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B-4. 消化器系，泌尿器・生殖器系
1. 腎移植後合併症の核医学検査について，誤っているのはどれか．
a.

急性拒絶反応の早期には，腎平均通過時間の延長と排泄機能障害が認められる．

b.

急性拒絶反応は，まず腎機能が回復し，続いて排泄機能が回復する．

c.

急性尿細管壊死は，生体腎移植後よりも死体腎移植後に多い．

d.

急性尿細管壊死は，血流はほぼ保たれているものの，機能相集積低下と排泄能低下が認め
られる．

e.

腎静脈血栓症は，腎血流は多少なりとも保たれているが排泄がほとんどない．

2. 腎シンチグラフィの方法について正しいのはどれか．
a.

99m

b.

99m

c.

99m

d.

利尿レノグラフィで，利尿薬投与は放射性医薬品投与後 15 分以上経過してから行う必要

e.

カプトプリル負荷腎シンチグラフィでは，カプトプリル経口後速やかに放射性医薬品を投

Tc-DMSA 腎シンチグラフィでは通常中エネルギー汎用コリメータを使用する．
Tc-DMSA を用いる場合，通常静注から撮像までに 2 時間以上の間隔をあける．
Tc-DTPA を用いる場合，検査前 3 時間以上の絶飲食が望ましい．

がある．
与する．
3. カプトプリル負荷腎シンチグラフィにつき誤っているのはどれか．
a.

腎血管性高血圧 (RVH) は，腎動脈の狭窄 (RAS) を原因として発症する．

b.

RVH は，高血圧症の 0.5〜4% を占め，重症高血圧や悪性高血圧の要因となる．

c.

Ca 拮抗薬服用患者では，レニン分泌が亢進している状態にあるので，その服用を中止し
て試験を行う．

d.

本検査の臨床的意義は RAS 腎のレニン依存性の評価や RVH の予後推定，治療後の経過

e.

99m

観察に有用である．
Tc-DTPAと 99mTc-MAG3 の診断率の比較で，後者は有意に優れている．

4. 腎機能定量について正しいのはどれか．
(1)

99m

(2)

Gates 法は両腎の摂取率から GFR を算出する方法である．

(3)

Gates 法の精度は 1 点採血法に匹敵する．

(4)

1 点採血法は腎機能が高度低下した症例でも GFR を精度よく測定できる．

(5)

持続静注法（平衡法）は，クリアランス測定の最も精度のよい方法である．

Tc-DTPA クリアランスは GFR を反映する．

a. (1), (2), (3)

b. (1), (2), (5)

d. (2), (3), (4)

e. (3), (4), (5)

c. (1), (4), (5)

5. 腎の生理と核医学について誤っているのはどれか．
a.

単位体積あたりの腎血流量は脳血流量の約 10 倍である．

b.

腎機能を経時的に比較する場合，水分摂取，食事，運動などの条件をなるべく同じにする
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必要がある．

6.

c.

腎血漿流量は約 120 ml/min/1.73 m2 である．

d.

99m

e.

99m

Tc-DMSA は血漿蛋白と結合し近位尿細管に取り込まれて長時間留まる．
Tc-DMSA と 99mTc-DTPA の被曝線量が最大の臓器は，それぞれ腎，膀胱である．

99m

Tc-PMT 肝胆道シンチグラフィについて正しいのはどれか．
(1)

99m

Tc-PMT は，尿中排泄率が高い．

(2)

急性胆囊炎では，胆囊は 10 分以内に描出される．

(3)

99m

(4)

検査前には 2〜4 時間の絶食が必要である．

(5)

総胆管不完全閉塞例では，胆道系の放射能停滞像を認める．

Tc-PMT は，肝細胞癌転移巣の診断に有用である．

a. (1), (2), (3)

b. (1), (2), (5)

d. (2), (3), (4)

e. (3), (4), (5)

c. (1), (4), (5)

7. 肝内外短絡血流率の測定について誤っているのはどれか．
a.

99m

b.

133

Tc-MAA を用いた経脾法では，短絡形成がある場合，肺が描出される．

Xe を用いた経脾法では，短絡形成がある場合，肝臓の時間放射能曲線は急峻な上昇曲線

を示す．
c.

経直腸法で，短絡形成がない場合，RI は上直腸静脈，下腸管膜静脈，門脈を経て肝臓に流
入する．

8.

d.

経直腸法は，カテーテルを介して RI を空気で注入する．

e.

