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《原　著》

i　3　i　1－OrthoiodohipPurate（1311－OIH）によるRenogramおよび

　　　　Cystogramと有効腎血漿流量（ERPF）の測定

前田　盛正＊　　山口　三男＊ 長谷川　隆＊　　吉田　　博＊

要旨1311－Hippuranによるrenogramを平行コリメーター装着ガンマーカメラで描かせ，体格から推定

した腎の深さの補正を行った1～2分値を投与量に対する百分率で求めた．

　また注射後30分の尿中排泄率を採尿法とカメラ法（膀胱部の体外測定）とで求めた．膀胱の深さの補正に

より，カメラ法は十分信頼しうることがわかった．

Renogramの1～2分値（％）と30分尿中排泄率（％）とは相関を示し，これらからERPFが推定できると

して，その換算式を示した．

　また膀胱部にガンマーカウンターをおき，Cystogramを描かせ，1分ごとの計数値を25分値から差引い

た値を片対数グラフにプロットし，時間的減衰曲線e－kのk値を求めた．このk値もERPFと相関がある．

1．はじめに

　腎の核医学検査は，形態診断と機能検査の両面

があり，これは他の画像診断すなわちX線CT

や超音波検査と異なる利点である．そのうち機能

検査として定評のあるrenogramはその歴史も古

く，その診断法には多くの工夫がなされている．

これらは大別してパターン認識と数量的把握とに

分けられるが，前者は一一asして正常か異常か，ま

たその程度が判定でき，町田1）の4型分類がその

代表的なものであり，これでrenogram検査の目

的はほぼ達せられたといってもよい．しかし数量

的診断ができればさらによいと考えられる．

　その数量的診断としては，T1／2が一般に用い

られ，これは簡単で最も信頼性があるものとされ

てい6’．しかしこれにあきたらず，腎の生理に基

づいての1311－Hippuranの排泄を，コンパートメ
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　　　　　大阪鉄道病院放射線科

