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〈原　著〉

γ一カメラレノグラフィーによる99mTc－（Sn）DTPAの評価

閉塞性腎障害と実質性腎障害の鑑別について
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はじめに

　腎機能検査用のラジオアイソトープには，腎血

漿流量（以下RPFと略）物質である1311一ヒップ

ランが現在広く臨床的に応用されている．また，

ヨードサラミン酸が糸球体浜過量（以下GFRと

略）物質の代表として用いられている．しかし，

1311一ヒップランはγ一カメラレノグラフィーには

必ずしも適当ではなく，ヨードサラミン酸は尿排

泄が遅く，また使用される核種が1311あるいは

1251で十分なphoton　i数を得ることが出来ないの

で必ずしも連続的γ一カメラレノグラフィーに適

さない．

　そこで著者らは9gmTc－（Sn）DTPAを腎機能検

査に導入しGFR物質sgmTc－（Sn）DTPAとRPF

物質1311一ヒップランの両放射性医薬品を用いγ一

カメラによるレノグラムおよび経時的腎イメージ

について検討した．

　今回は特に同一症例における99mTc－（Sn）DTP

Aと1311一ヒップランのγ一カメラレノグラムおよ

び，経時的腎イメージについてその検査方法の特

徴，糸球体機能と尿細管機能を同時に検査するこ

との有用性，実質性腎障害と閉塞性腎障害の鑑別

の可能性について検討した．

　＊東京都養育院付属病院核医学放射線部

　＊＊東京慈恵会医科大学泌尿器科教室

　受付：49年1月16日
　別刷請求先：板橋区栄町35（〒173）

　　　　　　東京都養育院付属病院核医学放射線部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大石　幸彦

対象および方法

　①　対象症例：東京都養育院付属病院における

105症例に218回のレノグラムを実施した．症例

の内訳は男子53例，女子52例，年齢は17歳から97

歳まで，平均60歳であった。疾患別では腎尿路系

疾患51例，高血圧症例17例，心血管系疾患21例，

その他16例であった．

　②　99mTc－（Sn）DTPAの作製：使用したダイ

ナボットのDTPAキット（DI社製）は5mgの

Nas　DTPA，0．25mgのSnCl2を含む10mlの

滅菌バイアルで，pHは4である．このバイアル

に2～8mlの9gmTcO。一液を加え1分間振沮し

99mTc－（Sn）DTPAを作製した．

　③　投与量および投与方法：1311一ヒップランは

300μCi，99mTc－（Sn）DTPAは2mCiを肘静脈

から各々投与した．

　④装置：Nuclear－Chicago社製Pho／Ga－

mma　HP，　Data　store　playback　system，

diverging　collimatorを使用した．

　⑤撮影方法：検査30分前に200～300mlの

水負荷を行い，坐位で，背方より撮影した．情報

はいったん磁気テープに収録し，後にテープを

playbackし，左右両腎部に関心領域（regions　of

interest：以下ROIと略）を設定，レートメー

ターを介しγ一カメラレノグラムを記録し解析し

た．検査は9gmTc－（Sn）DTPA　20分間，エ311－一ヒッ

プラン15分間の順で行い全検査時間は約1時間で

あった．腎のイメージは情報を磁気テープに収録
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と同時にポラロイドカメラで99mTc－（Sn）DTPA

