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《原　著》

133Xe経動脈性注入法による腸管血流量測定の臨床的応用

中尾　宣夫＊

村松

梶田　明義＊＊

暁＊＊＊＊杉木光三郎＊

岡谷　繁広＊＊＊

稲本　一夫＊

1．緒　　言

　RadioisotoPeによる血流量測定を初めて試みた

のは1949年のKety1）であり，その後，85Kr，　133Xe

等のRadioactive　inert　gasによるクリアランス法

が脳，肝，腎，心肺等の諸臓器の血流量測定に広

く応用されているL）～6）．

　しかし，腸管血流量測定に関するレポートは少

なく，Grim7）が24Naを初めて動物に応用し，さ

らにKampp8“i°）やBiber11）らの報告もみられ

るが，いずれも麻酔下で腸管を露出しての測定で，

生理的条件下の血流量とはいいがたい．

　一方，臨床的な腸管血流量測定は，1966年，

β一emitte「である32Pを用い，　Geiger－mueller管

により血流測定を行なったBacaneri2）および術中

に85Krを用いて血流量測定をしたHultonら13・14）

の報告がみられるのみである．これは，腸管の解

剖学的位置の特殊性や生理的血行動態の複雑さの

みならずRI投与経路，測定方法の煩雑さ等のた

めであろうと思われる．

　著者らは133Xeの特性に注目し，セルディンガ
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一法を応用して，選択的に上または下腸管膜動脈

に133Xeを投与し，体外計測法により腸管局所の

クリアランス曲線を求めることにより，患者への

侵襲も少なく，腸管血流量を求め興味ある結果を

得た．本法は，腸管腫瘍，非特異性炎症，放射線

腸炎など各種の腸疾患における病態生理の解明に

役立つとともに，各種薬剤，抗癌剤等の動脈注入

療法の効果判定にも応用でき有意義と考える．

II．方　　法

　術前処置として患者に約15時間の絶食を行なっ

た．初めにセルディンガー法により経皮的に

Odman（red）カテーテルを股動脈より挿入し，そ

の先端を選択的に上または下腸間膜動脈に達せし

め，血管造影を行なって目的とする腸管の部位決

定を行なうとともに，血管病変の程度をフィルム

上で確かめた．

　その後，カテーテルを留置したまま，患者をシ

ンチカメラの下に移動させ，カテーテルより133Xe

生食溶液3～5mCi／3　m1をone　shotで注入した．

注入終了と同時に，wedgeしたカテーテルを腹部

大動脈末梢に引戻しカテーテルによる腸間膜動脈

基始部の血流障害を除き，さらに，カテーテル内

に残存した133Xeを除去するため，少量の採血を

行なった．

　133Xe注入直後より10分間，シンチカメラでRI

の動きをビデオテープに記録した．その後目的と

する腸管局所にregions　of　interest（以下ROIと

略す）を設定し，その部位におけるクリアランス
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曲線を求め，血流量を算出した．また同時にrapid

