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《原　著》

ガドリニウムDTPAによるNMR－CT腎動態機能検査（第2報）

一
局所レノグラムと非観血的GFR測定法について一
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　要旨　Gd－DTPA（diethylenetriamin　pentaacetic　acid）を用いて，　NMR－CTによる腎動態機能検査の評

価を動物実験によって行った，

　Gd－DTPAの濃度変化は，　Tl（300，1000）画像より得られた縦緩和率（1／T1）により，　Gd－DTPA静注後

経時的に90分間測定した．

　GFR（glomeruler　filtration　ratio）値は非観血的方法により，単一コンパートメントモデルによって算出

し，局所レノグラムは腎全体，腎皮質，腎髄質および可能な場合には腎孟各部での縦緩和率の変化を経時的

にプロットし作成した．

　動物の疾患モデルとしては家兎を使用し，尿管結紮モデル5例と腎動脈狭窄モデル3例を作成した．測定

したGFR値は対照例9例で3．7土0．9　ml／minであった．

　NMR－CTによる腎動態機能検査は，腎の局所動態機能を断層画像上で把握でき，採血することなくGFR

値を推定できるので有効であった．

1．はじめに

　先にGd－DTPAによるNMR－CT腎動態機能検

査法について報告したが1），今回家兎を用いて尿

管結紮モデルと腎動脈狭窄モデルを作成し，

NMR－CT局所レノグラムの各病態での変化と，

非観血的手法によってGFR値の算出を試み，い

ずれも腎動態機能の評価に有効であると考えられ

たので報告する．

II．対象と方法

　使用したNMR－CT装置は常伝導型旭Mark－J

（0．1Tesla，プロトン共鳴周波数4．5　MHz），パルス
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系列はT1（300，1，000）を用いた1）．

　T1値の測定は腎全体，腎皮質，腎髄質および

腎孟に定形ROI（resion　of　interest）処理を行い

ROI内の平均値を求めた．レノグラムには求め

たTl値の逆数を取って，縦緩和率（1／T1）で表示

し解析を行った．

　GFRの算出法は単一コンパートメントモデル

にもとついて，腎皮質部のGd－DTPA濃度の変化

が血中よりのGd－DTPAクリアランスを示して

いると仮定し，分腎でのGFR値を補遺A？式と

A8式により求めた．

A7式は

　　　　　　　　　I
　　　　　　G＝
　　　　　　　　γXo

A8式は

　　　　　　G＿β1一

　　　　　　　　γRo

　（詳細は補遺参照）

である，GはGFR値（mt／min），γは腎皮質部の
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Table　l　Calculated　GFR　values　under　different　ex－

　　　　perimental　conditions，　using　about　one　year

　　　　old　male　rabbits　and　their　body　weights　were

　　　　about　4　kg．　GFR　values　were　calculated　with

　　　　clearance　equations　A？or　A8　which　are
　　　　explained　in　this　paper．　The　a，　b，　c，　d，　and　e

