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《原　著》

　　　　　　限局性肺疾患における

経時的1231－IMP肺イメージングの検討

中條　政敬＊・†　　島田受理夫＊

平木　嘉幸＊＊　　篠原　慎治＊＊

下園美千子＊　　内山　典明＊＊

　要旨　限局性肺疾患65例（肺炎12，化膿症1，結核5，塵肺3，ジストマ1，種々の組織型の原発性肺癌43）

に経時的1・L’・31－IMP肺スキャンを施行した．1～2分目初期像は95％（65／70）で病変部が99mTc－MAA像と

類似し，97％（68／70）で病変部が集積低下を示し，主に相対的肺動脈血流の反映が示唆された．30分，4時

間Hには病変により異なった集積を示した．化膿症空洞（1／1），結核結節（2／2），塵肺塊状影（3／7），癌病巣（42／

42）は常に集積低下を示した．一方その他の非癌例の主に浸潤影を呈する25病変中24は経時的に集積は増

加し，4時間目には23病変が明瞭となった．44癌周囲部のうち30分目では18，4時間目には32に高度

集積がみられ，8無気肺病変も4時間目で全て明瞭となった．これら癌周囲の高度集積は癌に伴う肺炎や無

気肺といった二次性変化を示唆した．したが’・て1L’31・・IMPは肺の浸潤性病変や無気肺には異常集積し，空

洞や乾酪巣，癌などの置換性病変には集積しないと考えられた．

1．はじめに

1231－IMP（N－isopropyl－p－［t231］－iodoamphetamine）

は1980年に脳血流スキャン剤としてWinchellら

により報告された1）．本剤は脂溶性のアミンで，静

注により初回循環で高率に脳実質に取り込まれる

が，その前に肺に集積し，肺の非粒子性血流・代謝

スキャン剤としての可能性も指摘されるようにな

一 ・た2）．1982年，Hillらは1231－IMPの脳のSPECT

に関する論文の中で，i231－IMPが肺癌に関連した

集積を示したことに触れている3）が，われわれは

このことに着目し，本剤の限局性肺疾患における

集積性を検討したところ，病変の性状により経時
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的に異なった集積を示すことを見いだしたので報

告する．

II．対象および方法

　対象は胸部X線像で限局性陰影を呈し，確定診

断の得られた非癌性肺疾患22例と原発性肺癌43例

の計65例である．非癌性肺疾患の内訳は肺炎12例

（細菌性9例，ウイノレス性1例，閉塞性1例，放

射線1例），肺化膿症1例，肺結核5例，塵肺3

例，肺ジストマ1例で，年齢は26～80歳男性

17例，女性5例である．原発性肺癌の内訳は扁平

上皮癌23例，腺癌7例，小細胞癌11例，大細胞癌

1例，肺胞上皮癌1例で，年齢は32～85歳，男

性35例，女性8例である．

　1231－IMPによる肺イメージングは下記のよう

に行・・た．まず1231の甲状腺への集積をブロック

するため，1231－IMP静注前日よりKl末100　mg

を1日3回，4日間経口投与した．胸部X線像で

病変の位置を確認し，コリメータがより病変部に

近くなる背または腹臥位で，i231－IMPL5ないし

3mCiを前腕の静脈よリ静注，同時に1F／nlinで
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Fig．1　Comparison　of　initial　dynamic　lung　1231－IMP　image　with　99mTc－MAA　lung　perfusion　image．

a．IL’31－IMP　is　analogous　to　99mTc－MAA　in　distribution　and　decreased　i231－IMP　activity　was　seen　in

　　　650f　701esions．

b．Normal　1231－IMP　distribution　with　decreased　ggmTc－MAA　activity　was　seen　in　20f　70　lesions．

c．　Decreased　IL’31－IMP　activity　with　99mTc－MAA　defect　was　seen　in　20f　701esions．

d．1231－IMP　defect（arrow）with　decreased　99mTc－MAA　activity　was　seen　in　one　of　70　lesions，
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Table　1　1231－IMP　lung　imaging　findings　of　localized　lesions　in　patients　with　non－cancerous　diseases

