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1．はじめに

　Winchel1ら1）が脳血流スキャン製剤としてN・

isopropyl－P－【1231］iodoamphetamine（1－1231MP）を

開発して以来，1－1231MPは脳血管障害患者のみ

ならず，各種脳疾患患者の局所脳血流量の把握に

広く利用されるに至っている2・3）．一方，1－123

1MPは初回循環で高率に肺に集積し，肺毛細血

管内皮細胞内のリセプターの関与が示唆されてお

り，新しい非粒子性肺血流スキャン剤あるいは肺

代謝スキャン剤として有望視されている4”’6）．最

近，1－1231MPによる肺シンチグラフィは各種肺

疾患を有する臨床例において，Tc－99m　MAA肺

シンチグラフィと解離する例があることがすでに

報告されている7，8）．

　われわれは今回，各種肺疾患患者14例に1－123

1MPによる肺動態シンチグラフィを行い，因子
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分析法を用いて臨床的意義を検討した結果，いく

つかの知見が得られたので報告する．

IL　対象および方法

　対象は確定診断の得られた各種肺疾患患者14

例で原発性肺癌6例，転移性肺癌1例，癌性胸膜

炎2例，放射線肺炎2例および肺血栓塞栓症，陳

旧性肺結核，肺気腫の各1例である．全例，胸部

X線写真にて病巣部を明瞭に把握できた．肺癌7

例中4例は肺門部，3例は肺野に主病巣を認めた．

年齢は52～86歳，男性10例，女性4例である．

　方法は患者を仰臥位とし，肘静脈より1－123

1MP　3　mCiをボーラス静注して胸部前面より連

続ダイナミック収集した．1フレーム10秒にて

60フレーム（または1フレーム5秒，120フレー

ム）10分間，64×64のマトリックスサイズでコン

ピュータに入力した．その後，静注後5時間の胸

部前面像を追加撮像した．使用した装置は中エネ

ルギー用平行多孔コリメータを装着した東芝製

GCA－401シンチカメラおよびGMS　55Uミニコ

ンピュータである．エネルギーピークは159KeV

　Key　words：N－isopropyl－p・［1231】iodoamphetamine，

Factor　analysis，　Lung　cancer，　Radiation　pneumotitis．
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ウインドウ幅は±20％とした．

　Di　Paolaら9）のAlgorithmに従い，得られたダ

イナミックデータにフィルター処理（Butter　worth

fitler）を行った後，全視野を8×8のDixelに画

像を圧縮，因子分析を行った．まず，明らかに病

的な因子を有すると思われる肺癌例において，因

子分析の適切な条件，すなわち，使用するDixel

数選択の検討を行った．次に，肺病巣部の病的因

子とその画子画像をRI一アンギオグラフィ初回循

環時の画像および5時間像と対比検討した．

III．結　　果

　Figure　1は右上葉に大きな腫瘍陰影を有する原

発性肺癌例（52歳，男性，扁平上皮癌）に対し，

Fig．1　Athree－factor　analysis　with　a　different　number　of　dixels　in　a　52－year－old　patient

　　　with　pulmonary　carcinoma　in　the　right　upper　lung．　In　case　that　8，160r　24　dixels

　　　are　used，　the　three　factors，　which　mean　the　vascular，　excretion　and　accumulation

　　　phases，　are　relatively　better　extracted．
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　　　Table　l　Comparison　between　I－1231MP　imaging　findings　and

　　　　　　　　pulmonary　areas　extracted　by　factor　analysis
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　　Patients
　　　　　　　　　　Diagnosis　　　Site
No．　Age　Sex

