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中枢神経系疾患における99mTc－ECD　SPECTの有用性

一
特に1231－IMPおよび9gmTc－HM－PAO　SPECTとの比較
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　要旨　新しい脳血流測定用放射性医薬品である99mTc－ECDの臨床的有用性を検討した．対象は14例（脳

梗塞10例とその他4例）であり，計15回の検査が施行された．また，ほぼ同時期に99mTc－HM－PAOまた

は1231－IMPによるSPECTが行われ，比較に供された．病巣部と対側健常部のカウント比（L／N）に関して

は，血流低下の著明な症例では99mTc－ECDが最も低値であった．一方，血流低下が軽度の症例群では，

1231－IMPが最も低値を示した．1231－IMPで求めた局所脳血流量と比較すると，99mTc－ECDと99mTc－HM－

PAOはともに高血流になるに従い，直線性が低下した．　Luxury　Perfusionを示した症例では，99mTc－ECD

の集積は他の2剤とは異なり，欠損様を呈した．髄膜腫症例のDynamic　SPECTでは腫瘍部の集積は経時

的に大きく変化しており，集積の評価には慎重を要すると思われた．99mTc－ECDは脳血流測定用医薬品と

して有用であり，また一部の症例では代謝の一面を反映している可能性があるので今後多数例での詳細な検

討が望まれる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学29：1429－1440，1992）

1．はじめに

　近年，Single　Photon　Emission　Computed　Tomog－

raphy（SPECT）を用いた脳血流シンチグラフィ

は広く臨床応用され，中枢神経疾患の診断や病態

解明などに利用されている．現在，脳血流イメー

ジ用放射性医薬品として123LN－isopropyl－p－

iodoamphetamine（1231－IMP）や99mTc－hexamethyl－

propyleneamine　oxime（99mTc－HM－PAO）が使用

されているが，最近99mTc－ethyl　cysteinate　dimer

（99mTc－ECD）1～3）が開発され，その有用性が報告

されている．今回，われわれは脳血管障害を中
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心とした中枢神経系疾患に対してこれら3剤の

SPECTを行い比較検討したので報告する．

II・対象および方法

　対象は脳血管障害を中心とした中枢神経系疾患

14例である．なお，てんかん患者1例では99mTc－

ECDによるSPECTが2回行われた．脳梗塞10
例とその他の疾患4例をTable　IA，　Bに示す．

　これら対象例について99mTc－ECD，　i231－IMPお

よび99mTc－HM－PAOによる脳血流シンチグラフ

ィを同時期に行い，比較検討した．なお使用

SPECT装置はGAMMA　VIEW　SPECT－4H（日

立）であり，3剤のSPECTの撮影条件をTable　2

に示す．1231－IMP　SPECT施行時には僥骨動脈内

に24Gのテフロン針を留置し，マイクロスフェ

アモデルに基づく持続動脈血採血法により局所脳

血流量（rCBF）の測定を行った．採血時間および

SPECT実施時間はすでにわれわれが報告した方
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1430　　　　　　　　　　　　　核医学　　29巻12号（1992）