は1～3分間，1311一ヒップランは3分間毎に経時

的に撮影した．なお，レノグラムの描出条件は時

定数10秒，チャート速度10mm／min．，レンヂは，

9gmTc－（Sn）DTPA　200～500cps，1311一ヒップラ

ン20～50cpsで行った．

結　果

　99皿Tc－（Sn）DTPAレノグラムと1311一ヒップラ

ンレノグラムの比較

　①正常型：Fig．1は9gmTc－（Sn）DTPAと

1311七ップランの正常型レノグラムである．

99mTc－（Sn）DTPAγ一カメラレノグラムの最高値

到達時間は1311一ヒップランγ一カメラレノグラム

と等しく5分以内にあるが，第2相の上昇勾配は

1311一ヒップランよりも少なく，第3相は1311一ヒッ

プランより全体にゆるかな曲線を描きながら比較

的早く排泄される．腎イメージでは，99mTc－（Sn）

DTPAは3～6分像が最も鮮明で，その後徐々

にうすくなるが検査終了時の20分でも比較的鮮明

Case　S．　N．33y，　o．　（m）

　　Control

1

CPS

sgm　Tc　－DTPA

　　～柵1
　♪N　　　　ツx

　　　　ψ

一 200

1禽100

min．　　　　　　　15　　　　　　　　　　　　5

　　　　　　　　　　0－35

　Fig．1　Normal　gamma　camera　renogram，

　　　　33y．　o，　male．

な像として得られる．これに反し，1311一ヒップラ

ンのイメージは3～6分が最も鮮明で以後急激に

像は不鮮明となり検査終了時の15分では不明瞭と

なる．腎のイメージはcgmTc－（Sn）DTPA（2

mCi）が1311一ヒップラン　（300μCi）に優ってい

る．

　②　尿路閉塞型：99mTc－（Sn）DPTA，13」1一ヒ

ップランがともに閉塞型レノグラムを呈した例は

105例中21例にみられ，偏側性14例，両側性7例

であった．

　症例1　T．S，，32歳，男子．

　主訴は左側腹部痛で排泄性腎孟撮影で軽度の左

水腎症を認めた．総腎機能検査成績はBUN　15

mg／dl，クレアチニン0．8mg／dl，　GFR　108．5ml

／min．，　PSP　15分値25％，120分値97％と正常範

囲内．Fig．2の如く1311一ヒップ゜ランレノグラムは

左腎で第2相の延長および，第3相の遅延がみら

れ，99mTc－（Sn）DTPAでは第2，3相の変化が

Case　32　y．・．（m）3．16，1973

　　Lt．Hydronephrosis

声・・…〈ハー．ノ㌧己旬～”・・nr’”vv－ftへ

min． 15

O－11

5

寸㌦
一 200

Fig．2　Left　hydronephrosis　（case　1）　32　y．o．

　　　male，
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Case　32　y．　o．（m）6．5，1973

　　　　　　Lt．　HvdronephrOsis

1311－HipPuran

cps

一 20

s）9ni

　　Tc－DTPA

一 300

一 100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mln・　　　　　　　15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0－45

Fig．3　1mproved　left　hydronephrosis（case　1）32y．o．　male．1311－HipPuran　renogram　showed

　　　　　　improvement，　however，99mTc－DTPA　renogram　still　shows　abnormal　pattern．

（a）

99m　Tc－DTPA

1311－HiPP。，。n

2－3

0－5

5－6

6－9

8－9

9－12

11－12

12　－15min．

14－15min．

（b）

99mTc＿ DTPA

1311－HiPP。，。。

0－3 3－6 6－9

11－12

9－12

14　－15

12－15min．

19－20mm．

Fig．4　Sequential　renal　images　of　case　l　and　case　4．

　　　　　　a）case　1．　developed　marked　concentration　of　radioactivity　into　the　pelvis

　　　　　　　　　　（CentralizatiOn）．

　　　　　　b）case　4．　shows　not　sufficient　renal　visualization　by　99mTc－DTPA　because　of　high

　　　　　　　　　　back－ground　of　the　body．　However．1311－hippuran　image　shows　beautiful　visua－

　　　　　　　　　lization　of　the　kidney　along　with　time．　No　centralization　of　the　activity　is　seen．．
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Case　TL　K　　19　y．　o．（f）　　3．16，1973

