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《原　著》

99mTc－DTPAによる相対的分腎血流・機能の定量的評価

一
腎の大きさおよび計数密度との比較一

瀬戸　　光＊　柿下　正雄＊

久田　欣一＊＊

二谷　立介＊　利波　紀久＊＊

　要旨　99mTc－DTPAとコンピュータを接続したシンチレーションカメラを用いる簡便な相対的分腎血流・

機能の定量的評価法を確立し，種々の一側性腎疾患でその臨床的有用性について検討した．（1）99mTc－DTPA

と13il－Hippuranによる相対的分腎血流・機能指標は非常に良い相関を認めた（r－0．974）．　（2）健常腎症例

（n二42）における相対的分腎血流・機能指標は左腎：52．2土2．5％，右腎：47．8士2．5％であり，性別では特

に有意な差は認めなかった．（3）一側性腎尿路系疾患（n－　28）および腎動脈狭窄症（n－5）においては，患側

腎の相対的分腎血流・機能指標ならびに相対的計数密度は健常腎に比べて有意に低値を示した（p＜0．001）．

しかし，腎の大きさでは腎動脈狭窄症の患側腎は有意に小さい値を示したが（p＜0．001），一側性腎尿路系疾

患では有意な差は認めなかった．

　以上のごとく，本法は一側性腎疾患の早期診断および患側腎の機能状態の評価ならびに経過観察に有用で

あることがわかった．

1．緒　　言

　1972年，KlopPerら1）が，99mTc－diethylenetria－

minepentaacetic　acid（99mTc－DTPA）による糸球体

濾過率の測定が可能であることを報告して以来，

諸家によりその有用性が認められている2～4）．さ

らに被曝線量も少なく腎動態イメージング用剤と

して広く普及している5～9）．しかし，今日まで

99rnTc－DTPAによる分腎機能の定量的測定法の報

告は少なく，その方法も一一一’i定していない10’12｝．一

方，従来からのX線学的検査である腎孟造影法で

は分腎機能の定量的評価は不可能であり，また，

尿管カテーテル法による分腎クリアランス測定も

手技が煩雑で一般化していない．

　本研究の目的は99mTc－DTPAおよびコンピュー
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ターを接続したシンチレーションカメラを用いる

簡便な相対的分腎血流・機能の定量的測定法を確

立し，種々の腎疾患症例でその臨床的有用性を評

価するとともに，腎の大きさおよびその計数密度

と比較を行なうことである．

II．放射性医薬品

　1）調整　99mTc－Sn－DTPAキット（第一ラジオ

アイソトープ研究所製），1バイヤルにDTPA　20

mg，　SnCl2・2H202．2　mgが含まれている．これに

Nag9mTcO4溶液を4～6　ml加えて良く振塗し，室

温で10～15分間放置して，99mTc－Sn－DTPAを調

整した（以下99mTc－DTPAと略す）．

　2）放射化学的純度および安定性　薄層クロマ

トグラフィー用固定層にはシリカゲルプレート

（和光純薬工業製），展開溶媒には生理的食塩水あ

るいはアセントを用いて，99mTc－DTPA調整後15

分，1時間，3時間に測定した．同時に99mTcO4一

および99mTc－Sn－colloidを展開して，99mTc－DTPA

溶液中にこれらが生成していないかを検討し
た．
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m．対象と検査方法

