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《原　著》

腎Functional　Imageによる尿路閉塞性疾患の解析

西村　恒彦＊・＊＊ 木村　和文＊

　要旨　著者らは，腎内局所におけるRI動態を画像として表現できる腎functional　imageを作h£，すでに

報告してきたが，今回，尿路閉塞性疾患43例にて，腎functional　imageを適用，その臨床的有用性について

検討した．方法は，1311－hippuranによる経時的腎シンチグラムデータを用いた．各症例にて，レノグラム，

腎シンチグラムと比較するとともに，水腎症を岡，otnesらの腎孟造影の分類に基づき4群に大別した．こ

の結果，腎functional　imageは，各群にて特徴的な画像で表現されることがわかった．すなわち，水腎症の

程度に応じ，Tmax，　Compartment数の増加，　Down　Slopeの画像では欠損像として表現され，残存皮質機

能と明瞭に区別された．特に，腎実質障害の程度がUp　Slopeの画像にて勾配の低下として表現される．こ

のように，本処理を用いることにより，腎の機能，形態の両面から水腎症の病態の把握に有用である．本法

は水腎症における診断，治療のみならず経過観察，手術適応の決定に役立つと考えられる．

1．緒　　言

　腎疾患とりわけ尿路結石症などに由来する尿路

閉塞性疾患の診断には，静脈性腎孟造影（LV．P．）

が形態的な変化をみるのに適している．一一方，ラ

ジオアイソトープ（RDによる腎シンチグラム，

レノグラムなどは腎実質へのRI摂取態度や分腎

機能を非侵襲的にみることができる優れた特性を

有している1）．特に，水腎症において，その腎機

能を知ることは，診断のみならず治療，予後判定

に重要である．この意味で，腎全体だけでなく，

腎内局所における機能的異常を捉える方法として，

functional　image2）が有用と考えられる．

　そこで，著者らは，すでに報告した1311－hippuran

による経時的腎シンチグラム・データを用いて，

腎内局所ごとのRI動態曲線（dynamic　curve）か

ら腎の生理機能である血流，排泄などに相当する

パラメータを算出し，パラメータマップとして表
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示する腎functional　image3・4）を本疾患に応用し，

腎内局所RI動態の解析を試みた．

　本研究では，岡5），otnes6）らの水腎症のLV．P．

所見による分類を参考にして，各症例において腎

シンチグラム，レノグラムと対比，さらに腎fun－

ctional　imageを作成し，尿路閉塞性疾患における

本法の有用性について検討したので報告する．

2．方法ならびに対象

　使川した装置は，シンチカメラとオンラインで

接続したRIデータ処理装置（日立メディコ製）

である．データ収集方法は，被検者を腹臥位とし，

背面からシンチカメラを当て，先ず197Hg一クロル

メロトリン150μCi静注，30分後に50，000カウン

トの撮像により腎の位置ぎめを行なった．次いで，

1311一ヒップラン500　2uCiを肘静脈より急速静注後，

サンプリングタイム20秒にて20分間連続的に撮像

し，RIデータ処理装置を用いて，いったん磁気

テープに転送，この経時的腎シンチグラムデータ

を川いて腎functional　imageを作∫」～した．

　Functional　image作成方法は，すでに報告した

ように3・4），各絵素ごとのdynamic　curveから腎

の生理機能を反映するパラメータを抽出し，この

値をパラメータ・マップとしてCRTあるいはタ
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イプライタに表示するものである．