　　Lt．Hydronephrosis

　　　　　　　　　l cps

一 3K

一1K

min．　　　　　　　15　　　　　　　　　　　　5

　　　　　　　　　　0－11
Fig．5　Gamma　camera　renograms　of　the　case

　　　2．obtained　before　operation．

より顕著にみられる．Fig．3は811ヨ後に再検査

したさいの同一症例のレノグラムである．1311一ヒ

ップランでは正常型に回復しているが，99mTc－

（Sn）DTPAではなお第3相の遅延がみられてい

る。この症例の初回検査時に行ったγ一カメラに

よる経時的腎イメージをFig．4（a）に示した．

99mTc－（Sn）DTPA，1311一ヒップランはともに時

間の経過と共に左腎孟部に放射能が集積する像が

みられる．

　症例2T．K．，19歳，女子．

　主訴は左側腹部の疸痛発作で，排泄性腎孟撮影

などで左腎孟尿管移行部の狭窄による先天性水腎

症と診断した症例である．総腎機能検査はBUN

12mg／dl，クレアチニン0．8mg／dl，　GFR　90ml／

dl，　PSP　15分値25％，120分値89％で正常範囲内

である．Fig．5に示した両レノグラムは左側に

一 200

一 100

Mill．　　　　　　15　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　0－　37

Fig．6　Gamma　camera　renograms　of　the　case

　　　　2．43days　after　operation．

第3椙の下降がみられない．Fig．6は同症例に

左腎孟形成術を施行後43日目のレノグラムであ

る．1311一ヒップランレノグラムではわずかに第

2，3相の低下遅延が認められるが，術前と比較

すると明らかに機能の改善がみられる．しかし，

99mTc－（Sn）DTPAレノグラムは未だ術前と同様

閉塞型を示しており99皿Tc当Sn）DTPAでは機

能の改善が遅れていることが分る．Fig．7に術

前，Fig．8に術後の点滴静注腎孟撮影を示す．

　③　実質障害型：腎実質障害すなわち非閉塞性

実質性腎障害を示したものは105例中40例にみら

れた．慢性実質性腎疾患による高度腎機能障害例

では両レノグラムは共に全く平たんな型を示す．

しかしこの様な腎機能が廃絶ないし廃絶に近い例

を除くと，99mTc－（Sn）DTPAレノグラムではい

ずれも第2相が平低化ないし消失し，第3相に移

行する型を呈するのに対し，131Lヒップランレノ
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γ一カメラレノグラフィーによる99mTc－（Sn）DTPAの評価
　一閉塞陀腎障害と実質性腎障苫の鑑別について一一

Fig　7　Drlp　lnfusion　pyelography　of　case　2．

　　　shows　the　left　side　congenltal　hydron－

　　　ephrosis　due　to　uretero－pelvic　Junctlon

　　　stenosis．

グラムは第2相の平低化，第3相の下降遅延を呈

するものと，閉塞型を示す2つの型式がある．後

者の型すなわち実質性腎障害でありながら閉塞型

レノグラムを皇した例は4例みられた．γ一カメ

ラでこの型の腎イメージを観察すると，99「nTc－

（Sn）DTPA，1311一ヒップランの経時的腎イメー

ジは腎機能の低下に伴いback　groundカs’高くな

り不鮮明となる．しかし1311一ヒップ゜ランレノグラ

ムが閉塞型を示すものは時間の経過と共に鮮明と

なりこれは9gmTc－（Sn）DTPAのイメージよりも

優る　（Fig．4（b／）．

　症例3　K．S．，23歳，女子．

　臨床診断は慢性腎炎で，　検査成績はBUN　20

mg／dl，　クレアチニン1．2mg／dl，　GFR　80ml／

min，尿蛋白（M），硝子様円柱5～6コ／数視野，

PSP　15分値30％，血圧110／80mmHg，排泄性腎

孟撮影rE常，腎生検の組織所見は慢性禰慢性糸球

体腎炎であった．Fig．9に両レノグラムを示す．

545

Fig．8　Drip　infuslon　pyelography　of　case　2．

　　　shows　improvement　of　the　lesion　43

　　　days　after　operation．

Case　K．　S．　23、　o　（f）

　　Chr．Glomeru1・nep｝1rm・

、P

ワ
」

99m
　Tc－DTPA

］

一 10

一 200

一 100

mm　　　　　　15　　　　　　　　　　　　5
　　　　　　　　　　0－65
Fig．9　Gamma　camera　renograms　of　case　3
　　　　（chronic　glomerulonephritis）．　1311　Hi－