Disease
No．　of　lesions／

　patlents

IMP　imaging　findings Chest　X－P　findings

30　min 4hr　　No．　of　lesions Findings No．　of　lesions

Pneumonia

Lung　abscess

Pulmonary

　tuberculosis

Pneumoconiosis

Lung　fluke　disease

14／12

2／i

7／5

十

十

十

什

十

7

7

1

1

2

1

十 3

Infiltration

Infiltration　with

　micronodules

Infiltration

Consolidation

Cavity

Infiltration

6

1

く
】
へ
∠

Nodular　consolidation

柵

7／3

1／1 十

＋

井
柵

1
3
1
へ
∠
－

　
一

1

Scattered　shadow

Infiltration！with
　　　　ム
　scattered　shadow

As　above

Large：nodules

Nodular　consolidation

　with　small　cavity

1

1

2

1

3

1
7
”

1

一
：Descreased　activity，十：Same　activity　as　that　of‘‘normar’pulmonary　tissue，十1－：Higher　activity　than

that　of‘‘normaド’pulmonary　tissue，刊：Higher　activity　in　the　4　hr　image　compared　to　that　in　the　30　min

image　in　case　of－H－activity　in　the　30　min　image．　Infiltration：patchy　shadow，　clouding，　ill・・defined　opacity

or　irregular　density（These　represent　mainly　alveolar　patterns）．　These　definitions　are　used　in　the　following

tables　and　figures．

25分問ダイナミック像を得た．30分と4時間目に

は，前後，左右側面，左右前または後45°斜位の

6方向より50万カウントでスタティク像を得た．

使用したカメラは東芝製GCA－401で，中エネル

ギー用平行コリメータを用い，エネルギーピーク

は159KeV，ウィンドウ幅は20％とした．原則

として1231－IMP肺イメージングの2日前に

99mTc－MAA　5　mCi静注による肺スキャンを行

い，同じく6方向より30万カウントでイメージを

得た．

　イメージの評価は視覚的に行い，まずダイナミ

ック初期像（1ないし2分目像）とMAA像の類

似性を検討した．30分と4時間目のスタティク像

では病変部の集積度を4段階に分けて，その推移

を評価した．すなわち限局性病変部以外のいわゆ

る正常部と考えられる部位の集積を基準とし，病

変部の集積度がそれより低い場合を（一），同程度

の場合を（＋），高い場合を（＋ト）とし，さらに30分

目で（杵）の病変に関しては4時間目で集積がさ

らに明瞭となった場合を（什）とした．この際病

変部の集積度の評価には，最も病変に近接した像

を用いた．病変部の同定は主に胸部X線像および

MAA　6方向像とIMP像との比較で行ったが，

必要に応じて胸部断層像やCT像も参考とした．

また原発性肺癌例で胸部X線像上，典型的な無気

肺像が認められた症例に関しては別にこれを検討

した．したがって癌周囲に関する評価においては，

これらの症例では無気肺以外の周囲部を対象とし

た．さらに8例の手術症例では病理所見との対比

を行った．
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Fig．2　Bacterial　pneumonia，80－year－old　man．The　infiltrating　shadow　in　the　chest　X・・ray

　　　film（a）shows（1）activity　in　the　30－min　IL’31．．IMPimage（b）and（“）activity　in

　　　the　4－hr　1231－IMPimage（c）．

　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　　c

Fig．3　Pulmonary　tuberculosis，26－year－old　man．　The　nodular　consolidation　in　the　chcst

