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《原　著》

腎の深さ算出のための新しい回帰式の提案

一
とくにカメラ法による99mTc－MAG3腎動態シンチグラフィ

　　　　　　　定量測定の精度向上に向けて一
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　要旨　腎疾患の合併のない成人1，170例に対するX線CTでの腎の深さ計測値をもとに，腎の深さ

算出のための新しい回帰式の作成を試みた．X線CTにて計測された右腎の深さ（Dr）は7．33±L27　cm，

左腎の深さ（Dl）は7．07±L27　cmで，従来のT¢nnesen法，三重大の伊藤法，北大の伊藤法およびTaylor

法での算出値と比べ25～10％の隔たりがみられた．X線CTで計測された腎の深さ値と最もよい相関

関係を示した因子である腹厚（Ta）による腎の深さの算出式はDr＝0．32×Ta＋0．87，　D1＝0．36×Ta－0．08

であった．この回帰式での腎の深さ算出値は，X線CTでの計測値と差が少なく，カメラ法での99mTC－

MAG3シンチグラフィ腎機能定量法の精度の向上を目指す腎の深さ補正に広く応用されるものである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学34：159－166，1997）

1．はじめに

　現在腎シンチグラフィには，主として近位尿細

管から排泄される99mTc－mercaptoacetyltriglyCine

（99mTc－MAG3）が，コントラストのよい腎尿路系

のイメージが得られ腎クリアランス率を評価しう

る新しい腎動態機能診断薬として広く使用されて

いる1）．99mTc－MAG3腎シンチグラフィにおける腎

動態機能の解析法には，初期血流画像を含めた腎

の経時的視覚的な画像解析2），レノグラムによる解

析3），採血法による血漿クリアランス率測定4・5），ガ

ンマカメラ測定による腎摂取率測定などが行われ
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ている6・7）．なかでも，ガンマカメラ法での99mTc－

MAG3腎摂取率測定は採血の必要がなく，簡便

に腎のクリアランス率が算出できることから現在

では広く行われている解析法である．

　ガンマカメラ法による腎摂取率測定では，

99mTc－MAG3の腎の深さによる放射能減弱に対す

る補正が必要で，従来T¢nnesenら8），三重大学の

伊藤ら9），北海道大学の伊藤ら1°）およびTaylor

らlt）の式が使用されてきた．しかし，既鞭2）のご

とく，これらの式から算出される腎の深さ値はX

線CTで計測した腎の深さと比べ過小評価する傾

向がみられ，腎クリアランス値についても20～

30％過小評価することが明らかになった．した

がって，本研究ではガンマカメラ法による腎クリ

アランス測定の精度を向上させるために，自験例

でのX線CTによる腎の深さ計測値を基に新た

な腎の深さ算出のための回帰式の作成を試みた．
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160 核医学　34巻3号（1997）