　　　PPuran　renogram　shows　almost　normal

　　　pattern　but　99mTc－DTPA　renogram
　　　　reveals　abnormal　pattern　without　2nd

　　　　phase．
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Ca～e　S　H．75　y．　o．　（f）．　Alotemia．

cps

mm． 15
721973

5

一 100

Fig．10　Gamma　camera　renograms　of　the　case

　　　　4wlth　azotemia　and　chronic　glome－

　　　　rulonephritis　although　1311－Hippuran

　　　　renogram　shows　obstructive　type　re－

　　　　nogram，　99mTc－DTPA　renogram　re－

　　　　veals　no　obstructive　pattern．

1311一ヒップランレノグラムはほぼ止常型である

が，99mTc　一（Sn）DTPAでは第2相をほとんど形

成せず第3相に移fJして明らかに異常レノグラム

を呈す．

　症例4　S．H．，75歳，女子．

　高血圧（200／100mmHg），尿蛋白（1），浮腫を

主訴に来院し高窒素血症，慢性腎炎と診断された

患者である．総腎機能検査はBUN　31．8mg／dl，

クレアチニン2，53mg／dl，フィシュバーグ濃縮試

験1，021，PSP　15分値5％，120分値25％と機能

低下がみられ，眼底検査はKW　4度であった．

Fig．10に示すごとく1311一ヒップランレノグラム

は閉塞型であるが，99mTc－（Sn）DTPAレノグラ

ムに閉塞型を示さない．Fig．4（b）は同一症例の

パt
l
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Fig．11　Aortography　of　case　5（renovascular

　　　　hypertention）．　Arrow　indicates　the

　　　　stenosis　of　the　right　renal　artery．
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Nephrogram　of　case　5．　The　right　ki－

dney　is　smaller　than　the　left　kidney．

1311一ヒップランと9gmTc－（Sn）DTPAの経時的腎

イメージである．1311一ヒップランでは時問の経過
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　　　　　　　　　　γ一カメラレノグラフィーによる99「「1Tc－（Sn）DTPAの評価
　　　　　　　　　　　　一閉塞性腎障害と実質性腎障害の鑑別について一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない左右差を示している．
Case　H．S．　33　y．o．　（m｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cps
　　Renovascv　lar　hypertensi⑪n