核医学　17巻7号（1980）

　1）対象　昭和53年3月から54年3月までの期

間に金沢大学医学部附属病院核医学診療科で

99mTc－DTPA動態イメージおよびレノグラムを施

行した患者の中で，臨床検査および腎孟造影法な

どで腎機能ならびに形態に異常を認めない健常腎

症例42名，水腎症および腎，尿管結石症を含めた

一側性腎尿路系疾患28名ならびに腎動脈狭窄症5

名を定量的評価の対象とした．その内訳および性

別ならびに年齢はTable　1に示した．

　2）検査方法　装置は低エネルギー用高分解能

コリメータを装着させた大型シンチレーションカ

メラ（東芝製GCA　401）を使用した．

　検査30分前に患者に排尿させた後，水300m1を

負荷した．患者はテーブル上で背臥位とし，検出器

をテーブルの下に配置し，心臓および左右腎領域

がカメラの視野に入るようにした．99mTc－DTPA

は約80～120μCi／kg体重，前腕の静脈から静注

した．イメージングはガンマイメージャーを用い

て，血管相は静注10秒後から5秒ごと，6枚その

後の腎連続イメージは3分ごと，6枚それぞれ半

切X線フィルム上に撮像した．

　データは1フレーム20秒，合計60フレーム，記

憶容量32　K　Byte，磁気ディスク容量2．4　M　Byteの

核医学データ処理装置DAP　5000　N（東芝製）に，

1フレーム，64×64Matrix　pointsで収録した．

データ処理はCRT上の左心室，両腎，腎のバッ

クグラウンドとして腎周囲および左腎下方の合計

Table　l　Classification　of　cases

No．　of
　　　　Age（yr．）　（Range）
cases

6箇所を関心領域（RODとしてライトペンで設

定し，各領域の時間・放射能曲線ならびに各領域

の20秒ごとのカウントを得た．

IV．定量的評価法

　1．腎外の放射能の影響の検討

　腎周囲の臓器の放射能の腎への影響を検討する

ため，Fig．1に示したごとく，左心室（H），脾臓

（S），肝臓（L），左腎（R）に関心領域を設定し，各

領域の時間・放射能曲線を得た．静注80秒以降で

は脾臓，肝臓の時間・放射能曲線が緩徐になり，

腎への影響が少なくなることがわかった．バック

グラウンドを補正したレノグラム，R（t）のピーク

時間は通常200秒前後であり13），通常トレーサー

の腎からの排泄が無視できる静注後80～140秒ま
での腎のカウント，∫ll°R（・）d・を欄的分馴

流・機能指標の計算に使用した．

　2．腎のバックグラウンド（BG）の検討

　Fig．2に示したごとく腎のBGとして腎周囲

（Br）と左腎下方（B）の2箇所を設定して，一側性

腎摘出者5名，一側無機能腎患者18名の合計23症

Count

Diagnosis

Normal

　Male
　Female
Unilateral

　Hydronephrosis
　Ureteral　StOne

　Renal　stone

Renal　artery　stenosis

42

28
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36．5土13．7　　（14－59）

38．5土13．9　　（15－59）

33．5：と13．1　　（14－57）

48．7土17．9　　（14－77）

49．1±19．1　　（14－77）

46．3土16．9　　（23－68）

47．0：｝：18．4　　（34－60）

39．4：ヒ14．3　　（25－58）

80　140sec Time x　20　sec

（Mean土1sd）

Fig．1　Time－activity　curves　in　various　organs．

　　　H：Left　ventricle　of　the　heart，

　　　L：　Liver，　S：　Spleen，　R：　Kidney
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Table　2　Calculated　relative　separate　renal　perfusion

　　　　and　function　ratios　of　the　healthy　kidneys　by

　　　　various　back　ground　corrections　in　23　patients

　　　　with　unilateral　nonfunctioning　kidney　or

　　　　nephrectomy．

R・1・fBG　p蕊麟艦言霊）H呈D一

　　　　96．6±3．6

　　　　87．7：t7．9

Healthy　kidney

Diseased　or　nephrectomized　side

801

Br

B

　　　H：

　　　D：

例において健側腎の相対的分腎血流・機能指標を

算出した．腎は一側のみ機能を有しているから理

論的には健側腎の相対的分腎血流・機能指標は

100°、、になる．Table　2に示したごとく，腎のBG

をBrとすれば96．6土3．6％となり，ほぼ100％

に近い値となるが，Bの場合は87．7土7．9％と低

値を示し，腎のBGとしてはBrがBより妥当

であることがわかった．従って腎のBGの補正に

はBrを使用した．

　3．相対的分腎血流・機能指標

　腎の時間・放射能曲線からBGの放射能を差し

引いた真のレノグラム，R（t）の静注80～140秒の
カウント・∫lt°R（・）d・を左右腎のそれを合計した

総カウントで徐して，％で表示した．

籔…蕪薮蕪

．圏…’

