができるので，負荷や刺

激に対するくりかえし測定が容易になるという利点があ

る．

　ぶどう糖代謝率にっいては，向井ら（京大）は4分計

測ごとのダイナミックスキャンを行って，ソコロフのモ

デルを忠実に解いた式に対してGauss　Newton法によ

る非線形曲線近似を行うことにより，Kl＊～K4＊の値を

ピクセルごとに求め，おのおのfounctinal　Imageとし

て得て，臨床利用する方法を試みている．佐々木ら（秋

田脳研）も，dynamic　PET測定を行い，　K1，　K2，　K3の

画像化を行い，（1）K1とCBFには高い正相関があった．

（2）血中グルコース濃度とK2は正相関がみられた．’（3）

Presented by Medical*Online



546 核医学　　23巻5号（1986）

小脳部位では，高いCBF，　CMRO2に比してK3に由来

する低いCMRGIuが測定された．

　ベンゾジァゼピン・レセプターに関しては放医研グ

ループから発表された．まず伊藤らが11C－Ro　15－1788を

用いたレセプター活性の定量計測に関する計算法を示し，

特異的結合力と非特異的結合力の分布を定量画像化する

方法が発表された．次に篠遠らの10名の正常ボランティ

アに対する測定結果が発表され，それによると，この結果

はin　vitroの検索によるベンゾジアゼピン・レセプター

のBmaxの分布とおおよそ一致する．こうしたポジトロ

ンCTによるin　vivoレセプター研究の大きな課題の1

つは，特異的結合と非特異的結合をいかに区別するかと

いうことである．そのため，人のin　vivoにおける飽和

実験を行った結果が篠遠らにより発表された．その結果，

本トレーサーのin　vivoにおける特異的結合の占める割

合は70～80％と考えられた．なお，この研究の一連の

ものとして行われた機能性神経疾患でアゴニストを服用

した場合の結果については，プログラムの構成上，別の

セッション（脳中枢神2）で篠遠が発表した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（舘野之男）

6・（F）甲　状腺

（180－182）

　飯野先生による教育講演「甲状腺」に引き続いて行わ

れたセッションである．いずれも現在の甲状腺疾患診断

の進歩を代表する演題であり，それぞれが独立したもの

であった．

　180席は北大・中駄らによる甲状腺腫瘍の画像診断に

関するもので，Tl－201によるシンチグラムの初期像お

よび後期像における腫瘍部と非腫瘍部へのTl－201の集

積の程度により，おのおの5段階に分けてスコア化し，

同様にスコア化したTc－99mスキャンの所見を加えて診

断した結果，Sensitivity，　Speci丘cityともに増加したとい

う報告で，シンチグラフィによる甲状腺腫瘍の質的診断

の限界を示した報告であった．

　次いで，181席は昭和大・原らによる高感度アッセイ

法による血中TSH濃度測定法の検討にっいての報告で

ある．本法はモノクロー・ナル抗体および標識TSH抗体

を用いるもので，基礎的検討では，室温120分のインキ

ュベーションで，TSH　O．1～240μU／mlの範囲の測定が

可能であり，アッセイ内およびアッセイ間変動係数も満

足すべき範囲にあるようである．本法は低濃度領域では

0．1μU／mtまで測定が可能で，正常範囲は0．3～8．5μU／m1

との報告であった．この低濃度領域の測定精度の上昇に

ょり，TSHによる正常者と甲状腺機能充進症の鑑別が，

かなり容易になるのではないかという期待を抱かせるも

のであった．

　182席は，京大・小西らのTSH結合阻害性免疫グロ

ブリンの測定法とその臨床的意義に関するもので，被検

血清とTSHリセプターとのプレインキュベーション時

間を従来法の15分から240分にわたって行い，標識TSH

の結合阻害率の検討から，適切なインキュベーション時

間を2時間とした．その結果，TBIIの測定感度が上昇

し，診断や治療効果の判定上の有用性も増加したという

報告であった．抗甲状腺剤維持量投与例における投薬中

止の判定などに有用な情報を提供するものであり，今後

さらに，その臨床的意義の追求を期待したい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国安芳夫）

（183－190）

　183席および184席はともに201Tl－Clの集積機序に関

する基礎的検討を，Na，　K　ATPase活性を測定して行っ

たものである．

　慶大・放の中村らは，マウスの各臓器の201Tlの集積

機序に関し，心臓，腎臓はNa，　K　ATPaseを介してい

るが，甲状腺は異なる機序で集積すると結論している．

自治医大・岸田らは，人甲状腺腫瘍にて分析し，分化型

甲状腺癌とPlummer病の結節は201Tl集積が高く，Na，

KATPase活性も高いのに対し，201T1集積の明らかで

ない濾胞腺腫は正常甲状腺と同等であったと述べ，いず

れも201T1の集積がNa，　K　ATPase活性に関係するこ

とを示唆した興味ある報告であった．

　185席から188席までの4題は，いずれも201T1の甲

状腺腫瘍の鑑別疾患としての価値を，動態も含めて臨床

的に検討したものである．
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