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（バセドー氏病1）を見出しえた，また数例の正常妊娠で

の分娩前後のレノグラムの像を対照として検討すると，

本当のいみでの真性巾毒庄とIE常妊娠での分娩前後にお

けるレノグラムの変化はあまり差をみとめないようであ

る．

　8．201例の子宮頚癌，11例の体癌，子宮筋腫等で治

療前，手術あるいは放射腺治療後のいろいろな時期にレ

ノグラムをとった結果では，かなりの頻度でレノグラム

の異常がみとめられる，

　異常像としては，i）腎孟腎炎の時みられるような型一

1側または両側のB点までの時間がのび，排泄のおそ

いもの，あるいはpeakの形のかわるもの等一これを

pyelonephritis　patternと記載，　ii）尿管の完全閉塞ある

いは長時田つづいた水腎症にさいしてみられる型一排泄

の高度遅延および機能廃絶（いわゆるnephrectomy

pattern）一これをhydronephrosis　patternとして記載，

iii）B点の低下，　B点までの時間の延長，排泄の延長等

がみられるが既往にはっきりとした腎疾患があるもの一

既往疾患あり，iv）正常の4群にわけた．

　その結果治療前異常レノグラムを示すものは第1期，

第H期の項癌では大多数が既往疾患があり，しかも

hydronephrosis　patternは119例中1例のみであるのに

反し，第皿期，第IV期，再発癌では既往疾患がないのに

もかかわらず，hydronephrosis　pattern示すものが80例

山29例あり，ことに第IV期，再発癌では26例中21例に両

側または1側でhydronephrosis　patternがみられるt

これはほとんどが腫瘍による膀胱，尿管系の障害に基づ

くもので多く不可逆的である．

　手術，あるいは放射線治療終了前後のレノグラムを第

1期および第ll期で（前後の検査のあるもの）みると，

i）手術のみで39例r［i　9例，ii）手術十放射線治療29例中

12例，iii）放射線治療のみで24例中1例のhydroneph－

rosis　patternがみられた，この中第1期および第江期の

治療後の死亡例についてみると1例は両側性のpyelo－

nephritis　pattern，1例は1側のhydronephrosisのpa－

tternで骨盤内再発があり，再手術で死亡，2例が両側性

hydronephrosis　patternで手術＋放射線治療尿毒症で死

亡した．この点早期の子宮癌の治療後両側性の重篤なレ

ノグラム上の変化を示す例は厳重な管理と適切な処置を

要する．末期子宮癌の死亡例（入院後1年以内）はみな

両側または1側の高度腎障害がみられていたものであ

る．

　第工ll期以上の進行したものでも泌尿管科的処置を併用

した治療法がのぞまれる．

（3）　Renogramの臨床性について

　　南　　　　武
（慈恵医科大学・泌尿器科）

1．はじめに
　今回はRenogram（以下RGと略す）を臨床検査法と

して川いるときに必要な測定法およびRG曲線の解釈に

関する問題についてのべる．

II、測定条件

　正常腎RGをとったとき他のrE常腎RGとほぼ同形に

するためには各自の装置の測定条件をそれに合うように

調節しなければならない．われわれはWinterの示した

正常型に合わせるために次のように決定した．シンチレ

ー ターNal（1”q×1”），コリメーター広角型，レートメ

ー
ター分解能25μs以下，レンジ1×10‘　cpm，時定数10

秒，記録計有効巾18cm，紙速度10mm／lmin，標識試薬

i311－hippuran，投与量4μc／10kg，姿勢坐位．かかる条件

を一定しても失敗例がある．われわれの症例は800余例

になったが，1961年3月以来の273例中30例が失敗した．

うち26例は照準の失敗のためである．初めは触診だけだ

ったが，その後立位腎孟像を参考にするようにして失敗

は減った．しかし同1人であっても静かに立ったときと，

立ってから跳躍運動をした後とでは，同じ立位といって

も腎の位置が非常に違うことがあることを忘れてはなら

ない．試料の微量投与による位置決定法でhippuranは

3分ぐらいで尿中にでてしまうので不便である．203Hg－

neohidrin　2－3μcを川いると24時間以上腎に沈着してお

り，RGにも影響が少ないので有用と思われる．

III．　正常腎RGの判定基準

RGを判定するには正常腎RGと比較する必要があ
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シンポジウム　レノグラム 69