Fig．2　Regins　of　interest　from　an　image　on　the　CRT．

　　　R：　Kidney，　B，　Br：Back　grounds　of　the

　　　kidney

　4．1311－Hippuranとの比較

　14名の患者で99mTc－DTPAおよび1311－HipPuran

レノグラムを施行し，相対的分腎血流・機能指標

の比較を行なった．

　5．腎の大きさおよび相対的計数密度

　腎の大きさはCRT上，ライトペンでおのおの

の腎に関心領域を設定し，Matrix　points（以下

MPと略す）で表示した．また，相対的な腎の大

きさは腎のMPを合計した値でおのおのの腎のそ

れを除して求めた．相対的計数密度（％）はおの
おのの腎のカウント・∫ll°R（・）dtをそれぞれの腎

の大きさ（MP）で除し，左右腎のそれを合計した

値を100％として表わした．

V．結果および症例

1．99mTc－DTPAの安定性

Fig．3に調整1時間後に生理的食塩水およびア

Saline、

∋三

Ac●tone

θ
1
↓

Fig．3　Thin－layer　chromatogram　of　99nlTc－DTPA

　　　developed　with　physiological　saline　and　acetone

　　　at　l　hour　after　preparation．
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セトンで展開した99n1Tc－DTPAの薄層クロマトグ

ラムを示した．遊離の99mTcO一や991nTc－Sn－colloid

の生成はほとんど認めず，3時間後も放射化学的

純度はほぼ100％であった．生理的食塩水で展開

した場合，Rfは約0．62であった．

　2．99mTc・DTPAと1311－HipPuranの比較

　14名の患者で左腎の相対的分腎血流・機能指標

の比較を行なった．相関係数はr－0．974と非常に

良好であり，回帰式はy－0．92x＋5．9であった
（Fig．4）．

　3・相対的分腎血流・機能指標，腎の大きさお

　　　よび相対的計数密度との関係

　Table　3に示したごとく，相対的分腎血流・機

能指標は健常腎42症例では左腎：52．2士2．5％，右

腎：47．8士2．5％であった．性別では特に有意な差

は認めなかった．しかし，一一側性腎尿路系疾患お

よび腎動脈狭窄症では，患側腎の相対的分腎血

流・機能指標はそれぞれ，34．2±11．6％，20．2士

13．0％と有意に低値を示した（p＜0．OO　1）．

　相対的な腎の大きさは健常腎症例においては左

腎：5L5土2．0％，右腎：48．5±2．0％であり，左腎

の方がわずかながら高値を示した．一側性腎尿路

系疾患では健側腎：5L8±4．4？6，患側腎：48．2土

4．4％であり，健常腎症例と比較して，有意な差

は認めなかった．腎動脈狭窄症は患側腎：34．8土

8．4％と有意に低値を示した（p＜0．001）．

　腎の大きさ（Matrix　points）は健常腎症例では

左腎：167．3土20．6MP，右腎：158．7土21．8　MPで

あり，性別では女性は男性に比べて，両腎とも若

干低値を示した（p＜0．05）．一’側性腎尿路系疾患

では健側腎：165．2±29．lMP，患側腎：157．5土33．8

MPであり，健常腎と比較して有意な差は認めな

100
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　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　r，R・1000　　　1－Hippur・n

Fig．4　Comparison　of　relative　separate　renal　perfusion

　　　and　function　ratios　of　99mTc－DTPA　with　l311－

　　　Hippuran．

Table　3 Comparison　of　renal　size，　count　density，　and　relative　renal　separate　perfusion　and　function　ratio　in