1－123　IMP　imaging　findings

First－pass 5hrs

Pulmonary　area
　extracted　by
faCtOr　analySiS

1　　68

2　　55

3　　69

4

5

6

7

8

9

10

ll

12

13

14

86

52

67

57

60

SO

76

76

76

81

76

MPLC（Smalり
　　Pneumonia

MPLC（Sq）

MPLC（Smal1）

MPLC（Small）

MPLC（Adeno）

MPLC（Adeno）

F　　MLC
　　　（Breast　ca）

F　　PC（Renal

　　　cell　ca）

F　PC
　　　（Breast　ca）

M　　RP

M　RP

F　　PE

M　TB

MEmphysema

RWL　Decreased　activity

　　　　　in　RWL
RPH　　Decreased　activity

　　　　　in　RWL
RPH　　Decreased　activity

　　　　　in　RUL
LPH　　Decreased　activity

　　　　　in　LWL
RUL　　Decreased　activity

　　　　　in　RWL

RUL　　Decreased　activity

RML　　in　RWL

LPH

RP

RP

RUL

RPH

RUL
RML
RWL

RWL
LLL

Decreased　activity

　in　LWL
Decreased　activity

　in　RLL

Decreased　activity

　in　RWL
Decreased　activity

　in　RUL
Decreased　activity

　in　RWL
Decreased　activity

　in　RUL，　RML

Decreased　activity

　in　RWL
Decreased　activity

　in　RWL，　LLL

Increased　activity

　in　RWL
Increased　activity

　in　RUL
Grossly　normal

Grossly　normal

Increased　activity

　in　RLL，　Photon

　deficiency　in　RUL

Increased　activity　in

　RLL，　Photon　defi－

　ciency　in　RUL，　RML

Grossly　normal

Increased　activity

　in　RLL

Increased　activity

　in　RML，　RLL

Increased　activity

　in　RUL
Grossly　normal

Grossly　normal

Photon　deficiency

　in　RUL，　RML

Grossly　normal

RWL

RWL

RUL

LWL

RLL

RLL

LWL

RLL

RWL

RUL

RWL

RUL

RLL

RWL

PLC；primary　lung　cancer，　MLC；metastatic　lung　cancer，　PC；pleuritis　carcinomatosa，　RP；radiation

pneurnonitis，　PE；pulmonary　embolism，　TB；tuberculosis，　RWL；right　wllole　lung，　RPH；right　pulmonary

hilus，　LPH；left　pulmonary　hilus，　RUL；right　upper　lobe，　RML；right　middle　lobe，　RP；right　pleura，

LLL；left　lower　lobe，　LWL；left　whole　lung，　RLL；right　lower　lobe．

動態イメージを8＞・（8のDixelに画像を圧縮した

後，4，8，16，24，32，48，64個の7通りのDixe1数

を使用して因子分析を行った結果を示している．

使用するDixel数を8，16，24とした場合に，血

流相（上大静脈，右心系），排泄相（正常肺）およ

び肺病巣部を含む肝，心筋の蓄積相の3因子に比

較的良く分離抽出できた．処理時間を考慮に入れ

て，使用するDixel数は8として以後，全症例の

因子分析を試工た．

　Table　1には14症例のRI一アンギオグラフィ初

回循環時画像，5時間像および因子分析により分

離抽出された肺病巣部の比較を示す．1－1231MP

初回循環時画像ではすべての肺病巣部は集積低下

を示した．肺門部に病巣を有する5症例のうち，

4症例に患側肺全体の集積低下が認められた．初

回循環時に集積低下を示した肺領域の全域または

その一部が5時間像で集積増加を示した症例が7

例（50％）認められた．初回循環時の集積低下領
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Fig．2　A　68－year－old　male　of　coexisting　pneumonia　and　pulmonary　carcinoma（small

　　　cell　carcinoma）with　an　intrahepatic　metastasis．（A）Chest　X－ray　film　shows

　　　alarge　mass　with　an　ill－defined　borders　in　the　right　lung，　mixed　with　an　infiltrat－

　　　ing　shadow．（B）1－1231MP　dynamic　study（one　frame／5　sec）reveals　a　decreased

　　　activity　of　the　right　total　lung，　with　a　focal　defect　in　the　midportion　of　the　right

　　　lung．（C）1－1231MP　static　image　5　hours　after　the　i．v．　injection．　Abnormal　I－123

　　　1MP　accumulation　is　seen　in　the　right　lung，　in　contrast　to　an　intrahepatic　metas－