　各絵素ごとのdynamic　curveから選定したパラ

メータを示す．

　①Cmax：静注後dynamic　curveにおける最大

　　カウント

　②Tmax：静注後Cmaxに至るまでの時間

　③Up　Slope：Tmax前5～7点の勾配

　④Down　Slope：Tmax後15点の勾配

　⑤Compartment：　トレーサの濃度曲線に基づ

　　きLondonら7）の理論より求めた先行コンパ

　　ートメント数

　各症例にて，これら5種類のパラメータマップ

を作成し，臨床的有用性を検討した．

　対象は，大阪大学医学部中央放射線部にて検査

を施行した尿路結石，尿路狭窄などに由来する尿

路閉塞性疾患43例である．症例の内訳をTable　1

に示す．症例は，臨床検査，LV．P．，血管造影など

のX線検査，その他臨床所見から診断の確定した

ものを選んだ．

　これらの各症例は，岡，otnesらの水腎症のL

V．P．における分類5・6）を参考にして以下のように

大別した．

Table　l　List　of　43　cases　of　obstructive　uropathies

　1型：単に腎孟の拡大を示すもの（岡のA型）

　II型：腎孟の拡大と乳頭の萎縮を伴うもの（岡

　　　　のB型）

　川型：腎孟，腎杯の拡大を伴うもの（岡のC，D

　　　　型）

　IV型：いわゆる巨大水腎および腎実質障害の著

　　　　明なもの（岡のE，F型）

　各型における代表的なLV．P．の所見を示した症

例をFig．1に呈示する．

　各症例にて，1．V．P．，腎シンチグラム，レノグラ

ムの所見を併せ，比較検討するとともに腎functio－

nal　imageを作成することから，腎内局所におけ

るRI動態の解析を試みた．

1．　UPPER　URINARY　TRACT
　A．　KIDNEY
　a．　PU　junction　stenosis

　b．　renal　stone

　c．　renal　tumor，　tbc．

　d．abnormal　vessles

　B．　URETER
　a．　Ureteral　StriCtUre

　b．　ureteral　stone

　c．　compression（tumor，　etc．）

2．LOWER　URINARY　TRACT
　A．　BLADDER
　a．　stricture　of　ureter　orfice

　b，compression（tumor，　etc．）

　B．　URETHRA
　a．　urethral　stricture

　b．prostatic　hypertrophy，　tumor

　c．　urethral　stone

　　　　　Total

5cases
16

2

2

「
∠

7
’
∩
∠

0
～
》

0
1

1

43cases

3．結　　果

　水腎症を1．V．P．の所見を基に分類し，レノグラ

ム，腎シンチグラムと比較したものをTable　2に

示す．ここで，1～IVおよびA～Fは，すでに示

したotnes，岡の分類5’6）に基づくものである．レ

ノグラムの所見は，町田の分類7）に従って，正常

型（N）から腎実質障害型（M1），水腎型（M2），無

機能型（L）にいたる4型とした．腎シンチグラム

は，左右差および腎RI摂取態度が明瞭に異なる

ものと，左右腎の描出がほぼ同程度のものの2群

とした．

　各型における腎functional　image処理の結果を，

代表例を呈示しながら以下に記述する．

　〔症例1〕TN　22歳，男性，1（A）型

　右尿路結石に起因する水腎症例である．LV．P．

（Fig．1－1）では，右腎孟の軽度拡大を認めるのみ

である．腎シンチグラムでは左右差は認めず腎へ

のRl摂取も良好である．レノグラムは両腎とも

］E常型（N）である．本症例における腎functional

image処理を示す（Fig．2）．

　Cmaxの画像では，腎中央部から辺縁にかけて

濃度分布が表示され，Tmaxの画像では腎皮質か

ら腎孟にかけて段階的なTmaxの増加を認める．

特に，右腎孟に一致して軽度Tmaxの遅延を認め

る．Compartment数の画像は，　Tmaxの画像に類

似するが皮質部2個，腎孟部5個と正常である．
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Classification　of　obstructive　uropathies　by　I．V．P．　findings

Table　2　Findings　between　LV．P．，　renogram　and　scin－

　　　　tigram．　The　patterns　of　renogram　were

　　　　divided　into　four　groups　accordings　to　Ma－

　　　　chida’s　classi6cation

苅

Scintigram
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LV．P．　Cases　　Renogram