various　unilateral　renal　diseases．

Diagnosis
　　　　Renal　size

Matrix　points

Relative　count
density（％）

Norma1
　（n＝42）

　Male
　（n－25）

　Female
　（n－17）

Unilateral

　（n・＝・・28）

Renal　artery

stenosis（n＝5）

L
R
L
R
L
R
H
D
H
D

167．3士20．6

158．7士21．8

173．0士20．7

165．9土20．2

158．5：｝：17．5

147．4士19．8

165．2土29．1

157．5士33．8

172．8士30．1

＊92．8：と28．0

5L5土2．0
48．5：｝：2．0

51．1土1．8

48．9土1．8

52」：』2．2

47．9士2．2

51．8士4．4

48．2土4．4

65．2土8．5

＊34．8：と8．5

50．9i　2．5

49．1±　2．5

51．3土　2．4

48．7⊥　2．4

50．3－t　2．7

49．7：土　2．7

64．4±11　．0

＊35．6士1LO

70．1二｝二　9．9

＊29．9二E　9．9

L：Left　kidney　　　　H：Healthy　kidney

R：Right　kidney　　　D：Diseased　kidney　　　　＊：Significantly　decreased（p＜0．001）
∫：：°R（・d・（％）・R・1・・ive・ep・・a…enal　p・血・i・nand　fun・・i・n・a・i・

∫　140　　R（t）dt（°／。）

　80

　　52．2L　2．5

　　47．8土　25
　　52．5士　2．4

　　47．5］二　25

　　51．9⊥　2．6

　　58．1士　2．6

　　65．8tll．6

　　＊34．2止1L6

　　79．8ti：13．0

　　＊20．2二t13．0

（Mean－i　lsd）
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かった．しかし，腎動脈狭窄症では患側腎：92．8

士28．OMPと有意に低値を示した（P〈0．001）．

　相対的計数密度は健常腎症例では左腎：50．9圭

2・5％，右腎：49．1土2．5％であり，左腎がわずかな

がら高値を示した．性別では特に有意差は認めな

かった．しかし，一側性腎尿路系疾患および腎動

脈狭窄症では，患側腎でそれぞれ35．6土11．6％，

29．9土9．9％であり，健常腎と比較して有意に低

値を示した（p〈0．001）．

　4．症　　例

　〔症例1〕　健常腎，36歳，女性（No．669）

　Fig．5は99mTc－DTPA腎連続イメージとそのレ

ノグラムであり，両腎の血流，機能，排泄相は良

好に保たれている．相対的分腎血流・機能指標は

左腎：52．3％，右腎：47．7％であり，相対的な腎の

大きさおよび計数密度はそれぞれ，左腎：51．4％

（170MP），50．9％，右腎：48．6％（161　MP），49．1％

であり，いずれも正常範囲であった．

　〔症例2〕　右水腎症，23歳，女性（No．549）

　Fig．6に99mTc－DTPA腎連続イメージとレノ

グラムを示した．右腎の排泄相は著明に延長する

803

も，血流および機能相は比較的良好に保たれてい

る．相対的分腎血流・機能指標は左腎：58．1％，右

腎：41．9％であり，右腎の血流および機能が左腎

に比べて軽度低下していることが容易にわかる．

相対的な腎の大きさおよび計数密度はそれぞれ，

左腎：53．0％（175MP），55．1％，右腎：47．0％（155

MP），44．9％であり，健常腎と比較して，有意な

差は認めなかった．

　〔症例3〕右腎動脈狭窄症，51歳，女性（No．615）

　Fig．7の99mTc－DTPA腎連続イメージでは右

腎は小さいが排泄相は良好に保たれている．レノ

グラムでは血流，機能相が著明に低下しているの

がわかる．相対的分腎血流・機能指標は左腎：

87．7％，右腎：12．3％と右腎の血流および機能が

著しく低下している．相対的な腎の大きさおよび

計数密度は左腎：67．8％（177MP），77．2％，右腎：

32．2％（84MP），22．8％であり，右腎が著明な低

値を示している．

　〔症例4〕左腎結石症，34歳，女性（No．119）

　Fig．8－Aは手術1日前の99mTc－DTPA腎連続

イメージとレノグラムである．レノグラムでは左

ト
み
　
シ
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霊
耀
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CH　2

