
1193

《原　著》

移植腎におけるTc－99m－DTPAを用いたRadioisotope（RI）

　　　　　　　　　deconvolution　analysisの有用性

林 郁　　子＊

　要旨腎移植患者50例から得たTc－99m’DTPAの179レノグラムにO’Reillyらの方法によリdeconvolu－

tion　analysisを行い，　MTTとHo値を求めるとともにその有用性を検討したところ，　MTTとHo値を組み

合わせることで各病態の特徴的所見がより明確となり，診断の助けになると考えられた．正常群は他群に比

してHo値が高値で，　MTTは2分前後に集中していた．慢性拒絶反応群ではMTrは正常群と大差ないが，

Ho値は有意に低下していた．急性拒絶反応群とATN群は正常群に比してMTTはほぼ同程度に延長して

いた．Ho値は両群とも正常群に比して低下していたが，　ATN群でより著明な低下を示し，両者の鑑別の

助けになると考えられた．また，急性拒絶反応群では血清クレアチニン値がまだ軽度の上昇を示す時期から

Ho値は低値を示し，　deconvolution　analysisは急性拒絶反応の早期診断に有用であると考えられた．

1．はじめに

　腎移植患者の経過観察にラジオアイソトープ

（RI）を用いた腎動態検査は有用でありIN7），多々

利用されているが，通常のレノグラムは客観的評

価という点で問題を残しており，レノグラムその

ものの評価のみからは病態把握に限界がある．

O’Reillyら8）により提唱されたdeconvolution

analysisより求めた平均通過時間mean　transit

time（MTT）は腎のレノグラムの定量的および客

観的解析方法とされており，移植患者での特徴も

報告されている9）が，臨床的有用性についての検

討はまだ十分行われていない．今回われわれは

Tc－99m－DTPAを用い種々の病態の腎移植患者の

レノグラムにdeconvolution　analysisを行い，

MTTとinitial　height（Ho）を求め，それらを組み

合わせ，腎移植患者におけるdeconvolution　ana1・

ysisの臨床的有用性を検討したので報告する．
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II．対象および方法

　対象は腎移植患者50例から得た179レノグラム

であった．検査時正常腎機能を呈していたレシピ

エントから96レノグラムを得，平均血清クレアチ

ニン値は1．2土0．4mg／d1であった．検査時急性拒

絶反応を呈していたレシピエントから，37レノグ

ラムを得，平均血清クレアチニン値は1．8±0・5

mg／dlであった．そのうち19例は移植腎生検によ

り急性拒絶反応が病理学的に確認された．急性拒

絶反応群は全例ステロイド大量療法で改善を得た．

検査時急性尿細管壊死（ATN）を呈していたレシ

ピエントから24レノグラムを得，その平均血清ク

レアチニン値は6．9土3．7mg／d1と他群に比して有

意（p＜0．001）に上昇していた．検査時慢性拒絶

反応が認められたレシピエントから得たレノグラ

ムは12あった．これらは全例移植腎生検で慢性拒

絶反応と診断された．慢性拒絶反応群の平均血清

クレアチニン値は3．1土1．1mg／d1であった．水腎

症（軽度の腎孟拡張を含む）を呈したのは10レノ

グラムで，その平均血清クレアチニン値は，2．1

土3．1mg／d1であった．

　検査は30分前に300m1の飲水後または，点滴

中の水分が十分与えられている状態で施行された．
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背臥位，腹部正面よP低エネルギー高分解能コリ

