
1715

《原　著》

腎シンチグラフィーによる腎結核症の腎実質病変の検討

上田　正lll＊　大石　幸彦＊

町田　豊平＊

木戸　　晃＊　三木　　誠＊

　要旨　腎結核症94例（116腎）にIVPと99mTc－DMS腎シンチグラフィーを行い，腎イメージを5っの

型に分類した．そして，LaMmerの分類と腎イメージ上の相関性をもとめた．その結果，　IVPでは推測で

きないほどの腎実質病変が腎イメージで認められ，99mTc－DMSによる腎シンチグラフィーが腎結核症の腎

実質の変化を知る上できわめて有用であることがわかった．

1．緒　　言

　腎結核症の腎病巣診断は…般的に排泄性腎孟撮

影（IVP）の所見より，主として尿路腔と腎杯の変

化から腎の病変部位および程度が診断されてい

る．しかし，腎実質の変化はIVPの腎影から十

分把握できないことが多い．そこで，腎実質を描

出することができる腎シンチグラフィーを99mTc－

dimercaptosuccinate（99mTc－DMS）によって行い，

IVPと比較して，腎イメージの病巣診断としての

有用性を検討した．

H．対象および方法

　対象は東京慈恵会医科大学泌尿器科に通院加療

中の腎結核症94例（両側腎結核症22例，片側腎

結核症72例）116腎，男子63例，女子31例，年

齢は21歳から84歳である．検査はIVPと腎シン

チグラフィーをほぼ同時期に行った．IVPは76％

ウログラフイン40　mt静注後15分（症例によっ

ては30，60分）に撮影した．腎シンチグラフィー

は99mTc－DMSを体重0．05　mCi／kgを標準に2～4

mCi静注し，静注後2時間（症例によっては4，6
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H寺間）にガンマカメラで撮像した．装置はAloka

Model　RVE－204，　Searle　LFOV，　Nuclear　Chicago

Pho／Gamma　HPガンマカメラを用い，　collimator

は　　parallel　holes　（1，500　holes），　diverging（1，261

holes）またはpinhole　collimatorを適宜使用した．

　また，IVP像と腎イメージを比較するため，

IVP像はLattimerの分類（Table　1）を用い，腎

イメージは形態，機能面から分類した．

III．結　　果

　腎結核症94症例116腎を腎イメージから分類

するとTable　2のように5群に分類することがで

きた．

　すなわち，Type　lは正常腎イメージ，　Type　2

は腎の一部にRI摂取の低下が認められるが欠損

のないもの，Type　3は腎のRI摂取は良好である

が，腎の辺縁に欠損が認められるもの，Type　4は

腎のRI摂取部位は腎全体の1／2以下か，腎のRI

摂取がきわめて少ないもの，Type　5は腎のRI摂

取が認められないものである．

　まず，代表例にっいて述べる．

　〔症例1〕　女子，34歳（Fig．1）．左腎結核で約

2年間抗結核剤療法を行い，その後，経過観察中

の症例である．

　IVPでは左腎が軽度水腎を呈し，左腎下極の腎

杯は変形し，腎の輪廓は不明瞭である．99mTc－

DMSの腎イメージ（静注2時間後）では左腎下極
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Table　1