sequential　scintiphoto像を撮像し，経時的変化を

画像の上でも比較し検討した．用いたシンチカメ

ラは，ヒ゜ッカー社製Dyna－model　2C，コリメータ

ー は10，000ホール，測定エネルギーは81±二25KeV

である．133XeはMallinckrodt社製Xeneisol

Xe－1331njection，放射比活性5．6　mCi／mlである．

　血流量算出方法：Table　1に示す計算式により

compartment　analysisを応用して血流量を求め

た．指数画数曲線解析にはNEAC－2200－150型コ

Table　1 Compartment　analysis　of　Xe－133　cEearance

curve．

　　　　、4＝Aie－k・’＋A2e－k・t＋A3e－k・t

　　　　　　k×λ×100
　　　　fi＝
　　　　　　　　ρ
　　　　　　　　　A，／f，
Percent　V1＝

　　　　　　A1！f，＋A，・／f，＋A，！f3

　　　　F，＝fi×percent　I／1

　　　　F，＝Fl十F2十F3（m1／100g！min）

A：　Radioactivity　　　　　　f：Flow　rate

λ：　Partition　coe缶cient　　　ρ：　Specific　gravity

Ft：　Total　blood　flow

ンヒ゜ユーター（48KB）を用い梶田ら15）のmultistep

digital　simulation法により自動計算を行なった．

　なお，症例の一部にはシンチカメラの代わりに

マルチチャネルアナライザーの検出器を腹壁上よ

り直接目的とする腸管局所上にあて，クリアラン

ス曲線を求めることにより計測したものも含まれ

る16・17）．

m．結　　果

　正常11例の腸管血流量は，Table・2に示すごとく

である．その平均値は，空腸58二8．6m1／1009／min

（Mean±S．D．），回腸54±7．8　m1，盲腸44：7．O　m1，

上行結腸39±7．Om／，横行結腸40m1，下行結腸

33m1，　S状結腸25　m1，直腸25　m1で口側に近い

腸管より肛門側に行くに従い局所血流量値は低下

していた．この傾向はFig．1によっても明らかで

ある．

　一方，各種腸疾患患者の腸管血流量はTable　3

に示すごとくであった．結腸癌の症例においては，

罹患部位の血流量は，その前後の腸管局所に比し

増加しているものが多かった．子宮癌術後コパル

Table　2　1ntestinal　blood　flow　measured　by　Xe－133　clearance　technique　in　normal　subjects．

Case Name　Age　Sex Jejunum lleum Cecum Asc．　C． 　　　、Trans．C．
’

Desc．　C． Sig．C． Rectum

1 H．S．47yF 47 42

2 T．T．5〔ツM 54 31

3 M．S．26yM 48 36 35

4 K．U．5～ツM 38 36

5 T．V　41ツM 72 54

6 K．M．45yM 54 50

7 M．ゾ46yF 52 57 35 39

8 H．A．52yF 62 55 41 41

9 T．Y　5～yF 70 61

10 H．1．31旬M 59 40 28 25 25

11 U．N．48yM 62 58 42 38

Mean士S．D． 58±8．6 54±9．8 44±7．0 39土7．0 40 33 25 25
（ml　11〔鞠／min・〉
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Table　3　1ntestinal　blood　flow　measured　by　Xe－133　clearance　technique　in　intestinal　diseases．

Case Name　Age　Sex 」ejunum 11eum Cecum Asc．　C． Trans．C． Desc．　C． Sig．C． Rectum Diagnosis

1 S．S，67yM
笏二珍 32

　　　　　　　　　　　　　　　l
Sigmoid　cancer　　　　　　　　　　　　　　　l

2 Y．M．38yM 65 60 ㌘二修 Rectal　cancer

3 M．F．52yM 22 18 修彩 Rectal　cancer

4 U．S．45yM 31 40 ％影 R㏄tal　cancer

5 M．1．72yM 45 ㌘修 60 Sigmoid　cance「

6 T．H．69yF 65 ㌘診 Ascend．　c．　cancer

7 Y．K．58yF 58 綾 38 41 40

8 M．M．34y　F 53 ㌘ 55

9 N．K．42yF 49 40

Uterine　CanCer

（Co－60
　　　　irradiation）

（postope．）
10 T．S．　46y　F 61 多彪 46 53

11 T．M．31yF 80 97 55
Cecum　ca．
　　　　　　　（postope．｝

12 M．1．28yM 71 66 ㌘：修 67 Cecum　adheSiOn

13 Y．T．40yF ㌘珍 診ll修 猟修 ㌘診 Chr．　peritonitis

14 E．1．63yM ㌘診㌘診
Liver　cirrhosis　　　　　　　　｛ascites｝

15 M．S．30yM 20 20 逐 Rectal　sarcoma

16 A．K．30yM 48 ㌘膨㌘珍修籏修 UICeratiVe　COIitiS
．

％：　affeCted　area （ml／100g／min）
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　　Jejunum　l　leum　Cecurn　Asc．C．　Trans．C．　Desc．C．　Sig．C．　Rectum