　　　　　　　　　　　前　田　盛　正

ント理論によって数量的に解析する方法がいろい

ろ報告されているが，パラメーターの数が多く，

これらが複雑に影響し合うなどの短所があり，一

般臨床には広く用いられるに至っていない．

　腎の馬尿酸排泄機能は有効腎血漿流量ERPF

を示す．したがって1311・HipPuranを用いる

renogram検査からERPFを推定しようという試

みがあり，採尿採血による方法がいくつか報告さ

れているが，平川ら2）は採血を行わず注射後一定

時間後に採尿し，その尿中排泄率からERPFが

算出できるとしている．

　またSchlegelら3－’6）はガンマーカメラを用い，

renogram開始後1～2分値（％）からERPFが推

定できることを報告し，検査が短時間に終了しう

ることの利点を強調している．

　われわれは昭和56年以降，Schlegelおよび平川

の方法を採用し，慢性腎炎および高血圧症などの

患者約70名（術後片腎症例2および一側低形成腎

症例1を含む）について，renogramの1～2分値

および30分尿中排泄率（カメラ法と採尿法）から

ERPFを求めた．その結果Schlege1のERPF算
出式に若干の修正を加え良好な結果を得たので報

告する．
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1～2分値cpm×2．52×100×7．4

IL方　　法

　使用せる装置は東芝製大型ガンマーカメラ

GCA　202－3に高エネルギー用1，500ホール平行

コリメーターを装着し，島津製シンチパック230

に連結したものである．30分前に水300ccをの

ませ，検査直前に排尿させた後，患者を背臥位と

し，ベッドをへだててカメラを背部よりあてがっ

た．13il・HipPuran　250　pCi（9．25×106　Bq）を肘静

脈から急速に注射し，7．5秒ごとの腎イメージを

25分間，64×64マトリックスにて採取した．その

後患者を腹臥位にし，注射後30分の膀胱部のイメ

ー ジを1分間採取した．その後直ちに排尿させ，

その尿を採取し，ウェルカウンターによって投与

量に対する排泄率（ltt）を求めた．この際，排尿後

再びガンマーカメラによって膀胱部の残尿率を求

め，尿中排泄率を補正した．

　1311－HiPPuranの投与量は，カメラ法では注射

前後の注射器をベッド上におき，ガンマーカメラ

のcpmを測定することによって求め，採尿法で

はAloka製IGC－18型キュリーメーターにより

同様に測定した．なお，キュリーメーターとウェ

ルカウンターとの計数率比の測定も必要である．

　また東芝製レノグラム装置RDP－203－3のガンマ

ー カウンターを，心臓および膀胱部の上方約5cm

の所におき，注射後25分間の放射能の推移を記録

した．

　検査終了後，左右別に腎を囲む矩形のROIを

定めてrenogram曲線を作成した．バックグラウ

ンドとして各腎の下方に同程度の大きさのROI

を設け，面積比を考慮してバックグラウンドサブ

トラクションを行った．次いで，最大点（B点）ま

では，前後各3点計7点の，最大点以後は前後9

点計19点のスムージングを行った．膀胱部のcpm

にっいてもバックグラウンド除去を行った．

　スムージング後のrenogram曲線の起始部から

1～2分の1分間の数値を求め，次式によって

ERPF（R）を算出した．

1～2分値によるERPF・ml／min（R）＝

　　　投与量のcpm×e－o’11Y

　　　右腎　Y－13．3X＋0．7

　　　左腎　Y＝13．2X十〇．7

　　　　X一体重（Kg）／身長（cm）

　Yは腎の深さである．

　また，注射後30分の膀胱部のカメラcpmから

尿中排泄率を次式によって求めた．

　カメラ値による30分尿中排泄率％（b）＝

　　膀…胱部cpm×100

　投与量のcpm×e－o・11z

　　　Zニ14．7X－1．7

　　　X＝体重（Kg）／身長（cm）

　Zは膀胱の深さである．

　さらに30分尿中排泄率からERPFを算出する

には，7．4を乗じる．すなわち，

　30分尿中排泄率によるERPF（B）＝

　カメラ値による30分尿中排泄率（b）×7．4

　膀胱部の上方においたガンマーカウンターによ

って描かれたcystogram曲線から，1分ごとの計

数値を読みとり，25分値から差し引いた値を片対

数グラフに時間的減衰曲線として描き，その直線

的減衰部分（c－k）からk値を求めた．

HI．結　　果

　1）採尿法とカメラ法による30分尿中排泄率

　56例について，同時に採尿法とカメラ法を行い，

30分尿中排泄率を求めたが，Fig．1に示すごとく

良好な相関が得られた．

　2）腎1～2分値によるERPFと30分膀胱排泄

率によるERPF

　73例について，左右腎1～2分値によるERPF

の合計とカメラ法による30分尿中排泄率による

ERPFを求めた．　Fig．2に示すごとく良好な相関

が得られた．

　3）Cystoramgのk値と3C分尿中排泄率による

ERPF
　52例についてのk値とカメラ法による30分尿中

排泄率によるERPFとの相関は，　Fig・3に示すご

とき相関を得た．
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Fig．1　30　minute　excretion　rates　by　urine　sampling　method（u）and　external　counting

　　　（gamma　camera）method（b）
　　　　　　　　　　　urine　cpm　corrected　for　residual　urine
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100　　　　　　　　％（u）＝
　　　　　　　　　　　　　　　injected　cpm

　　　　　　　　％（b）一可㏄ぽ霊撒×1・・

　　　　　　　　Z＝14．7X－1．7　　X＝Kg　in　weight／cm　in　height

IV．考　　案

　1．腎およびバックグラウンドの関心領域

　　（ROI）のとり方

　本論文では腎のROIとして簡単のために矩形

を用いたが，Schlegel4・5）は肝の影響を少なくする

ために電子ペンで腎の形を描いている．右腎と肝

の重なりはそれでも避けられないが，矩形よりも

よいであろう．われわれも試みに約20例について

腎の形にROIをとり，バックグラウンドROIを

腎下方に円孤状にとって面積比を考慮してサブト

ラクションを行いERPFを算出したが，矩形に

比べ両腎とも平均約5％減となり，やや低くなる

が，著差を認めず，また左右差も認めなかった．

　またバックグラウンドのROIとしてわれわれ

は各腎の下方にとっており，Schlegelは両腎の中

下方にとっている．13il－HipPuranによるreno－

gramは腎血流を検出するのであるから，肝や大

動脈を含むROIをとり血流中の放射能を差引く

ことは誤りで，単に腎前後の組織中の放射能を差

引くことに止めるべきであると考える．例えば

腎のROIを腎の形にとり，バックグラウンド

ROIをその全周にとり，面積比を考慮してサブ

トラクションを行ってERPFを求めると，上記

円孤のROIに比べさらに右腎で26％，左腎で

14％，両腎合計で20％減と著しく減少し，ことに

右腎の減少率が著明であった．
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Fig．2　ERPF　calculated　from　30　minute　excretion　rate（B）of　the　bladder　and　1～2