A
B
C
D
E
F

l
∩
∠
3
　
　
4

1
8
Q
O
8
0
0

N（5），M2（6）

Ml（3），　M2（5）

Ml（2），M2（6）

M2（6），　L（2）

M2（6），L（2）

R－L（9），R≒L（2）

R－L（5），R≒（3）

R－L（2），R≒L（6）

R二L（0），RキL（8）

R－L（0），R・≒L（8）

Up　Slopeの画像では皮質部の勾配の増加を認め，

また，Down　Slopeの画像では，局所の排泄態度

に応じた分布を示し，勾配の低下ないし欠損像を

認めない．

　腎内局所における各部位の代表的な絵素のdy－

namic　curveは，皮質部（1），髄質部（2），腎孟部

（3）とも排泄の良好な曲線を示す．

　1（A）型，11例における腎シンチグラムは，9例

ともほぼ左右差なく，かっレノグラムも正常型5

例，残り6例では軽度排泄遅延を認めるのみ（M1

型）である．

　腎functional　image処理では，大部分，本症例

と同様の傾向を示し，軽度拡大した腎孟における

Tmaxの軽度増加が特徴的である．

　〔症例2〕TY　27歳男性，　H（B）型

　両側腎結石に起因する水腎症例である．LV．P．

（Fig．1－2）では，左腎における腎孟の拡大と乳頭

の萎縮を認める．腎シンチグラムでは右腎に比し

左腎の腫大を，レノグラムでは左腎は排泄の遅れ

が著明であり，Ml，　M2型の中間的な曲線である．

本症例における腎functional　image処理を示す
（Fig．3）．

　Cmaxの画像では，特に左腎中央部における

Cmaxの増加を認める．　Tmaxの画像では，右腎

に比し，左腎腎孟部におけるTmaxの中等度の増
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1 2 3

Fig．2　fしtnctional　image　of　thc　kidncy（casc　l）TN．22．　M

加を認めCompartment数も6個である．Up　Slope

の画像では病変部位における勾配の低下を認めな

いが，Down　Slopeのlllli像では，水腎部位に一・致

して欠損像で表現される．しかし，欠損像として

表現される範囲は狭く，皮質，髄質部の勾配の低

下は認めない．

　腎内局所におけるdynamic　curveは，腎皮質部

（Dでは正常型の曲線を，腎孟部（3）では著明な排

泄の遅れを，髄質部（2）では両者の中間的な曲線

を示す．

　II（B）型，8例中6例における腎シンチグラム

は，水腎側にて腫大を示すが，RIの摂取は良好

である．また，レノグラムは8例中5例にて水腎

症に典型的な閉塞型の曲線（M2型）を示し，正常

型は認めない．

　腎functionaいmage処理では，　Tmaxの中等度

の増加と，Down　Slopeの画像にて軽度欠損像と

して表示される症例が大半を占める．また，Up

Slopeの画像では勾配の低下を認めない．

　〔症例3〕　UC　32歳，女性，川（C）型

　右尿路結石に起因する水腎症例である．LVP．

（Fig．1－3）では右腎孟の拡大と腎杯の拡張が明瞭

に認められる．腎シンチグラムでは，右腎の腫大

を認める．レノグラムでは，右腎は典型的な閉塞

型の曲線（M2型）を示す．本症例における腎fun－

ctional　image処理を示す（Fi9・4）．

　Tmaxの画像では拡大した腎孟，腎杯部位に一

致して著明なTmaxの増加を認め，皮質部位と明

瞭に区別される．Compartment数も病変部位で8

個である．Up　Slope，　Down　Slopeの画像では病

変部位にて勾配の低下を示し，欠損像として表現

され，排泄の良好な皮質部位と分別される．

　腎内局所におけるdynamic　curveは，腎孟部（3）

および髄質部（2）ではRIが徐々に蓄積する曲線
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Tmax

