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と治療効果の観察に有用である．51例の1311治療例中

19例は術後2－31年を経過していた．51例の治療成績

は治癒3，改善22，不変9，無効2，死亡4，判定不能

11例であった．結論は甲状腺外への浸潤や転移のある

ものは積極的に全摘を行い引き続きTBSを施行し，陽

性例は治療すべきである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（池窪勝治）

機 器

（182－186）

　このセッションはPET装置に関する5演題から成り，

それぞれの発表に対して活発な討論が行われた．

　182席で遠藤（放医研）らは全身用装置PCT－3600　W

の物理的性能を評価した．本装置は感度を犠牲にせず空

間分解能の向上をはかった点に特徴があり，検出器リン

グ中心での空間分解能は4．5㎜半1雌で，20cm径フ

ァントムに対し30kcps／μCi／m1（リング内）の感度を得

ている．183席で野原（放医研）らは脳研究用の高解像

力装置SHR－1200の基本性能を報告した．本装置は特

別に開発した4連の小型光電子増倍管を使用して体軸方

向にも高解像力を達成している．空間分解能は断層面内

3．5㎜半値・、冨，体軸方向5．7mm半値幅（リング内）で

ある．感度は9．5kcps／μCi／m1（リング内）である．また，

同装置について184席で福田（放医研）らは臨床的評価

を報告した．11C一受容体リガンド，13NH3，18FDGによ

る脳画像について，分解能，絵素当たりの計数値，画質

等を検討し，11C－N一メチルスピペロンで尾状核頭部と被

殻の明瞭な分離画像を示すとともに，高分解能，低感度

装置の目的別使用の必要性を述べた．

　185席で畑澤（東北大）らは飛行時間差（TOF）型PET

装置PT711を試作し，平均時間分解能630　ps，空間分

解能7．5mm半値幅（断層面），9．7㎜半値幅（軸方向），

感度4kcps／μCi／m1の性能で，脳の血流，代謝，神経伝

達等の測定でのTOF利用によるS／N比，高計数率時の

精度，直接画像を評価した．186席で菅野（秋田脳研）ら

は分解能の異なる2台のPET装置HEADTOME　III

（分解能8．5mm半値幅）とIV（同4，5㎜）を使って放

射能投与量と測定精度の関係をS／N比，分解能の観点

から定量的に評価し，総合的に高分解能装置の優位性を

報告した．分解能1㎜の改善は画質的には4倍の計数

を要することに相当するとのことである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（野原功全）

（187－190）

　PETについての研究が4題あった．放医研の山本ら

はTOF検出器を利用して簡便にポジトロントレーサ分

布の画像化が可能な装置を試みた．独自に開発した遂次

近似法アルゴリズムに基づき空間分解能を改善した．感

度等に実用上の問題があると思われた．秋田脳研の庄司

らはPETの吸収減衰補正に際して，楕円輪郭に基づく

計算補正を行ったときの問題点をまとめた．すなわち，

トランスミッション測定補正法に比べ，511KeVガンマ

線の水に対する減弱計数（0．096cm－1）を用いた場合，約

30％ほど過大評価となり，これは，被写体の大きさに

も依存した．また，ヘッドレストや敷物等を無視した場

合は最大30％の局所的な過小評価をもたらすことがあ

った．島津製作所の天野らは，同様の吸収減衰補正に際

して，自動輪郭抽出に基づく方法を開発した．庄司らと

物理的特性は同様であったが，ヘッドレストの問題のほ

かに，鼻腔，副鼻腔においては逆に40％の過大補正が

あることを加えた．秋田脳研の庄司らはHEADTOME

IVにおいて臨床装置として初めて実現した体軸スキャ

ンの臨床利用上の有用性について述べた．ダイナミック

測定でも可能であるため，H2150静注法などの測定も補

間測定が可能になり，その結果，刺激負荷脳活性測定な

どにおける解剖学的な情報が増えることを示唆した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（菅野　嚴）

（191－195）

　191席西陣病院の脇田らは，FDG動態解析における

動脈血放射能カーブを，現在は3っの指数関数の和（6

パラメータ）で表しているが，6っのうちいくつかを固

定または従属とすることによって2っまたは3っのパラ
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メータで表し，採血回数を減らせる可能性を示した．192