り，そのためには各白の正常RG判定基準を定めておか

ねばならない，われわれは正常成人男了22例，44腎の

RGから正常値を求めた．　A点の決定はしばしば困難で

ありA点B点のcount数も不安定である．しかし多数

例について調べれば大体の正常範囲は決まるはずであ

る．われわれの成績では，A点に達する時tiiEii（seg．　aの

時間）は注射後約30秒である．A点は最低2100，最高

7000cpmで大多数（82％）は3000から5000　cpmの問

である・seg．　bに要する時間は大多数（86％）が2分半

ないしそれ以下である．B点のcount（最高count）は

最低4400，最高11000cpmで大多数（84％）が5000から

8000cpmの間である．　B点のcountはA点のcount
の1．5倍以上1．7倍位までである．C部で最高countの

半減期は大多数（93％）が5分ないしそれ以下である．

したがってわれわれの場合は各因子がそれぞれ上記範囲

内にあれば正常と見倣している．しかし各部を別個にあ

の点は正常だがこの点は異常だから，この部が悪るいと

いう風に判読することは誤りである．

IV．各部（Segment）の解釈

に主として腎lnl液容量を示すと考えてよいだろう．

　b部分について：高橋等の腎除去率の実験成績および

この部が注射後約3分聞に描かれることから主として尿

細管機能を現わすと思うが，その良否はb部の勾配とし

て現わされると考える．なお腎では腎孟内RIも計測す

るわけで腎孟の貯留量はb部の時間として現われる，尿

流出が悪いとb、，随変化しa部にも影響する．

　c部分：C部は腎孟からの尿流出の良否を示すが，半

減期が5分以Ilて尿流出がわるいとわかっても原因が機

質的か機能的かの区別はできない．

V．Renogram曲線の形の意味

　曲線の形からの判定基準としては，われわれの分類が

有用である．N型は正常，　L型は高度障害か無機能，　M

型はそのlll問で，　M，は正常型に似ているが全体的な中

等度あるいはそれ以下の低下，M2はとくに尿流出障

害を伴なうことを意味しており，一般に潜在機能はよい

が，後述のPSPとの関係からわかるように，稀に機能の

高度低下例もある，
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Fig　1．　Relationship　between　Renogrampattern＆P．　S．　P　Test

　a部分について：初めは腎血液容量を示すとされた

が，その後albumin　li3iを用いた実験や高1喬等による

i3il－hippuranの腎除去率の実験成績等からこの部にす

でに尿細管機能部分が含まれることが判明した．しかし

普通はとくに腎血液量を調べるわけではないので，単純

VI．　Renogram曲線の形とPSPの関係

　単腎者80例についてこの関係を調べた．図1のごとく

PSP値25％以上の群はほとんどN型，25％以下10％ま

での群にはM，とM，）型とがほとんど半数宛，10％以下
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の群は大部分L型であるが，M2型の…部も含まれる．

この違いは，PSPは全腎機能の最終値としての排泄尿

量とその成分によっての評価であるが，RGは尿巾に現

われた物についてだけでなく潜在性腎機能をも表わすた

めである，

VII．腎クリアランスとの関係

　Renogramを定量的に解析する一資料として，この関

係を40例について調べた．図2のごとくB点のcountが

A点のcountに対する比は比較的よく相関する．しか

しRGは前述のごとくPSPや，クリアランスと捉える

相が異なるので相関しないとしても不思議ではない．

VIII．　症 例

　1）　尾島47才女，左腎RG（図3）はM2型でA，　B

点ともに正常cpm内にあるが，いずれも右腎の約60％

に低下（ただし右腎は代償性肥大がある），B／Aは1．8で

正常より高く，B点までは7分余で遅く半減期も0．腎動

脈像で左は右の半分位に細く，尿管カテーテリスムスで

尿管に狭窄はないが，IVPでは著明な水腎．腎の大きさ

は15×6．　5×：3．5cm，139g，割面（図2）では腎実質が極

めて薄かった．病理組織でも実質の高度障害が認められ

た．M2型のうちの高度機能低下例である．

　2）石垣25才男，左腎RGは同じくM，・型であるが，
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左腎のB点は右腎のB点より高い．これが症例1と違う