　　　　　10－13min・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1「ime

a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b

Fig．5A　case　of　norrnal　renal　function，36・year－old　female．

　　　　　a：99mTc－DTPA　serial　renal　images

　　　　　b：99mTc・DTPA　renogram

x20　sec．

Presented by Medical*Online



804

弩篭

　1－4min．

螺麟’．

葺纂

7・－1emin．

華シ

核医学　　17巻7号（1980）

e”

4鍾7min．

轡

葦）

Count

50草P

4〔）能

3〔be

3［tEt・

10CJS：・

CH

5〔旧「

4〔〕（冗

300

ZJOCsil

1FJee．

　　　　　　　　　　　　　　　CH
　　　　lO－13min歯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Time

a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b

　Fig．6　A　case　of　right　hydronephrosis，23－year－01d　female．

　　　　　a：99mTc－DTPA　serial　renal　images

　　　　　b：99mTc－DTPA　renogram
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Fig．7　　A　case　of　right　renal　artery　stenosis，51－year－old　f＞male．

　　　　　　a：99mTc－DTPA　serial　renal　images

　　　　　　b：99mTc－DTPA　renogram
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R
12．3

腎の機能相は平担化しており，排泄相も中等度遅

延している．相対的分腎血流・機能指標は左腎：

38．6％，右腎：61．4％であり，左腎の血流および

機能が軽度低下しているのがわかる．相対的な腎

の大きさおよび計数密度はそれぞれ，左腎：54．2％

（179MP），34．7％，右腎：45．8％（151　MP），65．3％

Presented by Medical*Online



奨
，
嵯
鷲

迎ぷ寧　‘

1－41ni1、吟

　

輪

竺
曇
酬

アー10min．

　　a
Fig．8・A

99mTc－DTPAによる相対的分腎血流・機能の定量的評価

ポ’

嬢篭

4－7min．

慕曝

10－13mln．

Count

805

CH
609

5fOら

4es

3e6

200

106

CH　2

38．6

Time

　b
Acase　of　left　renal　stone（pre－operative　state），34－year－01d　female．

a：99mTc－DTPA　serial　renal　images

b：99mTc－DTPA　renogram
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Fig．8・B　Acase　of　left　renal　stone（post－operative　state）