　　　tasis　which　shows　a　focal　defect．（D）Athree－factor　analysis　of　this　patient．

　　　Factor　1，2and　3　shows　a　vascular，　accumulation　and　excretion　phase，　respec・

　　　tively．　Factor　2，　as　well　as　the　myocardium　and　liver，　discloses　an　abnormal

　　　pulmonary　area　in　the　right　lung，　which　means　an　infiltrating　area　on　the　chest

　　　X－ray　film．

域が5時間像にて正常肺と同程度の集積を示した

症例が6例認められた．陳旧性肺結核巣の一部は

5時間像で欠損像を示した．肺癌病巣は5時間像

でも集積は認められず，肺野に大きな病巣を有す

る2例は明瞭な欠損像を示した．癌性胸水への集

積は認められなかった．

　因子分析で抽出された肺領域のうち，初回循環

時の集積低下領域とほぼ一致した症例が11例，

不一致例は3例であった．不一致例は肺野に大き

な腫瘍巣を有する肺癌2例と陳旧性肺結核1例で，

いずれも5時間像で欠損像を示した症例であった．

因子分析で抽出された病的因子の曲線はわずかに

上向きかまたはほぼ水平の曲線として示された．

　【症　　例】

　68歳，男性，肺小細胞癌肝転移，肺炎合併

（Table　1，Case　1）．高熱，咳漱，喀疲を主訴とし

て来院．入院時の胸部単純レントゲン写真にて右

肺に大きな異常陰影を認め，肺炎様の浸潤影と腫

瘍陰影が混在しており，腫瘍の範囲が不明瞭であ

る（Fig．2A）．1－1231MP初回循環時の画像では

右肺全体の集積低下を認める．右中肺野は欠損像

を示している（Fig．2B）．5時間像では右肺全体に
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不均一な集積増加を認める．また，肝転移巣に一

致して大きな欠損像を認める（Fig．2c）．因子分

析ではFactor　2に肝，心筋を含む病的因子とし

て異常肺病巣が抽出されている．Factor　3では右

上肺野に正常肺の存在が認められる（Fig．2D）．

IV．考　　察

　1－1231MPは肺スキャン製剤としての可能性が

注目を集めており，肺血管内皮細胞の非特異的ア

ミンレセプターに結合することが示唆されてい

る4～6）．各種肺疾患に対して，1－1231MPによる

肺シンチグラフィがすでに報告されている7’8・10）．

中條ら8）は4時間像において，1－1231MPないし

その代謝産物は肺構造を保った病的組織に集積し，

肺癌などの肺組織を置換するような病巣には集積

しないと推論している．自験でも5時間像におい

て肺構造を保った病的組織に正常肺組織と同程度

の集積を示した症例が半数認められ，残り半数は

むしろ集積増加を示していた．肺癌病巣，乾酪壊

死巣，癌性胸水には集積が認められなかった．5

時間像で集積増加ないし正常肺と同程度の集積を

示した領域は，初回循環時の画像と対比すると，

肺門部腫瘍病巣による末梢肺野の二次的肺血流低

下領域，細菌性肺炎，放射線肺炎，肺気腫，肺塞

栓および胸水圧迫による無気肺領域であった．い

ずれも肺動脈血流量の低下ないし欠損が共通点で

あった．集積増加は相対的増加であることを考慮

すると，1－1231MP集積増加の機序として，1－123

1MPないしその代謝産物の非特異的アミンレセ

プターへの結合異常，代謝異常および肺胞毛細血

管膜の透過性異常等が関与しているのではないか

と思われる．この点に関して，筆者らはラットを

用いた1－1231MPによるミクロオートラジオグ

ラフィを実験中である．

　今回の1－1231MP肺動態シンチグラフィの因子

分析により肺組織を置換する病巣は因子画像とし

て抽出せず，肺動脈血流量の低下ないし欠損した

肺領域を病的因子として全例，明瞭に抽出できた．

5時間像にて正常肺と同程度に描出された肺動脈

血流異常領域も因子分析により病的因子として抽

出された．抽出された病的因子の因子画像は肝，

心筋を含んでおり，抽出された肺領域の1－123

1MP動態は肝，心筋のそれと類似している可能

性があるかもしれない．この病的因子曲線はわず

かに上向きかまたはほぼ水平の曲線であり，病巣

部に1－1231MPが徐々に集積ないし停滞している

ことを示している．その機序については単に非特

異的アミンレセプターの結合異常，代謝異常以外

に間質や肺胞腔への移行も考えられる．

　以上より，因子分析の最大の利点は肺動脈血流

異常領域を分離抽出できる点であP，5時間像等

の遅延イメージに代用でき，delayed　studyを省

略できることであると思われる．さらに，Fig．2

に示したごとく，腫瘍巣などの肺置換組織と肺炎

等の肺組織を保った病的組織が混在した場合，両

者を鑑別して因子画像として分離抽出できる点で

あろう．因子分析は肺病変の肺組織残存の評価に

有用であると思われる．
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