点である．したがって尿流出障害を除けばiE常に帰ると

推定したが，事実そうであった．

IX．　Renogramの判定法

　在来iの定性および定量的解析法には，1）山線をみて

比較する，2）各部の計数率および時同的囚子を正常値

と比較する，3）各種標準曲線と比較する，4）b部分

の角度を中心として比較する，5）血中濃度と組合せて

比較する，6）助変数を用いて比較する，方法などがあ

る．しかし形のヒから慢然と判定するだけでは小さい変

化を見逃す恐れがあり，数字で定量的に表わせても煩雑

だと失用性に乏しい．もし定量的方法があるとしても元

則として，　1）数字で現わせて，2）標準偏差が少なく，

3）普遍妥当性があり，4）簡単な方法であることが望ま

しい，実際にはまだ理想的な方法はないようである．現

在は山線の形から大体の機能を知り，前記のRG判定基

準の各因子を正常腎RGと比較し，さらに対側腎RGと

比較して判定する以外によい方法はないと思われる．

X．　む　す　び

　Renogramの特長は，1）分腎機能を綜合的かつ経時

的に現わし，対側腎機能とも簡単に比較しうる．2）曲

線の形から簡単に腎機能を定性的に解釈できる．3）他

の機能検査からは容易にわからぬ潜在機能がわかるとい

うことなどである．臨床的応用には各自の装置につき他

の標準的な正常腎RG曲線と同様の正常腎RGが描ける

ような測定条件を定め，多くの正常RGから各判定囚子

の正常値を作っておくことが必要である．

　RGの判定には第1に山線の形から定性的に解釈する

ことが大切である．しかしさらに判定基準の各因子を詳

しく読み正常値ならびに対側腎RGと比1佼して解釈する

ことが必要である．なおM，型は一般的には潜在性機能

は比較よいが，稀に高度機能低下例のあることを忘れて

はならない．

　質問：平川顕名（京大・前川内科）

　コリメーターによる違いであろうか，武内先生の［E常

例は，幾分南先生の正常例よりflatな感じがする．…応

シンポジアムの先生方のご意見を伺いたく思、う（同型あ

るいは円型）．

　質問：平川顕名（京大・前川内科）

　Individual　renal　clearallceとRFIの関係はどう

か．

　答弁：武内重五郎（金沢大・内科）

　1．RFI値と『n流量の相関を求めたのは，腎炎・本

態性高血圧症など本来あまり左右差のない疾患について

行なっている．偏腎性疾患ではもちろん別々に計算する．

　2．コリメーターが丸形がよいか角形がよいかの点

は，金大放射線科久m講師から話してもらう．

　答弁：松平寛道（がんセンター放射線科）

　1．　コリメーターとしては矩形ないし楕円形のもので

腎臓全体をみるものがよい．ただdetector（コリメータ

ー
をふくむ）の可動性という囚子が入ってくるので，そ

れもふくめてできるだけ腎臓をみるようなものがよいと

おもう．その点小1：の方は2×2　inchのcylindrical　hole

collimatorでflexibilityのたかいdetectorを使っている・

　答弁：水井輝夫（放医研）

　コリメーターが円型でも角型でも要は腎臓を全部みて

いるということが重要なので，円型では両コリメーター

の間隔を接近させがたいことがあるという欠点がある．

また腎臓の呼［吸性移動等の位置変化に対応しやすいとい

う点でも角型のほうがよりよいと思う．Nal結品は比較

的皮膚而より離れていたほうがよいと思う．

　答弁1武内重五郎（金沢大）

　1．　レノグラムの再現性について：レノグラムの再現

性いかんはたしかに本法の1つの大きな問題点で，とく

に南先生の供覧されたような高度の遊走腎などでは再現

性は低くなる．しかし，そういう例を除けば，大体われ

われのRFI値の再現性はかなりよいと思う・実際の再

現率については，；ll｝演でのべたとおりである．

　2．腎、］謂炎のレノグラムのc曲線ヒの小さい山の形

成は尿管のスハスムスが関係しているのではないかとい

う「≡日象をうeナた二．

　討論1　松’IZ寛通（がんセンター）

　1．Renogramの山：現在について：尿管系の異常がな

い両側性の腎疾患の場合武内教授のいわれるような定量

的解釈はできると思う．わたくしがあまり再現性がない

というのは，わたくしのとりあつかった患者が多く膀胱

尿管系の異常があるので，たとえぼsegment　bの定量

的解析はできない．定量rl勺解釈にたえる再現性をうるの

はむずかしいのであるが，定性的鐸釈にたえる再現性は

あると思、う．

　ただコリメーターの問Uま残ると思う．

　2．子宮癌の円遺：手術後も異常レノグラム像がよく

みられる．6℃〇＋radiumのみでは変化が少ない・手術

後放射線を合併したものでは丁術だけのものよりも少し
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異常の頻度が多いようである．これは第1工期のもので膀