　　　minute　uptake　rate（R）of　both　kidneys

　　　　　　　　ERPF（B）＝30　min　excretion％（b）×7．4

　　　　　　　ERPF（R）一器鵠i欝謡菩・1…7・4

　　　　　　　「ight　kid・・y　Y＝13・3X＋0・7　X＿逸亘甦鯉
　　　　　　　1eft　kidney　Y＝13．2X十〇．7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cm　in　height

　2・30分尿中排泄率によるERPFの推定につい

　　て

　尿路に閉塞のない場合，注射後一定時間の膀胱

尿中排泄率がERPFおよびGFRとよい相関を
示すことは平川およびSchlegelの報告するところ

であるが，採尿により排泄率を求める方法は，尿

の採取，希釈，ピペット操作，および放射能の計

測などの他，残尿に対する考慮も必要であり，大

そう繁雑である．

　膀胱を単純な形態の臓器と考えれば，ガンマー

カメラの計測値から深さの補正をすることによっ

て排泄率が求められるはずである．体重と身長か

ら腎の深さを推定するSchlege1の方法にならって

膀胱の深さを推定した．すなわち採尿法とカメラ

法の比を体重と身長との比（X）にプロットするこ

とにより補正値e－o・11zを求め，膀胱の深さZに

ついて，Z＝14．7X－1．7なる式を得た．われわれ

の症例では，この補正値は0．76（X－41．5kg÷

145．5cm＝0．285，　Z＝2．5　cm）～0．53（X＝81　kg÷

158cm－0．513，　Z＝5．8　cm）の間にあった．　Fig．1

に示したごとく，採尿法とカメラ法はよく一致す

る．したがってそれ以後はカメラ法のみによって

排泄率を定めている．採尿法では，複数の測定器

を使用することになるが，それぞれの測定器の経

時的変動の更正も苦労の多い仕事である。ガメラ

法では単一のガンマーカメラの，しかもその日の
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Fig．3　Coe缶cient　K　derived　from　cystogram（C）and　ERPF（B）．

計数率によって摂取率を算出するので，誤差が少

なく，かつ手技も簡単であり，採尿法よりもより

正確ではないかと考えている．

　尿中排泄率からERPFへの換算には，平川は

25，50および100分値について図表から読みとる

とし，その相関式は単純な一次式ではない．

　Schlege13）はカメラ法で残尿補正した30分の採尿

中の排泄率とクレアチニンクリアランスとの直線

的な比例を示すとしている．そして1311－Hippuran

の30分排泄率は健常人で71．2±5．3％という．わ

れわれは，症例の中で腎機能が正常と思われる症

例の成績から30分排泄率を67．6％とした．これ

は平川の図表から読みとれる30分排泄値とほぼ一

致する．ERPFの正常値を500　ml／minとすれば

500÷67．6＝7．4となり，ERPFの算出には30分尿

中排泄率に7．4を乗ずることとした．換算式が一

次式であるか否かは，われわれの少数例では判定

できないが，これについては後に考察する．

　3．Remgram　1～2分値からのERPFの推定に

　　ついて

　血中濃度や尿中排泄率などから算出される

ERPFは両腎の機能の合計であるが，　renogram

からは左右それぞれの分腎機能が推定しうること

に重要な価値がある．ことに初期の1～2分値で

左右のERPFが推定できることは，　Schlegelのい

うごとく非常な利点で，小児や重症患者の場合に

は是非本法を応用すべきであろう。

　Renogram曲線の解析において舟木ら？）は，　R
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5（T1／2）またはR7（最高値の75％になる時間）