　　　　indicate　each　rabbit

Condition N・・♀瓢盒1）？瓢盒1）

　　　Control　　　　　　g
Ureter　occlusion　l　hour　later

operated　side

non　operated　side

Ureter　occlusion　l　day　later

operated　side

non　operated　side

Ureter　occlusion　6　days　later

operated　side

non　operated　side

Ureter　ooclusion　2　weeks　later

operated　side

non　operated　side

Ureter　occlusion　3　weeks　later

operated　side

non　operated　side

Ureter　occlusion　4　weeks　later

operated　side

　　　non　operated　side

Renal　artery　stenosis　model

3．7土0．9　　　3．8土1．3

a　1．11

a　2．93

b　2．42

c　1．89

d　O．65

b　3．54

c　3．28

d　3．19

a　3．94

b　O．96

b　3．00

c　2．03

c　2．45

a　4．69
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4．96

0．81

1．98

1．92

1．70

1．51

2．16

operated　side　　　　　　3　0．76土0．260・95土0・22

non　operated　side　　　3　　3．02士0．382．92土0・20

局所レノグラムのいわゆる排泄相1）の縦緩和率減

衰の時定数（min），1は投与したGd－DTPA量

（mmo1），　Xoは血中のGd－DTPA濃度の0時理論

値で，家兎の循環血液量を体重の7．4％とした2）

（mmol／ml），　Roは腎皮質部の局所レノグラムのい

わゆる排泄相より実験的に求めた縦緩和率の0時

外挿値（sec－1），βは縦緩和率が造影剤濃度と比例

関係にあると仮定した場合の比例定ta3”’5）（m～・

sec－1・mmo1－1）である．βの実測値は対照例によ

り7．5×103mt・sec－1・mmol－1とした．

　Gd－DTPAは先に報告した方法に従って標識調

整を行い，注射剤として使用した1）．

　実験には生後約1年のオス家兎を用い，Gd－

DTPAの投与量は0．05　mmo1／kgとしたが，家兎

の体重はいずれも約4kgであったので，1羽当

たりの投与量は0．2mmo1とした．

　検査はネンブタール1．5～2．5mg／kgで麻酔下に

行い，Gd－DTPA投与前および耳静脈より投与後

直ちに先に述べたパルス系列で測定を開始し，連

続的に90分間計測を行った．

　尿管結紮モデルは，開腹して左尿管近位部を後

腹膜脂肪組織より剥離後，4号絹糸にて1か所完

全に結紮を行い作成した．NMR検査は手術適宜

間隔をおいて経日的に手術側と非手術側を冠状断

像によって同時に測定した．

　腎動脈狭窄モデルは，開腹後同様に右腎動脈を

剥離し，動脈にッベルクリン針（26G）を並置し

て4号絹糸にて1か所合わせて結紮し，ッベルク

リン針を抜去して作成した．NMR検査は術後1

日から5日の間に行った．

III．結　　果

　i）GFRについて

　測定算出したGFR値をそれぞれの状態につい

てTable　1に示した．

　計算法については，A7式A8式ともにほぼ同様

の値を示したが，A8式による値は全体的にA7式

に比べて高値であった．

　対照例では3．7士0．9　mt／min，尿管結紮例で結紮

側で手術直後0．48～1．11m∫／minと低値を示した

家兎では，6日後には3．94～4．8　ml／min，3週間後

では4・69～4・96　ml／min，と回復傾向を示した，さ

らに4週間後では1．44～1．70m∫／minと再度低値

となった．また非手術側は，手術直後で2．93～

3・12m∫／min，3週間後で2．O　m〃min前後と大き

な変化は見られなかった．

　腎動脈狭窄例では，狭窄側で0．76土0．26ml／min

と低値を示したが，対側では3．02±0．38　ml／min

前後という値であった．
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Fig．1　The　change　in　longitudinal　relaxation　rates（1／Ti）of　the　whole　kidney，　the　renal

　　　cortex，　and　the　renal　cortex　and　the　renal　medulla，　following　intravenous　inj㏄一

　　　tion　of　Gd－DTPA（0．05　mmo1／kg）in　the　control　rabbit．
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　ii）局所レノグラムについて

　対照例の局所レノグラムをFig．1に，また尿

管結紮例のそれをFig．2a～fに，腎動脈狭窄例

のグラフはFig．3に示した．

　対照例では局所レノグラムも腎全体のレノグラ

ムも，Gd－DTPA投与直後に最大値となり，いわ
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ゆる半減期約20分で減衰するパターンを示した．

また腎孟は画像上分離できなかった1）．

　尿管結紮モデルでは，非手術側の局所レノグラ

ムはFig．2b，　eに示すように，わずかに排泄相の

傾きが緩やかになっているが全体のパターンはほ

ぼ対照例と同様で，手術後の時間経過によっても

大きな変化は見られなかった．さらに形態的変化

も生じていなかった，しかし結紮側では腎腫大と

腎孟の拡大を認めた，手術4週間後の1／T1画像

をFig．4a～dに示した，　aは投与前，　bは投与

後5分，cは投与後20分，　dは投与後90分の画

像である．
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　結紮側の局所レノグラムはFig．2a，　c，　d，　fにそ

れぞれ手術直後，術後6日目，同じく3週目，同

じく4週目のグラフを示した．

　手術直後では腎皮質部からのGd－DTPAのクリ

アランスはほとんど見られず，腎孟への造影剤の

貯留がすでに認められていた．術後6日目では腎

皮質部よりのクリアランスの回復が見られたが，

腎孟への造影剤の貯留は経時的に増大する傾向が

認められた．術後3週目では腎皮質部よりのクリ

アランスはほぼ正常パターンに回復したが，腎孟
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Fig．2　The　change　in　longitudinal　relaxation　rates（1／Tl）ofthe　whole　kidney，　the　renal

　　　cortex，　the　renal　medulla　and　if　possible　the　renal　pelvis　also，　following　intra－