核医学

A　roentgenographic　classification　of　tuber－

culous　kidney　lesion（Lattimer）

23・巻　12　号・（1986）

Group　O

Group　1

Group　2

Group　3

Group　4

no　roentgen　abnormality　vissible　but　ureteral

urine　positive　for　tubercle　bacilli．

definite　slight　roentgen　abnormality，　but　not

diagnostic　for　tubercuiosis，　includes　doubtful

calyceal　distortion，　and　slight　definite　irregu－

larity　of　the　pelvis　or　upper　ureter．　ureteral

urine　positive　tubercle　bacilli．

one　calyx　only　with　definite　roentgen

changes　characteristic　of　tuberculosis，　ure－

teral　or　voiding　urine　culture　posltlve．

two　calyces　showing　the　distortion　of　tuber－

culosis．

ureteral　or　voiding　urine　positive．

three　or　more　calyces　obviously　tuberculous

by　x－ray，　ureteral　or　voided　urine　culturc

POSItlve．

massive　putty　lcsion　in　this　category．

　　　（Lattimer．1953．　Am．　Rev．　Tuberc．76）

は明らかなRadio　lsotope（Rl）の摂取の低下と腎

辺縁の陥川を認め，実質病変の広がりが1VPの

腎孟腎杯像から予想される以上に大きいことがわ

かi）た．

　　〔症例2〕　・女子，33歳（Fig．2）．イ．f腎結核で糸（J

2年間抗結核剤療法を行い，現在，経過’観察中の

症例である．

　　lVPでは右腎の排泄能が左腎に比し，低くて遅

い．変形崩壊した上腎杯や腎孟は摘出されている．

腎イメージ（．静注2時間後）では右腎全体は萎縮

し，　ヒ極部へのRl集積はほとんど認められず，

欠損像にな’・ている．この症例では，1VPでj”想

できなか・・たほどの腎実質変化が腎イメージで認

められた．

　　〔症例3〕　男一∫・，41歳（Fig．3）．両側腎結核で

約2年間抗結核斉ll療法を行い，現在，経過観察中

である．

Table　2　　A　renal　scitigraphic　classification　of　the　tuberculous　kidncy

TYPE　1

2

3

4

5

Nornlal　renal　image

Renaいmage　reveals　a　decrease　in　Rl　uptakc　by　a　part

of　the　kidney、　but　not　defects．

Renal　image　reveals　good　RI　uptake　by　the　kidney，　but

not　defects　therearround．

Renal　image　reveals　very　little　Rl　uptake　by　less　than

the　half　of　the　entire　kidney．

Renal　image　reveals　no　RI　uptake　by　the　kidney．
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34yrs．female

R L L R

41yrs．　male

R L L R

Fig．1　1VP：Deformation　of　the　lower　calices　in　the

　　　right　kidney　is　notable．　Scintigram：Abelt－1ike

　　　defect　is　notable　at　the　lower　pole　of　the　left

　　　kidney．

Fig．3　　1VP：The　upper　calices　are　dilated　in　the　right

　　　kidney，　and　the　middfie　calices　of　the　right

　　　kidney　and　the　upper　and　middle　calices　of　the

　　　left　kidney　are　club－like．　Scintigram：Aconstric－

　　　tion　at　the　center　ofthe　right　kidney，　and　several

　　　defects　around　the　margin　of　the　left　kidney　are

　　　noted．
33yrs．female

R L L R

Fig．2　　1VP：Calices　are　indistinct　in　the　right　nephro－

　　　gram．　Scintigram：Right　kidney　is　atrophied

　　　showing　a　defect　a“he　upper　pole．

　lVPで右腎に腎杯の廠痕性狭窄によると思われ

る上腎杯の拡張があり，中，下腎杯にも崩壊，癩

痕像が認められた．また，左腎にも上，中腎杯に

若干の崩壊像の変化が認められた．腎イメージ

（静注4時間後）では，左腎中央部にRI集積の低

ド，帯状欠損があり，両側腎辺縁に陥川部が認め

られる．左腎はIVP像でr・想される以kに腎実

質とその機能が保たれていることがわかった．

　〔症例4〕男子，38歳（Fig．4）．右腎結核で1

年前より抗結核剤投与中の症例である．

　tVPで右腎の輪廓は不明瞭で各腎杯に崩壊像が

認められる．腎イメージでは右腎のRI集積が少

なく，しかも，左腎よりもノ1・さい．さらに，右腎

38yrs．male

R L L R

Fig．4　1VP：The　lower　calices　are　indistinct　in　the　right

　　　nephrogram．　Scintigram：The　right　kidney　is

　　　atrophied，　and　Rl　uptake　at　the　lower　pole　is

　　　reduced．

ド極に腎辺縁の陥川と帯状のRI集積の低下と欠

損が認められ，IVPでは判明しなかった右腎実質

の大きな変化が認められた．

　〔症例5〕　男子，54歳（Fig．5）．左腎結核で1

年前より抗結核剤療法を行い，現在，経過良好な

症例である．

　lVPで左腎の輪廓が不明瞭で，上腎杯は描出さ

れず，下腎杯には崩壊像が認められ，腎孟の造影

剤濃度から，左腎機能は比較的良好に保たれてい

るように思われた．しかし，腎イメージでは左腎
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Table　3　Comparison　of　roentgenogram　and　renoscintiphotogram　in　tuberculous　kidney　lesion

