
1303

《原著》

Tc－99m－PMT肝胆道シンチグラフィのdeconvolution

　　　　　　　　　　　　analysisによる検討
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　要旨　各種肝疾患患者37例および正常対照例26例を対象としてdeconvolution　analysisによりTc－99m－

PMT肝胆道シンチグラフィのデータを処理し，肝の伝達関数を求めて診断に用いた．伝達関数は肝に直接

RIをbolus注入した時に得られる時間放射能曲線に相当し，肝血流の因子を分離した肝固有の排泄機能を

通過時間の分布として表示するものである．対照例26例で求めた右葉の伝達関数の最小，平均，最大通過時

間はそれぞれ6．8士1．1分，14．9土2．3分，32．8±4．9分（mean±SD）に分布し，急性肝炎3例，慢性肝炎20

例，肝硬変14例では平均，最大通過時間に有意の延長を認めた．これら症例のうち30例において経時的採

血による血中濃度曲線から求めた有効肝血流量と平均通過時間および最大通過時間との間には有意の逆相関

（それぞれr＝－0．51，r＝－0．70）が認められた．各画素ごとに求めた伝達関数から算出した最小，平均，最

大通過時間の分布をカラー表示して作成したfunctional　imageは肝内局所の通過時間を定量的に示し，診断

に有益であった．

1．はじめに

　核医学検査は非侵襲的であることを特徴とし，

一般に放射性医薬品（RI）の静注投与が行われる．

この場合，いかに理想的bolusとして投与されて

も，かなりの時間的広がりを持って目的臓器に到

達する．したがって臓器では集積しつつあるRI

と排泄しつつあるRIが重なり合って局所動態を

不明瞭にしている．deconvolution　analysisはこ

の経時的データから目的臓器に直接mを注入し

た時に得られるであろう経時的データ，すなわち

伝達関数を求める方法であり，この伝達関数から

臓器固有の排泄機能に関する情報が集積機能と

区別して得られる1’v4）．本研究は99mTc－（Sn）－N－

Pyridoxyl・5－methyltryptophan（Tc－99m－PMT）肝胆
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道シンチグラフィにおけるdeconvolution　analysis

の臨床応用を目的とし，各種肝疾患例について肝

内局所の伝達関数を観察し，またこれより，通過

時間を定量的に測定してその診断的価値を検討し

た結果，興味ある成績を得たので報告する．

ll．対象および方法

　急性肝炎3例，慢性肝炎20例，肝硬変14例およ

び肝疾患の既往歴がなく肝機能に異常を認めない

三重大学職員および他疾患患者を含む対照例26例，

計63例を対象とした．診断は腹腔鏡所見，肝生検，

生化学検査およびその経過，肝シンチグラム等に

よって行った．使用した装置は東芝製GCA－401－5

型ガンマカメラおよびGMS－90型核医学データ

処理装置である．Tc・99m－PMT　1－2　mCi（37－75

MBq）を急速静注投与後，30秒ごとの経時的イメ

ー ジデータを患者前方より60分間検出，64×64マ

トリックスで収集した．また，1部の症例（30例）

ではこの間経時的に採血して血中クリアランスか

ら血中停滞率と有効肝血流量を測定した．
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　収集された30秒ごとの経時的イメージでデータ

