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《原　著》

小児肝硬変のRI　hepatogramによる評価

小川　富雄＊　駿河敬次郎＊

荒川　佳也＊＊

長瀬勝也＊＊　飯田　　進＊＊

　要旨　小児肝硬変は胆道閉鎖症，乳児肝炎，先天性代謝異常などに合併することが多く，重篤な合併症の

原因となる．RI　hepatogramによる肝血流動態の測定法を開発し，肝硬変の評価に有効性を確認した．方

法は1～5mCiの99mTcO4一を上肢静脈よりbolus静注し肝右葉正面に設定した関心領域のtime　actMty

curveを作製し，約1分で出現するpeak値からの減衰速度をpeak値に対する8分値の比率により表示し

比較する．年齢は0歳から18歳の小児肝疾患46例に再検例を含め64回の本検査を行った．49％から98％

までの値をとり，肝硬変の程度とよく相関し，肝生検の線維化とも有意に相関した．本検査値が80％以上

の値となると肝硬変の進行を示し，ほとんどの例で（10／11）消化管出血を併発した．本法は肝硬変に伴う肝

血流動態の変化，ことに静脈系の環流障害をよく反映し，肝硬変の進行が予想される例に経時的に測定する

ことにより，消化管出血を予測することができる．

合併症の予知に有効と考えられる．

1．はじめに

　小児において肝硬変は胆道閉鎖症，乳児肝炎，

先天性代謝異常などに合併することがある．胆道

閉鎖症では近年治療成績が向上し，長期生存例が

増加している．しかし手術治療を行って良好な胆

汁流出を得ている症例においても，肝硬変への進

行と門脈圧充進症，およびそれによる食道静脈瘤

などの重篤な合併症の発症をみることがあり，問

題となっている．このような術後経過を追跡し，

早期に治療を行うためには，肝硬変を適切に評価

することが必要である．この目的でわれわれは小

児の特殊性を考慮し，容易に行える検査方法を検

討し，RI急速静注法による肝血流動態測定法を

開発した．この方法は小児にも実用性があり，こ

とに肝硬変に伴う消化管出血とよく相関し，この
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IL　対象・方法

　対象は胆道閉鎖症31例を含む小児肝疾患の46例

で，再検例を含め64回の本検査を施行した（Table

1）．年齢は新生児から18歳まで平均2．8歳の男・

女児である．

　方法は1～5mCiの99mTcO4一を上肢静脈より

急速静注（bolus　injection）し腹部正面のシンチカ

メラにより放射能を測定する（Fig．1）．1秒ごと

のフレームで10分間のデータをコンピューター

（Sintipac　2400）に収録する．肝右葉に広く関心領

域（ROI）を設定し，この部位でのtime　activity

curveを作成する．これはFig．2のようになる．

肝右葉では一般的に約15～20秒で動脈相による小

さなpeakが出現し，約60秒で門脈相による最高

値となり，以後は徐々に下降する．この下降の速

度は症例によって大きく異なり，約8分で症例に

よる差は最大となることが明らかとなった．そこ

でこの下降の減衰率を8分放射能（C）の最高放射

能（P）に対する比A（clearance　rate）＝C／P（％）と

して算出し，これを比較した．
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Table　l　Cases　of　RI　hepatogram

22巻6号（1985）

Diseases Age Exams　（Cases）

Biliary　Atresia　　　　O－16y

CBD　　　　　　　　2　m－16y

Neonatal　Hepatitis　2　m－7　m

Prehepatic　PH　　　gy－18y

Liver　Tumor　　　O－1　m

Biliary　Hypoplasia　2y

Other　Liver　Dis．　　10　m－11y
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4 （31）