席西陣病院の堀井らは，FDG　2回静注による刺激試験

を行い，同一条件での再現性は土10％，光刺激による視

覚領の賦活はブドウ糖消費量で＋42％と報告したが，

モデル上無視されているk4値の影響が考えられ，コン

トロールと刺激の順序を逆にして再検することが提案さ

れた．193席早大の土居らは，カーブブイッテイングで

のパラメータ推定の確かさを，パラメータ空間における

誤差の確率分布を表す楕円体の体積で評価し（JCR法），

脳のピルビン酸動態モデルを例にとって，データの点数

やカウントの増加によってパラメータの推定誤差が減少

する様子を明らかにした．194席秋田脳研の佐々木らは，

パソコンPC9801　VXを利用してPETデータ処理のた

めのワークステーションを作成し，画像の表示のみなら

ずROI処理や最小二乗カーブフィッティング，パトラ

ックプロットなども可能であり，データの転送はイーサ

ネットで45秒，Kマップの計算は1スライス5分でで

きると報告した．関連して，放医研の山本は，マッキン

トッシュのパソコンを利用するPETデータ処理用ソフ

トがNIHから無償で提供されていると伝えたが，デー

タのフォーマットを変換する必要があるとみられた．こ

のように，PETのデータ処理はPETカメラの後方に接

続した別のコンピュータで行うというのが，最近の傾向

であると考えろれる．195席秋田脳研の三浦らは，1502

ガス短時間吸入法における血管内放射能の補正に関して，

動脈血成分のみならず，組鷲に摂取されなかった1502

がなまったうえ静脈血として血符内に残留する分も考慮

した補正法を考案した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千田道雄）

（196－200）

　フッ化フェニールアラニン（18F－Phe）の脳血流関門ト

ランスポートを調べるため，中性アミノ酸を競合させ，

PETによるCBF，18F－Pheを正常および脳腫瘍患者に

ついて測定した．18F－PheのMichaelis定数は3．5μmol／

1であった．同一人の測定結果ではなく，狭い範囲内で

の測定であり，動物実験はやっていない（196）．1231－IMP

脳血流像を上下方向に二分割して，上下から観察する新

たな三次元表示法を開発した．同等38例（75％），改善

6例（11％）で，深部病変の尾状核等の描出が良好であ

り，有用な方法と考えられた（197）．3コンパートメン

トモデルを適用して，重み付け積分法の原理に基づき計

算式の消去には部分積分法による置換を行い，連立方程

式を解く．K1，　K2，　K3からKcを求め連度定数画像を
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得る．この際，0－44分は積分画像であり，44－48分が最

終画像である．ダイナミックスキャンではシノグラムで

重み付けを行う．ノイズの影響をとることを検討してい

る（198）．脳梗塞と失語症を対応させるごとく，脳PET

画像と解剖学的領域を対応させるため，標準的な脳の

stereotactic　cordinates　systemを開発した．　Talairachの

脳図譜をデジタル化して，PET画像上に任意の皮質領

域を描画するとともに，被検者の脳PET像を標準座標

系に変換して，個々の被検者につき同一解剖学的部位を

比較可能とした．この際，交換係数は12個用意されて

いるが，個人差の大きい場合は適用が不可である（199）．

脳高次機能障害と責任病巣を対応させるため，正常家庭

生活可能な人を対象として，局所脳血流量，酸素代謝率

をPETを用いて測定し，相関の有無を調べた．対象は

CT上異常のある6人とない6人の計12人で，各種知

能検査，記銘力検査等を含め，検査時間は3時間である．

右ききの人では左側の脳との相関が大きく，動作性では

右側であった（200）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金子昌生）

（201－205）

　演題201（群大核医学，今井他）ロリング型頭部用

SPECT装置の，購i入時および2年経過時の性能の比較

で，分解能には変化は見られなかったが，スライス厚お

よび均一性が多少劣化していたという報告である．

　演題202（山形大放射線，駒谷他）は，リング型SPECT

でのXe－133に吸入法によるrCBF像の空間分解能の向

上を目的に，新しいコリメータシステムを開発した報告

である．コリメータはターボファン型で，羽根の間隔お

よび長さの設定および回転法を改善することで空間分解

能を向上させている．

　演題203（東芝那須，小林他）は，SPECT等に対応す

るための，検出器光学系と処理回路に改良を加えた検出

器についての報告である．

　演題204（金沢大核医学，久田他）は，角型検出器3

個を正三角形に配置し，またコリメータにタングステン

を用いて感度，空間分解能を大幅に向上させたSPECT

装置についての報告である．この装置は頭部用として用

いるときは，ファンビームコリメータを装着し，有効視

野は220φ×210mm，全身用として用いるときに平行

コリメータを装着し，有効視野は380φ×210mmであ

る．3個のコリメータを同時に交換できる交換台車も付

属している．この装置で達成された感度，分解能は，

SPECT装置を利用した核医学の領域を飛躍的に拡大す
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るものと期待される．