II．対象ならびに方法

　腎疾患を有さずX線CTを施行した成人1，170

名（16～89歳，58．0±14」歳）を対象とした．な

お内訳は，男性が665名，女性が505名であっ
た．

　また，X線CTによる腎の深さの計測は，仰臥

位において左右の腎門部レベルでの背面から腎前

面までの距離（A）と腎後面までの距離（P）を求

め，その平均値を腎の深さとした．さらに，同レ

ベルでの背側面から腹側面までの距離を腹厚（Ta）

とした（Fig．1）．今回検討したx線CTで求めら

れた腎の深さ値を，身長（H）と体重（W）の比から

算出するT¢nnesenら8）の式，三重大の伊藤ら9）の

式，北大の伊藤ら1°）の式，および年齢（age）を加

θ
Fig．1　Diagram　of　measuring　renal　depth　and　abdominal

　　　thickness　by　X－ray　CT．　Ta：thickness　of　the　abdo－

　　　men．　Renal　depth　＝（A十P）ノ2．

Table　1　Conventional　formulas　for　estimating　renal　depth

1）T¢nnesen8）（using　ultrasonography　in　sitting　position；

　n＝55）
　　Dr（cm）＝13．3×（W！H）十〇．7

　　Dl（cm）＝13．2×（WIH）十〇．7

2）T．Ito9｝（using　ultrasonography　in　sitting　position；n＝

　35）
　　Dr（cm）＝16．55×（W／H）十〇．66

　　D1（cm）＝17．05×（W！H）十〇．13

3）K．Itohio）（using　X－ray　CT　in　supine　position；n＝234）

　　Dr（cm）＝13．6361×（W／H）o醐

　　D1（cm）＝14．0285×（WIH）07554

4）Taylorit）（using　X－ray　CT　in　supine　position；n＝201）

　　Dr（cm）＝1531×（W／H）十〇．022×age十〇．077

　　Dl（cm）＝16．17×（WH）十〇．027×age－0．94

えたTaylorら11）の式から算出される腎の深さ値

と比較した（Table　1）．また，　X線CTにより計測

された右腎の深さ値（Dr）ならびに左腎の深さ値

（Dl）と年齢，身長，体重，腹厚および体表面積

（BSA＝0．007184×W・・425×H°725　m2）との相関関係

を検討し，良好な相関を示した因子からなる回帰

式の作成を試みた．

　統計学的検討には，2群間の平均値の検定に

はStudent’s－t検定を，多群間の検定にはKruska1－

Wallis検定を行った．また，相関関係の検定には

Pearson’s　correlation　test，回帰式の作成にあたっ

ては単回帰および重回帰分析を行い，いずれも

p＜0．05をもって有意差と判定した．

m．成　　績

　1）X線CT計測値ならびに既報の式による腎

　　の深さの検討

　X線CT計測値ならびに既報の式による左右の

腎の深さ値についてTable　2に示した．　X線CT

で計測された腎の深さについてみると，右腎では

7．33±1．27cm（mean±SD），左腎では7，07±1．27

cmで，右腎の方が左腎より有意（p＜0．0001）に深

かった．T¢nnesenら8）の式で算出される腎の深さ

は，右腎が5．36±0．75cm，左腎が5．33±0．75　cm

でX線CTで計測された値より有意（p＜0．0001）

に少なく，25％程度浅めに評価されていた．三重

大の伊藤ら9）の式では右腎が6．46±0．93cm，左

腎が6．11±0．96cm，北大の伊藤ら1°）の式では右

腎が6．53±0．74cm，左腎が6．34±0．77　cm，　Tay－

10rらIDの式では右腎が6．41±0．91　cm，左腎が

6．22±0．97cmでいずれもX線CTでの測定値に

比べて有意（p＜0．OOO　1）に少なく，10～14％程度

浅く評価していた．

　2）　年齢層別にみた腎の深さ分布

　年齢層別に腎の深さ分布をみると，16～19歳

の若年群，80歳以上の高齢者群では左右腎とも

に浅い傾向がみられたものの，統計学的に有意の

差ではなく，ほぼ一定の範囲内にあった（Fig．

2）．

W：weight（kg），　H：height（cm）
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Table　2　Comparison　between　renal　depth　measured　by　X－ray　CT　and　that　with　conventional　formulas

Dr（cm） P－value Dl（cm） P－value

T¢nnesen8｝

T．Itog）

K．ItohiO｝

Taylorll｝

X－ray　CT

5．36±0．75

6．46±0．93

6．53±0．74

6．41±0．91

7．33±L27

P〈0．0001

p〈0．0001

p＜0．0001

P＜0．0001

5．33±0．75

6．11±0．96

6．34±0．77

6．22±O．97

7．07±1．27

p〈ODool
P＜0．0001

P〈0．OOO　l

P〈0．0001

Dr：right　renal　depth，　D1：left　renal　depth；mean±SD，　Kruska1－Wallis　test

竺pth　Rightki蠕。58）

　8

6

4

2

Renal　depth
（cm）

　8

6

4

2

1＿eft　kidney

　　　　　　（p＝0．827）

o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　age
　16－1920　　30　　40　　50　60　70　80－89　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0－8　　（years）

　【71［38J［90］t173］［2641［343」［211】【441　　　　　　17］　［38］［901【173］［264］［3431［211】【44】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［］，number　of　patients

　　　　　　　Fig．2　Age　distribution　of　renal　depth　with　X－ray　CT　measuremenし
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　3）X線CTにて測定された腎の深さ値と身体