（6）

（2）

（2）

（2）

（1）

（2）

Total 0－18y 64 （46）

mean　age；2．8　y 1982－Oct．1984

　　　　　　　IIL結　　果

　8分値は症例によりpeak値の49．3％から98．0％

までの値をとった．臨床的に肝硬変のない例では

低値をとり，肝硬変の進行した例では高値をとる

傾向がみられた．症例1は生後2か月，回復期に

ある乳児肝炎例で，peakからの下降は速く，8分

ではpeakの53．7％となっている（Fig．3）．症例2

は8か月，胆道閉鎖症で，肝は硬く触知し，脾腫

も進行していた．Peakのあと下降は遅く，8分

Place　of　ROI

Set　the　Gamma　Camera　over　patient

　　　l
Bolus　injection　of　ggMTcO4－1－5　mCi　i．v．

　　　1
Data　collect　for　10　min．1s㏄1frame

　　　↓

Place　ROI

　　　↓
Time　activity　curve

　　　↓
Ratio，　counts　at　8　min／peak　counts×100％ 八

Fig．1　Method　of　RI　hepatogram．

　↑
counts

P

C

A一卿（％）

　　　　　　　　　　　　　　8min　　　10min・→t
Fig．2　Time　activity　curve　of　ROI　on　Iiver　right　lobe．
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Table　3　Correlation　of　RI　hepatogram（A）and

　　　　liver　fibrosis（F）in　15cases

　　　　A
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IV：
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　　　　A：Fp＜0．01
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70．1－80．0　　　　　　　　　　　2：

80．1≦　　　　　　　　　　　3：

F

9

no　fibrosis

mild

moderate

severe

Table　4　RI　hepatogram　and　GI　bleeding

　　　　　　　Gl　　　　　　　GI
A（％）　CBA　　bleed－Others　bleed－

　　　　　　　1ng　　　　　　　lng

Diseases
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　　　　　A（8min）＝93．5％

　　Fig．4Case　2，8mFCBA．
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Hemangioma
Hypoplasia
Hematoma
CBD
Prehepatic

　PH
CBD

Tota1　　46 12 18 4

Table　2 Classification　of　result　of　RI　hepatogram

（A，％）

A（％） Exams

90．1－98．0

80．1－90．0

70．1－80．0

60．1－70．0

49．3－60．0
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Total 64

では93．5％となっている（Fig．4）．

　この8分値を，10％ずつ5段階に分類した
（Table　2、．低値をとる例は肝は軟らかく門脈圧充

進症状はなく，高値をとる例では肝は硬く触知し，

腹壁静脈怒張，腹水，消化管出血などの症状を強

く現わしている傾向が見られた．

　手術時に肝生検を施行し，同時期に本検査を行

った15例につき，肝線維化の程度（F－0～3）1）と本

検査の段階（A－1～4）を比較したところ有意の相

関が認められ（A：F，p〈0．01，　Table　3），本検査は

肝線維化の程度を反映する検査法であることが示

された．

　本検査値と消化管出血（食道，腸痩，その他）

の有無を対照させた（Table　4）．胆道閉鎖症46例

では，出血例12例は70％以上に限られ，ことに

80％以上をとったll例中10例に検査時期に前後し

て出血が出現している．他疾患で高値をとった例

では，80％以上の2例はそれぞれ肝内多発血管腫

と，肝内血腫で消化管出血はなくRIの肝内プー
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　　　　1st　exam，　　　　　　2nd　exom，　　　　　3rd　exom，

