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（356－360）

　このセッションでは，dipyridamole（Dp）負荷201T1心

筋シンチグラフィーに関する5演題が発表された．各演

者ともDpの投与法は，　Leppoら，　Gouldらの方法に

準じ，0・56mg／kg／4分静注後，自覚的あるいはECG上

の虚血徴候出現時，狭心症を生じない場合には4～15分

後にimagingを開始している．高知医大の小田原，浜重

らは適宜，足ぶみ負荷を併用している．対象群の違いに

もよるが，50％以上の有意狭窄群でのsensitivity（Sn）

はplanarでは66％，　specificity（Sp）81％であった（京

都南病院，松村他）．75％以上狭窄においてはSn　89％，

SP　94％（小田原ら）となった．　SPECTを用いることに

よりSnは向上すると考えられたが，　Spはむしろ低下す

ることもあるとされ，瀬口（防衛医大）らはwashout

ratioを併用した評価について述べた．しかし，通常の

臨床的評価にはwashout　ratio併用の要は必ずしもない

と考えられた．運動負荷のできない症例においてDp負

荷が有用なことでは意見の一致をみ，浜重らはACバイ

パス術後の早期評価に適用した．しかし，運動負荷とは

生理学的にその作用が異なり，中等度病変の検出，梗塞例

での対側病変の検出などにおける限界が指摘された（小

田原ら）．また運動負荷の場合に比べ狭心症がより持続

的で，aminophyllin投与によって拮抗されずニトログリ

セリンを必要とする場合や，血圧低下に対し急速輸液や

ノルアドレナリンを要する例が報告された（松村ら）．

　Dpが心筋血流に及ぼす詳細な効果はこのセッション

では触れられなかったが，殿岡ら（山形大）の報告にみ

るように，Dpで一過性虚血を生じてもradionuclide

ventriculographyでは1／3の症例に壁運動異常を認めず，

Dpが局所心筋血流を必ずしも低下させないことを間接

的に示唆した．すなわち，Dpの“steal現象一一は相対的

意味での血流減少であって，その原理を利用した虚血域

の描出であることが再認識された．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神原啓文）

（361－365，522）

9．（1）肺

　瀬戸ら（金大）は，呼吸同期肺イメージングによる呼

吸運動評価と位相解析について，81mKrガス法とトラン

スミッション法との対比を試み，肺の呼出率（EF）は

81mKr法では実際のEFより高くなったが，後者の方法

では実際の値とよい相関を示した．また，位相解析では，

両法ともよく相関したと述べ，トランスミッション法の

有用性を示唆した．

　村田ら（京大）は，ポジトロンCTと13N2ガスによ

る局所肺換気検査法を用いて，諸種肺疾患の換気障害分

布を検討したが，肺気腫ではみられなかった胸膜直下の

肺外層の層状換気障害が，DPBなど細気管支病変をも

っ症例に強く認められたと発表した．閉塞性肺疾患の鑑

別に有用な興味ある発表であった．

　松田（日鋼）らは，光合成によって合成した11C一グル

コースとポジトロン用コリメータを装着したガンマカメ

ラを用いて肺癌の画像診断を試みた．11C一グルコースは

腫瘍部に一致して良好な集積を示し，治療によりその集

積は減弱化した．また，67Gaの集積をみた炎症巣には

11Cの集積は認められなかったと報告した．

　戸川ら（福島医大）は，肺癌における201Tl／67Ga粗摂

取率比（CUR）と予後との関連を検討し，　CURが高い

程，生存期間の延長がみられたという成績を発表した．

　石坂（慶大）らは，昨年，発表した99mTc－DTPAエロ

ゾル吸入シンチによる肺胞上皮細胞障害検出法を用いて

放射線肺臓炎の早期診断の可能性を検討し，肺臓炎を発

症した症例では陰影出現に先行して透過性の指標Kep

が高値を示すという成績を得た．その有用性が示唆され

た報告であった．

　山本（京大）らは，新しく開発した67Ga－DAS・DF－

Fibrinogenによる血栓イメージングの臨床的有用性を

検討した．本剤は体内からのクリアランスは遅いが，活

動的な静脈血栓のイメージングに適していることを評価

した発表であったが，1111n－oxine血小板との比較が討

論の対象となった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（勝田静知）
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（366－372）