　　的因子との相関関係

　X線CTにて計測された左右の腎の深さと各身

体的因子との相関係数（r）をTable　3に示した．

年齢と身長は腎の深さとほとんど相関関係はみら

れなかった．一方，体重，体重／身長，腹厚につ

いてはrが0．7以上の良好な相関がみられた．な

かでも，腹厚の相関係数は右腎でr＝0．743，左腎

でr＝0．812と最もよい相関を示していた（Fig．

3）．また，これらの3因子を組み合わせた場合で

は，腹厚と体重／身長とによるものが最も相関が

よく，右腎でr＝0．768，左腎でr＝0．823であっ

た．

4）腎の深さ算出のための回帰式

　腎の深さの単回帰式を最も良好な相関関係を示

した腹厚の因子から作成した．回帰式は次に示す

ように，

Dr＝0．32×Ta十〇．87（cm）

Dlニ0．36×Ta－0．08（cm）

であった．また，体重／身長の因子から作成した

回帰式は，

Dr＝16．40×（W／H）十1．59（cm）

Dl＝17．19×（W／H）十1．04（cm）

であった．
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162 核医学　34巻3号（1997）

　一方，腹厚，体重／身長の因子による重回帰式

によるものは，

Dr＝0．18×Ta十8．54×（W／H）十〇．75（cm）

Dl＝0．26×Ta十5．90×（W／H）－O．16（cm）

であった（Table　4）．

　5）腎の深さのX線CTでの計測値と腹厚に

　　よる単回帰式での算出値の差

　腹厚による単回帰式から1，170例の腎の深さを

算出すると，右腎が7．28±0．93cm，左腎が7」4

Table　3　Relation　coefficient　between　renal　depth　and

　　　　physical　variables

Variables Dr D1

Age
H

W
W／H

Ta
BSA

TaandW
Ta　and　W！H

Age　and　W／H

0．087

0．275

0．709

0．739

0．743

0．615

0．762

0．768

0．742

0．029

0．269

0．732

0．766

0．812

0．629

0．819

0．823

0．778

±1．04cmで，これらの値はX線CTにて計測さ

れた値と1％未満の差をみるのみであった．

　また，X線CTにて計測された腎の深さ値と，

腹厚による単回帰式から算出される腎の深さ値の

差についてみると，右腎においては一2．80～＋

2．85cm，左腎においては一2．46～＋2．49　cmの

範囲内に分布していた．また，その差が05cm以

内の症例は右腎では532例（45％），左腎では577

例（49％）であった．差がLO　cm以内の症例は，

右腎では912例（78％），左腎では965例（82％）で

あった（Fig．4）．

　左右の腎の深さの差についてみると，X線CT

での計測値による検討では0．26±0．70cmであっ

たのに対し，腹厚による単回帰式の算出値による

検討では0」4±0」2cmであった．

Table　4 New　proposal　calculated　formulas　for　rena］

depth

Variables Dr（cm） Dl（cm）

H：height（cm），　W：weight（kg），　Ta：thickness　of　the

abdomen（cm），　BSA：body　surface　area＝Wo．425×

Ho，72s×0．007184（m2）

Ta　　　　　　O．32×Ta十〇．87

WH　　　　l6．40×（W／H）十L59

Ta　and　W／H　O．18×Ta十8．54

　　　　　　×（WIH）十〇．75

0．36×Ta－O．08

17．19×（W！H）十1．04

0．26×Ta十5．90

　×（WH）－0」6

H：height（cm）、　W：weight（kg），　Ta：thickncss　of　the

abdomen（cm）

Depth（cm）

12

10

8

6

4

Right　kidney
Depth（cm）

12

10

8

6

r＝0．743

Yニ0．32X＋0．87　4

Left　kidney

8°邑

rニ0．812

Y＝0．36X－0．08

10　　　15　　　20　　　25　　　30（cm）　10　　　15　　　20　　　25　　　30（cm）

　　Thickness　of　the　abdomen（Ta）　　　　　　　　Thickness　of　the　abdomen（Ta）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（n＝1170）

　　　　　　Fig．3　Correlation　between　thickness　of　the　abdomen　and　renal　depth．
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Right　I《idney Patients