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　　　　　　　　　　考　案

min． 15 5

10

600

200

Fig．13　Gamma　camera　renograms　of　case　5

　　　　（renovascular　hyPertension）．

と共に放射能は腎実質に集中分布し腎イメージは

鮮明となるが腎孟部への集積は見られない．ま

た，99皿Tc－（Sn）DTPAのイメージでも腎孟部へ

の放射能の集積はみられない．このことからこの

症例は実質性腎障害であることが推定される。

　④腎血管型：この型の特徴は健側に比較して

第1相が低く，第2相の平低化と延長および第3

相の遅延であり，105例中2例に見られtc．

　症例5　H．S．，30歳，男子．

　診断は右腎血管性高血圧症で，主な検査成積は

BUN　14．　lmg／dl，クレアチニン0．9mg／dl，　PSP

15分値45％，フィシュバーグ濃縮試験1，031，血

庄180／120mmHg，ハーワード試験；陽性，血中

レニン活性9．8ng／m1であり，腎血管撮影では

Fig．11に示す如く右腎動脈起始部に狭窄があり，

Fig．12のネフログラムでは右腎影は左に比し明

らかに小さい．Fig．13に示す1311一ヒップランレ

ノグラムでは腎の容積の差によると思われる左右

差がみられる以外はほぼ正常の型である．しか

し，99mTc－（Sn）DTPAレノグラムでは第2相の

平低化および遅延があり，明らかに右腎の虚血性

変化を示し，1311一ヒップランレノグラムでみられ

547

　キレート物質DTPAはEDTAなどと同じく
化学的に安定で高い化学的結合能を持ち，放射性

あるいは非放射性重金属中毒の解毒物質として臨

床的に利用されている物質である．これらキレー

ト物質は重金属とキレートを形成し，そのほとん

どすべてが腎糸球体から排泄されることから，

51Cr－EDTA，　somTc－EDTA，種々の核種で標識

されたDTPAなどがGFRの測定に試みられて
きた．

　Technetium－99mで標識されたDTPAには，
eemTc－（Sn）DTPA，　oomTc－（Fe）DTPA，　s9　m・　Tc－

（Fe　ascorbic　acid）DTPAカsある．これら物

質の血漿からの消失速度，腎からの排泄速度は

DTPAにTechnetium－99mを標識するとき使
用する還元剤，錫，鉄，鉄アスコルビン酸により

異なるとされている．Atkins1）らは9gmTc－（Sn）

DTPA，99mTc－（Fe）DTPA，99mTc－　（Fe　asCo－

rbic　acid）DTPA〔Renotec〕と99mTc－Fe　as－

corbic　acidの四者とも血漿からの消失速度はほ

ぼ同じであると述べている．しかし，24時間尿中

排泄速度に関しては，前二者と後ご者間に差があ

り前二者に89％前後で比較的早いのに後二者はそ

れより遅いことを指摘している．また，彼らは

99mTc－（Sn）DTPAには腎以外の特定の集積臓器

はなく，おそらく糸球体炉過単独で体外に排泄さ

れると考えている，Klopper2）らは1251一ヨードサ

ラミン酸と比較することで99mTc－（Sn）DTPAの

GFR物質としての有用性を評価し，1回静注法

では1251一ヨードサラミン酸のクリアランスより8

％低いがこの2つの物質の血漿からの消失と尿中

への排泄の割合はi類似しておりsemTc－（Sn）DT

PAはGFRの測定に利用出来る放射性医薬品で

あると述べている．Atkins1）らは血漿からの1251一

ヨードサラミン酸のクリアランスは99皿Tc－（Sn）

DTPAより早いが，尿中への出現は遅いと報告

している．Konikowski3）らはマウスを用いた

実験で，ユ4C一イヌリンクリアランス値を1．0とし
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たときの1311一ヒップラン，99mTc－（Sn）DTPA，