　　　　a：99mTc－DTPA　serial　renal　images

　　　　b：99mTc－DTPA　renogram

46．1

　6e
X20　sec

であり，相対的計数密度は左腎の方が低下するも，

左腎の大きさは正常範囲であった．腎切石術後20

日目の99mTc－DTPA腎連続イメージとレノグラ

ム（Fig．8－B）では左腎の機能，排泄相は著明に改

善しており，相対的分腎血流・機能指標も左腎：

53．9％，右腎：46．1％と左腎の血流および機能が

Presented by Medical*Online



806

正常範囲に同復していることがわかる．

VI．考　　案

核医学　17巻7号（1980）

　相対的分腎血流・機能の定量的測定において問

題になるのは正確なバックグラウンドの放射能の

補正と定量評価の計算に採用する時間である．腎

静態イメージング用剤や1311－HiPPuranによる分

腎機能の定量的測定においては99mTc－DTPAと

比較して，撮像時にはバックグラウンドの放射能

が低いため磐部14）や両腎間15）の領域をバックグ

ラウンドの補正に使用可能であったが，99mTc－

DTPAではFig．2に示したこ示したごとく腎周

囲にバックグラウンド領域を設定することが不可

欠であった（Table　2）．99mTc－DTPAにおける腎

のバックグラウンドの補正領域として腎摘出部位

が適当であるとの報告16）もあるが，この部位の腸

管の血流の影響17）も無視できず，さらに腎自体に

よるγ線の吸収も考慮にいれねばならず，必ずし

も理想的な部位とはいえない．

　評価に採用する時間に関しては，トレーサーが

腎に蓄積されており，かつ腎から排泄されない時

間であることが必要である．通常，静注3分以内

は腎からの排泄は無視できる18・19）．さらに腎周開

の臓器の血流の影響（Fig．　Dおよび腎内血流の影

響の少なくなる，静注80秒以降が好しい20）．従っ

て，定量的評価には静注後80～140秒間を使用し
た．

　腎の大きさはTable　3に示したごとく，左腎の

方が右腎と比較して若干大きな値を示した．性別

では男性の方が女性に比べて有意に大きな値を示

した（p＜0．05）．これは解剖学的21）に左腎の重量

が右腎に比べて数％重く，さらに性別でも男性の

腎の方が女性の腎に比べて若干重いためと考えら

れた．相対的分腎血流・機能指標は健常腎症例で

は左腎：52．2士2．59。，右腎：47．8土2．5％であり，

性別では有意な差は認めなかった．腎の相対的計

数密度も相対的分腎血流・機能指標とほぼ一致し

た結果を得た．これらの左右差は腎重量の左右

差に帰因する可能性もあるが，犬における実験で

は99mTc－DMSAの腎摂取率は摘出腎での計測で

は有意な右左差はなく22），人間における体外計測

による99mTc－DTPAの健常腎の摂取率の数゜。の左

右差は，右腎の肝臓の放射能が影響するため，腎

の周囲にバックグラウンド領域を設定してバック

グラウンドの放射能を補正する際，右腎の計数を

左腎に比べて若干引き過ぎる可能性があること，

X線CT像で体後壁からの左右腎の深さを測定す

ると，右腎が左腎に比べて約2．5mm深く位置し

ており，これを補正していないことの二つが原因

となって，左右差が生じてきた可能性の方が高い．

しかし，これを補正することは困難であり，さら

に臨床上，一側性腎疾患を評価する際，健常腎に

おける数゜。の左右差は問題にならなかった．

　疾患群別にみると，水腎症や尿管結石症などの

一側性腎尿路系疾患および腎動脈狭窄症では相対

的分腎血流・機能指標および相対的計数密度は健

常腎と比較して，有意に低値を示した（p〈0．00り．

さらに腎動脈狭窄症の患側腎の大きさも有意に小

さい値を示した（P〈0．001）．しかし，一一’側性腎尿

路系疾患では患側腎の大きさは健常腎と比較して，

有意な差は認めなかった．この原因の一つとして，

われわれの症例では腎動脈狭窄症の症例では診断

がつくまでに長期間を要した可能性があり，水腎

症や尿管結石症の症例では発熱や疹痛を主訴とし

たため，比較的に早期に診断がついたことが考え

られる．しかし，腎動脈狭窄症でも患側腎の大き

さの減少していない症例や，逆に水腎症では腫大

していたり，長期間の閉塞機序により萎縮してい

る症例も臨床上，経験しており，腎の大きさの評

価だけでは腎の血流・機能の早期の変化を評価で

きない欠点がある．

　Fig．4に示したごとく，99mTc－DTPAと1311－

Hippuranの相対的分腎集積率は非常に良い相関

を認めた．1311・HipPuranの分腎の集積程度と

85Sr－Mcrospheresの分腎への分布程度とは非常

に良い相関（r－0．94）があり15），99mTc－DTPAの

相対的な分腎への集積程度は糸球体機能ばかりで

なく，血流が関与していることと考えられる．一

方，1311のγ線のエネルギーは364KeVと高く，

シンチレーションカメラに不適であり，良い画質
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99mTc－DTPAによる相対的分腎1‘L派・機能の定量的評価