　本セッションでは肺の炎症・腫瘍に関する7題の報告

が行われた．

　慶大鈴木らは，99mTc　HSAをトレーサーとして求め

た肺微小血管透過性の指標Kenが，特に原因不明の間

質性肺炎の予後と関連することを述べた（366）．

　千葉大肺癌研藤田らは，サルコイドージス，じん肺な

どの間質性肺疾患に対して，67Ga肺シンチの定量的検

討を行い，病態把握のためのより鋭敏な方法として評価

できると述べた（367）．

　結研笹沢らは，多数の肺癌手術症例の肺門部の67Ga

集積について，その正診率，false　positive例の検討を行

い，必ずしもリンパ節転移ではなく，リンパ洞，組織球

症，類上皮細胞肉芽腫様増生による生理的集積例がみら

れ，N因子の鑑別が容易でないと述べた（368）．

　国立名古屋の仙田らは，肺癌縦隔転移の診断に67Ga

ECT，　X－CTを施行し，従来の67Gaシンチより縦隔転

移巣を明瞭に描出しえたが，縦隔転移の場所，大きさに

より，ある程度の限界を認めたと報告した（369）．これ

らの報告から，67Gaシンチによって肺門・縦隔転移巣

を検出するには，より一層慎重でなければならない．

　北大の伊藤らは，肺癌のTNM病期分類からみた

67Ga，肝および骨シンチの診断的意義を検討し，67Gaシ

ンチではT因子，N2因子に有意差を認め，さらに3っ

のシンチのうち，いずれかが陽性であった症例は2βで

あったと述べた（370）．

　信大柾ら，福島医大星らは，肺癌に対して201Tlと

67Gaシンチを併用し，その臨床的有用性を検討した．

柾らは201Tl，67Gaシンチの陽性率はおのおの60％，

50％で，陽性例の術後2年以内の再発・死亡は両シン

チとも約60％であった．両シンチ陰性群に比較し，陽

性群は明らかに予後不良であったと述べた（371）．また，

星らは数年来，肺癌原発巣の201T1／67Ga粗摂取率比

（CUR）を報告しているが，　CUR≧LO群はCUR〈1．0

群に比較し，明らかに予後良好で生存率に差異がみられ，

CURは臨床的に予後判定の指標になりうると述べてい

る（372）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（佐々木正博）

（373－377）

　肺一IIIセッションでは，呼吸同期検査によるデータ解

析法と，その臨床的有用性についての研究が発表された．

同期検査は安静呼吸下で行われるため生理的な情報であ

り，十分なカウントが得られるため詳細な検討が可能と
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なり，種々のデータ処理が行われる．フロアの関心も高

く，質疑も活発に行われた．

　島田（慈大）らは，換気障害の新しい診断法として，

換気位相解析や因子分析法の意義をモデル実験で説明し，

臨床的有用性を喘息例を対象として報告した．

　勝山（琉大）らは，フローメータによる呼吸同期検査

について，呼吸数や深さの影響，一周期の分割数，総計

数値など基礎的検討を行った結果，位相，振幅イメージ

ではこれらの影響は大きくなかった．

　諸見里（琉大）らは，勝山らの基礎的検討結果をもと

に臨床応用を試み，慢性閉塞性肺疾患を対象として，中

枢気道病変と末梢気道病変の位相分布の差異などについ

て言及した．

　分校（金大）らは，トランスミッション肺イメージン

グを利用した新しいデータ収集法と，その臨床的有用性

について報告した．すなわち，1フレーム500msec程

度として，呼吸非同期下に数10秒間のデータ採取を行

い，簡便に呼吸運動評価と位相解析を行っている．従来

の長時間同期検査に比し，位相，振幅ともにほとんど差

異を認めていない．

　奥田（三重大）らは，安静呼吸下における133Xe吸入

検査において，高次周波数項までのフーリエ解析につい

て検討したが，TACに対する近似は二次項で十分であ

った．本法によって正常，拘束性肺疾患群，閉塞性肺疾

患群を対象に，呼気相の時間，換気指数などを検討した

結果，いずれのパラメータも3群を鑑別し得ている．

　同期検査で得られる呼吸波の近似は，低次では呼吸パ

ターンを忠実に反映せず，高次では統計変動を拾う可能

性があり，最適の近似が望まれる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（川上憲司）

（378－384）

　私が担当した7演題は全て133Xeを用いた肺換気検査

法で，検査法の基礎的検討2題，washout解析法3題，

臨床例への応用2題であった．大島らは，コンプライア

ンスと気道抵抗を変えて，肺モデルを用い，高頻度人工

呼吸時（HFJV）の換気に及ぼす影響を報告した．コンプ

ライアンスが大であるモデル肺では，HFJVにより

washout　rate　constantが低下し，また，抵抗増大の肺気

腫モデル肺でもHFJVにより同様の低下を示すと報告

した．影山らは，133Xeの吸入法と静注法を比較検討し

た．多少の両者の不一致はみられても，静注法で臨床的

に十分用いられると報告した．会場より，投与方法が異

なれば観察するものも異なるとの意見もあり，今後の検
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討が必要と思われた．