600

500

400

300

200

100

Left　kidney

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0

　0～0・5～1・0～1・5　～2・0～2・5　～3・0　　　　　0～0・5　～1・0　～1・5　～2・0　～2・5　（cm）

　　　　　　　　　　　　Di行erences　in　renal　depth　　（n＝1170）

　　Fig．4　The　differences　in　renal　depth　between　measurement　by　X－ray　CT　and　single

　　　　　calculated　formula　with　abdominal　thickness（Ta）．

IV．考　　案

　新しい腎動態シンチグラフィ製剤としての

99・・Tc－MAG3は，従来用いられてきた同じく近位

尿細管排泄性の1311－OIH，　i231－OIHに比べ被曝線

量が少なく大量投与が可能で，画像の視覚的診断

だけでなく，有効腎血漿流量（ERPF）測定による

腎機能の定量的評価法に広く適応されている11）．

　従来，腎機能の定量測定には採血により，

WmTc－MAG3血中クリアランスを算出する方法が

行われてきたが，頻回な採血を必要とするもので

あった．これに対し1回の採血で99mTc－MAG3の

血中クリアランスを測定する簡略化された方法も

考案されたが14・15），それでも血漿サンプルのin

vitro的な技法が必要であり，データ処理にあたっ

ての時間的制約も大きいのが難点であった．

　これに対し，カメラ法による腎機能定量法は血

漿サンプルのin・vitro的な技法や処理の必要性が

なく，採血法よりも簡便に行える方法として広く

行われている方法である川．解析法については

OIHを用いたSchlegelら16）の方法をもとに検討

がなされ，Arroyoら17）によりwmTc－MAG3クリア

ランス定量法の良好な成績が報告された．

　しかし，カメラ法による99m’Tc－MAG3のクリア

ランス算出のためにはバックグラウンド，腎の深

さ，線減弱係数，時間減衰などの因子による補正

が必要である．なかでも，腎の深さ補正はカメラ

法で算出される腎のクリアランス値に最も影響を

与える因子とされてきた．個々の症例での正確な

腎の深さ値の決定には，X線CTによる計測が望

ましいが，99mTc－MAG3シンチグラフィ施行全例

にX線CTを行うのは非現実的である．したがっ

て，適切な身体的指標から腎の深さを算出するこ

とが望まれ，従来，体重／身長の因子による

T¢nnesenら8）の式が用いられてきた．しかし，

T¢nnesenらの式は腎の深さを過小評価し，腎の

クリアランス値も過小評価することが指摘されて

いた．その理由としてTaylorら11）は，　T¢nnesen

法では腎の深さの計測を坐位で超音波検査にて測

定したことを挙げている．通常99mTc－MAG3シン

チグラフィが臥位にて背面からカメラ計測するた

め，姿勢の違いにより腎の深さが優に1cmは十

分に変動していると述べている．また，超音波検

査での腎の深さの計測も斜めであり，垂直方向で
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164 核医学　34巻3号（1997）