のイメージを撮像できないが，99mTc－DTPAでは

エネルギーがカメラに適しており，半減期も短か

く，mci単位で静注できるため良い画質のイメー

ジを得ることができ，血流，機能，排泄相を容易

に評価できる．さらに，統計精度の良いレノグラ

ムを得ることができる利点がある．従来からの腎

静態イメージング用剤である197HgCl223）や99mTc－

DMSA24）による分腎摂取率測定では，健常腎に

おいては左腎の方が右腎と比較して，わずかなが

ら高値を示しており，99mTc－DTPAによる相対的

分腎血流・機能指標の結果と良く一致している．

99mTc－DMSAでは一側性の高度の水腎症がある

とトレーサーが腎孟尿管系に貯留するため患側の

放射能が高くなり，機能を過大評価する欠点があ

る24・25）が，99mTc－DTPAによる本法ではその可能

性はない．しかし，両側性の高度の腎機能低下を

きたした症例では，99mTc－DTPAの肝脾への分布

が著明になり，腎のバックグラウンドの放射能の

正確な補正が困難になの欠点がある．ここで対象

とした一’側性腎疾患症例では健側腎の機能が良好

に保たれているため，分腎機能の定量的評価には

問題を認めなかった．

VII．結　　語

　99mTc－DTPAによる腎動態イメージを撮像する

とともに相対的分腎血流・機能指標の定量的評価

を行なった．本法は，排泄障害の影響を受けない

利点があり，i3il－Hippuranの分腎集積程度と非常

に良い相関（r－0．974）を認めた．健常腎症例にお

ける相対的分腎血流・機能指標は左腎：52．2土

2．5。，，右腎：47．8土2．59、，であり，性別では特に

特意な差は認めなかった．しかし，一側性腎尿路

系疾患（n－28）および腎動脈狭窄症（n＝5）では

患側腎の相対的分腎血流・機能指標は有意に低値

を示した（p＜0．001）．以上のごとく，一側性腎疾

患の早期診断および術前術後の血流，機能の定量

的評価に本法が役に立つことがわかった．

　本論文の要旨の一・部は，第19回日本核医学会総会（1979

年，東京）で発表した．
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Summary

Quantitative　Evaluation　of　Relative　Separate　Renal　Per血1sion

and　Function　with　Tc－99m－DTPA：AComparison　with　Renal
　　　　　　　　　　　　　　　　Size　and　Co皿t　Density

Hikaru　SETo＊，　Masao　KAKIsHITA＊，　Ryusuke　FuTATsuYA＊，

　　　　　　　　Norihisa　ToNAMI＊＊and　Kinichi　HlsADA＊＊

＊L）epart〃1θnt　OゾRadio　lo8y，　Fa‘’U”γof　Medici’le，　Toya〃laルfedical　a〃∂Pharmaeeutical｛ノ，liver、S’ity，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2630Su8ita〃i，　TOJ，a〃lc’．930－0ノ

　　　　　＊＊1）epa’・t〃le’lt　of∧luclear」IS4redicine，　Sclloot（’fルfedici〃e，　Ka〃aZa　U，a　（ノ’livρ1’、S・it．Y，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13－1Takara－〃iachi，　Ka〃aza　wa．920

　　Anew　method　of　quantitative　measurement　of

relative　separate　renal　perfusion　and　function，

using　Tc－99m－DTPA　and　a　scint川ation　camera

interfaced　to　a　computer　was　evaluated　in　various

unilateral　renal　diseases．

　　1）　Relative　separate　renal　perfusion　and　func－

tion　ratios　with　Tc－99m－DTPA　were　correlated

well　with　I－131－Hippuran（r－0．974）．

　　2）　Normal　values　in　the　subjects　with　healthy

kidneys（n＝42）were　as　fOllows；Left　kidney：

52．2士2．5％，Right　kidney：47．8土2．5％．No　signifi－

cant　difference　was　noted　between　sexes．

　　3）　Relative　separate　renal　perfusion　and　func－

tion　ratios　and　count　densities　of　the　diseased

kidneys　in　unilateral　obstructive　uropathy（n＝28）

and　renal　artery　stenosis（n＝5）were　significantly

decreased（p＜0．001）in　comparison　with　normal

kidneys．　Renal　sizes　of　the　diseased　kidneys　in

renal　artery　stenosis　were　also　significantly　de－

creased（p＜0．001）．　However，　no　significant　de－

crease　was　noted　in　unilateral　obstructive　uropathy．

　This　method　is　simple，　atraumatic　and　of　great

clinical　value　to　detect　unilateral　renal　disease　and

to　evaluate　or　follow－up　the　functioning　state　of

the　diseased　kidney．

　　Key　words：99mTc－DTPA，　Separate　kidney　func－

tion，　Quantitative　evaluation
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