法に準じ8），投与後7分目から3分間でデータ収

集を行うSuper　Early（SE）法と投与後30分目から

15分間でデータ収集を行うEarly法（E）s）を用い

た．99mTc－ECDの3例および99mTc－HM－PAOの

1例では投与後早期の脳内分布を観察するため，

1フレーム／20秒（計16フレーム）のDynamic

SPECTを行った．さらに，99mTc－HM－PAOおよ

び99mTc－ECDについては早期像は投与後20分目

から，後期像は4時間目から撮像を開始した．

Table　3に3剤による検査の内訳と実施回数を示

す．

　得られた各SPECT像の同一・部位に小脳半球で

は2ヵ所，病巣を中心とする大脳半球の灰白質に

12ヵ所の12mm×12mmの正方形の関心領域
（ROI）を設定し，比較検討した．検査実施に際し

ては川崎医科大学附属病院受託研究審査委員会の

TabSe　l　Summary　of　subjects

A
Findings　of　CT　or　MRI

Case　No．　Age（yrs）

　　1　　　　58

　　2　　　　79

　　3　　　　58

　　4　　　　75

　　5　　　　68
　　6　　　　　69

　　7　　　　　76

　　8　　　　70

　　9　　　　78

　　10　　　　　68
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Case　No．

　　11

　　12

　　13

　　14

Age（yrs）

　65
　35
　41
　　75

蹴
．
F
M
M
F

　　Diagnosis

Putaminal　hemorrhage

Astrocytoma（G川）
Meningioma
Epilepsy

Table　2　Data　acquisition　and　processing　method

1231－IMP 99mTc－ECD　and　99mTc－HM－PAO

Dose
Route
Collimator

Scan　mode
Slice　pitch（mm）

Weight　function

FORMAT
Number　of　views

Sampling　time
Prefilter

　　Early　　　　　　　Super　early

　　　222MBq（6　mCi）

　　　　IntravenOUS

　　　　　　　LEGP

　　　　　　　Step

　　　　　　　2（8）

　　　Ramachandran
　64×64　　　　　　32×32→64×64

64step／360°　　　　32　stepβ60°

15sec／step　　　　3sec／step　2　Rev．

Wiener　fitter　　9　point　smoothing

Dynamic　　　　Early　　Delayed

　555－740MBq（15－20　mCi）

　　　　lntravenOUS

　　LEGP
　　Continue
　　2（8）

ShepP　and　Logan

　　　64×64

（10sec／Rev．）×2

9point　smoothing

LEHR　　　LEHR
Step　　　　　Step

2（8）　　　2（8）

　　　　
　Ramachandran
　　　64×64

　64step／360°

　20sec／step

　wiener　filter
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中枢神経系疾患における9・　9m　Tc－ECD　SPECTの有用性