1 2 3

Fig．3　functional　image　of　the　kidney（case　2）TY．27．　M

を，一方皮質部（Dでも本症例では，第2相の勾

配の低下と排泄遅延を示し，腎実質障害のあるこ

とが示唆される．

　III型のうちIII（C）型8例およびIII（D）型8

例である．III（C）型8例中6例にて腎シンチグラ

ムは明瞭な左右差を有し，レノグラムも8例中6

例にて閉塞型の曲線（M2）を示す．

　一方，III（D）型全例にて，腎シンチグラムでは

左右差を有し，かつ2例にて腫大側におけるRI

摂取の低下を認める．レノグラムも，この2症例

では無機能型（L型）に近い曲線を示す．

　腎functional　image処理では，病変部位はTmax

の高度増加と，Down　Slopeの画像にて欠損像と

して表現される．腎孟および腎杯の拡張により，

欠損像の程度を把握できる．また，Up　Slopeの

画像は腎実質障害の程度に応じ，勾配の低下とし

て表現される．

　〔症例4〕FK　45歳男性，　IV（E，　F）型

　左腎結石に起因する水腎症例である．1．V．P．

（Fig．1－4）では巨大水腎を認める．腎シンチグラ

ムでは左腎の腫大を，レノグラムでは閉塞型の曲

線を示す．本症例における腎functional　image処

理を示す（Fig・5）．

　Cmaxの画像では，拡大した腎孟に一致して

Cmaxの増加を認める．　Tmaxの画像では，病変

部位に相当してTmaxの著明な増加があり，コン

パートメント数も8個である．特に，Down　Slope

の画像では，この部位の排泄が20分間で認められ

ないことから，欠損像として表現され，排泄の良

好な左腎下極部と明瞭に分別され，水腎部位の大

きさを把握できる．一方，Up　Slopeの画像では，

この部位に一致して勾配の低下は著明でなく，腎

実質障害が軽度であることが示唆される．

　腎内局所におけるdynamic　curveは，病変部位
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Fig．4　functi〈）nal　lnlage　o「the　kidney（casc　3）UC．32．　F