　演題205（東芝那須，市原他）は核医学デジタル画像

のフィルム撮影画像の品質の標準化を目指して，現在日

本国内で入手可能なフィルムの全種類について評価した

報告である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（舘野之男）

（206－210）

　このセッションは，5題がそれぞれ異なったテーマの

発表で共通の議論はできなかった．五十嵐らはガンマカ

メラにおける磁気の影響をNEMA法を用いて検討した．

3～4ガウスの磁石を近づけることにより（BGは～0．5

ガウス）光電ピークが低エネルギー側にずれ，位置が偏

位しカメラの均一性が乱された．最近のガンマカメラに

は地磁気の影響を補正する回路が装備されている．既製

のものでどの程度の磁力まで補正できるのかさらに検討

を期待したい．川合らは，ピンホールコリメータを使用

したSPECTを開発し，平行孔コリメータに比べ分解能

の高い画像が得られた．今回は中心を通る一断面のみで

あったが多断層を考慮中とのことであった．ファンビー

ムコリメータに比べ製作しやすい利点がある．村瀬らは

SPECT吸収補正法としてRPC法等のBP法で初期画

像を作成し，遂次近似（EM）を行うハイブリッド型を

提案した．本法では非均一な吸収体分布についても1回

の遂次近似で良好な結果が得られ，従来の遂次近似法に

比べ大幅に計算時間を短縮できた．尾川らは，モンテカ

ルロ法を用いてSPECT画像の散乱成分を線源形状をか

えて推定した．複写体の径10・cm　dE±10％にしたとき，

99mTc　40％が，1231では38％が散乱線によるものであ

った．補正法に関しては他のセッションで発表した．加

藤らは，SPECTプロジェクションデータに用いるウィ

ー
ナーフィルタの最適パラメータ決定法について報告し

た．FWHMは体表からの距離で決定し，雑音成分と信

号成分の分散化Cは原画像と処理画像との平均二乗誤

差を極小にする値を採用した．カウント座標ではCは

カウント数に依存しなかった．

　個々の演題はかなり専門的で，専門家以外には理解し

にくい点があったのかフロアーからの質問が乏しかった．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（外山比南子）

（211－215）

　本セッションはSPECT収集法とそれが画質に及ぼす

影響，効果に関する報告である．大西（滋賀医大）らは

画質改善のためのフィルター一一の作成の基となるシステム

関数をPSFのFWHMからのみ求めるのではなく，

Gauss関数から求めた．従来法と本法による伝達関数の

間には各スライスにおいて約3％の差異が認あられたと

している．厳密にいえば深さによる線束の拡がりのある

限り，やはり問題は残されていると思われる．清水（慶

大）らは収集条件を全カウント，ピクセルサイズ，コリ

メータの種類によって検討し，画像を数人の観察者によ

って評価した．結局はピクセルカウントが50以上では

良く，30以下では悪いとのことである．浜田（兵庫医大）

らは201T1－SPECTの際の不均一補正において，簡便な

99mTc面線源によるものより，201Tlの点線源，さらに

201T1面線源を用いた方が，僅かにアーチファクトは小

さくなり，画質が改善されたとしている．しかしその差は

1％以下と小さいため，安価な99mTc線源の方が実用的

だと思われる．立花（兵庫医大）らは，核反応の（P，2n）

と（P，5n）による1231－Orthoiodo　HipPurate（OIH）のプ

ラナー像における解像力，および病巣検出能を比較した．

いずれにおいても，両者に大差は認められなかったとの

ことである．市原（東芝）らは高エネルギーγ線を用い

た1231．MIBGのSPECTを対象に，従来の低エネルギ

ー
汎用コリメータの性能を保ちながら散乱線の少ないと

いう新しいコリメータを試作，評価した．これによると

低カウントでは従来のものと変わらないが，高カウント

ではpeak／scatter比が7％向上した（バックグラウンド

が小さくなった）とし，1231製剤のSPECTへの応用を

示唆した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（向井孝夫）

（216－220）

　SPECTは核医学の分野でごく日常的な検査として定

着した．しかし測定上の未解決な問題は多い．分解能向

上云々の前に不均一性の補正，吸収補正，散乱線の除去

などの問題が横たわっている．中でも散乱線は実際にど

の程度に現れているのかの実態がつかめず，ほとんどお

手上げの状態で，解らないままで無視しているのが現状

と思われる．216の演者はこの問題に地道に取り組んで

おり，補正法の実用についても考えを示しているが，臨

床的に散乱線を除いたデータを得て定量性を獲得できる

ようになるには未だ時間が必要だろう．217，218は2核

種同時投与のSPECTの問題点を述べたが，ここでもガ

ンマ線のエネルギーを選別することに散乱線が関わって

きて，いかにその要因を除去できるかが問題である．

217の演者は補正法の提案を示し，218の演者は目的と

する核種の測定エネルギー範囲における他核種の影響す

る程度を示したが，特殊なコリメータの開発，実際に患
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者に2核種同時投与を行った時の，集積の程度に応じた補