Fig．1　1ntestinal　blood　flow　gradient　patterns　in　normal

　　　subjects．

ト照射例でも照射野中に含まれた腸管の血流量は

増加しており，その他の腸疾患においても，正常

例でみられた血流勾配パターンに異常のみられる

ものが多い（Fig．2）．

　ここで，Case　4，45歳男性の直腸癌の症例を

提示する．Fig．3aは，133Xe注入直後より30秒間

　70

三
ξ60

苔
三・・

㍉
…

／C’KSE　’6

o：a「f㏄ted　area

　　」ejunum　lleum　Cecum　Asc．C．　Trans．C．Desc・C・Sig・C・ReCtum

Fig．2　Abnormal　blood　flow　gradient　patterns　in

　　　intestinal　diseases．

に撮像したシンチフォト像であり，白線で示され

た直腸癌部，S状結腸および下行結腸の3か所の

ROIにおいて注入直後より10分間測定されたク

リアランス・カーブはFig．3bに示すごとくであ

る．おのおのの部位における血流量は45m1，40

Presented by Medical*Online



348 核　医　学

ni　1，31　m　1であり，直腸癌の部位・り血流量が最も

多い．　10秒間v）露出でと一，た　rapid　sequcntial

scintiphoto像（Fig．3c）でも直腸癌部の放射活性

一｛’

：」国

二・

δ，裂

／

Fig．3a　Case　4　U．S．45　year－old　male，　Rectal　cancer

　　　　　　Three　regions　of　interest　are　selected　over　the

　　　　　　descending　colon（D），　sigmoid　colon（S）and

　　　　　　rectum（R）．

14巻3弓一（1977）

が他の部位より早く消失してい・（様子がわかる．

　　次に　Case　loの子’呂’頸癌1’1ヨ：後，　cobalt－60　H（1射

の症例を示す．患者は46歳女性，Stage　Ila．子宮

別出およびリン・節廓清1：1後，cobalt－60ご200

radlday，4，000　rad／month外部照射（回転照身手）終

了後1週目である．
　　Fig．4a　｛ま，　．L‖易声コ．摸重iJ　iYi7〈り♪．市9頁」或ピ）鵬打育：｛壬音1～

位におけるROI設定部位を示す．　Fig．4bは，そ

のおのおののROIにおいて10分間に計測された

Xe一クリアランス・カーブを示し，　照射野内にあ

・・た回腸の血流量は73m1と最も多く，他の部位

では空腸61m1，盲腸46　m／，上行結腸53　m／で

あった．この様子はFig．2に示された血流勾配パ

ターンにも明らかである．Fig．4Cはこ〔ノ）症例にお

いて，空腸上に設定されたROIより得られン’ニク

リアランス曲線と，　multistep　digital　sin”）ulation

∵’・・’，・・．’ち．∴

馳L「一’L”一∨’一．一・・一’・・一・弓　一・・一…　　＿．

㎜Fig．3b　Xe・133　clearance　curves　taken　from　the　regions　of　interest　shown　in　Fig．3a．
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　　　　　　　　　　Fig．3c　Rapid　sequential　scintiphotos　in　case　4．

Arapid　fall　in　radioactivity　over　the　rectal　cancer　legion（arrow）was　observed．
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133Xe経動脈｝生注入法による腸管血流量測定の臨床的応用