メータを装着したガンマカメラ（LFOV，　Siemens

社）を移植腎にあて，血液透析のための動静脈内

シャントの存在する側の肘静脈よりTc－99m－

DTPA　5　mCiを急速注入した．データは島津社

製シンチパック1200または2400に20秒ごと24

分間収集した．後に関心領域を移植腎動脈分岐前

の大動脈，移植腎とそのバックグラウンドに設定

し，それぞれのヒストグラムを作成した．ヒスト

グラムは0’Reillyらの方法8）によりdeconvolu－

tion　ana】ysisを行い，各群のMTTおよびHo値

を比較検討した．統計学的検討には各群での

Mean±SDを求め，各群間の有意差検定には
Student　t検定を用いた．

III．結　　果

　Table　1に各群のHo値の平均値および標準偏

差を示した．Ho値は，正常群に比し，急性拒絶

反応群（P〈0．001），ATN群（P＜0．∞1）および慢

性拒絶反応群（p＜0．05）では有意の低値を示した

が，水腎症群では有意差を示さなかった．ATN

群のHo値は急性拒絶反応群のHo値に比し有意

（p〈0．05）の低値を示した．

　Table　2に各群のMTTの平均値と標準偏差を

示した．正常群が2．24±0．83分であったのに対し，

急性拒絶反応群は3．43±1．71分（p＜0．001），ATN

群は3・71±2．24分（p＜0．001）といずれも有意に

延長していた．他群に比し，水腎症群はMTT

8．80±4．15分と高度の有意（p＜0．001）な延長を示

した．慢性拒絶反応群は2．31±0．65分と正常群

とほぼ不変であった．

　Figure　lは対象（179レノグラム）のHo値を縦

軸にMTTを横軸にプロットし，各群のHo値と

MTTの平均および標準偏差を図式化したもので

ある．正常群ではHo値にばらつきが見られたが，

その平均は他群に比して高値であり，MTTは2

分前後に集中していた．急性拒絶反応群は正常群

に比してHo値が低く，　MTTも延長していた・

ATN群ではMTTは急性拒絶反応群と大差なか

ったが，Ho値はより低値を示していた．慢性拒

絶反応群のMTTは正常群とほぼ不変であったが

Ho値は低下していた．水腎症群ではMTTが高

度に延長していた．

IV．考　　察

Table　l　Ho　values

N 　Ho（mean±S．D．）

Normal
Acute　rejection

ATN
Chronic　rejection

Hydronephrosis

6
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つ
“
O

Q
ノ
「
3
つ
一
1
1

　　4，586土2，339

　＊2，443±2，003

＊・＊＊＊1，471土244

　＊＊2，944土1，496

　　3，533：と2，590

＊：p＜0．001vs．　Norma1　＊＊：p〈0．05　vs．　Normal

＊＊＊：P＜0．05vs．　Acute　rejection

Table　2　MTT　values

N MTT（min）
（mean±S．D．）

Normal
Acute　rejection

ATN
Chronic　rejection

Hydronephrosis

1

0
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／
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つ
一
1
1

　2．24：とO．83

＊3．43±1．71

＊3．71±2．24

＊＊2．31±0．65

＊8．80土4．15

＊：p＜0．001vs．　Normal　＊＊：p＜0．01　vs．　Nomal

　移植腎機能およびその病態の把握にRIによる

腎動態検査は広く用いられている．しかし，通常

のレノグラムのみから得られる評価は客観性に劣

るうえ，熟練者でも微妙な変化を捕えることは難

しく，ことに早期の拒絶反応の診断や急性拒絶反

応とATNの鑑別は困難である．レノグラムの客

観的評価法としてはこれまでにもHilsonら10）

によるPerfusion　indexや，　Hayesら11）による

bladder：kidney　ratio（B／K比）など様々な分析方

法が報告されているが，単独で病態の診断をでき

るものはない．Perfusion　indexはTc－99m－DTPA

を使用した有用な方法とされているが拒絶反応群

でのばらつきが多く，石橋らの報告12）でも，ATN

と急性拒絶反応それぞれの特徴的分布は得られて

いない．B／K比は1－131－OIH投与後20分での腎

部および膀胱部のカウント比で，排泄相を示す指

標の一つとされている．現在臨床的には1－131一
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Fig．1　MTT　vs．　Ho　data　from　transplanted　kidney．

OIHよりTc－99m－DTPAを使用することが一般

的であるが，石橋ら12）はTc－99m－DTPAでは1－

131－OIHに比して特徴的所見を得るのが困難な

ことを示唆している．

　Deconvolution　analysisは1969年Meldoesiら13）

により，ヒトのレノグラムにbackground　subtrac－

tionを用いて行われて以来，　Brown＆Britton14），

Reeve＆Crawley15），　Kennyら16），　Diffeyら17）な

どにより広く腎臓での研究が行われてきた．

　Piepsz，　Diffeyら9）はdeconvolution　analysisを

用いて移植腎レノグラムを分析しMTTは正常移

植腎で2．73土0．9分，急性拒絶反応群で4．53±1．5

分，慢性拒絶反応群で2．93±0．8分，水腎症群で

7．25±3．0分と報告した．正常腎，急性拒絶反応

群および慢性拒絶反応群のいずれの値もわれわれ

の検討に比してやや延長しているが，正常群に比

して急性拒絶反応群でMTTが延長しており，慢

性拒絶反応群ではほぼ不変であった点で一致して

いる．また，水腎症群で著明にMTTが延長して

いる点も一致している．彼らは腎機能が低下して

いる時にはこの方法は役にたたず，ATNのある

際の急性拒絶反応の診断には有用でないが，十分

な機能を有する早期の急性拒絶反応の診断には有

用だとしている．

　われわれはO’Reillyら8）の方法によるdecon－

volution　analysisを当院の移植患者の腎レノグラ
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ムに行い，各種病態の移植腎のMTTとHo値を