　　　X－ray　film（a）was　delineated　as　a　photon　deficient　area　in　both　30－min　and　4－hr

　　　1231－IMpimages（b，　c）．

川．結　　果

　1．123HMPダイナミック初期像と99mTc－MAA

　　像の比較（Fig．　D

　61例70病変部位で比較可能であった．初期像で

の所見がMAA像と一致した病変部位は65（93％）

で，いずれのイメージでも集積は欠損ないし低下

を示した（Fig．1a）．不一致は5病変でその内訳は

初期像で正常，MAA像で低下の2病変（肺炎1

病変，結核1病変，Fig．1b），初期像で低下，

MAA像で欠損の2病変（肺炎合併肺癌1例の2

病変，Fig．1c）と初期像で欠損，　MAA像で低．ド

の1病変（肺癌1病変，Fig．1d，矢印）であ・・た，

したがってダイナミック初期像は93？・。の病変部

位でMAA像と類似した．また初期像では肺炎と

結核の2病変を除き97；・。（68／70）の病変部位が欠

損ないし低下像として描出された．

　2．1231－IMPスタティク像の検討

　D　非癌性肺疾患（22例31病変）

　非癌性肺疾患の病変部の30分と4時間目の集積

度と胸部X線像所見の結果をTable　1に示す．

肺炎12例の14病変は30分目から4時間目への集積

度の変化をみると，（け一→（什）7病変，（－H－）→（冊）

7病変で経時的に集積度は増加し，4時間目には
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　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　c

Fig．4　Pneumoconiosis，52・year－01d　man．　Three　large　nodules　are　shown　in　the　chest

　　　X－ray創m（a）．The　upper　nodule　in　the　right　lung　shows（一）activity　in　the　30－min

　　　1231－IMP　image（b）and（十）activity　in　the　4－hr　l231－IMP　image（c）．　The　lower

　　　nodule　in　the　righ日ung　shows（一）activity　in　the　30－min　image（b）and（廿）

　　　activity　in　the　4・hr　image（c）．　The　left　nodule　shows（廿）activity　in　the　30－min

　　　image（b）and（冊）actMty　in　the　4－hr　image（c）．

Table　2　1231－IMP　imaging　findings　of　lung　cancer

Histology

SCC
Adeno

SCLC
LCLC
BAC

No．　of　lesions／patients

1231－IMP　imaging　findings

24／23

7／7

11／11

1／1

1／1

30　min 4hr No．　of　lesions

　23（D
　　7
　10（1）

　　1
　　1

SCC：Squamous　cell　carcinoma，　Adeno：Adenocarcinoma，　SCLC：Small　cell　carcinoma，　LCLC：Large

cellcarcinoma，　BAC：Bronchio－alveolar　carcinoma．

These　abbrevations　are　used　in　the　following　tables　and　figures．

（　）：The　lesions　could　not　be　evaluated　because　of　a　smalltumor．

すべての病変が明瞭となった，その1例をFig．2

に示す．肺化膿症の1例では，空洞はいずれのイ

メージでも（一）であったが，周囲の浸潤病変は

（＋）→（甘）と4時間目で明瞭となった．肺結核で

は種々の集積度が認められた．すなわち，結節性

の2病変ではいずれのイメージでも（一）であっ

たが（Fig．3），散布性陰影のみの1病変はいずれ

のイメージでも（＋）で，浸潤影を伴う散布性4病

巣は30分目で（＋）ないし（杵）で，4時間目には

明瞭な集積を示した．塵肺では塊状病変のみを対

象としたが，3例7病変中6病変は30分で（一）で

あったが，4時間目には（一）3病変，（＋）1病変，

（什）2病変，（什）1病変と集積度に変化がみられ

た（Fig．4）．肺ジストマの1病変は小空洞を伴っ

た結節影を呈したが，（⊥）→（什）と4時間目に明

瞭な集積像を示した．

　以上の非癌性肺疾患のイメージ所見をまとめる

と，30分，4時間目ともに（一）の病変は肺化膿症

空洞1，結核結節2，塵肺塊状病変3の6病変で，

ともに（＋）の病変は肺結核で散布性陰影のみを呈

した1病変であり，その他の24病変はすべて相対

的集積度は4時間目で増加し，そのうち23病変が

明瞭な集積を示したことになる．またX線像上浸

潤影および浸潤影を伴った像を呈した17病変は4
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Table　3　i231－IMP　imaging　findings　of　areas　surrounding　lung　cancers

