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Gd－DTPAによるMRI腎ファンクショナル
　　　　　　　　イメージ作成の試み
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1．はじめに

　われわれはこれまでに，MRI造影剤である

Gd－DTPA（gadolinium－diethylene　triamin　penta－

acetic　acid）がGFR（glomerular　filtration　ratio）

物質であることに着目して，MRIによる腎動態

機能検査法を考案し，動物実験によりその基礎的

検討と有効性の評価を行い報告してきた1・2）．と

ころが今回シェーリング社よりGd－DTPAの提供

を受ける機会を得たので，6名の腎機能正常ボラ

ンティアを対象としてヒトの正常腎機能評価の目

的でわれわれがすでに報告した手法を応用して，

その有効性の確認を行った．さらに局所腎機能評

価のために，腎ファンクショナルイメージの作成

を試み，腎動態機能の可視化と局所腎機能評価に

有効であるという示唆が得られたので報告する．

II．対象と方法

　対象は腎機能正常の25歳から61歳，平均45歳

の女性5名と18歳男性1名，計6名のボランティア

とした．造影剤はシェーリング社製のGd－DTPA

を使用し，投与量は0．05mmo1／kgを肘静脈よリ

ボーラス静注とした．ただし投与前後での体位を
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同じ状態に保つために，留置針による血管確保の

上で検査を行った．

　MRI装置は0．1　Tesla常伝導型旭Mark－Jで，

パルス系列はTl系列（Tr－1，000　msec，　Td－・300

msec）を用い，造影剤投与前および投与後5分ご

とに30分間，両側の腎臓を含む前額断面にて連

続撮像を行った．なお心ゲート，呼吸ゲートは使

用しなかった．

　造影効果の観察には1／Tlの逆数変換により縦

緩和速度R1（1／Tl）画像を作成し，　R1画像上で腎

中央部付近の皮質部および髄質部でROI（region

of・interest）処理を行って，すでに報告した方法

に従ってGFR値，尿流値，逆拡散値および尿細

管容積値を算出した1・2）．ただし今回はボランテ

ィアに対して本法を応用したので，各個人に対し

て他のGFR測定法は行えなかった．

　腎ファンクショナルイメージについては，同様

にRl画像上で両側腎臓全体をそれぞれ含む領域

をROIとして，　ROI内の各絵素ごとにGFR値

算出法を適用することにより作成を試みた．

m．結　　果

　25歳の女性のRl画像の経時的変化をFig．1

に示す．Fig．1のa，　b，　c，　dはそれぞれ造影剤投

与前，投与後5分，15分，25分の画像である．

またこれらのRl画像はmean　5　sec－1，　width　10

sec’1と標準化して表示したものである．このRI

画像上の変化は，造影剤投与前の画像では腎皮質

部と髄質部の分離も明らかで，腎全体の形態も腎

周囲脂肪組織とのコントラストが明瞭で良く把握
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Fig．1　Longitudinal　relaxation　rate（RD　images　of

　　　25years　old　female　volunteer，　bilateral　kid－

　　　neyes’　1evel　colonal　section．　Gd－DTPA
　　　O．05mmolfkg）injected，　a、　preinjection，　b．，

　　　c．and　d．　are　postinjection　images，　b．5min

　　　later、　c．15min　later　and　d．25　min　later．

できる．しかし造影剤投与直後の1由i像では腎皮質

部と髄質部の区tJ］1」は可能であるが，周囲脂肪組織

とは分離し得ないほどのRl値のヒ昇を認めた．

15分後，25分後の画像では皮質部と髄質部の1ス：別

は付きにくくな’・ているが，次第に周囲の脂月戊」組

織と腎臓の区別が明瞭となってし・る．

　そこで右腎臓中央付近の皮質部および髄質部に

ROI（10・10絵素）処理をして，そのR1値の平

均値をプロットしたいわゆるMRIレノグラムが

Fig．2である．　Fig．2で分かるように，造影剤投

与後のRl値の経時rl4J変化は投り’IAI後にピークと

なり，投与後は’卜減期約20分で減少していくこ

とが分かる．主た髄質部のR1仙：（t投」∫・直後やは

りピークとなるが・般的に皮質部ぴ）ピーク値より

低値であった．ただし造影剤投与前の組織のRl

値からの変化は，皮質部と髄質部でほぼ1司じ値で

あ・・た．なお，他の5例についてもほぼ同様の造

影剤排泄パターンを示した．

　各腎臓において，Fig．2のようなMRIレノグ

ラムを作成し，すでに報告した方法L2）により
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Fig．2　MRI　renogranl，　the　change　itl　longitudinal　rclaxatic）n　ratcs　of　the　rcnal　cortcx