を2枚ずつ加算し，1分ごとのデータとした後，

9点スムージング法によりイメージデータの平滑

化を行った．deconvolution　analysisは下記に示

すmatrix　algorit㎞により行った．すなわち，2

相性の指数関数で近似された心領域のtimeactivi－

ty　curve（T－A曲線）を入力関数（1（t）），3点スム

ー ジング法で平滑化された肝領域のT－A曲線を

出力関数（L（t））としてdeconvolution　analysisを

行い，伝達関数（H（t））を算出した．

　t＝1，H（1）＝L（1）μ（1）

t≧2・・H（t）一
［L（t）一主H（t＋1－r）・1ω］／1（1）

　ただし，排泄が始まるまでの初期伝達関数（ini－

tial　height）はRutlandの方法6）より求めた．すな

わちFig．1に示すごとく，x軸に入力関数の積

分値と入力関数との比（　tΣ1（τr　＝1）／・（t））を・Y軸｝・出

力関数と入力関数との比（L（t）／1（t））をとり，排泄

が始まるまでの直線部分を最小二乗法により直線

近似し，その傾きを求めた．本法によって求めた

傾きは理論的に伝達関数のinitial　heightに一致す

るものである．

　得られた伝達関数から，最小通過時間（Min．

TT：H（0）から下降（排泄）が始まるまでの時間），

L（t）

1（t）

　　　　0
　　　　　°　£1（，）／1（t）

　　　　　　　　　t＝O
Fig．1　A　diagram　of　the　graph　L（t）／1（t）against

　　　t　　　Σ1（T）／1（t）where　points　to　be　used　for　analy－

　　　t＝1
　　　sis　were　chosen　to　obtain　the　best丘tted　straight

　　　line（in　this　case　points　2　to　7）．　The　slope　of

　　　the　straight　line　represents　the　uptake　constant，

　　　that　is，　initial　height　of　the　transfer　function．
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　　　c　　　　　　d
　　　　　°　T1。，（。1，）　60　0　Tlme（・1・）　6°

Hg．2　T－A　curve　over　the　heart　1（t），　the　hepatogram　L（t），　and　the　transfer

　　　function　H（t）血acase　of　normal　contro1（a），　chronic　hepatitis（b），

　　　1iver　ci∬hosis（c）and　a　special　case　with　liver　ci1Thosis　in　whom　mean

　　　T’1’　is　not　so　prolonged　against　markedly　decreased　EHZBF（d）．
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Fig．3 Functional　images　of　min　TT，　mean　TT　and

max　TT　in　the　normal　case　shown　on　Fig．2a．

Regional　values　of　the　respective　transit　times

arc　quantitatively　representcd　by　16　1evCls　of

acolor　scale　with　the　nlaxiTllUrll　level（、vhite）

adjusted　to　30　min．

Fig．5　Functional　images　of　the　case　with　liver　cir－

　　　　　　rhosis　shown　on　Fig．2c．　Maximum　ievcl　of

　　　　　　the　color　scale　is　adjusted　to　60　min．　Irregular

　　　　　　distribution　of　prolonged　transit　ti111e　is　visu＿

　　　　　　alized　especially　ill　right　lobe．
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Fig．4　Functional　images　of　the　case　with　chr（）nic

　　　　　　hepatitis　shown　oll　Fig．2b．　Maximum　level　of

　　　　　　the　color　scale　is　adjusted　to　60　mir1．
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Fig．6　Serial　conventional　scintigram　in　the　casc　of

　　　　　　liver　cirrhosis　giving　Poor　information　coll－

　　　　　　cerning　the　distribution　and　difference　in　the

　　　　　　trallsit　time　between　both　lobes．
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Table　l　Tmax　and　T　1／2　max　measured　on　the　hepatogram　in　various　diffuse　liver　diseases