（2）（3）では閉宋型の曲線を示し，一・方，左腎下極

部（Dでは正常皮質型の曲線であり，皮質機能が

残存しているのが認められる．

　〔症例5〕　MT　31歳，男性，　IV（E、　F）型

　右腎結石に起因する水腎症例である．LV．P．

（Fig．　L5）では，静注後60分後においても腎の描

出を認めないnon－visualizing　kidneyである．本

症例における腎シンチグラムでは，右腎のRI集

積は不良であり，左腎は代償的に腫大を示す．レ

ノグラムは，左腎は無機能型の曲線（L型）を示す．

本症例における腎functional　image処理を示す

（Fig．6）．

　Tmaxの画像では，水腎部位におけるTmaxの

著明な遅れを認め，皮質部位でもノ1｛腎に比しTmax

の増加を認める．Compartment数も水腎部位に

て8個と増加している．Up　Slope，　Down　Slope

の画像では，皮質の一部を除き，すべて欠損像と

して表現され，この部位におけるRIの摂取，排

泄の低下が明瞭に認められる．

　腎内局所におけるdynamic　curveは，腎皮質部

（DにおけるRIの摂取低下および排泄遅延が認め

られ，水腎部位では閉寒型の曲線（2）（3）を示す．

　1V（E，F）型8例における腎シンチグラムは，す

べて左右差が明瞭であり，症例5のように腫大し

かっRIの摂取が良好な症例は6例であり，症例

6のように萎縮しかっRIの摂取が不良な症例が

2例である．レノグラムは前者では典型的な閉塞

型の曲線を，後者では無機能型の曲線である．

　腎functional　image処理では病変部W：はTmax

の高度の増加を認める．また，Down　Slope孟画

像では病変部位は欠損像として表現され，腎孟，

腎杯の拡張の程度が把握できる．Up　Slopeの画

像は，腎実質障害の程度により，勾配の低下ない

し欠損像として表現される症例を認める．
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1 2

Compartment

コ
）

Down　slope

Fig．5　functional　image　of　the　kidney（case　4）FK．45．　M

4．考　　案

　腎疾患，とりわけ尿路閉塞性疾患において，水

腎による腎実質障害すなわち，血流，排泄機能な

どを捉えることは，診断，治療のみならず予後判

定にも重要である．1．V．P．あるいは，　D．LP．では

腎孟，腎杯の形態学的な変化を詳細に観察可能で

あり，かつネフログラムの出現度から，ある程度

の腎機能の推定もできる．一方，レノグラム，腎

シンチグラムに代表されるRI検査では，腎シン

チゲラムから腎へのRI摂取状態が，レノグラム

から分腎機能を把握できる有用性がある．また，

著者C5’が報告したTriple　Isotope　Methodによる

腎RI検査8）からは，99mTc－－DTPAによるdyna－

mic　studyが，腎血流分布から腎実質障害の有無

を捉えるのに役立つ．しかしながら，腎全体のみ

ならず，腎の局所的な変化を捉えるには，腎fun－

ctionaいmageによる方法が優れている．そこで，

尿路閉塞性疾患，とりわけ水腎症例に本法を適用

し，腎内局所におけるRl動態について解析を試

みたわけである．

　水腎症における腎機能を精度高く捉えることは，

腎保存あるいは摘出の面から有用である．この意

味で水腎症における腎実質障害を反映する指標と

して，腎血流量の計測が重要である．腎血管造影

における腎動脈径の計測による判定9）やカテーテ

ルを通じて133Xeを動注，そのwashout過程から

局所腎血流量を計測，腎摘出の判定に有用である

ことが報告されている10）．しかし，これらの方法

は観血的であり，非観血的に腎内局所の形態，機

能が推定できる腎functional　imgaeは，経過観察

する上にもくり返し行なえる利点をもつ．

　そこで，水腎症を，岡，otnesらの分類に基づ

き，4型（A～F型）に大別し，各症例ごとに腎

functional　imageを作成し検討した．各パラメー

タ・マップを4型（A～F型）との関連において，
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L R

Tmax

1 3

Fig．6　functional　image　of　the　kidney（case　5）MT．31．M

その臨床的意義について考察するとTable　3のよ

うになる．水腎症例にて1～IV型になるに従って，

Cmaxの画像では水腎部位へのRI集積が増加す

る．Tmaxの画像では，病変部位におけるTmax

の著明な遅れが水腎の範囲に応じ表現される．

Compartment数も6～8個と増大する．　Down

Slopeの画像では病変部位が欠損像として表現さ

れ，残存皮質機能と明瞭に区別される．とくに，

Up　Slopeの画像では局所における勾配の低下が

腎実質障害に応じて表現される．また，著者らが報

告したFixed　Time　Slopeによるfunctional　image3）

は局所におけるRIの集積，排泄状態を左右腎に

おける差異として捉えられる．

　一方，腎内局所における任意のRI動態曲線を

抽出することにより，各症例における詳細なRI

動態の観察が可能である．とくに，皮質部位にお

けるRI動態曲線は水腎症の残存皮質機能をよく

反映する．

　症例5のような巨大水腎にて，Down　Slopeの

画像にて，残存皮質機能と明瞭に境界されること

が認められる．また，皮質部位のRI動態曲線も

正常型を示す．本症例ではいわゆるhydronep－

hrosis　in　Equibiriumi3）の状態と考えられるが，

水腎の大きさは，腎機能と必ずしも一致しないこ

とが示唆される．実際，水腎の大きさは，内因性

クリアランスを腎機能の指標とした場合，相関の

ないことが11），また，腎動脈撮影像から得られた

腎動脈主幹部の径とも相関しないことが報告され

ている12）．そこで，水腎における大きさを形態的

に観察するだけでなく，腎機能の面から，すなわ

ち腎実質障害の把握が第一義的である．この意味

で，腎functional　imageは，局所における血流，

排泄動態を定量的に把握できる処理方法である．

　一方，LV・P・，　D．1．P．などで，　non－yiSualizing
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Table　3　Clinical　significances　of　parametric　map　in　the　obstructive　uropathies．