正法の確立など，多くの解決しなければならない要因を

含んでいる．219はCRを用いた核医学イメージングに

関するもので，コリメータとイメージングプレートだけ

あればどこででもシンチグラムを取ることができること

になり実用化できればおもしろいと思うが，ガンマカメ

ラに匹敵するようなダイナミックな情報が得られないと
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用途がごく限られてしまうのではないだろうか．220の

テクスチャー解析も試みとして自動的に異常所見を指摘

して診断医の注意を喚起してくれれば助かることだが，

これまでにも類似の試みの発表があっても実用化となる

と皆無であるのは，今一つ工夫の欲しいところである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（油井信春）

骨

（248－252）

　骨ミネラルの定量は代謝性骨疾患の診断および治療効

果の判定などに重要な課題であるがdual　photon　absor－

ptiometry（DPA）は有力な手段と考えられる．このセッ

ションにおいては健康人における加齢，生活習慣の影響，

各種代謝性骨疾患においてDPAによって測定された骨

塩量についての発表が行われた，

　萩原ら（大阪市大内）によって40－55歳の女性につい

て閉経前は一年あたりの減少率は0．6％であったのに閉

経後においては0．9％であった．全体としてのCross－

sectional　studyでは0．72％であり，類i似している．

　瀬戸ら（金沢大）によると20歳前後の正常男性では食

習慣，飲酒，既往歴，日光暴露，スポーツ歴，学習時間

等とは相関がなく，現役ラグビー選手では非常な高値が

認められた．

　大谷ら（神戸中央市民病院）によると各種骨疾患にお

いて骨塩量を測定し骨粗髪症，甲状腺機能充進症，原発

性副甲状腺機能充進症において低値傾向であり，副甲状

湶機能低下症において高値傾向であった．

　岡村ら（大阪市大放）は原発性ならびに続発性副甲状

腺機能充進症において副甲状腺摘出後の骨塩量を検討し

た．全例術後数か月において骨塩量の増加が認められた．

　田中ら（大阪市大整）によるとリウマチ患者において

は閉経後に対照と比較して骨塩量の低値が認められた．

　DPAによって容易に骨塩量の測定が可能となり，性

差，加齢の影響，様々な生活習慣の影響を知ることがで

きるようになった．また代謝性骨疾患の骨塩量の経過，

治療の影響なども検討できる．このセッションにおいて

はこれら諸課題の一端が発表され，今後に多くの示唆が

与えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森井浩世）

（253－257）

　近年，躯幹骨の骨塩量測定に対する要望が増加してい

る．本セッションでは，153Gdを用いたDPAのみなら

ず，2っの異なるエネルギーのX線を用いた吸収測定

法（DEXA）に関する演題が発表された．

　253席は，胃切除後症例の腰椎骨塩量についての講演

であった．周知のごとく，胃切除後には骨軟化症の発症

が知られているが，測定対象として腰椎側面像を用いる

ことの有用性が示された．通常の正面像では皮質骨より

なる関節や突起部も含むのに対して，側面像では海綿骨

が主体である椎体のみの計測が可能である．

　254席は，透析中の慢性腎不全症患者について，全身

骨量指標（TBMI）を測定し，血中PTH濃度との関係を

検討している．PTH高値群では，　TBMIとPTH濃度

との間に有意の負相関が観察された．

　255席は，肝硬変症でみられるhepatic　osteodystrophy

の骨病態を明らかにするため，腰椎骨塩量の測定が行わ

れた．女性例では60歳以上で，男性例では大酒家や非

代償期で骨塩量の低下が示された．

　256席は，大腿近位部の軟部組織の脂肪含有率をDPA

で測定し，USやCTによる脂肪含有率と比較している

が，両者は良好な相関を示したと報告した．

　257席は，現在本邦で使用が可能な骨塩定量装置8機

種（躯幹骨用が6種，末梢骨用が2種）について，

phantomを用いて各装置間のcross　calibrationを試み

ている．骨塩量の値付けや骨幅の決定などが異なるため

に，得られた骨塩量値は各装置問で異なる．この校正に
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