Lattimer’s　classification

Group

Type Small

Scintiphotogram

Medium Large

　1

　2

　3

　4

　5
Total

0
8

8

1

∠

0
3

9

2
3
7
・
919

Total

3

8
3
「
∠

23

4

「

∠
3
0
／
3
7
’

　
－
1
2
く
ン

17

20

35

21

23

116

54yrs　．mate

R

Fig．5

L L R

IVP：The　calices　are　indistinct，　but　pelvis　and

ureter　are　notable　in　the　left　nephrogram．

Scintigram：RI　uptake　in　the　left　kidney　is　ex－

tremely　leSS．

の下極にわずかなRI集積が認められただけで予

想外に腎実質病変の大きいことがわかった．

　以上のように代表例を述べたが，その結果をま

とめ，腎結核症ll6腎をLattimerの分類（IVP）

と腎イメージを対比するとTable　3のようになる．

　すなわち，LattimerのGroup　OではType　lは

8腎で，IVPおよび腎シンチク“ラフィーでは異常

は認められなかった．Group　lは9腎で，　Type

1，2がおのおの6，3腎で腎杯像の変化は小さいが，

腎シンチグラフィーから結核病変が腎実質に認め

られる症例が9腎中6腎（33％）に認められた．

Group　2ではType　l，2，3がおのおの3，7，9腎で

19腎中16腎（85％）に形態的変化が認められた．

また，大病巣のGroup　3，4では80腎中70腎

（88％）がType　3，4，5に属し，腎の形態，および，

機能に大きな障害が認められた．

　また，IVPから腎シンチグラフィーを総合的に

みるとIVPl5分で腎孟腎杯がよく描出されてい

る63腎では全例とも99mTc－DMS静注2時間の腎

シンチグラフィーで腎イメージが明瞭に描出され

た．IVP　15分で腎孟腎杯が部分的に不明瞭であ

’ ・た25腎では同部分の局所腎イメージの描出は

不十分であった．しかし，6時間後まで腎イメー

ジを追うと，全例で腎イメージが得られた．さら

にIVPでnon　visualizingの28腎では6腎（20％）

に6～24時間後の腎シンチグラフィーでわずかな

がら腎イメージが認められた．

　一一’方，99mTc－DMS腎シンチゲラフィーから見

るとType　lは17腎であるが，そのうち14腎

（84％）がIVP上GroupO，1で腎孟腎杯にほとんど

変化が認められず，わずか3腎（18％）がGroup　2

のIVP上1腎杯に変化を認めるものであった．

Type　2ではGroup　1，2，3，4がおのおの3，7，8，2

腎で，20腎中おのおの10腎（50％）がG　roup　1，　2

とGroup　3，　4で腎実質の機能および形態的変化

が少ない症例でもIVP上腎孟腎杯の変化は小さ

いものと大きいものがおのおの半数を占めた．

Type　3の35腎では全腎Group　2，3．4に属し，

腎イメージ上腎実質に形態，機能的変化のある症

例はIVPなんらかの腎杯の変化や腎孟腎杯の描

出が不十分な症例であった．さらに，Type　4の

21腎ではGroup　3，4がおのおの2，19腎で，腎
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イメージ上，腎実質の部分的機能が認められた症