Table　3　Cases　of　99mTc－ECD　SPECT　simultaneously

　　　　examined　with　1231－IMPand　99mTc－HM－PAO

　　　　SPECT

L／N　Raし＿o

1．4

123LIMP　　tgmTc－ECD　　　　99mTc－HM－PAO

SE　　E　Dynamic　E　　D　Dynamic　E　　D

4　　　15　　　　3　　　　15　　　1　　　　　1　　　　14　　　1

SE：Super　early，　E：Early，　D：Delayed

規定に従い，99mTc－ECDに対する治験の参加の

同意を文書または口答で得た．

1．2

1．0

‖：Case　No．

1431

IH．結　　果

　Figure　lに脳梗塞10例におけるi231－IMP，

99mTc－ECDと99mTc－HM－PAOの対側健常部に

対する病巣部のカウント比（L／N比）を示す．な

お，今回検討したIC例では両側性の病巣をもつ症

例は含まれていない．症例1は99mTc－HM－PAO

の検査が行われていない．症例2は発症後2日，

4H，6日目にそれぞれ99mTc－ECD，99mTc－HM・

PAOと1231－IMPにょるSPECTが行われている

が，1231－IMPの検査時には病巣部は高集積を示

し，L／N比は1．36であった．本例では閉塞血管

の再開通による高血流の存在が示唆された．L／N

比に関しては視覚的にみて虚血の強い7例では

9・　9m　Tc－ECDが最も低いL／N比を示し，ついで

12：31－IMP，9・　9m　Tc－HM－PAOの順であった．比較的

病側と対側健常部の差が少ない，すなわち虚血の

程度が軽い3例では1231－IMPが最も低値を示し
た．

　Figure　2の縦軸に99mTc－ECDと99mTc－HM－

PAO　SPECTで高血流を示した小脳半球に対する

病巣部のカウント比（L／C比）を，横軸にi231－IMP

のE法で求めた小脳のrCBF値を示す．症例6と

症例7のL／C比は99mTc－ECDの方がL／C比の低

値を示したが，他の症例ではL／C比はほぼ一致し

ていた．一方，小脳のrCBF値の変化に対する

L／C比には一・定の傾向が認められなかった．なお，

集積状態が両検査間で大きく異なった症例2と症

例5，および虚血病巣が小脳であった症例8は検

討から除外した．虚血部を除く平均大脳血流量が

0．8

0．6

0．4

　　1231，工MP　　　　　　　　　　　ggm　Tc－ECD　　　　　　　　　99m　Tc－HM－PAO

Fig．1　Ratio　of　lesion　to　normal　site（L／N）on　99mTc－

　　　ECD，1231－1MP　and　9・　9・　mTc－HM－PAO　SPECT．

44・8　ml／min／100　gと高値を示した症例3，32．5　m1／

min／100　gと中程度の血流低下を示した症例4お

よび22．9m1／min／100　gと著明な低値を示した症

例6の大脳半球各部のrCBFと，99mTc－ECDお

よび99mTc－HM－PAO　SPECTにおける小脳半球

に対する大脳半球各部のカウント比（大脳／小脳

比）との関係をFig．3に示す．なお，縦軸は小脳

半球で高血流を示す部位に対する大脳半球各部の

カウント比（大脳／小脳比）を，横軸に大脳各部

の1231－IMPにより測定されたrCBF値を示す．

低血流部位でのrCBF値と大脳／小脳比の直線性

は良好であったが，高血流部ては大脳／小脳比は
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Fig．2　Ratio　of　lesion／cerebellum（L／C　ratio）on　99mTc－ECD　and　99mTc・HM・PAO

　　　SPECT．

直線性の欠如が示された．なお，99mTc－ECDと

99mTc－HM・PAOの両薬剤間での差は認められな

かった．

　Table　4に1231－IMPのSE法およびE法を行

い，各検査問に再開通などの脳血流の変化を認め

ず，病態が不変であった症例1および症例12の病

巣部と対側健常部のカウント比（L／N比）を示す．

症例1では1231－IMPでみられた血流低下は

99mTc－ECDでは明らかでなかった．また，経時的

な集積の変化も認めなかった．症例12では腫瘍部

周囲の浮腫が著明な血流低下部位にROIを設定

しL／N比を比較したところ，1231－IMPのSE法

がE法に比し低値を示し，病巣部と健常部のコン

トラストが良好であった．さらに，99mTc－ECD

と99mTc－HM－PAOのL／N比がいずれも1231－IMP

のE法に比し低値を示し，コントラストの良好な

像が両剤で得られた．

IV．症例呈示

　（1）症例5　68歳，男性．脳梗塞例．

　1991年1月10日左半身マヒにて発症．2月4日

のX線CTでは右中大脳動脈流域に広範な低吸

収域がみられた．なお，造影CTでは同部に著明

な造影効果が認められた（Fig．4a）．99mTc・ECD

SPECTではX線CTでみられた低吸収域は欠損

様の像として描出された．低集積部位は99mTc－

ECD，1231－IMP，99mTc－HM－PAOの順で小さく，

99mTc－HM－PAOでは集積低下の程度も軽度であ

った（Fig．4b～d）．

　（2）症例7　76歳，女性．脳梗塞例．

　1991年2月1日歩行障害にて発症．3月6日の

MRI（Tl）では左後頭葉皮質下に増強効果を認め

た．また，T2強調像では病巣の周囲部の一部に

高信号を認めるため，出血性梗塞と診断された．

しかし，皮質には高信号域はみられなかった

（Fig．5a）．99mTc－ECD　SPECTでは左後頭葉の皮

質および皮質下は欠損様であった．一方1231－IMP

と99mTc－HM－PAO　SPECTでは皮質下の集積低

下は明らかであったが，皮質の集積低下は軽度で

あった．また，1231－IMPにより測定された後頭

葉のrCBF値は30　ml／min／100　gであった（Fig．

5b～d）．

　（3）症例13　41歳，男性．髄膜腫例．

　けいれん発作にて入院．検査時には神経学的異

常を認めなかった．1991年4月1日のMRIのT1

強調像では右後頭葉に腫瘍が認められ，その内部

には血流によると思われる低信号がみられた．ま

た，同部はGd－DTPAにて著明な造影効果が示さ
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Fig．3　Relation　between　rCBF　and　ratio　of　cerebrum　to　cerebellum　on　99mTc－ECD