Diagnosis No．　of　cases
Tmax（min） T1／2　max（min）

Rt．　lobe Lt．10be Rt．　lobe Lt．　lobe

Control

Acute　hepatitis

Chronic　hepatitis

Liver　cirrhosis

／

0
3
0
4
τ

「
乙

　
　
う
ム
ー

9．00士1．85ぷ

8．66土0．94

　　　ホホホ

12．75土4．00

　　　ホホホ

12．96±2．22

1L57±2．3

11．50土1．8

　　　ホ
14．49土4．3

　　　＊
13．53土4」

19．70士3．84

22．33±3．39

　　　ホホホ

31．54土9．88

　　　ホホ＊

39．71土11．27

19．78士4．87

25．00土2．94

　　　ホホホ

34．29土11．39

　　　ホホホ

39．50土11．85

☆mean士SD　＊p＜0．05　＊＊＊p〈O．OOI

Table　2 Estimates　of　intrahepati－c　transit　time（TT）and　blood　clearance

　　　　　　　　in　various　diffuse　liver　diseases

Intrahepatic　transit　time Blood　clearance

Diagnosis
No．　of

cases
Min　TT（min） Mean　TT（min） Max　TT（min）

Rt．10be　Lt．lobe Rt．10be Lt．　lobe Rt．10be Lt．10be

％retention　　　EHBF†
　（5・min）　　（m〃min）

Control

Acute　hepatitis

Chronic
　hepatitis

Liver　cirrhosis

1

0
3
0
4

∩

∠
　
へ
∠
1

6．8士L1☆7．5：ヒ2．0

6．6±0．4　　9．3土4．7

6．9土0．8　　7．0士1．3

　＊ホホ

8．1土1．1　7．0土0．6

14．9士2．2　　17．3土3．1　32．8ヨ：4．8

　　　＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊

18．9士1．1　25．0土3．2　48．0土4．2

　　ホホ＊　　　　　　　　　　　　　　ホ＊　　　　　　　　　　　　　　＊＊ホ

19．6土3．9　20．3士4．2　41．8土6．8

　　　＊＊　　　　　　　　＊＊　　　　　　　　＊＊＊

21．0土2．8　20．6土2．8　　57．8土4．1

34．8土4．3

　　　ホホ

51．3土2．3

　　ホ＊＊

44．3±6．1

　　ホホホ

54．7土4．7

26．7±7．9

18．6：ヒ0．8

　　ホホホ

37．9士7．3

　　ゆホホ

42．4士10．7

630．9±49．6

　　　ホホ

918．6士35．2

　　　ホホホ

494．4：｛：60，1

　　　ホホホ

379．0土145．2

☆Mean土SD　†Effective　hepatic　blood　flow

＊P〈0．05　＊＊P＜0．Ol　＊＊＊Pく0．001

Table　3　Correlation　between　transit　time　and　various　liver　function　indices

No．　of　cases Min　TT
（rvalue）

Mean　TT
（rvalue）

Max　TT
（rvalue）

Tmax

T1／2　max

％retention（5　min）

EHBF

ALP

γ一GTP

3
3
0
0
0
6

6
6
3
3
▲
」
2

　0．352＊＊

　0．153

　0．403＊

－
O．266

　0．122

　0．045

　O．678＊＊＊

　0．457＊＊＊

　0．544＊＊

－
0．515＊＊

　0．486＊＊

　0．384＊

　0．459＊＊＊

　0．658＊＊＊

　0．597＊＊＊

－
0，701＊＊＊

　0．493＊＊

　0．497＊＊

＊p＜0．025　＊＊p＜0．01　＊＊＊p＜0．001
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最大通過時間（Max．　TT：H（t）が0になるまでの