99mTC－（Fe）DTPA，99皿Tc－（Fe　ascorbic　acid）

DTPAなどのクリアランス率を求めているが，

9gmTc－（Sn）DTPAのクリアランス率は1311一ヒッ

プランについで早く（高濃度では2．48倍，低濃度

では1．53倍）一部尿細管からの排泄もあるとして

いる．

　以上のごとく，eemTc－（Sn）DTPAは安定で腎

糸球体から単独で排泄され，腎以外に特定の集積

臓器もない物質であり，GFR物質としてはイヌ

リン比も高く尿中排泄も早いので腎機能検査に適

している．また，標識核種が低エネルギー，短半

減期でβ線がないTechnetium－99mであるため

被検者の被曝線量は少なく，大量投与が可能でγ一

カメラに適している．しかも短時間に鮮明な像が

得られるため，経時的な腎のイメージを得ること

も可能で腎動態機能検査に適した物質である．

　なお，本検査に使用した99mTc－（Sn）DTPAの

量ではSn，　DTPAによる毒性は全く問題がなく

4），5），現在までのところヨードにみられるような重

篤なアレルギー症状に関する報告はないのでヨー

ド禁忌の症例にも使用可能である．

　γ一カメラレノグラムとは，患者から得られる腎

での放射能動態の情報をすべていったん磁気テー
プ゜ に収録し，後にテープ゜をPlaybackすることに

より収録された情報をpersistent　scope上で腎

のイメージを再現し，ここで左右両腎部にROI

（腎区域）を設定し，ROIのみの放射能をレー

トメーターを介してレノグラムを描出する方式で

ある．従ってこのようにして得られたレノグラム

は，幾何学的な腎部からのみの放射能を計測して

いることになり，在来のレノグラム装置を用いた

方法と異なり位置のずれは除外出来，腹部大動脈

や腎以外の放射能の影響を受けない利点がある．

また，情報の収録と同時に経時的な腎イメージあ

るいは時に尿路腔のイメージも得られ両者からよ

り豊富な情報が得られ診断的価値が高くなる．

Fig．1にこのようにして得た9gmTc－（Sn）DTPA

と1311一ヒップランのレノグラムを示したが，

9gmTc－（Sn）DTPAレノグラムは1311一ヒップラン

と比較し全体にゆるやかな曲線であるが統計精度

が優れていることがわかる．

　金子6）らもすでに指摘しているようにレノグラ

ム曲線が遅れる場合には尿路以外の種々の疾患を

考える必要があり，レノグラムだけでは鑑別がで

きずこのような場合には腎イメージを参考にする

のは有意義なことである．

　ヒップランレノグラムは個々の腎血流量，尿生

成，尿排出に関しては有効な情報を提供するが，

GFRに関する情報には乏しく，臨床的に腎疾患

が存在していてもヒップランレノグラムでは異常

を示さず，グロフィルレノグラムで異常が明瞭に

指摘出来ることを久田7）らも報告している．

　今回，著者らが行ったγ一カメラによる1311一ヒ

ップランと99mTc－（Sn）DTPAレノグラムの併用

で，1311一ヒップランレノグラムで正常でも，

99mTc－（Sn）DTPAで異常を示した例は症例3の

慢性糸球体腎炎例，症例5の腎血管性高血圧症例

などにみられた．犬で人工的に腎動脈狭窄を起さ

せたレノグラム実験によると，グロフィルレノグ

ラムの変化は血流量の減少に比例して起るが，ヒ

ップランレノグラムでは25％以上の血流減少で始

めてレノグラムに変化がみられ，有意の変化は

50％以上血流が減少したときみられたという8）．

上記の症例3では糸球体機能の低下，　症例5で

は偏側腎動脈の狭窄による腎循環血流量の低下

が，1311一ヒップランレノグラムに現れる以前に

99mTc－（Sn）DTPAレノグラムの変化として認め

られることを示している，したがって腎疾患のス

クリーニング検査として99mTc－（Sc）DTPAレノ

グラムが1311一ヒップランレノグラムより優れてい

る場合のあることを考えておかねばならない．な

お，腎血管性高血圧症の腎の動態検査には，ra－

pid　sequential　imageを併用すれば健側腎に比

較し患側腎の描出が遅れることから診断は確実と

なる．

　症例1の水腎症例（Fig．2，3），症例2の水

腎症手術例（Fig．5，6）で示したように尿流の

改善は13ユ1一ヒップランレノグラムで先に認められ

ており，尿流障害による腎機能の改善は尿細管機
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能，ついで糸球体機能の順で回復することを示し