　　　　　　　竃1：魔

　　tt，“・　　　　　‘

閲ご謬

　　　　　，冷㌢・、
　　　　　　ユ．
国

　　　　　　一：臼

Fig．4a　Case　10　T．S．46　year－old　female，　Uterine

　　　cancer（Postoperative　irradiation）

　　　Four　regions　of　interest　are　selected　over　the

　　　jejunum（J），　Ileum（1），　Cecum（C）and　Ascend－

　　　ing　colon（A）．

法15）により3相に分けsimulateされた曲線とを

同一紙上にラインプリンターにより描かせたもの

である．両曲線は非常によく一致し，良好に

simulateされていることがわかる．

IV．考　　案

　RI法による腸管血流量測定に関する報告は少

なく，臨床的には，β一emitterであるNa2　H32PO4

を用い腸管内にdetectorを挿入して大腸疾患患者

の血流量測定を行なったBacanerの報告12）および

85Krを用い開腹手術時に小腸および大腸の血流

量測定を行なったHultonら13・14）の報告がみられ

るのみである．これは，腸管血流量の測定に適切

な核種の選択および投与法の困難さに加えて，移

動性に富む腸管の正確な位置を体外より確認する

ことや生理的条件下での計測の難しさ等のゆえで

あろうと思われる．

　そこで，著者らは，核種としては，投与後呼気

により迅速に呼出され，体再循環が殆んどみられ

ず，繰返しの検査も可能な133Xeを用い，セルディ

ンガー法を応用して股動脈よりカテーテルを直接

に腸管の支配血管である上または下腸管膜動脈に

注入した．また，測定部位の確認は，同時に行な

った血管造影のX線フィルム像と比較して行な

349

った．この際，測定部位（シンチカメラのROI

設定部位）の選択上特に注意を要する点は，測定

部位内に，測定部位以外の腸管からwashoutさ

れ門脈方向へ灌流する腸管膜静脈流が含まれない

ようにすることである．したがって，上腸管膜静

脈と交叉する横行結腸の部分や，移動性に富むた

め重なり合った小腸やS状結腸の一部等では，血

流量の測定は無意味となることがある．

　摂食により腸管血流量が著しく変化することは

Lunderquistら18｝の血管造影像を指標とした腸管

血流の観察にもみられるごとく明らかである．し

たがって，測定時における腸管の条件を一定とす

るため，患者は術前約15時間の絶飲食を行なっ

た．また，133Xe投与前に行なった血管造影に使

用した造影剤の血管拡張作用19）による影響を除外

するため，133Xe投与までの間に10－15分間の間

隔をおいた．

　腸管局所より得られた133Xeクリアランス曲線

の解析にはcompartment　analysisを用い，梶田

ら15）のmultistep　digital　simulation法により自動

解析を行なった．血流量計算式はTable　1に示す

ごとくであり，原理的にはKety1・L’°・L’1）の方法が

適応され，さらにKamppら9・1°）がこれを放射性

不活性ガスによる腸管血流量測定に初めて応用し

ている．血流量算出にあたって，分配係数（2）

は，Gump22）は85Krに関しては，腫瘍血液間で

1．07を，KamPP9）は腸血液間で1．0を用いている

が，133Xeの腫瘍血液間分配係数のデータはなく，

著者らは，Conn23）による脂肪組織を除く身体各

組織と血液間とのλの平均値0．70を正常腸組織と

病変部とに関係なく一律に用いた．また，ヘマト

クリットによる133Xeの2の変化は　Andersen

ら24’25）の補正式により補正した．

　133Xe経動脈性注入法による腸管血流量測定法

の再現性は，臨床例に先立って行なったセルディ

ンガー法を用いたイヌの実験により確認された17）．

　133Xeクリアランス曲線は理論的にはmulti－

exponential　curveとして表わせる．文献的にみる

と，このcomponentについては種々の論議が展

開され，実験的にKampPら8”1°）はネコ小腸で85Kr
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Fig．4b　Xe－133　clearance　curves　taken　from　the　regions　of　interest　shown　iTl　Fig．4a．