1．V．P．（OTNES） Cmax Tmax COMP． UP
SLOPE

DOWN
SLOPE

1
dilated

Pelvis

　　　■margln・middle

／

slight

delay

／

number
　4～6

C◎rtex

／

cortex
認＼

2
above
atrophy　of
papillae

　　　●margln－middle

／

mild　delay

／
6～

cortex

／

cortex
／P∈…lvis

＼

3
above
large　globa・

lar　calyces

hydrotic
portion

／

significant

delay

／
8～

cortex

／pelvis
、

6蕊si鵠

4
ab◎∨e
cortical．　thin－

ning，　minimum
contrast
excretion

hydrotic　　●

portlon

／

significant

delay

／
8～

cortex

～
pelvis

＼

蕊篇i設

kidney14）には，レノグラムが有効なことが報告さ

れているが，症例6のように，腎実質障害が高度

なことが本処理から推定される．

　水腎症における腎孟造影による分類に加えて，

RIによる検査法はその機能の推定に役立つ．さ

らに，腎functionahmage処理は，局所における

形態，機能両面から水腎症の程度の把握に有用で

あることが認められた．そこで，本法を用いるこ

とにより，水腎症の診断，治療のみならず，経過

観察，手術適応の決定に役立つものと考えられる．

5．結　　論

　1）　尿路結石，尿路狭窄などに起因する閉塞性

尿路疾患43例にて，i3il－hippuranによる経時的腎

シンチグラムデータを用いて腎functional　image

を作成，腎内RI動態の解析を試みた．

　2）水腎症の程度は，岡，otnesらのLV．P．の

分類に従って4群に大別，腎functional　imageは

各群にて特徴的な画像で表現されることがわかっ

た．一般には，尿路閉塞性疾患では，病変部にお

けるTmax，　Compartment数の著明な増加を認め

る．また，Down　Slopeの画像では，この部位は

欠損像として表現される．

　3）　特に，本処理により水腎症における残存皮

質機能の把握に有用である．Up　Slopeの画像は

腎実質障害の程度に応じ，勾配の低下が示され，

水腎における腎機能の推定に有用である．また，

腎内局所におけるRI動態曲線は詳細な観察に役

立つ．

　4）　このように本処理を用いることにより，腎

における機能，形態両面から水腎症の病態の把握

に有用である．特に，腎実質障害の推定が可能な

ことから，診断，治療のみならず，経過観察，手

術適応の決定に役立っと考えられる．

　本論文の要旨は，第2回世界核医学会総会，第17回日

本核医学会総会において発表した．
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Summary

Functional　Images　of　the　Kidney　in　the　Obstructive　Uropathy

　　　Using　an　Anger　Camera　and　On－Line　Minicomputer

Tsunehiko　NlsHIMuRA＊・＊＊and　Kazufumi　KIMuRA＊

Division　ofNuclear　Medicine，　Osaka　University　Hospita／＊，

　　　〃a’io〃al　Cardio　vasc〃ノa”Ce〃er＊＊，　Osaka，　Jaρan

　　Functional　image　of　the　kidney，　the　parametric

map　of　the　regional　renal　function　was　developed

using　Iodine－131　hipPuran　sequential　scintigraphic

data．　An　Anger　camera　and　on－1ine　minicomputer

system　was　employed　for　the　data　processing．

Adynamic　curve　in　each　element　of　the　digitized

image　was　extracted　and　the　pertinent　parameters

（Cmax，　Tmax，　Up　Slope．，　Down　Slope，　Fixed

Time　Slope，　Compartments）were　calculated　to

display　as　parametric　maps　on　a　CRT．

　　In　this　study，43　cases　of　obstructive　uropathy

were　studied　and　the　functional　images　were

compared　with　the　findings　of　renogram，　scinti，

gram，　intravenous　pyelogram，　selective　angiogram

and　laboratory　data．　Forty－three　cases　of　obstruc－

tive　uropathy　were　divided　into　four　groups　of

hydronephrotic　change　by　intravenous　pyelogram，

i．e．，　l　l　cases　ofdilated　pelvis，80fatrophy　of　papi1－

1ae，160f　large　globar　calyces，8　0f　huge　hydro－

nephrosis．

　　In　generally，　in　the　case　of　hydronephrosis，

significant　delay　of　Tmax　and　increase　of　number

of　Compartments　were　demonstrated　in　image

at　the　hydronephrotic　portion．　These　portions

were　expressed　as　defect　area　in　the　image　of　Down

Slope，　in　which　the　remaining　cortex　with　normal

excretory　function　was　clearly　discriminated．　And

image　of　Up　Slope　reflected　renal　parenchymal

function　corresponding　to　the　degree　of　impair－

ment．

　　In　conclusion，　according　to　the　degree　of　hydro－

nephrosis，　each　parametric　map　showed　the　charc－

teristic　image　which　reflect　clinical　significance　in

obstructive　uropathies．　Moreover，　the　functional

images　in　the　obstructive　ui　opathy　were　applied

to　the　indication　of　operation　and　management

of　the　hydronephrotic　patients．

　　Key　words：　Functional　image，　Obstructive

uropathy，　Intravenous　pyelography
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