が異常検出率が高く，最高値（B点）の計数値で

は検出率が劣るという．計数値そのものの診断的

価値が低いとされるのは，renogramにガンマー

カウンターが使用されたことによるものと考えら

れる．ガンマーカウンターは，線源と測定器の距

離によって計数値が大幅に変化する．これに反し

平行コリメーターを装置したガンマーカメラの計

数値は臨床的な使用範囲（線源カメラ間距離10～

20cm）では，距離による変化は無視しうる程度

である．

　またカメラ法によってROIを設定するので，

正確に腎を捉えることができることもカメラ法の

利点である．

　単純な形の腎では，その深さによる補正を加え

ることによって，その摂取率がカメラ法でかなり

正確に求められるものと考える．

　Schlegelら6）は腎の深さによる補正を行い，腎

の摂取率を次式によって求めている．

R・nal・pt・k・（・3・1－・IH）－1～2 蒜鵠＝ξ灘i㌶≡×1・・
　　　　weight　in　kg
X　＝ratio
　　　　height　in　cm

Y＝kidney　depth　in　cm

　しかし腎の深さの補正としてY2を乗ずること

は非論理的と考えられる．われわれは1311のエネ

ルギーからe－o・11Yによって腎の深さ（Y）の補正を

行った．この補正値は0．61（X＝41．5kg÷145．5　cm

　　　（

GFR＝

right　kidney　counts－background）＋（

Y（right）＝13．3X十〇．7

Y（1eft）＝13．2X十〇．7

＝0．285，Y＝4，5　cm）～0．44（X　・81　kg÷158　cm＝

0．513，Y・＝7．5　cm）の範囲にあった．

　最近Gates8）は99mTc－DTPAを用いて，　reno－

gramの初期値からGFRが推定できるとして，

1eft　kidney　counts－background
e－0．153（13．3（w／h）＋07） e－0．153（13．2（wlh）＋07）

preinjection　counts－postinjection　counts

　
　
　
　
×

）
｝

100×9．75621－6．19843

なる式を示している．われわれの考え方と全く同

じである．

　Renogramの初期のカウントやslopeがGFR

やERPFとよい相関を示すことは，他にも瀬戸9）

や町田1）も報告しているが，これをさらにSchlegel

やGatesのごとく，腎の深さを考慮することによ

り，その摂取率を求め，ERPFまたはGFRを推

定することは，renogramの数量的判定として望

ましいことと考える．細川ら10）は99mTc－DMSA

を用い，身長，体重および年齢から腎の深さを求

め，深さによる補正をした両腎の摂取率がERPF

と相関があると報告している．われわれと同様の

基盤に立つものといえよう．

　ちなみにSchlege1およびGatesが使用してい

る腎の深さの算出式X一体重／身長，Y（右）－

13．3X＋0．7から求めた計算値に正当性にっいて

簡単な検討を行った．すなわち肝のX線CTの症

例20例にっいて，3．6分の1の縮小像から腎の深

さを測定したものを実測値とし，計算値との比を

求めるに，1．08士0．23との実測値がやや大きい値

を示した．また実測値と計算値の差が士05cm

以内のものは12例，前者が0．5～1．Ocm大きいも

の5例，1．Ocm以上大きいものが3例であった．

　ともあれ本報告は，平川，Schlegelおよび

Gatesらの報告を総括的に考え，　renogramの1～

2分値（％）と30分尿中排泄率（％）からERPFへ

の換算という一連の過程の数式化である．そのう

ち30分排泄率からERPFへ換算する定数7．4に

ついては前に述べたが，1～2分値から30分排泄

率への換算定数2．52は約70例の症例から得られ

たものである．これは，1～2分間の計数値が2．52

分間つづいたことになる．腎機能の低下した症例

では血中濃度の高値が長く続くので，この値が大

きくなる可能性がある．とすれば30分尿中排泄率
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は腎機能の低下度以上の値となり，したがって