　　　venous　injection　of　Gd－DTPA（0．05　mmol／kg）in　the　experimental　ureter　occluded

　　　rabbit　a　in　Table　1．

　　　a：Post　operation　about　one　hour　later，　operated　side．　b：Post　operation　about

　　　one　hour　later，　non　operated　side．　c：Post　operation　6　days　later，　operated　side．

　　　d：Post　operation　3　weeks　later，　operated　side．　e：Post　operation　3　weeks　later，

　　　non　operated　side．　f：Post　operation　4　weeks　later，　operated　side．

への造影剤の貯留はさらに明瞭となった．術後4

週目になると腎皮質部のクリアランスは再度不良

となり，腎孟への造影剤の貯留は著しく増加した．

　腎動脈狭窄モデルでの局所レノグラムでは，や

はり腎皮質部よりのクリアランスが低下しており，

腎孟への造影剤の貯留傾向が見られた，なお非手

術側のレノグラムはほぼ正常であった．Fig．3は

手術後5日目の局所レノグラムである．

IV．考　　察

　i）GFRについて

　DTPAはGFR物質として，核医学腎機能検査

で利用され，GFRの標準物質であるイヌリンの

クリアランス比でも非常に良い相関が得られてい

る6）．

　しかし核医学検査でのクリァランス測定は，採

血法が主であり腎臓を含む画像のみでの計測は事

実上不可能であった．ところが，NMR－CTでは

腎孟に貯留する造影剤の影響をほとんど受けるこ

となく，腎皮質部局所の造影剤濃度の変化を捉え

ることができるので，分腎でのクリアランス測定

が可能である．

　また縦緩和率は造影剤の濃度が適当な範囲なら

ばその濃度に比例すると仮定できるので3’”5），採

血することなくGFRの算出が可能であった．

　われわれの試算したGFR値は0．8～1　，2　ml／kg／

minと，文献のイヌリンクリアランス値（家兎で

2．2～4．2m∫／kg／min）7）と比較してほぼ満足のいく

値であった．

　また疾患モデルにおいても，分腎機能評価の良
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Fig．3　The　change　in　Iongitudinal　relaxation　rates　of　the　whole　kidney，　the　renal　cortex，

　　　the　renal　medulla　and　the　renal　pelvis　following　intravenous　inj㏄tion　of　Gd－

　　　DTPA（0．05　mmol／kg）in　the　experimental　right　renal　artery　stenosed　rabbit，post

　　　operation　5　days　later．

い指標となる可能性が認められた．

　ii）局所レノグラムについて

　NMR－CTの局所レノグラムで，　R1レノグラム

に比べて優れていると考えられる点は，まず腎臓

の局所の造影剤の変化を断層像でしかも散乱線な

どの影響を受けることなく捉えることができるこ

と，さらに縦緩和率を測定すると局所の造影剤濃

度の変化を直接捉えることができるので，腎局所

機能をより正確に知ることができるという2点で

ある．

　特に腎疾患モデルにおいて，尿管結紮後の腎皮

質機能の変化を明瞭に捉えたことは，今後尿管閉

塞などの際の残存腎機能の推定に有効であると考

えられる．

　またT1画像を基にした，縦緩和率（1／T1）画像

は造影剤濃度との対応がつくので，造影剤濃度の

変化を解析するためには非常に有効な画像である

と考えられる1・3・4）．

　しかし，NMR・CTでの動態解析は，現在のと

ころ計算によるTl画像などで行うのが最も良い

と思われ，撮影に時間を要するので，RIのよう

に実時間に近い状態で造影剤濃度の変化を正確に

追うことは困難であるため，腎臓への造影剤の初

期分布相を解析することは今後の検討課題として

残っている．

V．結　　論

　NMR－CTを利用し，　Gd－DTPAを用いて腎動

態機能検査を試み，非観血的にGFRを測定し，

ほぼ満足のいく結果が得られた．またGFR値は

分腎機能を推定するために，有効な指標となるこ

とが示唆された．

　縦緩和率によるNMR－CT局所レノグラムおよ

び1／Tl画像は，断層画像において腎局所の病態

を把握するために有効であった．

　今後さらに，ヒトへ応用した場合には，大動脈

などの縦緩和率の変化から，全体としてのGFR

値を得ることもできると思われ，疾患への応用に

ついて具体的検討を行う必要がある．

Presented by Medical*Online



1622 核医学　22巻11号（1985）

a

ジ縛ぽ辛、

ぎ箒

錬

蚕

慰
’