　　　　and　99mTc－HM－PAO　SPECT．

Table　4　Mean　rCBF，　and　ratio　of　lesion　to　normal

　　　　site（L／N　ratio）of　super　early，　early　and

　　　　delayed　image　on　1231－IMP，99mTc－ECD　and

　　　　99mTc－HM・PAO　SPECT

Mean　rCBF（m’／min／100　g）

Case　l　　Case　12

32．3　　　　　42．3

LIN　ratio

　1231－IMP　　　　　　　　Super　early　　O．77

　　　　　　　　Early　　　　　O．92

99mTc・ECD　　　　Early　　　　LO3

　　　　　　　　Delayed　　　1．03

99mTc－HM－PAO　Early　　　　N．D．

0．52

0．60

0．57

ND．
0．49

れた（Fig．6a，　b）．内頸および外頸動脈造影によ

り，腫瘍底部と腫瘍部全体に及ぶ濃染像が示され

た（Fig．6c，　d）．99mTc－ECDのDynamic　SPECT

では投与後120秒間は腫瘍部の高集積が示された

が，その後は低集積に変化した．一方，99mTc－

HM－PAOのDynamic　SPECTでは投与直後から

高集積がみられ，5分目でも腫瘍部の高集積は持

続していた（Fig．6e，　f）．99mTc－ECDの早期像で

は病巣部は欠損像を示した．一方，99mTc－HM－

PAOの早期像では腫瘍部はDynamic　SPECTと

同様高集積を示したが，4時間後の後期像では低
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集積に変化した．さらに，1231－IMPによる早期像