　蝦名らは，133Xe洗い出し法解析時のバックグラウン

ド処理にっいて，散乱線も考慮したROI設定を行い，

各時間ごとに補正して，wahout　curveの解析法を報告

した．石堂らは，133Xeの静注法による洗い出しを

SPECTを用いて検討した．本法が肺深部の動態観察に

有用であることと，バックグラウンドの影響を除去でき

る利点があると報告した．寺川らは，因子解析法を133Xe

洗い出し検査に応用して報告した．本法は新しいアプ

ローチとして興味深いが，各因子に対する考察と，より

良いプログラム開発が今後の課題と思われた．白石らは，

陳旧性心筋梗塞の肺うっ血症例の換気・血流にっいて検

討した．133Xe洗い出し後半部の決定係数値が，肺血流

再分布のためのコンプライァンスの変化によると報告し

た．楢林らは，肺癌手術例の術側肺の機能損失について，

換気・血流より検討した．肺葉切除群の換気血流機能損

失は，部分肺切除群に比し大きいと報告した．

　肺のセッションは3日目の午後であったが，かなりの

聴衆があり，会場内での討論も活発で，有意義な時間を

過せたことを最後に報告する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（勝山直文）

（385－391）

　本セッションは81mKr，99mTc－MAA，13N，99mTc標識

エアロゾルを用いて肺の局所機能を解析しようとする演

題で構成されていた．

　独協医大・手島，河合らは81囮Krを吸入，呼出させた

全過程の記録を基に，通常のスパイロメトリーに対応す

る局所スパイロメトリーとも言うべき種々の機能図を作

成し，他の臨床データとの相関の良さを示した．呼吸性

移動に対する質問があったが，ROIを大きく取ること

で一応の解決となっていると考えられた．

　慈恵医大・森らは甲状腺機能充進症の治療前後で肺機

能，とりわけ血流の分布が有意に変化することを指摘し

た．治療前，通常ではリザーブとしての性格が強い上肺

が安静時でも多量の血流が認められるのは，心拍出量の

増加によると考えられるが，従来，あまり報告されてい

なかっただけに興味ある内容であった．

　京都大学の千田，村田らは，13Nを用いたPETに関

する基礎的ならびに臨床的研究成果を報告した．いずれ

もSNMで高い評価を得た内容である．13Nの血中溶解

度の低さ，PETの分解能の高さを利用して，矛盾の多

いA／H法による換気時定数の評価法を克服する新しい

書算法を提出した．また，死腔内のトレーサーを再吸入

することによる換気時定数の誤差をモデルによって求め

た．これらは，133Xeが永年かかえてきた難問に解決を

与えるものである．また，一部の閉塞性障害が明らかな

層状を成すことが明解に示されたことは，呼吸器病の研

究に新たな展開を与えたものと評価される．

　兵庫医大・北田らは，メサコリンによる喘息誘発が中

枢気道性か末梢気道性かを鑑別するのに，81mKrと

99mTcエァロゾルを利用した．すなわち，81mKrの肺内

分布が誘発前後で変化し，かつエアロゾルの肺内スポッ

トが出現する群が，他の検査データも合わせて末梢気道

性と推定された．一方，8エmKr像が誘発前後で変化せず，

中枢気道にエアロゾルスポットがある群を中枢気道性と

した．巧みな手法で分かり易い．ただ1つ解決すべきは，

エアロゾルの末梢性スポットが気管支腔内の放射活性な

のかどうかは未だ分かっていないことである．

　東北大学・井沢らは，放射性エアロゾルによる線毛輸

送系の評価に関する永年の研究をさらに発展させた．す

なわち，サルブタモール投与による臨床症状の改善は気

管支の拡張によるもので，線毛のクリアランス能には影

響がないことを示した．両者が分離評価できることは重

要で，喘息治療における薬剤の選択に1つの指標を与え

た点が評価される．

　内科からの演題が多かったことは歓迎すべきことと考

えられる．臨床の場における具体的課題が持ち込まれる

からである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（伊藤春海）

（392－397）

　392席手島氏（東北大）は，前回エロゾール吸入肺ス

キャンで用いたと同様の手法を用いて，血流肺スキャン

画像の不均一さを定量化する試みを発表された．従来，

不均一という概念はきわめて主観的で，これにひとつの

客観性を与えようとするものである．カウント分布から

多数の指標を抽出して，肺機能との関係を求め，肺機能

の各パラメータとの間に高い相関を報告して，局所肺機

能の定量化に希望を与えた．

　393席高橋氏（札幌医大）は，老年者の肺血流スキャ

ンには，多彩な異常所見のあることを報告された．寝た

きりの老人ではさもありなんと思われる．このような所

見が果たして老齢だけの影響か，基礎疾患によるものか

の吟味がされれば，肺血流分布研究への大きな貢献とな

ろう．

　394席藤井氏（信大）は，心疾患における肺血流分布

の逆転について，右側画像から解析追試した成績を報告
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された．従来から定説化されている概念をおおむね確認