時間），平均通過時間（Mean　TT：H（t）の積分値／

initial　height）の3つの通過時間を算出した．

　肝内各単位領域ごとのT－A曲線についても入

力関数とのdeconvolution　analysisにより伝達関

数を求め，最小，平均および最大通過時間を算出

し，これらをパラメータとするfunctional　image

を作成し，16色のカラーによって定量的に表示し

た．

III．結　　果

　今回，検討した63例のうち代表的な対照例，慢

性肝炎，肝硬変例の処理データを次に紹介する．

　1．正常例
　46歳，女性．肝機能正常．Fig．2aは心臓部の

入力関数1（t），肝右葉の出力関数L（t），両者から求

めた伝達関数H（t）を示す．この肝右葉の伝達関

数は最小通過時間6分で下降を始め，最大通過時

間27分で0となり，平均通過時間は12分であっ

た．Fig．3は本正常例の最小，平均，最大通過時

間のfunctional　imageを示す．最高レベルを30分

（白色）に設定し，それ以下を16色のカラースケー

ルで表示する．最小通過時間は青色で6－8分の値，

平均通過時間は緑から黄緑で12－13分の値，最大

通過時間は榿色から白色で17－30分の値の分布を

示し，左葉が右葉に比べて，通過時間が延長して

いることが示されている．

　2．慢性肝炎例

　51歳，女性．5年来慢性肝炎として治療をうけ

ており肝機能に軽度障害を認める．Fig．2bに本

例の1（t），肝右葉のL（t）およびその伝達関数H（t）

を示す．最小通過時間は8分，最大通過時間は42

分，平均通過時間は17．5分であり，正常人に比し，

平均，最大通過時間に軽度の延長が示されている．

Fig．4は本慢性肝炎例のfunctional　imageを示す．

最高レベルを60分に設定し，同様に16色のカラー

スケールで表示する．最小通過時間は8－10分の

値，平均通過時間は17－22分の値，最大通過時間

は40－52分程度の値の分布を示す．また，左葉が

1307

右葉に比べて通過時間がやや延長していることが

示されている．

　3．肝硬変例
　69歳，男性．Fig．2cは本例の1（t），肝右葉の

L（t）および伝達関数H（t）を示す．最小通過時間

は7分，最大通過時間は60分，平均通過時間は

22．4分であり，平均，最大通過時間は正常に比べ

て明らかな延長を認めた．伝達関数の形態は再上

昇をともなう不整な下降曲線を示し，肝内胆汁

の断続的流動を示唆した．Fig．5は本例のfunc－

tional　imageを示す．カラースケールはFig．4と

同様に最高レベルを60分としている．通過時間は

最小7－9分，平均22－26分，最大45－60分と正常

に比べてかなり延長した通過時間の分布が示され，

いずれのimageでも左葉に比べて右葉の通過時間

が延長し，肝全体に不整な分布が認められる．

Fig．6は本例のconventional　imageであるが通過

時間に関して右葉，左葉の比較，不整な分布の情

報は不明瞭である．

　Table　1は，対照例26例，急性肝炎3例，慢性

肝炎20例，肝硬変14例において肝右葉と左葉の

hepatogramから測定したTmax（静注後最高カウ

ントになるまでの時間）とT1／2　max（T　maxから

カウントが半減するまでの時間）の平均値および

標準偏差を示す．慢性肝炎と肝硬変では対照群に

比していずれのパラメータについても有意の延長

を認めた．急性肝炎と対照群との有意差は認めら

れなかったが症例数が少ないことも関係している

と思われる．左葉と右葉の値についてはいずれも

有意の差を認めなかった．Table　2は同一症例に

ついて左葉，右葉別に設定したROIに対応する

伝達関数から求めた肝内通過時間の測定値，血中

停滞率5分値，および有効肝血流量を示す．平均

および最大通過時間は急性肝炎，慢性肝炎，肝硬

変群のいずれにおいてもそれぞれ対照群に比して

有意の延長を示し（急性肝炎の左葉平均通過時間

を除く），また，肝硬変群は慢性肝炎群に比して最

大通過時間のみ有意の延長を示した（左葉，右葉

ともp＜O．OO　1）．最小通過時間に関しては肝硬変

群の右葉でのみ有意の延長を示した．右葉と左葉
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　　Fig．7　Correlations　of　EHBF　with　mean　TT（left）and　EHBF　with　max　TT（right）in