蔑

膿ミ：

　b

簸

　　　　　　　　c　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d

Fig．4　Coronal　l／TI　images　prior　to（Fig．4a），5min．（Fig．4b），20　min（Fig．4c）and

　　　90min（Fig．4d）　foltowing　the　intravenous　injection　ofGd－DTPA（0．05　mmol／kg）

　　　in　ureter　occluded　rabbit，　post　operation　4　weeks　later．（L－left　kidney，　R＝right

　　　kidney）

　　　　　　　　VI．補　　遺

　糸球体濾過率（GFR）の計算法8），血中からの

Gd－DTPAの減衰は，

　　　　　　t　　X＝Xoe－i　……・…・…・……………Al

となる．ここでXは時刻tにおけるGd－DTPA

の濃度で単位はmmol／m1，　Xoは造影剤投与時の

理論的濃度で単位はmmo1／m’，γは測定された縦

緩和率の減衰の時定数で正の値である，単位は

min．

　血中からのGd－DTPAの単位時間当たりのクリ

アランスは

　　　　dx
　　　　・．．．GX………………・・……・A2　　－V
　　　　dt

で示される．ここでVは循環血液量，GはGFR

値である．単位はVがml，　Gがm1／minである．

　またAl式を時間で微分すると

　　dx　　　XO　t　　　－＝一　　　一e－一ア　・・・・・・・・…　一・・・・・…　　A3

　　dt　　　γ

よってA2，A3式より

　　　　V　　G＝　　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　　A4

　　　　γ

またVに関して

　　　　　1
　　　　　　　………・・………・…………As　　V二
　　　　Xo
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　ここで1はGd－DTPAの投与量，単位はmmol

である．また測定された縦緩和率の0時外挿値を

Roとし，　Roは血中のGd－DTPAと比例関係にあ

ると仮定すると3～5），その比例定数をβとして，

組織の影響を無視すれば

　　Ro＝βXo………………・…・…・……A6

が成立する．

　以llより，　GFRを求める式として，

　A4，　A5より

　　　I
Gニ　　　　　……・
　　γXo

A6，　A7より

　　　βl
G－　　　　　……・
　　γRo

…・・………………　A7

・・…………………　A8

の2式が得られる．これらA7式とA8式を用い

てGFRの算出を行った．
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Summary

　　　　Evaluation　of　the　Renal　Kinetic　Function，　Using　NMR－CT

　　　　　　　　　　　　　　　　by　Gado血ium－DTPA（Report　2）

－
NMR－CT　Regional　Renogram　and　Glomeruler　Filtration　Ratio一

Hiroo　IKEHIRA＊，　Shinichiro　ToRH＊，　Teruko　YAMANE＊，　Nobuo　FuKuDA＊，

　　　　　　　Sadao　SHIBATA＊＊，　Masahiro　ENDo＊，　Toru　MATuMoTo＊，

　　　　　　Hitoshi　SHINoToH＊，　Takeshi　IINuMA＊and　Yukio　TATENo＊

＊Divisio〃of　Cti〃’（・at　Research，　＊＊Div’ぷ’o〃of　Che〃listrツ，

　　ノVα∫’o〃a〃〃st〃ute　qノ「Radio／08・’〈・at　Scie〃ces，　Cliiba

　　The　evaluation　of　the　renal　kinetic　function　in

rabbits，　using　NMR－CT　by　Gd－DTPA　was　tried

experimentally．

　　The　changes　of　Gd－DTPA　concentration　on

relaxation　rates（1／T1）followed　continuously　for

90minuites　after　intravenous　injection　of　Gd－

DTPA　　（0．05　mmol／kg）　with　calculated　T1

（300，1000）images．

　　GFR（glomeruler　filtration　ratio）values　were

calculated　without　blood　sampling，　and　also　re－

gional　NMR－CT　renography　were　made　in　the

whole　kidney，　the　renal　cortex，　the　renal　medulla

and　also　the　renal　pelvis　in　the　possible　cases．

　　Two　kinds　of　renal　dysfunction　models　were

made，　they　were　ureteral　occlusion　model　in　5

rabbits　and　renal　artery　stenosed　model　in　three

rabbits．

　　The　calculated　GFR　value　of　the　control　rabbit

was　3．7士0．9　m／／min．　And　the　NMR・・CT　regional

renography　and　GFR　values　were　useful　for　the

detection　of　the　regional　renal　function　in　the

NMR　tomographic　image．

　　In　conclusion，　the　NMR－CT　renography　using

Gd－DTPA　proposed　useful　data　for　regional　renal

kinetic　study，　and　it　will　be　possible　to　get　GFR

value　without　blood　sampling．

　　Key　words：NMR－CT，　Contrast　agents，　Gado－

linium　DTPA，　GFR，　Renogram．
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