はなかったとも述べている．

　このT¢nnesenらの式が腎の深さを過小評価し

ているという問題点については，われわれも既

鞭2）のごとく臨床的に腎疾患を有する13例で検

討を行ってみた．その検討においても，T¢nnesen

らの腎の深さ補正より求められる腎の深さ値はX

線CTにて計測された値より30％前後浅く評価

しており，その結果カメラ法にて算出した腎クリ

アランス値でも30％前後過小に評価されていた

ことが明らかになった．したがって，腎の深さ算

出の精度が予想以上に腎クリアランス算出に大き

な影響を与えることが認識された．

　三重大学の伊藤ら9）の算出式は，坐位で超音波

検査にて計測するものであるが垂直方向に計測す

る方法で行ったものである．一方，北大の伊藤

ら1°）やTaylorらll）の算出式は，いずれも臥位に

てX線CTにより計測された腎の深さ値から作ら

れたものである．これら三者の式では基本的に体

重／身長の因子が用いられている．しかしなが

ら，本研究での検討では，これらの算出式から求

められた腎の深さと，X線CTで計測された腎の

深さ値の間にはやはり10％以上の隔たりがみら

れた．これに対し，本研究での腹厚による単回帰

式から算出される腎の深さ値は，X線CTで計測

された値と1％未満の差をみるのみであり，既報

の算出式よりも良好な結果を示していた．なお，

Taylorら11）は腎の深さと年齢はよい相関を示した

と報告し，算出式には年齢の因子が加味されてい

るが，本研究では腎の深さと年齢の間には全く相

関関係が認められなかった．

　これらの結果からみて，適切な腎の深さ算出の

ための回帰式作成に当たっては，従来の身長，体

重にかわる新しい因子を用いた解析が必要である

と推測された．そこで，われわれは本研究での各

種の身体的因子についての検討から，腎の深さと

最もよい相関関係を示す腹厚が新しい因子に最も

適切であると考えたものである．本研究では腹厚

をx線crにて計測したものであるが，実際の臨

床では腎シンチグラフィ施行時，仰臥位にてcali－

perを用いて容易に計測できるものである．腹厚

の計測部位については，両側腎門部の高さにほぼ

一致する剣状突起と膀部の間の聴側1！3のレベル

で行うことが望ましいであろう．また，腹厚は体

格のなかでも腹部の状況の指標を最も反映すると

考えられる．したがって，腹厚による単回帰分析

にて求められる，次の式

Dr（cm）＝0．32×Ta十〇．87（cm）

D1（cm）＝0．36×Ta－0．08（cm）

が，腎の深さを算出するに当たっての最も適切な

回帰式であると結論された．

　一方，従来の体重／身長の因子による回帰式

や，腹厚と体重／身長の因子による重回帰式も腎

の深さと良好な相関関係がみられたことから，腎

の深さ算出に適応するに足りるものと考えられ

る．また，相関係数のうえからは，腹厚と体重／

身長の因子による重回帰式が最もよいと考えられ

る．しかし，われわれは因子数が少なく簡便に腎

の深さを求められることや，相関係数が重回帰分

析に比べてさほど遜色がないという理由から，腹

厚だけの因子による回帰式を第一に提唱するもの

である．

　個々の症例において腹厚による回帰式から算出

された腎の深さ値とX線orにて計測した腎の深

さ値との差をみると，約80％の症例では1cm以

内に収束していた．また，左右の腎の深さの差に

ついてはX線CTでの計測値と腹厚による算出値

での相違は1．2mm程度であり，これらのことは

この回帰式の正確性を裏づけるものと考えられ
た．

　他方，腎の深さの測定法には腎シンチグラフィ

で背面からのガンマカメラ撮像が終了した後に，

側面から腎のイメージを撮像し深さを計測する方

法も報告されている18・19）．牛嶋ら2°）はこの方法で

計測された腎の深さ値は，X線CTで計測された

腎の深さ値とよく一致したと述べている．しか

し，この報告は1311－OIHシンチグラフィによるも

のであり，半減期の短いWmTc－MAG3シンチグラ

フィにおいては腎機能定量測定のためのカメラ撮

像時と，深さ測定のための撮像時とでは放射能が
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腎の深さ算出のための新しい回帰式の提案