のSPECTでは腫瘍部は低集積であり，大脳皮質

の他部位のrCBF値は56～48　m∫／min／100　gと高

値であった（Fig．69，　h）．

V．考　　察

　99mTc－ECDは，血液脳関門を通過した後，脳

組織内に存在するエステラーゼによって加水分解

され，脳実質内に保持されるといわれる1）．また，

99mTc－HM－PAOと比較して脳内集積率は高く，

血液中のクリアランスも早く，標識率も安定して

いるなど優れた点を多く有することが知られてい

る2’－4）．さらに，虚血性脳血管障害に対しても有

用であると報告されており，脳血流を客観的に評

価できる放射性医薬品として期待されている4“7）．

今回，われわれが検討した脳梗塞10例における病

巣部と対側健常部のカウント比（L／N比）は，

99mTc－ECDで最も低値をとった症例が多く，特

に虚血が強い症例でその傾向が著明であった．つ

いで，1231－IMPがL／N比の低値を示し，99mTc－

HM－PAOでその値が最も高値を示す症例が多く

みられた．99mTc－HM－PAOと1231－IMPに関して

は虚血部と健常部のコントラストは，以前われわ

れが報告したように1231－IMPの方が良好な傾向

が示された3｝．99rnTc－ECDと他の脳血流イメージ

剤との比較については，i231－IMP，99mTc－ECD，

f）9tnTc・HM－PAOの順で病変部と健常部のコント

ラストが良好であると報告されている6）．さらに，

i2・31－IMPの方が99mTc－ECDに比してより多くの

病巣を指摘できるともいわれる5）．今回のわれわ

れの成績がこれらの報告と異なった理由として，

症例5のように虚血発作の亜急性期に血管の再開

通が生じた，いわゆるLuxury　Perfusionを呈して

いる病巣部では，虚血により不可逆的な組織障害

が生じた場合，99mTc－ECDの脳内保持に重要な

酵素であるエステラーゼの活性は消失し，血流が

再開しているにもかかわらず，他の薬剤と異なり

99mTc－ECDの低集積状態が強く発現されたもの

と推測された．また，同症例では99・・mTc－HM－PAO

のコントラストが不良であったが，その原因とし

て，99mTc－HM－PAOと血球成分との結合による

脳血液量の影響，標識率低下により生じた遊離の

99mTcO4一の血液脳関門障害部位への集積などの

可能性が考えられた9）．99mTc－ECDの集積と酸素

摂取率との関係はPETとの比較でも明らかにさ

れており7），両者は良好に一致すると報告されて

いる．これらの点を考え併せると，99mTc－ECDは

脳代謝の一面を反映しているものと推測され，他

の脳血流トレーサーと組み合わせると組織障害の

程度も判定が可能になると思われる．一方，MRI

やX線CT上，異常部位が小さい病変では従来

の報告と同様に6｝，1231－IMPの病変部と健常部と

のコントラストが最も良好であった．集積状態あ

るいは病巣部と健常部とのコントラストを規定す

る因子として，高血流部での摂取率やwash－out

の影響が挙げられる．PETによる研究では高血流

域でのrCBFと99mTc－ECDの集積性との問の直

線性が低下するとされている7）．しかし，動物実

験では99mTc－ECDはマイクロスフェアモデルで

得られたrCBFと直線性が保たれていると報告さ

れている10）．今回のわれわれの検討でも12：31－IMP

によるrCBF値と99mTc－ECDまたは99mTc－HM－

PAOの大脳／小脳比は高血流部において直線性

がやや悪くなる傾向が示された（Fig．3）．この結

果はPETの報告と一．コ致するものであったが7），高

血流状態を示す症例では補正の必要性を示唆して

いる．大脳／小脳比を指標に用いた場合，問題と

なるのは小脳の摂取率が正常であるという前提で

ある．そこで，1231－IMPを用いて算出した小脳の

rCBF値と99mTc－ECDまたは99mTc－HM－PAOに

よるL／C比との比較を行った（Fig．2）．つまり，

大脳半球に比して高血流を示す小脳について，

1231－IMPよりも脳内摂取率が低いとされるテク

ネチウム製剤を用いると，小脳の高血流を示す症

例では小脳のrCBFが過小評価され，　L／C比が高

値になることが予想される．しかし，今回の検討

の結果，L／C比と小脳のrCBFとの間には一一定の

傾向は認められなかった．さらに，99・　mTc－ECD

とs｝9’nTc－HM－PAOのL／C比は症例6と症例7

を除きほぼ一致を示した，症例6と症例7では
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Fig．4　Plain　CT（a），99mTc－ECD（b），1231－IMP（c）and

　　　　　　99mTc－HM－PAO（d）SPECT　in　case　No．5．
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a

Fig．5　Ti－weighted　imaging　on　Gd－enhanced　MRI（a），

　　　99mTc－ECD（b），1231－IMP（c）and　99mTc－HM－

　　　　PAO（d）SPECT　in　case　No．7．
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Fig．6

a

C

b

d

Fig．6　T1－weighted　imaging　on　plain（a）and　Gd－enhanced（b）MRI，　angiography　of

　　　　　internal（c）and　externa1（d）carotid　artery，99mTc－ECD（e），99mTc－HM－PAO

　　　　　dynamic（f），　early（g－upper）and　delayed（g－middle），99mTc－ECD　early（g－10wer），

　　　　　and　I　L’　31－IMP　early　SPECT（h）in　case　No．13．

Presented by Medical*Online



1438　　　　　　　　　　核医学　29巻12号（1992）
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中枢神経系疾患における99mTc・ECD　SPECTの有用性