を用いた測定で4相に分け，各comPonentは小腸

の組織学的に違’、た4つの層への血液の分配を反

映するとしておのおの，絨毛における対向血流，

粘膜一粘膜下層血流，筋層血流および脂肪組織血

流に一致すると述べ，Norrisら26）もコレラ犬に

よる実験によりこれと同じ結果を報告している．

　また，Serkurtら27）は133Xeを用いたイヌの実

験で，小腸の各組織成分を重量分析した値と比較

検討し，クリアランス曲線の各componentは粘

膜層，平滑筋層，結合織層の3相に区別されると

記載し，臨床的にはHultonら13・14）が85Krによ

り小腸および大腸において粘膜一粘膜下層，筋層

の2つの血流相に分離し，総腸管血流量を算出し

てL・る．

　著者らはこのクリアランス曲線を2～3相とし

て取扱い，10分間の測定で最後の最も遅いcom－

ponentをbackgroundとみなし血流量計算より

除いた．このbackgroundの中には脂肪組織に取

込まれたものや少量の体再循環をする133Xe等が

含まれるものと思われる．

　次にこのbackground　componentを除いた他の

2相，すなわちfast　component（第1相）とslow
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　Fig．4c　Comparison　between　measured　value（circles）and　simulated　value（crosses）shown

　　　　by　the　line　printer．　The　simulation　was　made　by　three　compartmental　analysis．

component（第2相）とについてみる．著者らの

multisteP　digita｜simulation法による解析では，

正常小腸，大腸ともに第1相目はpercent　volume

でおよそ30°。，第2相目は7096を占めているも

のが多かったが，この相の意義づけについては，

コンピュータ解析のみで一概に論ずることは困難

で，前述の文献的考察を考え合わせると，おのお

の粘膜一粘膜下層血流，筋層血流を反映している

ものと想像される．しかし動物実験による結果が

臨床例にただちにあてはまらないのは言うまでも

なく，著者らはその正確な意義づけについてはさ

らに症例を重ね検討中であり，今回のデータでは

tatal　flowを重視し，これらについて比較検討を

行なった．

　得られた血流量値は，正常11例では，Table　2

のごとくその平均値は口側より肛門側に行くに従

って漸減する傾向があり，Steinerら28）が86Rbを

用いたラットの研究で述べているいわゆるfiow

gradientの存在がみられたことが興味深い．

Hultonら13・14）も85Krによる開腹術中の測定で，

小腸38・ml／1009／min，大腸18m1と小腸の方が

大腸に比し大きい値を示し，さらに空腸の方が回

腸よりやや多い血流量を得ている．これに対して，

腸管疾患群では，この血流勾配パターンは正常例

と異なり，Fig．2のごとく曲線の勾配に乱れがあ

り，特徴あるパターンを作っていることが判明し

た．

　子宮癌術後のコバルト照射症例では，照射野中

に含まれる腸管血流量が，他の部位に比して多い

ものが多かった．これは，Kottmeier分類29）の1

度の時期にあたり，放射性炎症による血流量増大

をきたしているためと思われる．しかし一方，は

なはだしい放射線障害では，金子30）松浦31）らの報

告にもみられるごとく，毛細血管の破壊，途絶を

きたし，さらに慢性繊維性変化によっても血流量

の低下をきたすことは想像にかたくない．

　結腸癌の症例でも，前者と同様に腫瘍部位の血

流量が正常例に比して増加しているものが多かっ

た．これは，血管造影上藤井32）のいう腫瘍血管の

増生や，早期静脈還流の出現現像を反映している
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ものとして興味深く，RI測定と同時に行なった