Lung　cancer
No．　of　lesions／

　patlents

1231・IMP　imaging　findings

30　min 4hr No．　of　areas

Chest　X－P　findings（No．）

SCC

t7den。

24／23 十
一
十

∪

十
亀

∠
9

7／7

SCLC 11／11

十
一
十
廿
井
一

柵

＋

杵
杵
一
柵

LCLC

BAC

1／1

1／1

十

十

W
杵
十
十

十
一
什
廿
冊
［
十
十

一∠

11

4
1
1
．
1
24
2
1
2
1
1
一

Norma1（2）

Normal（2），　Consolidation（1），

Infiltration（4），　Honeycombing

with　infiltration（1），

Reticulo－micronodular（1）

Norma1（1），　Infiltration（1）

Infiltration（10），　Honey－

combing　with　infiltrate（1）

Normal（4）

Infiltration（1）

Normal（1）

Infiltration（1）

Consolidation（1）

Infiltration（1）

Normal（4）

Infiltration（2）

Infiltration（1）

Infiltration（2）

No㎜al（1）

Small　coin　lesions（1）

時間目にすべて高度集積像として描出された．

　2）原発性肺癌

　原発性肺癌43例の1231－IMPのイメージ所見は

癌腫瘤部とその周囲所見に分けて検討した．癌腫

瘤部のイメージ所見の結果をTable　2に示す．扁

平上皮癌と小細胞癌の各1例は癌自体の大きさが

小さく，同定困難であり，1例の扁平上皮癌は2

肺癌病巣を有していた．癌腫瘤部は組織型の如何

を問わず評価可能であった全42癌病変で，30分，

4時間とも（一）所見を呈した．一方44癌腫瘤部周

囲では種々の集積パターンが認められた．Table　3

にその結果と癌腫瘤部周囲のX線所見を示す．全

体を通して30分，4時間目とも（＋）の所見は12癌

周囲部で，これらはX線像では11癌周囲部には二

次性の変化は認められず，1癌周囲部には小さな

転移巣が集籏していた．その他の32癌周囲部は30

分目では（一）～（什）の所見を呈したが，4時間目に

は全て高集積像（什ないし冊）として認められた．

これら32部位のX線像所見は正常4，浸潤影23，

辺縁不整な濃い均等影2，浸潤を伴う蜂巣状影2，

網状小粒状影1であった．またこれら周囲の高集

積像は典型的には癌腫の欠損像を取り囲むrim状

の高集積像として認められた（Fig．5）．

　3）無気肺病変

　胸部X線像上典型的な無気肺像を呈した8例に

ついて検討した．いずれも右上葉の無気肺像を呈

したが，その結果をTable　4に示す．30分では

（一）～（十ト）の所見を呈したが，4時間目には8病

変全て高集積像（什または柵）を呈した．1例を

Fig．6に示す．

　4）手術確診例

　8例で1231－IMP所見と摘出標本の病理所見との

対比が可能であったが，その結果をTable　5に示

す，IMP所見は腫瘍自体では6例で評価可能で
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　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　　c

Fig．5　Primary　lung　cancer（SCC），67－year－old　man．　The　tumor　in　the　left　lower　lung

　　　field（a）was　delineated　as　a　photon　deficient　area　surrounded　by　a　rim－like　in－

　　　creased　activity　area　in　both　30－min　and　4－hr　1231－IMP　posterior　images（b，　c），

　　　where　obstructive　pneumonitis　was　present　in　the　removed　specimen．　The（什）

　　　rim－1ike　activity　in　the　30・・min　image（b）changed　into（冊）activity　in　the　4－hr

　　　image（C）．

凶
　　　　　a　　　　　　　　　　　　　　　　b　　　　　　　　　　　　　　　　c

Fig．6　Atelectasis　due　to　SCLC（case　operatively　confirmed），60・year－01d　man．　Chest

　　　X－ray　film（a）shows　a　typical　atelectatic　shadow　in　the　right　upper　lung　field．　The