例ではIVPl5分で描出されないものが19腎中8

腎（42％）であった．また，Type　5は23腎全て

Group　4で腎イメージ，　IVPでは腎は描出されな

か・・た．

IV．考　　案

　腎結核症の病巣診断に腎シンチグラフィーを行

’・た報告は203Hg－，197Hg－chlormerodrinを用いた

ものがわずかにみられる2～5）．三木2）は203Hg－

chlormerodrinを用いた腎シンチグラムで腎結核

症24例中21例（87．5％）に陽性所見を認めたこと

を示し，小原ら4），木村ら5）は腎の機能部分およ

び非機能部分を見当つけるのに有用であったこと

を報告している．その後，99mTc一標識腎スキャニ

ング剤が普及しはじめ，1970年，Schmidtら6）に

より99mTc－Fe－complexの腎結核症における有用

性が報告された．しかし，腎イメージは必ずしも

鮮明ではなか一・た．1973年Linら7）によって腎ス

キャニング剤として99mTc－DMSAの有用性が報

告されて以来，各種の腎疾患について，数多くの

臨床的検討が行われてきた．

　腎結核の画像診断は1960年頃までは静脈性腎孟

撮影法や逆行性腎孟撮影法などのX線学的診断

法が用いられてきた．しかし，これらの腎孟撮影

法では腎実質の病変を知ることができず，結局，腎

孟腎杯像や排泄像，機能を参考に傷害と病態の診

断が行われてきた．その代表的なものがLattimer

の分類法である．その後，腎実質像の画像診断と

して腎シンチグラフィー，腎動脈撮影，さらに新

しく，X線CT　scan，　ECHOなどが登場してき

たが，腎実質機能を画像として表現する最も優れ

た方法はやはり腎シンチグラフィーと思われる．

腎シンチグラフィーの特徴は被検者と侵襲を加え

ず，腎の機能的画像が良くみえることである．今

回，われわれの研究でも99mTc－DMS腎イメージ

で，IVP上小病巣を示すような腎結核症は腎イ

メージ上正常像を示したが，IVPで中，大病巣の

場合は，予測以上の腎実質の形態的変化や，機能

部分の変化が観察された．したがって，腎イメー

1719

ジは結核病変が腎実質にどの程度及んでいるのか

の腎実質内病変の範囲を知るにはきわめて有用で，

腎結核症の腎実質病変を診断するにはIVPと併

わせて，腎シンチグラフィーを施行すべきと思わ

れる．臨床的にみると今後は99mTc－DTPAを用

いた腎の静的イメージのみならず，腎孟尿管の排

泄像をみる動的イメージを症例を選んで検討し，

腎断層シンチグラフィー，X線CT　scanなどを

利用することにより，腎実質の変化を…層正確に

診断することができ，治療方針，経過観察，予後

判定に役立つと考える．

V．まとめ

　腎結核症94例，116腎に対して，IVPと99mTc－

DMSによる腎シンチグラフィーを行い，腎イメー

ジ上5っの型に分類した．そして，Lattimerの

IVP分類と腎イメージ上の相関性をもとめた．そ

の結果，Lattimerの中病巣以上の所見をみる症例

では91％にIVPでは推測できないほどの腎実質

病変が腎イメージで認められた．したがって，腎

シンチグラフィーが腎結核症の腎実質病変を知る

上できわめて有用であることがわかった．なお，

現在では99mTc－DTPA，　X線CT　scanの併用など

によって，さらに詳細な腎の形態および機能が検

討でき，その有用性は向上するものと考られる．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Summary

Study　of　Parenchyma　Lesion　in　Renal　Tuberculosis　by　Renal　Scintigraphy

　　　　　Masataka　UEDA，　Yukihiko　OlsHI，　Akira　KIDo，　Makoto　MiKi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Toyohei　MAcHIDA

Department　of　C／rology，　Jikei　（ノniversity　SchOO’of　Medi〈’ine

　　IVP　and　renal　scintigraphy　with　Tc－99m－DMS

were　performed　on　94　cases　of　renal　T．　B．（116

kidneys），　renal　images　obtained　being　classified

into　5　types．　Possible　correlation　was　also　deter－

mined　between　the　Lattimer’s　classification　and

renal　images．　The　result　was　that　renaいmages

revealed　those　parenchymal　lesions　which　could

not　be　supPorsed　by　IVP　alone，　suggesting　the

exceeding　usefulness　of　renal　scintigraphy　with

Tc－99m－DMS　in　the　detection　of　parenchymal

alterations　in　renal　T．　B．

　Key　words：

Tc－99m－DMS．

Renal　tuberculosis，　Renal　image，
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