　　　　　normal　controls　and　various　liver　diseases．

の比較ではいずれのパラメータについても有意差

は認めなかった．一方血中クリァランスに関して

は慢性肝炎，肝硬変群の血中5分停滞率は対照群

に比して有意の高値を示した．急性肝炎は低値の

傾向が推察されたが有意の差を認めなかった．有

効肝血流量は慢性肝炎，肝硬変群では対照群に比

して有意に減少し，急性肝炎群では逆に有意の高

値を示した．また，有効肝血流量に関しては慢性

肝炎と肝硬変群間にも有意の差（p＜0．01）が認め

られた．

　伝達関数から求めた肝右葉の通過時間を他の種

種の肝機能の指標と比較した成績をTable　3に示

す．伝達関数の計算に用いたTc－99m－PMT　hepa－

togramとの比較ではTmaxに関してはいずれの

通過時間とも有意の正相関があり，T1／2　maxで

は平均，最大通過時間に有意の正相関が認められ

た．採血により血中クリアランスを測定した30例

では血中5分停滞率はいずれの通過時間とも有意

の正相関の関係を有し，有効肝血流量は平均，最

大通過時間と有意の逆相関関係を有した．そのほ

か，アルカリフォスファターゼ値（ALP）およひ

γ一GTP値はともにそれぞれ平均，最大通過時間と

の間に有意の正相関を認めた．

　Figure　7（左）に右葉の平均通過時間と有効肝血

流量との関係を示す．対照群，慢性肝炎，肝硬変

群では有意（r＝－0．515）の逆相関が認められたが，

急性肝炎群は回帰直線から離れて右上方に分布し

た．このため相関係数の算出に際しては対象に含

めなかった．また，肝硬変症の一部に肝血流の著

しい低下にもかかわらず平均通過時間が正常域に

近い例がみられ，回帰直線の左下方に分布した．

Fig．7（右）に最大通過時間と有効肝血流量との関

係を示すが，さらに良好な逆相関（r＝－0．701）が

認められた．

IV．考　　案

　核医学における肝胆道機能検査は最近，優れた

放射性薬品が開発され，益々その臨床的価値が増
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してきている．しかし，通常の経時的シンチグラ

ム，あるいは局所hepatogramから得られる情報

は集積と排泄の機能が融合しているため，たとえ

定量解析を行っても肝の生理を正しく把握する

ためには限界がある．本研究ではdeconvolution

analysisを行って通常の肝胆道機能検査データか

ら排泄機能に関する情報を計算により抽出してそ

の診断的価値を検討した．

　肝の伝達関数は最初の排泄が始まるまでは一定

値（initial　height）を示す．この値は理論的には肝

集積能，すなわち有効肝血流を反映するが，これ

は臓器の厚さ，深さ等に影響をうけ，局所機能の

定量測定には吸収補正，断層シンチグラフィ等の

処理を要するので今回の検討からは除外し，別に

採血により血中クリアランスから有効肝血流量を

測定した．伝達関数の形態はそのまま一連の通過

時間の分布を表示するものであり，選択した領域

に集積したRIの何割が正常の通過時間を有し，

何割がどの程度延長した通過時間を有するかを一

見して知ることができる．この通過時間は臓器の

厚さ，深さ等の幾何学的条件にほとんど影響をう

けず，吸収補正を行わなくても，また断層シンチ

グラフィを行わなくても診断的価値のある局所情

報が得られる．

　伝達関数は統計的変動により影響をうけるため，

画像データおよび局所hepatogramに対して平滑

化を行い，また，入力関数として用いた心領域の

T－A曲線については2相性の指数関数で近似した．

伝達関数は入力と出力の関係から計算されるが，

初期のbolus通過および拡散の時相では入出力関

数とも変動が激しく，伝達関数も異常に振動して

正しい値が求められないことが多い．Rutland6）の

方法は排泄が始まるまでの臓器のT－A曲線L（t）

を血中濃度曲線1（t）の積分と臓器内，外の血中

background（BG）との和と考え，1（t）に対する単

位時間に目的臓器に集積するRIの割合（uptake

constant）をK，1（t）に対するBGの割合をFとし

てL（・）－FI（・）＋K∫ti（t）d・と表わした・この両辺

を1（・）で除することによりL（・）／1（t）は∫tI（・）dt／1（・）
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の一次関数として表わせることから，その傾きに