99mTc－HM－PAOのL／C比がより高値であった．

その原因としては，今回の脳梗塞症例10例中出血

性梗塞を示した症例はこの2例のみであることを

考えると，両症例ともに組織障害が強いことが予

想され，標識が不安定とされる99mTc－HM－PAO

では遊離の99mTcO4一が生じ，　L／C比に影響を与

えた可能性が考えられた．テクネチウム製剤は

rCBFの定量化が困難とされるので，病巣部と正

常小脳の比や対側との比から画像を評価する必要

がある．今回の検討では，テクネチウム製剤の両

薬剤のL／C比は小脳のrCBF値に影響を受ける

ことが少ないことが示唆された．

　i231－IMPのSE法とE法を同時に行い，しか

も検査中に症状が不変であった症例1と症例12で

は，病巣部の対側健常部に対する集積のコントラ

ストはSE法の方が良好であり，以前にわれわれ

が報告した結果と一致するものであった．SE法

はt231－IMPのwash－outの影響が少なく，高血流

を示す症例では健常部と病巣部のコントラストが

より大きいとされているが8），症例12のように平

均rCBF値が42．3　m／／Mi11／1009と高値を示した

症例でもt　g．　m　Tc－ECDと99mTc－HM－PAOはSE法

と同様に良好なコントラストが得られた．

　脳血管障害以外の症例に対するf）9inTc・ECD

SPECTの報告は少ない．今回の髄膜腫症例につ

いては，99inTc－HM－PAOの早期像では高集積が

示された．－i方，99mTc－ECDの投与直後から80

秒までのDynamic　SPECTでは高集積が示された

が，早期像では低集積に変化していた．この原因

としては，両薬剤の血中からのクリアランスの違

い，血球成分との結合の有無や腫瘍内の豊富な血

管内皮への薬剤の付着の影響などが考えられた．

したがって，その集積像は必ずしも脳血流を反映

していない可能性もあり11・12），その読影に際して

は注意が必要である．また脳腫瘍では経時的に集

積状態が大きく変化することも知られており川，

投与直後から経時的に早期，後期など撮影時期を

十分検討する必要がある．しかし，治療前にこれ

ら薬剤の集積状態を観察することは，再発と放射

線治療後の壊死との鑑別や腫瘍部のViabilityの

1439

評価などに利用できるものと思われ，今後多数例

での詳細な検討が望まれる．

VI．結　　論

　1．99mTc－ECDは脳血管障害患者において他

の脳血流イメージ剤と同等あるいはより良好な

SPECT像を得ることが可能であ・・た．

　2．閉塞血管の再開通が生じた患者では，他の

脳血流イメージ剤と異なった集積状態を示した．

　3．他の脳血流イメージ剤の所見を併せて評価

すれば，99mTc－ECDの集積は脳内エステラーゼ

活性によるものとされることより，脳代謝の一面

を評価できることが示された．

　4．脳腫瘍患者などでは腫瘍別の集積は脳血流

を反映していない可能性があるので，その評価に

は経時的なSPECT像の検討が必要であった．
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Summary

　　USe血ilneSS　of　99mTC－ECD　SPECT　in】）iseases　of　Central　Nerve　System：

Special　Reference　to　Comparison　to　i231－IMP　and　99mTc－HM－PAO　SPECT

Shimato　ONo＊，　Shinichi　YANAGIMoTo＊，　Hiroaki　MIMuRA＊，　Nobuaki　OTsuKA＊，

Kiyohisa　NAGAI＊，　Koichi　MoRITA＊，　Tatsushi　ToMoMiTsu＊，　Akira　MuRANAKA＊，

　　　　　　　　　Akira　WATANABE＊＊，　Ry（）ji　lsHII＊＊and　Masao　FuKuNAGA＊

＊1）epart〃lent　ofハJuc’earルfedi‘・ine，＊＊Deiりartment　of～Veurosurgery，　Ka　wasak　iルledica／Schoo／

　　The　usefulness　of　a　new　cerebral　perfusion　imag－

ing　radiopharmaceutical，99．　niTc－ethyl　cysteinate　di－

mer（ECD），　was　clinically　evaluated．　The　subjects

of　this　study　were　14　patients　with　neurological

disorders　including　10　patients　with　cerebral　infarc－

tion　and　4　patients　with　other　diseases．　A　total　of

15examinations　was　perf（）rmed．99mTc－HM－PAO

or　l231－IMP　SPECTs　were　perf（）rmed　simulta－

neously，　and　the　findings　from　those　examinations

were　compared　with　99mTc－ECD．　As　to　the　count

ratio　of　lesions　to　normal　area（L／N），　the　L／N

ratio　in　severe　ischemic　patients　was　lower　in

99mTc－ECD　than　in　99mTc－HM－PAO　or　1231－IMP．

In　mild　ischemic　patients，　on　the　other　hand，　the

L／Nratio　was　the　lowest　in　l23LIMP．　When　the

relationship　between　rCBFs　obtained　from　1231－

IMP　and　the　values　of　L／N　in　99mTc－ECD　or

99mTc－HM－PAO　was　compared，　the　values　of　L／N

in　99mTc－ECD　Or　99mTc－HM－PAO　were　f（）und　to

have　decreased　linearity　with　increasing　rCBF．　ln

apatient　showing　luxury　perfusion，　the　accumula－

tion　pattern　of99mTc－ECD　was　different　from　that

of　the　other　two　radiopharmaceuticals，　and　focal

defect　was　revealed　in　99niTc－ECD　SPECT．　On　the

dynamic　SPECT　of　99mTc－ECD　in　a　patient　with

meningioma，　the　tumor　showed　a　change　from

high　to　low　perfusion　with　the　passage　of　time．

This　finding　indicated　that　care　should　be　taken

in　the　evaluation　of　accumulation　of　99mTc－ECD．

　Theref（）re，99mTc－ECD　was　fOund　to　be　useful

as　a　cerebral　perfusion　agent．　In　addition，　as

accumulation　of　99mTc－ECD　might　somehow
reflect　metabolism　in　some　cases，　further　careful

investigation　of　many　cases　should　be　carried　out．

　Key　words：　99mTc－ECD　SPECT，　rCBF，
Ischemic　cerebral　disease，1231－IMP，99mTC－

HM－PAO．
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