　　　lesion　was　delineated　as　a　decreased　activity（一）area　in　the　30－min　1231－IMP

　　　image（b）．　However，　increased　activity　G十）in　the　atelectasis　was　observed　with

　　　aphoton　deficient（一）area　corresponded　to　the　tumor　in　the　4－hr　1231－IMP

　　　image（C）．

Table　4 1231－IMP　imaging　findings　of　atelectasis　due

to　lung　cancer

30min 4hr

一

上
丁

←

ー
「
1

廿
井
冊

No．　of　atelectasis

　　　　3

　　　　4

　　　　1

あった．他の2腫瘍は小細胞癌と気管支内リポー

マで，大きさがそれぞれ20×15×15mm，14×

10×9mmでイメージ上評価不能であった．6例

の腫瘍は全て30分，4時間目とも（一）所見であっ

たが，その周囲は30分で（一）～（十ト）を呈し，4時

間目には全て高度集積（杵）～（冊）を示した．これ

ら4時間目で高度集積を示した周囲組織には全て

肺炎像がみられ，その他の合併所見としては気管

支拡張，肺気腫，無気肺が認められた．

　5）その他
　原発性肺癌症例のうち2例に癌性胸膜炎による
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Table　5　Cases　operatively　confirmed

Patients
i231－IMP　findings Pathological　findings

30min
No．　Sex　Age
　　　　　　　　Tumor

1．　　F　　　58　　　－

2．　　M　　　72

3．　　M　　　49

4．　　M　　　67

5．　　M　　　67

6．　　M　　　60

7．　　M　　　70

8．　　F　　　56
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　　　　（A．S．T．）
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Chronic　obstructive　pneumonia