よりuptake　constantを求めたものである．この

方法は積分値が用いられているため，入出力関数

の変動にもかかわらず，どの症例についても比較

的容易に直線近似が可能であった．このuptake

constantは理論的に伝達関数のinitial　heightに

相当し6），われわれはこの値を最初に排泄が始ま

るまでの初期の伝達関数として用いた．

　このようにして得られた伝達関数およびfunc－

tional　imageは統計的変動の影響が除かれ，臨床

診断に十分良好な曲線，画質を有した．特にfunc－

tional　imageは画素ごとの低いカウント数を扱っ

ているにもかかわらず，大きいROI設定により

求めた通過時間の値とよく一致した値を示し，そ

の精度は臨床応用に十分と思われた．本イメージ

により左葉と右葉の比較など通常の経時的イメー

ジでは判定困難な詳細な動態が視覚的に把握され

た．

　伝達関数から求めた通過時間の指標のうち最小

通過時間は各種肝疾患で変動が少なく，診断的価

値は低いと思われた．これは選択した領域に正常

の排泄機能を有する肝細胞が少しでも存在すれば

正常となるためと思われる．平均，最大通過時間

に関しては，急性および慢性肝炎，肝硬変群で対

照群に比して有意に延長し，また，対照群，慢性

肝炎，肝硬変群ではFig．7に示されるように有

効肝血流量との間に有意の逆相関が認められ，さ

らに他の生化学検査成績とも有意の正相関が認め

られたことから，一般にこれら通過時間が病変の

重症度の判定に用いられ得ると思われた．

　この有効肝血流量と平均通過時間との関係にお

いて，肝硬変症の一部に肝血流の低下は著しいに

もかかわらず平均通過時間の延長が軽度で，回帰

直線の下方に分布する例があった．Fig．2dにそ

の代表的症例の入力関数，hepatogram，伝達関数

を示す．本例の伝達関数は正常に近い最小通過時

間（8分）の後，initial　heightの約6割が急速に下

降し，正常に近い通過時間を有するRIの割合が

多いことを示す．伝達関数はその後緩やかに下降

　し，一部に非常に延長した通過時間を有するRI
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が存在することが示されている．本例は肝萎縮の