胱を一緒にかけたものが多いようであるので，術後の照

射方法を考えればよいと思う．

　3．　南教授の分類中尿管系の異常がないのにもかかわ

らずM型（水1碕症型）を呈するものが経験された（妊娠

巾毒症後遺症，中雇性糸球体腎炎，poly　cystic　kidney）

ので，なにかもうひとつの分類を入れていただきたい．

　答弁：南　　武（慈大・泌尿科）

　＜松平博」：に＞1．お示しになったスライド中，子

宮ll£l　f術後，さらに放射線療ぼを行なった後，　radiation

nephritrisによるらしいという1例のレノグラムがあっ

たが，千術後のそして放射線療法を行なう前のレノグラ

ムをとってあるなら，ご教示願いたい．

　2．　segment　cの部で，1つの山ができたものを腎孟

腎炎の1つのpatternといわれたようであるが，そうお

考えか，そしてその意義をおli　fJいしたい．なおこの点に

関し，武内教授にもご意見をお∫・r」いしたいと思う．

一一一一B、一般演題一

86．Renogram曲線の理論解析

吉利　和，荒木嘉隆，○加嶋政昭

　　　宮崎達達，水越　洋
　　　（東京大学・吉利内禾こD

　i3il－hippuranを1浄脈注射し，その血叶放射能消失曲

線（60分間観測）を片対数グラフ上にとると3相性の曲

線，すなわち3つの指数曲線の和として表わされる・そ

してi3il－hipPuranのkinetics　studyには相互の交換

を伴なう3　compartment　modelの適用が必要かつ可能

である．すなわちintravascular（Q，），　extravascular

（Q，），kidney（Q2）の3　compartmentであり，各com－

partment内の放射能Qiは，

　　　　Qi＝Ai　e－dt十Bi　e－dt十Ci　e－dt

で表わされ，血液中の放射能Q，については，3相性曲

線を実測によってえられるから，その値から計算によっ

てΩ2，Ω，，すなわちextravascular，　kidney　compart－

mentの放射能の時間的変動を示す理論曲線を求めうる．

　検出器を腎臓部にあてて実測してえられた，いわゆる

renogramと，かくしてえられたkidney　compartment

内放射能の現論曲線とは同じものではない．すなわちre－

nogramとしてえられた曲線は①腎実質，②血液，③尿細

管腔および腎孟，④腎周囲組織など検出器のcollimation

内に入ってくるすべての部分の放射能の総和であって，

しかもこれらがそれぞれの態度で時間的変動を示してい

るわけである，kidney　compartmentの理論曲線は腎の

実質，主として近位尿細管細胞における放射能の推移を

表わすものであり，いろいろなものの総和であるreno－

gramはこの理論曲線の修飾変形されたものである．こ

のようにrenogramの解析には，これら諸要素を分離

しなくてはならないが，またkidney　compartmentの理

論曲線との相違が逆に病的な意味をもつともいえる．以

上，renogram解析のため，血lj．倣射泡曲線をもとにし

たkinetics　studyの見地からrenogramの埋論ldeJ（．づ

けをこころみ，3compartment　model設定の妥当性につ

き検討した．

　答弁：加嶋政昭（東大・吉利内科）

　1，Renogramの測定時のタイムラグという問題：

ratemeter－recorderによる記録法ではさけえない．早

い変化を記録する方法としては，われわれは磁気テープ

記録法を行なっている．

　2．・各compartmentのvolumeが一定であるとする

のはおかしいということに対して：volumeが変化しう

るのは当然であるが，観測期間中には変化しないものと

して計算している．

87．Radioisotope　Renogram曲線の

　　　　　解釈に関する研究

志田圭三，洞口龍夫，○篠崎忠利

柴山勝太郎，高橋博肌佐藤　仁
　　　（群馬大学・泌尿器科）

　われわれはすでにRI　renogramがi3il－hipPuran

の血中濃度の積分曲線をえがくものであることを報告し

た．今回は，犬およびねずみにおいて113i－hippuran静

注後における主要臓器のhippuran保有量の時聞的推移

について検討した．犬においては腎実質各部，ねずみに

おいては甲状腺，腎臓，肝臓，脾臓血液について調べた

犬の腎実質では，i311－hipPuran静注後2分から3分ま

では腎皮質に多量にi3il－hipPuranが存在し，3分を過

ぎるころより急激に腎髄質にi3iI－hippuranが増加す

る．またこのさいの尿中1311－hipPuran濃度は3分を過

ぎるころより急激に上昇することを知った・ねずみをA

B二群に分け，A群にi3il－hipPuran　4mcを腹腔内注

入，B群には前口にK．1．30mgを注入した後に同様に

処置した後12時間，24時間後，48時間，1週後の1311一
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