Obstructive　pneumonitis　with

　atelectasis

Organizing　pneumonia

Organizing　pneumonia　with

　ate｝ectasis

胸水を認めたが，これらの胸水への1231－IMPの

集積はどのイメージでも認められなかった．

IV．考　　案

　正常肺における1231－IMPの集積部位としては

血管内皮細胞のアミンレセプターが示唆されてい

る2’4）．しかし現時点ではその正確なuptake，　store，

releaseのmechanismは解明されていない．今回，

われわれはHillらの論文3）のincidental　finding，

すなわち1231－IMPが原発性肺癌に関連したfocal

uptakeを示したとの記載に着目し，限局性肺病変

を有する患者に1231－IMPによる肺イメージング

を試みた．その結果，1231－IMPは病変によって，

また撮像時間によって異なったイメージ所見を呈

することが判明した．すなわち，静注後1，2分

目の初期像ではほとんどの病変部位（95％）で

99mTc－MAA像と類似の所見を示し，病変の如何

を問わず，97％の病変部位が欠損ないし低下像

を示した．99mTc－MAA肺血流イメージングは相

対的肺動脈血流を反映するとされている5）．した

がって1231－IMPの初期像も主に相対的肺動脈血

流を反映していると考えられる．しかし30分，4

時間と経過するにつれて，病変の性状により異な

った集積パターンを呈した．すなわち非癌性肺疾

患のうち，肺炎や肺化膿症，肺結核および肺ジス

トマなど主として肺胞病変を示唆する浸潤影のみ

られた病変は30分目で“正常部”と同程度以上の

集積を示すようになり，さらに4時間目には病変

部に一致した高度集積を示すようになった．また

原発性肺癌患者で，癌に伴う二次性変化と考えら

れる浸潤影や，別に検討した無気肺病変も同様の

傾向を示し，4時間目には高度集積像を呈した．一

方肺化膿症の空洞と肺結核の結節性病変，一部の

塵肺塊状影，評価可能であった全癌腫瘤部は，静

注後4時間の間集積低下を示した．これらの結果

から1231－IMPないしその存在が示唆されている

が確定はされていない代謝産物1）は，肺炎や無気

肺などの肺構造を保った病的組織には集積し，空

洞や乾酪壊死巣，線維組織，原発性肺癌といった

肺組織を置換するような病巣には集積しないとい

うことが推論できる．

　さて，肺の浸潤性病変や無気肺病変への集積メ

カニズムについて考察してみたい．99mTc－MAA

肺スキャンで示されたように，これらの病変のほ

とんどはその他の病変と同様に相対的肺動脈血流

は肺の“正常部”に比し低下していた．したがっ

て肺動脈血流の増加が高度集積の原因ということ

は否定できる．これらの病変部への1231－IMPの

流入ルートとしては肺動脈のほか，気管支動脈も

考えられる．

　Cudkowicz6）によると，人の肺炎における気管

支動脈の役割に関する研究はほとんどなされてい

ないという．無気肺においても同様と思われるが，

彼は大葉性肺炎患者の剖検所見より，肺炎では気
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管支動脈血流は肺動脈血流と同様減少することを

示唆している．1231－IMPは99mTc－MAAとは異

なり，非粒子性の小分子である4）から相対的肺動

脈血流や気管支動脈血流は減少していても，再循

環を繰り返しながら徐々にこれらの病変に流入し

ていくと考えられる．一方，正常肺では静注後1

分以内にピーク値に達し，その後30分目には初期

ピーク値の43．6土5．7％，1時間目には33．0土4．8％

と減少する7）．その後は徐々にmultiple　exponen－

tial　washoutを示す8）．したがって経時的に病変部

が明瞭になってくるということは正常部に比し病

変部でのwashoutが遅延していることを意味す

る．このwashoutの遅延の原因としては，1231－

IMPないしその代謝産物，またはその双方の

extravascular　spaceへの異常流入が考えられる．

extravascular　spaceとしては浸潤性病変に集積し

たことより肺胞腔内が主たるものであろう．無気

肺病変や放射線肺炎でも高度集積がみられたこと

は肺胞壁や間質の血管外スペースへの貯留も示唆

される．したがって現象論的にみると，これら肺

炎や無気肺病変への集積はdelayed　fi川ng　with

delayed　clearanceといえるであろう．

　一方，肺化膿症の空洞と結核結節，一部の塵肺

塊状病変，原発性肺癌自体はいずれのイメージで

も集積低下を示した．空洞の集積低下は血流の欠

如で理解できる．その他の病変でも99mTc－MAA

像から相対的肺動脈血流は減少していた．結核結

節や原発性肺癌では気管支動脈血流は一般に増加

しているが6），それにもかかわらずこれらの病変

が集積低下を示すのは1231－IMPを貯留する機序

が脳腫瘍の場合9）と同様欠如しているのであろう．

転移性肺腫瘍での1231－IMPの集積性に関しては

今後の検討を待たねばならないが，悪性黒色腫の

ように1231－IMPを能動的に取り込む肺転移病

巣lo）は別として，おそらく原発性肺癌同様集積

低下を示すことが予想される．

　今回の検討より，1231－IMP肺イメージングの臨

床的有用性について考察してみる．まず撮像時間

に関しては，肺の限局性病変の性状評価には4時

間目のdelayed　scanが病変による集積性の相違を
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最もよく反映し，有用と考える．次に胸部X線像