ている，著者らはこの他，尿管結石あるいは上部

尿路に軽度の通過障害ある症例で131Lヒップラン

レノグラムは正常型でも，99mTc－（Sn）DTPAレ

ノグラムでは第2相の延長をみた例を経験してい

る．これらの事実は，尿流障害の影響は尿細管機

能より糸球体機能により強かったことを示唆して

いるものともいえよう．また，Kirchiner9）らは

99mTc－（Sn）DTPAでrapid　sequential　image

を行い尿路閉塞性疾患の診断にも役立つことを認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　549

め，その他99mTc－（Sn）DTPAの注射後2時間，

17時間目のdelayed　imageが水腎を描出しえた

との報告も見られる10）．GFR物質99mTc－（Sn）

DTPAは実質性腎障害をきたす疾患のみでなく，

上部尿路の通過障害をきたす疾患の術後の経過観

察と腎実質障害の存在を知る上に役立つものと思

われる．

　　古くは，Winter11）（1961），　Trinkle＆Kiser12）

（1964）は乏尿性腎不全ではヒップランレノグラ

ムで閉塞性と実質性腎疾患との鑑別が出来ると述

Table　1 Characteristics　of　renogram　patterns　and　sequential　images　by

cgmTc－（Sn）DTPA　and　1311－Hippuran

99mTc－（Sn）DTPA

Normal

　　　一　　　

Renogram

　　　　Normal

（slower　than

　　　　　　　Hippuran）

　Obstructive

　　　　　　　　　pattern

．
　一一・一　　　一　一　　　　．　　一　・　　一　　　　　　　　　●　　　　　一　一一・　一．　　．　　．．　一　　　‘

　　　　Image　　　　　．

Obstructive

　　　　uropathy

Parenchymal　　　Second　phase　ls
　renal　disease　…flat　or　disapPear．

　　　　　　　1311－HipPuran

Renogram　　　　　　　Image

　　Image　iS　mOSt　Cl－

ear　at　3　to　6　min．

and　then　becomes

　unclear　gradually

after　6　min．
L

　　Radioactivity　is

l・・ncent・at・d　i・t°

．th；蕊1。a、i。n）

Renovascular

　hypertension

Normal

　Image　iS　mOSt　CF

ear　at　3　to　6　min．

then　becomes　unc1－

ear．

1　
　
　
　
，
．
丁

　
　
　
　
　
ー
　

ト

　
　
　
　
　
　
．
　
－

　Affected　kidney

shows　flat　and

delayed　2nd　phase．

Obstructive　pattern

Homogeneous

　　　COnCentratiOn

　　Affected　kidney

accumulates　less

activity　with

lh・m・g・n・…

．distribution

（1）　Second　phase

is　flat　and　3rd　phase

is　delayed．

Or　ln　SeVere　CaSe．

（2）　obstructive

　　　　　　pattern．

　　Affected　kidnny

，shows　flat　and
ld・1・y・d　2・d　phase

　but　sensitivity　is

lower　than　99皿Tc－

　（Sn）DTPA．

　Radioactivity　is

concentrated　into

tbe　pelvis．

　（Centralization）

Homogeneous

　　COnCentratiOn

　　The　most　clear

→image　is　obtained

　at　late　Stage．

「　Images　become

　→clear　along　with

　time　elapsed．

Same　as

　　99mTc－（Sn）DTPA
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べている．しかし，Mayo13）らの報告でもみられ