されたお仕事であるが，同様の肺血流分布の変化が時に

肺疾患によっても起こり得ることに注意を喚起された．

　395席大塚氏（新大）は，心臓カテーテル後の肺血流

スキャンを行い，自覚症状を伴わない血流欠損が高頻度

に発生する事実を報告され，日常的に行われている検査

であるだけに，十分な注意が必要で，肺栓塞の可能性を

常に念頭におくことの重要性を強調された．
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　396席木原氏（金沢大）は，小児科領域における肺機

能の測定を発表されたが，397席の石田氏（清瀬小児病

院）の発表とあわせても，核医学的な手法が着実に臨床

に定着し，小児科領域においても様々な生理学的な事実

を明らかにする一方で，非侵襲的な臨床検査として用い

られている現実を物語るもので，この現状は実に心強い

次第である．一層の発展を期待したい．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（井沢豊春）

10．（J）肝・胆・膵

（398→402）

　肝・胆・膵1のセッションは，第一会場にての河村文

夫会長の開会のご挨拶にひきつづき行われた．最初の演

題は，「肝SPECTのSOL検出能をあらわすROC曲線

の構造について」と題し，日本アイソトープ協会医学・

薬学部会エフィカシー委員会24名を代表して松本（放医

研）が報告した．肝SPECTの読影にplanar　imageを

組み入れた興味ある解析結果が示された．問題は機器ご

とのSOL検出能の差をどのように把握するかであろう

が，今後のSPECT普及のためにもさらに検討がすすめ

られ，読影基準の作成をお願い申し上げたい．次いで，

399席利波ら（金沢大・核）は，数年来201T1経直腸投

与法による門脈循環動態について検討をすすめられてき

たが，今回は，食道静脈瘤硬化療法と脾動脈塞栓療法に

よる門脈大循環短絡を，心・肝シンチグラフィも併せ検

討した．その結果，静脈瘤再発時期の長短を予測し得る

方法としての価値が示された．400席河ら（関西医大）

は，新しい肝機能検査法製剤としての99mTcネオ糖蛋白

質のクリアランスをthree　compartment　analysisで検討

し，受容体蛋白質量を鋭敏に把握し得ることを確認，肝

障害重症度判定に有用であると結論づけた．401席中條

ら（鹿大）は，1311－Lipiodolを肝動脈から注入し，肝癌

腫瘍血管のoil　embolizationに併せ放射性ヨードによる

照射療法も含めた肝癌治療法を報告した．この方法では，

放射性物質を使用するため，施設による制約もあろうか

と思われるが，まず肝癌に対する新しい治療法の開発と

して今後の成績に期待したい．セッション最後の402席

内山ら（帝京大）は，急性腹症の診断に胆道スキャンを

用いた．これに対し，超音波検査のごとき直接的診断法

と比較していかがかという質問があったが，RIをト

レーサーとして用い，腸管運動付加所見などを加え，急

性炎症時の病態生理の把握から，急性腹症の診断や炎症

の拡がり状況，経過観察に有用であるとの興味深い報告

であった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（前田知穂）

（403－408）

　1111nコロイドはpHの調整で粒子の大きさを加減す

ることができ，比較的粒のそろったコロイドが作れるこ

とから，岡大一外科の作本（403），杉生（404）の両氏が

製剤法，およびこれを利用したラットの肝血流量測定結

果を報告した．粒子は15～50ミリミクロンで，水素ガ

スクリアランス法とよく相関する．

　金沢大・核医学科では，数年前から201Tlを直腸内に

投与して門脈経由でこれが心筋に集まるとき，門脈静脈

シャントの程度が心肝摂取比で表わせるとして各疾患の

臨床データを報告しているが，同科渡辺氏（405）は，こ

の方法で測定されるデータの意味づけを明らかにする方

法の一つとして，急性，慢性肝障害を起こさせたラット

のモデルを作り検討している．しかし，この動物モデル

が必ずしも臨床の病態と一致していないように思われる

結果であった．

　愛媛大・安原氏（406）の報告した133Xe直接肝動脈内

注入による肝門脈血流量の測定法には多くの質問とコメ

ントがあった．腹腔動脈造影時に，隣のRI検査室で

133Xe検査ができる施設が有効に利用されている．ただ

し，立上りのある曲線からの血流量計算には注意を要す
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