上の限局性陰影が肺実質の病的変化（肺炎や無気

肺など）か肺実質を置換するような病変（癌や結

核結節など）を表現しているのか診断困難な場合，

本シンチグラフィは有用であろう．さらに原発性

肺癌症例においては癌部とそれに伴う二次性変化

（閉塞性肺炎や無気肺）部位を区別するのに役立

つと考えられる11）．今回の検討では，胸部X線像

上明らかな限局性病変のみを対象としたが，一側

肺がほとんど均等影を呈するような広範な病変を

有する症例においては，1231－IMPのdelayed　scan

は正常，異常肺実質や肺実質を置換するような病

変部位を集積度の差異によって鑑別可能とすると

考えられる．delayed　scanにSPECTを併用すれ

ばさらに詳細な診断情報が得られるであろう．

　謝辞　1231－IMPを供給していただいた日本メジフィ

ジックス社に感謝します．また本研究の遂行にあたり，

多数の症例を紹介していただきました当院呼吸器内科，

外科の諸先生方，さらに手術所見に関し術後教示いただ

きました当院院長乗松克政先生に深謝申し上げます．な

お本論文の要旨は第27同日本核医学会総会（昭和62年

10月・長崎）において発表した．
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Summary

Serial　Lung　lmaging　with　’231－IMP　in　Localized　Pulmonary　Lesions

　　　Masayuki　NAKAJo＊，　Jurio　SHIMADA＊，　Michiko　SHIMozoNo＊，

Noriaki　UcHIYAMA＊＊，　Yoshiyuki　HIRAKI＊＊and　Shinji　SHINoHARA＊＊

　　　＊Dθρ頒〃le〃’of　Radiologγ，　Na〃0〃al　M’〃a〃1’－1（V〃shu　Hospi〆al，　Kagoshi〃la

＊＊Depa〃〃ient　of　Radiologγ，　Fac〃〃y　of　Med↓（’ine，κagoshi〃la　U〃iversity，　KaSOS／ii’na

　　1231－IMP　（N－isopropyl－p－［i231】－iodoamphet－

amine）dynamic（1　frame／min　for　25　mins），30－min

and　4－hr　static　lung　imaging　was　performed　in

atotal　of　65　patients　with　roentgenographic　evi－

dence　of　localized　pulmonary　lesion（12with　pneu－

monia，　one　with　lung　abscess，5with　pulmonary

tuberculosis，3with　pneumoconiosis，　one　with　lung

fluke　disease　and　43　with　various　histological　types

of　primary　lung　cancer）．　The　findings　in　650f　70

（95％）lesions　in　the　initial　l　or　2－min　dynamic

1231－IMP　images　were　analogous　to　those　obtained

by　99mTc－MAA　lung　perfusion　imaging　and　de－

creased　activity　was　observed　in　680f　70（97％）

lesions，　suggesting　that　the　initial　images　mainly

reflected　the　relative　distribution　of　pulmonary

arterial　blood　flow．　However，1231－IMP　accumu－

1ated　differently　according　to　the　pathological

conditions　afterwards．　Decreased　activity　from

1231－IMP　was　contineously　observed　in　a　cavity　of

the　lung　abscess，20f　2　tuberculomas，30f　71arge

nodules　of　pneumoconiosis　and　all　of　the　42

cancerous　lesions　which　were　possible　to　be　eval－

uated．　Gradual　increase　in　activity　relative　to　that

of‘‘normal　lung　fields”was　observed　in　all　l4

1esions　of　pneumonia；pneumonic　lesions　of　the

lung　abscess，　tuberculosis　and　lung　Wuke　disease；

40f　71arge　nodules　of　pneumoconiosis；all　of　8

atelectatic　lesions　and　320f　44　areas　surrounding

cancers（most　of　them　had　roentgenographic
evidence　of　infiltrating　shadows）．　Thus　1231－IMP

accumulated　increasingly　in　pneumonic　and　ate－

1ectatic　lesions，　while　it　appeared　not　to　accumulate

in　such　lesions　replacing　lung　tissues　as　cavity，

caseous　and　fibrous　lesions　and　primary　lung

cancers．1231－IMP　can　be　used　as　a　new　lung

imaging　agent　to　provide　diagnostic　informations

on　the　property　of　pulmonary　lesions．

　　Key　words：1231－IMP，99mTc－MAA，　Pneumo－

nia，　Atelectasis，　Primary　lung　cancer．
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