求めた．求めたMTTとHoを組み合わせ，プロ

ットしてみたところ，それらを単独でみるよりも

それぞれの病態の特徴はより明確になった．この

ようなHo値とMTTの組み合わせによる病態把

握についての報告は今までには見られていない．

正常群はHo値が他群に比して高値で，　MTTは

2分前後に集中しているのが，その特徴である．

慢性拒絶反応群は正常群に比しMTTは大差ない

が，Ho値は低値を示した．臨床上急性拒絶反応

とATNの区別は重要であるが，困難iとされてい

る．われわれの結果では双方とも正常群に比し，

MTTはほぼ同程度の延長を示した．一方，　Ho値

は両群とも正常群に比して有意に低下していたが，

ATN群の方でより著明に低下しているのがその

特徴であり，この所見は両者の鑑別の助けになる

のではないかと考えられた．しかし，われわれの

ATN群の平均血清クレアチニン値は急性拒絶反

応群のそれに比し，有意に上昇しており，Ho値

はGFRを反映している9）とされているので，急

性拒絶反応群に比し，ATN群で有意にHo値が

低値であったのは，両群間の血清クレアチニン値

の差異による可能性も完全否定はできない．一方，

急性拒絶反応群の平均血清クレアチニン値は1．8

mg／d1と軽度の上昇であったが，その血清クレア

チニン値に比してHo値は低値を示す傾向にあり，

実際平均血清クレアチニン値が3．1mg／d1の慢性

拒絶反応群よりもさらに低いHo値を示していた．

このことは，まだ軽度の血清クレアチニン値の上

昇を示す，ごく早期急性拒絶反応の際のレノグラ

ムにdeconvolution　analysisを行うことが，急性

拒絶反応の早期診断の有力な検査法であることを

示唆していると考えられた．

V．結　　論

　腎移植を施行した患者50例から得た179レノグ

ラムを，0’Reillyらの方法によりdeconvolution

analysisを行い，　MTTおよびHo値を求めるとと

もに，MTTとHo値を組み合わせることにより，

各病態の特徴的所見を得た．したがって，レノグ

ラムを定量的客観的評価できる本法は，腎移植患

者の病態の鑑別の一助となり，臨床的に有用であ

ることを明らかにした．
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Summary

Usefulness　of　Radioisotope（RI）Deconvolution　Analysis　with

　　　　　　　　　　Tc－99m－DTPA　in　Transplante《l　Kidney

Ikuko　HAYAsHI

Depart〃ient　of　Nephrologγ，　Toho　U〃’vers〃γ　School　ofルledic’ne

　　In　50　renal　transplant　recipients，　we　performed

radioisotope（R1）deconvolution　analysis，　as　re－

ported　by　O’Re川y，　in　l　79　renograms　from　dynamic

renal　scanning　with　Tc－99m－DTPA　and　obtained

MTT（mean　transit　time）and　Ho（initial　height）

values．　We　found　characteristic　features　of　various

graft　conditions　using　the　combination　of　MTT

and　Ho．　The　mean　Ho　value　was　greater　in　normally

functioning　grafted　kidneys　than　in　kidneys　with

other　states．　The　mean　MTT　in　the　normal　group

was　about　2　min．　In　the　acute　rej　ection　group，　the

mean　Ho　value　was　lower　and　the　mean　MTT　was

more　prolonged　compared　with　the　normal　group．

In　ATN　group，　the　mean　MTT　was　similar　to　that

in　the　acute　rejection　group，　whereas　the　mean　Ho

value　was　lower．　In　the　chronic　rejection　group，

the　mean　MTT　was　similar　to　that　in　the　normal

group，　but　the　mean　Ho　value　showed　a　lower　one．

The　hydronephrosis　group　had　an　extremely

prolonged　MTT．　This　study　indicated　that　the

combination　of　Ho　and　MTT　obtained　from　RI

deconvolution　analysis　is　a　valuable　means　of

understanding　the　condition　of　renal　grafts．

　　Key　words：Transplanted　kidney，　Deconvolu－

tion　analysis，　Tc－99m－DTPA，　Acute　rejection．
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