ERPFへの換算にも影響する．そう考えると尿中

排泄率とERPFの関係が一次式でない平川の報

告がよる正しい方向といえるだろう．しかし，A．

Piepsz11）によれば，　mean　transit　timeは腎の実質

性疾患では延長しないという．Schlege14”’6）は1～

2分値による腎の摂取率と30分尿中排泄率×体表

面積との相関を二次式で，30分尿中排泄率×体表

面積とuncorrected　PAHとは一次式で示してい

るし，Gatesは2～3分値とGFRとの相関に一

次式を用いている．本来PAHクリアランスを同

時に測定し，これとの相関を求めるべきであるが，

遺憾ながら現在は行っていない．

　また1311－HipPuranの場合にもGatesのように

2～3分値では如何としう疑問もありうる．しか

し1311－HippuranのTmaxは時に2～3分値に含

まれ，renogramの第二相としては1～2分間を選

ぶことが正しいと考える．このことは試みにB点

の計数値からERPFを求め膀胱値によるERPF

との相関を調べたが，1～2分値によるものの方

がよい相関を示したことからもいえよう．

　町田分類のM1型に属する症例はFig．2の400

m1／min以下の大部分がそうであるが，1～2分値

と膀胱値によるERPFがよい相関を示す．これ

らの症例ではTmaxが延長しているものがあり，

1～2分値でなく2～3分値をとれば当然算出され

るERPFは大きくなる．症例によっては20～

30％以上大きくなり，必然的に膀胱値による

ERPFとの相関が悪くなる．　T　maxが延長してい

るからといって，それらの症例に1～2分値でなく，

2～3分値を選んでもよい結果は得られない．

　4．Cystogramのk値とERPFについて
　肝のヘバトグラムが肝血流の指標とされている

ごとく，膀胱の25分間の蓄積曲線cystogramから

e－kを作図し，k値を求めたが，　k値もまた30分

膀胱カメラ値と相関を示す．正常値は約0．16で，

これは心臓からの送血量の16％が腎にいくことを

示すものと考えられる．

　なお，心臓部の計数値の減衰曲線もERPFと

相関を示すが減衰曲線e－kのk値は時間的に変化

し複雑であるので，さらに検討中である．

　5．1311－Hippuran検査のわれわれの方法と今後

　　の課題

　現在われわれは腎の1311－Hippuran検査には，

経時的イメージング（5分ごと4枚）の他，カメラ

法によるrenogramの作成とコンヒ゜ユーターによ

る自動的型分類，1～2分値および30分膀胱値に

よるERPFの算出を行い，　ERPFとしては30分

膀胱カメラ値のものを採用し，これを1～2分値

より左右腎のERPFに分けている。第2表に示

した症例は本法に習熟しない初期のものを含み，

分散が大きいが，最近のものはもっとよい相関を

示すようになっている．さらに1～2分値による

ERPFと30分膀胱値によるERPFとの差につい

ての検討や尿路閉塞のある症例への応用は今後の

課題である．

V．結　　論

　1）平行コリメーターを装着したガンマーカメ

ラの計数値は，線源からの距離の影響が少なく，

臓器の深さの補正をすれば，容易にその摂取率を

算出できるものと考える．

　2）注射後30分の膀胱への排泄率は，カメラ計

数値に膀胱の深さの補正を行うことにより，採尿

法とよく一致する．したがって排泄率からERPF

への換算がカメラ法でより簡単に行いうる．

　3）Renogram曲線の開始から1～2分の1分
間の計算値は，腎の深さの補正を行うことにより，

30分尿中排泄率と相関し，この値からもERPF

を推定することができる．

　4）膀胱の蓄積曲線から算出されるk値もまた

ERPFと相関がある．
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Summary

　　　　Estimation　of　ERPF血om　Renogram

and　Cystogram　Using　i3il－Orthoiodohippurate

Morimasa　MAEDA，　Mitsuo　YAMAGucHI，　Ryu　HAsEGAwA　and　Hiroshi　YosHiDA

Depa「’”lent　of　Radiolo8y，」∧万R，0ぷaka」UOSI）〃al

　　1311－Hippuran　renogram　was　obtained　by　the　use

of　a　gamma　camera　with　a　parallel　hole　collimator

and　the　first　1－2　minute　counts　were　expressed　as

percent　ofcounts　injected　after　the　depth　correction

was　made．　This　uptake　rate（％）correlates　closely

with　30　minute　urinary　excretion　rate（％）which

can　be　used　to　calculate　ERPF．

　　30minute　excretion　rate　in　the　bladder　by　ex－

ternal　counting（gamma　camera）method　showed

agood　correlation　with　the　rate　by　urine　sampling

method，　when　the　correction　of　bladder　depth　was

made．

　Therefore，　ERPF　can　be　easily　estimated　from

1－2minute　rate　on　renogram　or　30　minute　excre－

tion　rate　in　the　bladder　by　the　use　of　a　gamma

camera．

　　CoeMcient　k　derived　from　the　accumulation

curve（cystogram）on　the　bladder　also　showed　a

correlation　with　ERPF．

　Key　words：

i3il－OIH．

Renogram，　Cystogram，　ERPF，
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