る如く，1311一ヒップランレノグラムは腎尿路に閉

塞がなくとも閉塞型レノグラムを呈することがあ

り両疾患の鑑別が不可能な場合もある．この様な

場合ないしは急性腎不全などのさいには，原因探

求のために尿管カテーテリスムスなどの検査が必

要となる．

　閉塞型レノグラムは腎動脈から膀胱迄の放射能

の通過時間の遅延を反映しているもので，上部尿

路の通過障害にその原因があることが最も多い．

しかし尿路の通過障害以外にも高度な腎動脈狭

窄，ショック，脱水14），腎硬化症，糸球体腎炎15）

でも閉塞型レノグラムを呈することが知られてお

り，また，Mayo13）らは急性尿細管壊死の乏尿期

および利尿期に入っても5週間にわたって両側の

閉塞型レノグラムを呈した4例を報告している．

これらの症例では，ミオグロビン尿症による1例

を除き，尿路の閉塞は認められなかったとしてい

る．また，慢性腎疾患による高度尿毒症のレノグ

ラムは全くのNN平たんxN型でこの所見からヒップ

ランのみでも急性腎不全との鑑別が可能ではない

かとも述べている．

　症例4に示すように1311一ヒップ゜ランレノグラム

が閉塞型でも9gmTc－（Sn）DTPAレノグラムが閉

塞型でないときは閉塞性疾患は否定出来き，さら

に両レノグラムと同時に経時的腎イメージを行う

と腎の放射能動態がより確実にわかり急性腎不全

時の尿路閉塞性疾患と実質性腎疾患の鑑別に役立

つ．腎移植後の腎機能検査にこれらの鑑別法は殊

に有用と信じている．

　Table　1に1311一ヒップランと99tnTc－（Sn）

DTPAのレノグラムと腎イメージの特徴をまと

めた．

ま　と　め

1）著者らはGFR物質9gmTc－（Sn）DTPAを？・　一

　カメラによる腎動態機能検査法に導入し，GFR

物質としては腎からの排泄も早く本検査法に有

用な物質であることを知った．

2）同一症例にRPF物質である1311一ヒップラン

とGFR物質である99mTc－（Sn）DTPAのγ一

カメラレノグラムおよび経時的イメージを撮影

　し，その検査法の特徴と両物質併用の有用性に

っいて述べた．

3）γ一カメラレノグラムは左右両腎全体のROI

を設定し，レノグラムを描出するので腎の位置

のずれや腎以外の放射能の影響を受けない利点

がある．また，同時に行う腎の経時的イメージ

で形態的により多くの情報が得られる．

4）1311一ヒップランレノグラムは非閉塞性実質性

腎障害でも時に閉塞型レノグラムを呈すること

があるが，99mTc－（Sn）DTPAレノグラムが閉

塞型レノグラムでないときは閉塞性腎障害を否

定出来る．

5）γ一カメラレノグラムは分腎機能検査法とし

　て鋭敏で負担も軽く，高齢者や重症患者にも施

行できる．
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Summary

Evaluation　of　7・Camera　Renogram　by　99皿Tc・（Sn）DTPA

　　　　　　on　the　Differentiation　of　Obstructive　and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Parenchymal　Renal　l）iseases

　　Yukihiko　OHISHI　Kazuo　CHIBA　　Kengo　MATSUI

Hideo　YAMADA　　Hideo　IRIKURA　　and　　Masahiro　IIO
　　　　Z）ePartmentびノVNC／θαγMedicine　and　Radiologica／Science，

　　　　TokyoルfetroPolitan　Geriatric　Hospital，　To妙0，　faPan

　　　　Takeshi　MINAMI　and　Toyohei　MACHIDA

DePartment　of乙「rotogy

Tofeyo／1’kei　Univeγ5iカノ，　School〔ザMedicine，　Toんッ0，　ノ己ραη

　　Two　mCi　of　ggmTc－（Sn）DTPA　and　300

μCi　of　1311－Hippuran　were　applied　success－

ively　on　105　cases　to　evaluate　their　values

for　theγ一camera　renograms．　Cases　are

consisted　of　53　males　and　52　females　rang－

ing　from　17　to　97　y。o．（mean　60　y．o．）．

　　Nuclear　Chicago　Pho／Gamma且P　was

used　and　data　are　stored　in　the　data　store

playback　system．　After　the　storing　of

about　20　min．　renograms　and　renal　imag－

es，　ROI　was　set　for　the　kidneys　andγ一

camera　renograms　were　obtained．

　　In　general　both　renograms　revealed　good

correlation　though　better　images　could　be

obtained　by　99皿Tc－（Sn）DTPA．　However，

99mTc－（Sn）DTPA　was　more　sensitive　to

detect　the　abnormality　in　such　cases　as

mild　hydronephrosis　or　operated　hydrone－

phrosis　who　showed　recovered　renograms

by　i311－HipPuran．

　　Also　1311－Hippuran　renogram　shows　occa－

ssionally　obstructive　pattern　in　cases　with

advanced　parenchymal　renal　disease　causing

difficulty　in　differentiating　parenchymal

renal　diseases　from　obstructive　disorders．

However　99mTc－（Sn）DTPA　renogram　sho－

wed　clear－cut　difference　between　these

two　disorders．　Addition　of　renal　images

created　further　aids　for　the　differential

diagnosis．

　　In　conclusion　γ一camera　renograms　by

s9mTc－（Sn）DTPA　combined　withユ311－Hipp－

uran　renogram　were　found　to　be　usefuI

for　differential　diagnosis　of　obstructive，

parenchymal　and　is　chemic　renal　disorders．

　These　methods，　with　its　non－traumatic

nature，　are　also　quite　useful　for　the　diag－

nosis　of　renal　disorders　in　cases　with　poor

risk　and　in　aged　cases．
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