201

Tl を用いた経直腸法では，短絡形成がある場合，心／肝放射能比が有意に高値を示す．

99m

Tc-GSA を用いた肝シンチグラフィについて正しいのはどれか．
(1)

投与リガンド量が集積速度に影響する．

(2)

血清中の肝細胞逸脱酵素レベルとよく相関する指標が得られる．

(3)

静注後早期に脾臓が観察された場合，コロイド形成が示唆される．

(4)

LHL15 はアシアロ糖蛋白受容体量と比例する．

(5)

HH15 については，肝の放射能の影響による過大評価を考慮する必要がある．
a. (1), (2)

b. (1), (5)

c. (2), (3)

d. (3), (4)

e. (4), (5)

9. コロイドによる肝シンチグラフィについて正しいのはどれか．
(1)

放射性コロイドの粒子径が増加すると骨髄への分布の割合は増加する．

(2)

正常例では 1 回の通過 (single pass) で 75% が RES 細胞で捕捉される．

(3)

FNH はコロイドの取り込みが増加しうる肝腫瘍である．

(4)

脂肪肝では肝腫大や不均一分布がみられる．

(5)

コロイドスキャンでは検出可能な最小出血量は 1 ml/分である．
a. (1), (2)

b. (1), (5)

c. (2), (3)

d. (3), (4)

e. (4), (5)

625

10. 胃排出シンチグラフィについて正しいのはどれか．
(1)

検査前に禁食などの前処置は不要である．

(2)

糖尿病では固形，液状食ともに排出時間は短縮する．

(3)

正常例の排出カーブは固形食では monoexponential である．

(4)

試験食のカロリー量に応じて排出時間は延長する．

(5)

胃からの排出は主として前庭部の収縮による．
a. (1), (2)

b. (1), (5)

c. (2), (3)

d. (3), (4)

e. (4), (5)

11. 腎血管性高血圧患者における腎シンチグラフィを示す．誤っているのはどれか．
(1)

99m

(2)

右腎のサイズが小さくかつ血流が低下しており，右腎性の腎血管性高血圧が考えられる．

(3)

カプトプリル負荷により，レニン活性が亢進する．

(4)

カプトプリル負荷は，検査の 1 時間前に経口投与させる．

(5)

この患者にカプトプリル負荷を行うと，患側腎の腎実質内通過時間 MTT が延長すると考

Tc-DMSA によるシンチグラムである．

えられる．
a. (1), (2)

b. (1), (5)

c. (2), (3)

d. (3), (4)

e. (4), (5)
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12.

99m

Tc 標識赤血球による消化管出血シンチグラフィを図に示す．撮像時間は左上から右下にかけて

RI 投与後 1 分，5 分，15 分，30 分，45 分，60 分である．正しいのはどれか．
(1)

出血部位は回腸である．

(2)

血尿を伴っている．

(3)

24 時間像を追加する必要がある．

(4)

大腸ファイバーをすすめる．

(5)

99m

Tc スズコロイドでも検出できる．

a. (1), (2)

b. (1), (5)

d. (3), (4)

e. (4), (5)

c. (2), (3)

13. 精索静脈瘤症例の精巣シンチグラム（プール像）を示す．誤っているのはどれか．
a.

左側精索静脈瘤が考えられる．

b.

バルサルバ法にて検出率が上昇する．

c.

Time activity curve は subclinical varicocele の
診断に有効である．

d.

右側と左側が同じ確率で発症する．

e.

男性不妊の原因となる．

14. 異所性胃粘膜シンチグラムを示す．誤っているのはどれか．
a.
b.

TcO4−を用いる．

99m

静注後 30 分〜1 時間の連続撮像，および必要に応じて
遅延像を撮像する．

c.

小児の消化管出血の原因検索に有用である．

d.

異所性胃粘膜症と考えられる．

e.

シメチジン投与で検出率が低下する．
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15. 53 歳，男性．非ホジキンリンパ腫の化学療法中に急性腎不全が出現し，99mTc-DTPA 動態腎スキャ
ンが施行された．下記の血流相イメージ (A)，機能層−排泄相イメージ (B)，レノグラム (C) お
よび腹部 CT スキャン像 (D) から最も考えられる病態はどれか．
(1)

化学療法による急性尿細管壊死

(2)

腎動脈狭窄に伴う腎虚血

(3)

左腎静脈閉塞

(4)

リンパ腫の両腎実質浸潤

(5)

水腎症
a. (1), (2), (3)

b. (1), (2), (5)

d. (2), (3), (4)

e. (3), (4), (5)

c. (1), (4), (5)