　　　and　the　rellal　mcdulla，　pre－and　post－injection　of　Gd－DTPA（O．05111mollkg）in

　　　the　same　voluntecr　of　the　Fig．1．
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MRIレノグラムの排泄相の部分から算出した

GFR値，尿流値，逆拡散値および尿細管容積値

の各ボランティアごとの両側腎臓における値を平

均した計6名の測定値について，その平均値と標

準偏差をTable　lに表示した．

　GFR値は79．2土16．1（m1／min），尿流値は68．7土

21．5（m／／min），逆拡散値はL98七6．61（∫’mol／min），

尿細管容積値は0．148±O．719（m／）であり逆拡散

値と尿細管容積値は健常ボランティアではいずれ

もほぼ0値を示した．

　GFR値算出法を適用し，各絵素ごとに算出し

た値をプロットしたMRI腎ファンクショナルイ

メージの例をFig．3に示した．症例は41歳女性で

ROIによるGFR値の平均は65．3　m1／minであっ

た．ファンクショ＋ルイメージの表示は，mean　40

m／／min，　width　80　m／／minとした，画像でのGFR

Table　l　Calculated　renal　functional　parameter　values

　　　　of　normal　hea｜thy　six　volunteers

Volunteers（n－6）

79．2：士16．1

68．7土21．5

1．98±6．61

0．148±0．719
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値言い換えれば造影剤クリァランスの分布パター

ンを見ると右腎臓では上下両極部で高値を示し，

左腎臓では中央部で高値を示しており，両腎臓と

もGFR値の分布は不均一パターンであった．ま

た両側腎臓のGFR値を比較すると全体として右

側腎臓のGFR値が左側腎臓に比べて大きいパタ

ー ンを示した．

GFR　value（m／／min）

U．Flow　value（m〃min）

B．Diff．　value（／iMOI／min）

Vol．value（m’）

▼

メ

IV．考　　察

　　　　　　づ“　　　囎

蓼　レ零竃

レ

Fig．3　Renal　functional　GFR　of　41　years　old　fξmale

　　　volunteer，　mean　value　is　40　ml／min　and　width

　　　range　is　80　m／／min．　This　image　suggests　irregular

　　　pattern　of　the　intra　renal　blood　fiow，　arrow－

　　　heads　indicate　relatively　low　perfusion　area．

　家兎による動物実験から考察したGFR測定法

および腎動態機能検査法を，ヒトの腎動態機能検

査法に応用を行ったところ，腎局所ROIによる

MRIレノグラムのパターンおよびGFR値等正
常腎機能者についてほぼ予盾のない結果であった．

　すなわち，ヒトの正常機能腎臓で求めたGFR

値79．2士16．l　mt／minという値は正常GFR値の

正常限界がクレアチニンクリアランス等では一般

に70～130m／／min3）であるのに比較して矛盾の

ない値であった．ただし今回われわれが行った

GFR値の測定は，血中造影剤濃度の変化ではな

く，MR画像上における腎臓局所の造影剤濃度の

変化について求めたものであるため腎局所血流分

布の影響により標準偏差が大きくなったものと考

えられた．

　すなわち，ROI測定の結果およびファンクショ

＋ルイメージの造影剤クリァランス分布から，健

常者であっても腎臓全体が同じ血流分布をしてい

るのではなく，腎内血流分布には腎神経やrenin－

angiotensin系のコントロールを受けて，局所ご

とに血流の多い所，少ない所が存在する4・5）こと

を示していると考えられた．このような局所血流

動態あるいは，局所尿細管機能の観察にはFig．1

に示したようなMRI腎動態レノグラフィーも有

効であるが，腎局所における造影剤のクリアラン

スをより明瞭に観察するためにはFig．3に示し

たファンクショ＋ル画像のように腎局所における

クリアランス値をプロットした画像が有効であろ

う．Fig．3では造影剤クリアランス値をGFR値

として標準化したものであるため皮質部のパター

ンはほぼGFR値の分布を示しており，腎髄質部
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のパターンはほぼ尿流値の相対的分布に相当した