Fig．5　Change　of　RI　hepatogram　by　multiple　trials

　　　and　GI　bleeding．

ルにより高値を示したと考えられる．1例は胆道

低形成で，肝硬変による出血であった．60％台の

7例中の出血例3例はすべて肝前性門充症であっ

た．このように本検査はび漫性肝障害に伴って進

行する肝硬変による門脈圧充進症によく対応し，

80％以上の値では，門充症による消化管出血の危

険域に相当する．

　本検査を2回以上施行し，経過を追跡した14

例をみると（Fig．5），肝硬変の進行により検査値

が上昇し80％以上となった4例では，上昇後3か

月以内に，消化管出血が出現した．このことから

本検査を胆道閉鎖症術後の追跡に定期的に施行す

ることにより，消化管出血の出現を予想すること

が可能である．

IV．考　　案

　小児肝胆道疾患の中でも，胆道閉鎖症は予後の

悪い疾患の一つであり，近年，治療成績は向上し

ているもののいまだ完治には至らない例が多数存

在する2）．本症術後長期生存例の増加とともに，

肝硬変から門充症を発症する例が増加し，治療上

の問題となっている．門充症が進行すると食道静

脈瘤，腸痩や他の消化管からの大量出血などの重

篤な合併症を起こすため3），本症術後の患児の追

跡には，門充症の程度を把握することが必要であ

る．小児門充症の診断には成人で行われている各

種の方法が可能ではあるが4），実際施行上は患児

の体動，侵襲の大きさなどから困難を伴い必ずし

も全例に容易に行うことはできない．このため今

回のRI　hepatogramを小児に応用し5），その実

用性を検討したものである．肝のアイソトープ診

断のなかで6），肝の血流を測定し，門充症を診断

する方法は数種発表されている7，8）．このような

各種の方法は門充症によって多様に変化する肝血

流動態の一面を測定しているものであり，それぞ

れ実用性を持っている．実際上は，目的に応じて

各法の特長を考慮し，選択して実施すべきもので

あろう．

　今回われわれが開発した方法は，少量の

99mTcO4一を急速静注し，心臓から血流によって

分散するアイソトープの肝における集積，拡散を

測定し，拡散の減衰率を比較することにより肝硬

変の程度を計測するものである9）．

　肝硬変では肝静脈の部分的狭窄，屈曲，閉塞，

位置異常，再生結節による圧迫，動静脈吻合等の

血管構築の混乱がおこる10）．このような変化に伴

って肝血流は混乱し，静脈系の環流障害を起こす．

本検査値はこの静脈相での血流障害を反映して変

化するものである．

　本法の長所は，肝内の血流動態の変化を定量的

に測定できる．定期的に追跡することにより，消

化管出血の合併症を予測しうる．肝右葉を広く全

体として評価できる．簡便に施行でき侵襲は少な

い，小児にも前処置の必要なく10分間の抑制だけ

で容易に行える．くり返し測定も容易であるなど

である．

　一方短所としては，肝内限局性病変には無効で

ある．肝左葉についてはROIは小さく，他臓器
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とも重なるため安定した結果を得られない．肝前

性の門充症には無効である．使用する機器，ROI

のとりかたにより多少の変動が予想されるなどで

ある．したがって本検査は肝実質のび漫性障害に

伴った肝硬変を定量的に測定するにもっとも適し

た方法と言えよう．

V．ま　と　め

　1）99mTcO4”によるRI　hepatogramの肝右葉

減衰曲線は肝硬変の肝血流静脈相変動を主として

反映する．

　2）本検査は肝硬変門充症による消化管出血を

予測し得る．

　3）侵襲は少なく，胆道閉鎖症などの小児び漫

性肝疾患の評価と追跡に有効である．

　本文要旨は第24回日本核医学会総会（1984年10月18－

20日，福島）において発表した．
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Summary

EvaluatiOn　of　lnfantile　Liver　CirrhosiS　by　RI　Hepatogram　Using　99mTcO4一

Tomio　OGAwA＊，　Keijiro　SuRuGA＊，　Katsuya　NAGAsE＊＊，

　　　　Susumu　IIDA＊＊and　Yoshiya　ARAKAwA＊＊

＊Deρa〃〃1θη’ρ／Pediatric　S〃rgerγ，＊＊Radiologγ，　Ju〃’endo砺ルers〃γ，∫C乃001げ～lfedic加θ，

　　　　　　　　　　　　　3－1－3Hongo，　Bunkyo－ku，　Tokアo

　RI　hepatogram　by　99mTcO4－was　applied　for

the　evaluation　of　the　change　of　hepatic　circulation

in　liver　cirrhosis　of　64　cases　of　pediatric　liver　dis－

eases．　After　bolus　intravenous　injection　　of

99mTcO4－，　radioactive　counts　over　abdomen　were

measured　and　time　activity　curve　of　a　ROI　on　the

liver　right　lobe　was　drawn　fbr　ten　minutes．　The

ratio　of　the　count　of　eight　minutes　to　the　peak　was

calculated．　It　ranged　from　49％to　98％and　cases

with　severe　cirrhosis　tended　to　show　high　ratio．

Cases　that　showed　over　80％had　very　high　inci－

dence　of　intestinal　bleeding　due　to　cirrhosis

（10／11）．This　method　indicates　the　circulatory

change　of　venous　phase　in　the　liver　after　liver

cirrhosis，　and　have　practical　effects　to　evaluate

the　state　of　liver　cirrhosis　and　estimate　intestinal

bleeding．

　Key　words：RI　hepatogram　by　99MTcO　4－，　Liver

cirrhosis，　Congenital　biliary　atresia．
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