取り込まれている腎のイメージがすでに変化をき

たしている可能性が高いと考えられる．したがっ

て，この測定法は実際に応用するには問題が多す

ぎるものといえよう．

　われわれが提唱する腹厚による腎の深さ算出の

ための回帰式は簡便に使用できるものであり，か

つ，実際の腎の深さとの誤差も少ないと推測され

る．今後，カメラ法による酬Tc－MAG3シンチグ

ラフィでの腎機能定量法の腎の深さ補正に応用さ

れ，測定精度の向上に寄与するものである．

V．結　　語

　1．腎疾患のない成人1，170例に対してX線CT

による腎の深さ計測を行った．右腎の深さは7．33

±1．27cm，左腎の深さは7．07±1．27　cmであっ

た．

　2．このX線CTによる腎の深さ計測値は，従

来のT¢nnessen法，三重大の伊藤法，北大の伊藤

法およびTaylor法での算出値と25～109。の隔た

りがみられ，腎の深さ算出のための新たな回帰式

の確立が必要と考えられた．

　3，X線CTで計測された腎の深さ値と最もよ

い相関関係を示したのは腹厚であり，この腹厚に

よる腎の深さの算出式は

Dr（cm）＝0．32×Ta十〇．87（cm）

Dl（cm）＝0．36×Ta－0．08（cm）

であった．

　4．この回帰式で算出される腎の深さ値は，X

線CTで計測された腎の深さ値と差が小さく，

99mTc－MAG3シンチグラフイのカメラ法での腎機

能定量法の腎の深さ補正に広く応用され，測定精

度の向上に寄与するものである．
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Summary

Proposal　on　New　Formulas　for　Renal　1）epth　in　the　Technetium・99m－

　　　　　　　　　　Mercaptoacetyltriglycine（MAG3）Scintigraphy

　　Katsuhiro　UcHiyAMA＊，　Yoshio　KuNlyAsu＊，　Yasuo　Nllo＊，　Shin　HAsEBE＊，

Morihisa　YAMADA＊，　Hiroyuki　SHINoHARA＊，　Shin　MATsuoKA＊，　Hideki　SHiMA＊，

　　　Masao　OBucHi＊，　Kenji　TAKizAwA＊，　Minoru　HoNDA＊，　Ryuji　KAwABE＊，

　　　　　　　Jun　KuwAYAMA＊，　Shigeki　IwAsAKI＊＊and　Terukuni　IDEuRA＊＊

＊Departmentイヅ」～adio～08y，＊＊Depar伽ent‘～f　ln　ternal〃e∂icine，

　　　　　　　　凡σ’igaoka∫Hイ，spital　ofShowa〔ノniりersity

　　Recently，　camera－based　techniques　to　measure　ef－

fective　renal　plasma　flow（ERPF）have　become　more

popular　than　single　plasma　sample　techniques　because

camera－based　measurements　avoid　the　necessity　of

delayed　plasma　samples　and　in　vitro　techniques．　The

measurements　of　ERPF　are　used　to　estimate　the　clear－

ance　of　technetium－99m－mercaptoacetyltriglycine

（MAG3）．　However，　camera－based　techniques　are

dependent　on　an　accurate　estimate　of　renal　depth　to

correct　for　soft－tissue　attenuation．　Then，　new　formulas

for　renal　depth　correction　of　technetium－99m－MAG3

clearance　in　place　of　T¢nnesen’s，　M」to’s，　K．　Itoh’s，

and　Taylor’smethods　were　tried　to　establish　in　this

paper．　Patients　and　methods：Eleven　hundred　and　sev－

enty　patients　without　any　renal　disease　were　objected．

The　data　from　measurement　of　renal　depth　using　X－

ray　CT　in　supine　position　were　analyzed　statistically．

Results：The　depths　of　right　kidney（Dr）and　left　kid－

ney（Dl）were　7．33±L27　and　7．07±1．27　cm．　The

correlation　coefficients　between　Dr　and　height（H），

body　weight（W），　body　surface　area（BSA：Wo・425×

Ho・725×O．007184　m2），　age，　and　abdominal　thickness

（Ta）were　O．275，0．709，0．615，0．087，　and　O．743．　The

correlation　coefficients　between　Dl　and　H，　W，　BSA，

age，　and　Ta　were　O．269，0．732，0．629，0．029，　and

O．812．Ta　had　best　correlation　with　both　Dr　and　Dl．

The　calculation　formulas　for　Dr　and　Dl　using　Ta　were

as　follows；Dr＝0．32×Ta十〇．87　cm，　and　Dl＝0．36×

Ta－0．08　cm．　On　the　other　hand，　the　muhiplex　calcu－

lation　formulas　of　Dr　or　Dl　with　H，　W，　and　Ta　were　as

follows；Dr＝O．18Ta十8．54×（W／H）十〇．75（r＝

0．768），and　D1＝0．26Ta十5．90×（WIH）－0．16（r；

0．823）．Conclusion：The　new　regression　equations

provide　superior　estimates　of　renal　depth　compared　to

conventional　equations．　Application　of　these　new　for－

mulas　into　camera－based　protocols　to　determine　renal

clearances　may　lead　to　more　accurate　measurements

of　ERPF　using　technetium－99m－MAG3　scintigraphy．

　　Key　words：　99mTc－MAG3　renal　scintigraphy，

99mTc－MAG3　clearance，　Camera－based　clearance，　Re－

nal　depth　correction．
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