血管造影所見とも良く一致する．一方，Gump22），

田中33）らによれば，RIの腫瘍内直接刺入法によ

る腫瘍の血流量は2～4m〃1009／minで，著者ら

の値とは大きい差があるが，これはRI投与法や

腫瘍の大きさに差があり，血流量値のみを一様に

論じるわけにはいかないであろう．また，同じ腸

管癌でも，その大きさの差や，腫瘤型か潰瘍型か

等の腫瘍型によっても血流値が異なることは，田

中33）の報告にもみられるごとく明らかである．

　以上のごとく133Xeクリアランス法により，各

疾患の腸管血流量を知ることは，腸管病変部位の

障害の程度を血行動態的に推定し得るとともに，

各種薬剤投与による腸管血流量の変化，ことに制

癌剤の動脈内注入療法の効果判定にも応用し得て

有意義な方法と考える．

V．結　　語

　1．133Xe経動脈性注入法による腸管局所のク

リアランス曲線は，約10分間の測定で多くは3相

に分けられ，おのおの粘膜一粘膜下層，筋層，脂

肪織層の血流を主として反映しているものと思わ

れる．

　2．正常腸管における血流量は，口側において

多く，肛門側にいくに従い漸減するfiow　gradient

patternがみられた．

　3．腸疾患においては，上記のflow　gradient

patternに乱れがあるものが多い．

　4．133Xeによる腸管血流量測定は，各種腸疾患

における病変部位の血行動態の把握のみならず，

制癌剤動脈注入療法における効果判定などにも応

用できる．

　（本論文の要旨は第15回日本核医学会総会，第34回

日本医学放射線学会総会，2nd　Asian　and　Oceanian

Congress　of　Radiologyにおいて発表した）．
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S㎜ary

Intestinal　Blood　Flow　Measurements　Using　Xe－133

　　　　　　　　　　Clearance　Technique　in　Man

Norio　NAKAO＊， Akiyoshi　KAJITA＊＊，　Shigehiro　OKAYA＊＊＊Satoru　MURAMATSU＊＊＊＊

　　Kozaburo　SUGIKI＊，　and　Kazuo　INAMOTO＊，

＊Depa〃’ne〃10f　Ra∂’o／o宮γ，1かoβo　Co〃e8・e　6ゾMedi（’i〃ρ，　HJ・og・o，＊＊Cρ〃’er　for　A　d〃〃Diseases，

　　　　　　＊＊＊Kobe　U〃i；’ers砂School　of　Med’c’〃e，κo加，　anが＊＊＊Osaka　Po〃ce〃la〃s　Hospi／al

OsaA’a，

　　The　use　of　the　Xe－133　external　counting　tech－

nique　seemed　well　suited　to　the　estimation　of　func－

tional　perfusion　rates　in　the　gastrointestinal　tract．

The　purpose　of　this　investigation　is　to　make　com－

parative　blood　flov，・　measurements　of　various　areas

of　the　gastrointestinal　tract　and　to　clarify　the　blood

fiow　gradient　through　the　small　and　large　intestine

in　a　human　being．

　　Studies　were　carried　out　on　27　patients．　The

method　involves　the　injection　of　Xe－133　into　a

supPly　artery　and　external　counting　of　the　disap－

pearance　rate　of　the　isotope　from　the　intestine．　At

first，　the　angiography　was　performed　using　Seld－

ingeピs　technique　to　define　the　areas　ofthe　intestine．

After　that，3to　5　mCi　per　3　ml　of　Xe－133　was

injected．　The　isotope　clearance　curve　was　counted

for　10　minutes　employing　a　scintillation　camera．

Flow　was　calculated　on　the　basis　of　compartment

analysis　using　a　newly　developed　digital　computer

P「og「am・

　　The　following　results　were　obtained．　In　normal

subjects，　the　jejunum　had　the　highest　blood　flow

per　unit　mass（58±8．6　m1／100　g／min）and　the　other

parts　of　the　tract　to　the　rectosigmoid　showed　a

progressive　decrease，　indicating　the　normal　blood

flow　gradient．　However，　in　the　case　of　carcinoma，

radiation　enteritis　and　other　intestinal　diseases，

the　regional　blood　flow　of　the　affected　portion　was

significantly　increased．　The　blocd　flow　gradient

pattern　was　disordered　as　comparcd　with　that　in

normal　intestines．　Our　computer　program　indi・・

cated　that　the　Xenon　clearance　curve　from　the　in－

testine　might　be　expressed　as　three　components　ln

amajority　of　cases．　It　would　seem　to　represent　a

mucosa1－submucosal　flow，　muscle　layer　flow　and

mesenteric　fat　layer　flow，　respectively．

　　The　results　of　this　study　provided　us　with　much

needed　information　regarding　the　role　of　circula－

tion，　and　it　will　enable　us　to　proceed　with　future

studies　to　examine　the　effect　of　drugs　on　intestinal

diseases．
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