著しい例で，肝細胞の数は減少し，有効肝血流量

も著しく減少（90m1／min）しているが，この残存

肝細胞には正常に近い排泄機能を有するものが多

いため，平均通過時間の延長が軽度であると考え

られる．おそらく再生肝細胞の割合が多く，安定

した状態と推察された．なお，本例のhepatogram

は平坦な曲線を示すため，排泄が著しく遅延して

いると判定され，伝達関数から判定される正常に

近い平均通過時間は予想できない．このように有

効血流が低下している例では長時間にわたり血中

バックグラウンドが高くしかも徐々に集積される

ためhepatogramの排泄相の遅延に影響を与えて

いるものと考えられる．

　また，急性肝炎はFig．7に示されるように有

効肝血流量と平均通過時間との間の回帰直線から

はずれることから鑑別診断上興味がもたれる．た

だし，この急性肝炎の例はすべて発症後1か月を

経ており，回復期にあるため肝血流が増加してい

たと推定される7“’9）．本研究では対象に含めなか

ったが肝内結石による不完全閉塞例，多発性肝癌

を伴う肝硬変例ではこの回帰直線の右方に分布し，

血流に比し通過時間の延長が認められた．

　伝達関数は肝に直接RIをbolus注入した時に

得られるT－A曲線に相当し，再上昇はおこらな

いはずである．しかし，伝達関数を求めるに当た

っての条件であるstationalityが保たれないと異

常な再上昇がartifactとして生じる．これは閉塞

あるいはmixing　poolが存在して先に流入したRI

と後から流入したRIとが肝内で混合し，断続的

に流動することによって生じる．肝硬変など重症

肝障害例ではこの再上昇がよくみられ．診断上参

考になる所見と思われた．

　本法は非侵襲的検査法で得られたデータを処理

することにより，カテー一一・・テルを用いた侵襲的検査

法で得られるデータに相当し，肝の病態生理をよ

り詳細に，より正しく，理解しやすい情報として

得る手法であり，臨床的価値が高いと思われる．

ほかの種々の核医学動態機能検査にも応用されて

いるが，肝胆道疾患の分野においてもさらに閉塞

性疾患，手術後の経過観察にも臨床応用の価値が

あると期待される．

　稿を終えるにあたり，本研究の遂行に多大のご支援，

ご助言を賜った三重大学医学部第一内科の小坂義種助教

授，為田靭彦講師，山田昌信医師に感謝の意を表します．

最後に本研究に際し終始コンピュータ処理と統計処理に

ご協力を頂いた三重大学病院中央放射線部RI室の北野

外紀雄，信田憲行技師に厚くお礼を申しあげます．本研

究の要旨は第12回核医学中部地方会，第45回放射線学会

総会，第26回核医学会総会において発表した．
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Summary

Application　of　Deconvolution　Analysis　to　Tc・－99m－PMT

　　　　　　　　　　　　Hepatobiliary　Scintigraphy

Jyuroku　GoN，　Tsuyoshi　NAKAGAwA，　Hisato　MAEDA，　Kazuyoshi　NAKAMuRA，

Takahiko　TAsHIRo，　Hajime　SAKuMA，　Noriyuki　KATo，　Yoichiro　MATsuoKA，

　　　　　　　　　　　　　　　Tadanori　HIRANo　and　Nol）uo　YAMAGucHI

1）eρart／neiit　of　Radiologγ，　Mie　University　School　of　Medicine

　　Deconvolution　analysis　was　applied　to　hepa－

tobiliary　imaging　with　99mTc－N－Pyridoxyl－5－

Methyltryptophan（PMT）to　obtain　the　transfer

fUnction（TF）which　corresponds　to　the　impulse

response　function　of　the　liver　fbllowing　direct

bolus　injection　of　the　tracer　into　the　main　hepatic

vasculature．　Consequently　TF　represents　the　spec－

trum　of　transit　time（TT）separated　from　the　factor

of　blood　flow．

　　Minimum（min），　mean　and　maximum（max）TT

measured　in　right　lobe　of　normal　control　group

averaged　6．8土1．17（S．D．）min．，14．9土2．3　min．　and

32．9土4．9min．，　respectively．　In　each　of　the　groups

of　3　cases　of　acute　hepatitis，20　cases　of　chronic

hepatitis　and　14　cases　of　liver　cirrhosis，　mean　Tr

and　max　TT　were　significantly　prolonged．　In　cases

of　normal　control，　chronic　hepatitis　and　liver

cirrhosis　there　was　a　significant　inverse　correlation

between　mean　TT　and　effective　hepatic　blood　flow

（EHBF）estimated　from　blood　clearance（r＝

－
0．515，p＜0．01）．　In　patients　with　acute　hepatitis

there　was　an　increase　in　EHBF　against　an　increase

in　mean　TT，　so　that　the　correlation　was　far　from

that　in　other　groups．　In　patients　with　liver　cir－

rhosis　TF　tends　to　show　fluctuating　pattern　in－

dicating　interrupted　bile　flow　with　mixing．　The

correlation　between　TT　and　EHBF，　as　well　as　the

shape　of　the　TF，　were　very　interesting　in　evaluating

the　pathophysiology　of　the　liver　in　patients　with

various　liver　diseases．

　　Functional　images　of　min　TT，　mean　TT　and

max　TT，　which　displayed　respective　TT　fbr　each

element　of　the　matrix　in　a　color　scale，　were　very

usefUI　for　quantitative　evaluation　of　regional　ex－

cretory　fUnction．

　　Key　words　：Hepatobiliary　scintigraphy，　De－

convolution　analysis，　Transfer　function，　Transit

time，　Functional　image．
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