ものと考えられよう．

　腎の呼吸性移動については，ゲートを使用して

いないので，MRI画像作成法から，位置はほぼ

呼気時の状態を示していると考えられる．

　なおTable　lに示したように，健常者の尿流

値は68．7士21．5（m∫／min），逆拡散値はL98±6．61

（／‘mo1／min），尿細管容積値は0．148土0．719（ml）と

いう値を示したが，尿流値についてはほぼGFR

値に比例した値を示しており，逆拡散値および尿

細管容積値は健常者であるためいずれもほぼ0と

なったものであり，病的状態においては，GFR値

および尿流値の低下や逆拡散値，尿細管容積値の

増加が生じると推定される2）．

V．結　　語

　動物実験により基礎的検討を行ってきたGd－

DTPAを用いたMRI腎動態機能検査法を，健常

ボランティアに応用してヒトの腎機能評価への妥

当性について検討を行・・た．さらに断層像での腎

動態機能検査法としての特徴を生かすために，経

時的に撮像されたMRIレノグラフィーを基にし

て，MRI腎ファンクショナルイメージとして

GFR画像を試作した．

　算出されたGFR値その他のパラメータについ

ては，一般に使用されている正常値などと矛盾の

ない値であり，MRI腎ファンクショナルイメー

ジについては，正常機能腎においても腎局所血流

分布の不均一性を視覚的に捉え得る可能性を示唆

する興味ある結果が得られた．ただし今まで述べ

た方法では，測定時間がかかり，早い時期の測定

ができないので，新しいMR1の登場に期待する

ところが大きい．

　今後本法の臨床的有効性を確認するために腎機

能の実質障害例や局所性病変の早期定量診断や病

期判定あるいは経過観察に対する有効性評価を行

う必要がある．

　なお本研究の一部は文部省昭和61年度科学研究費補

助金（奨励研究〈A＞）課題番号61770813，および厚生省

がん研究助成金（有水班）61－16の援助を受けた．
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　　We　already　developed　and　reported　the　MRI

renal　kinetic　function　study　method　using　Gd－

DTPA　as　a　magnetopharmaceutical　for　the　GFR

substance．　These　trials　were　evaluated　as　a　ex－

perimental　studies．　But　these　days　we　could　get

Gd－DTPA　supply　from　Schering　Co．　Ltd．，　so　we

applied　this　method　to　the　human　being　for　the

purpose　of　normal　human　renal　kinetic　function

analysis．　Normal　six　volunteers’　examinations　were

done，　six　volunteers　were　25　to　61　years　average

45years　old　females　and　18years　old　male．

　　In　this　paper　we　evaluated　normal　human　renal

kinetic　function　to　get　GFR　value，　tubular　urine

How　value，　tubular　back　diffusion　value　and

tubular　volume　parameters　and　also　we　had　tried

to　make　the　GFR　functional　image．

　　We　got　these　normal　values　as　follows，　GFR

value　was　79．2±16．1　m1／min，　tubular　urin　flow

value　was　68．7士21．5　mt／min，　tubular　back　diffu－

sion　value　was　1．98土6．61μmo1／min　and　tubular

volume　value　was　O．148士0．719m1，　but　last　two

values，　tubular　back　diffusion　value　and　tubular

volume　value　were　almost　O　values　in　the　cases　of

nOrmal　VOIUnteerS．

　　Intra　rena川ocal　blood　fiow（GFR）pattern　was

visualized　with　MRI　GFR　functional　image．　This

GFR　image　indicated　the　irregular　pattern　of

intra　renal　local　blood　flow，　even　if　in　the　case　of

normal　function　kidney．

　Key　words：Gd－DTPA，　MRI，　Renal　function，

Functional　image．
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