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〔泌尿紀要22巻3号1976年3・4月〕

腎．イメージング剤99mTc－DMSの臨床評価

北里大学医学部泌尿器科（主任：小柴 健教授）

     石  橋     晃

北里大学医学部放射線科（主任：橋本省三教授）

     石  井  勝  巳

     依  田  一  重

     橋  本  省  三

A CLINICAL EVALUATION OF 99？？i・Tc－DMS

   AS A RENAL IMAGING AGENT

            Akira lsHiBAsm

Fア0面諭D吻r伽弼Of Urolog．V，36乃00♂げMedicine，2（諏∫伽翫ゴ06「5珈

          （1万rector’1（．1（oshiba， M．エ）．）

Katsumi Is田1， Kazushige YoDA and Shozo HAs田MoTo

Fi’om the 1）ψα吻lent of Radiolog．？， Schoo／ofルfedicine，ノ（磁∫伽翫ゴび～7∫ψ

         （Director： S． Hashimoto， M． D．）

  We have evaluated the clinical use蝕lness of 99皿Tc－dimercaptosuccinate（DMS）as a renahmag－

ing agent in 44 cases with a variety of renal diseases．

  In all patients， the static scintiphotos were obtained with a Nuclear Chicago PhofGamma HP

camera attached to the high－resolution collimator， one hour after administration of 99mTc－DMS， ln

addition， perfusion images were made irnmediately after injection using time lapse camera．

 Five of these patients’ scintiphotos were illustrated． The isthmus of horse－shoe kidneys usually

not visualized by angiography was demonstrated clearly by scintiphotography with this agent． The

cold areas in the polycystic kidneys with markedly reduced function were also delineated using this

agent． ln a case of chronic renal failure， the scan with the 203Hg－chlormerodrin failed to show a

kidney image， but the kidheys were discernible with 99mTc－DMS．

  The perfusion images with this agents were net as good as that with ggmTc－DTPA but its static

images were of high quhlity and most usefu1 among other agents． for renal irnaging．

        緒     言

 各種腎疾患の診断に核医学的検査は有用な情報を提

供する．最近装置および各種試薬の開発によりますま

すその重要性は高まってきた．今回は，1974年Lin

ら11）により開発報告され米国をはじめ本邦でもその診

断的価値を高く評価されている試薬99mTc標識di－

mercaptosuccinate（以下99mTc－DMSと略す）を用

いて腎スキャンをおこなう機会を得たので，若干の検

討を加え報告する．

       検査対象および方法

 対象となった症例は，44例でいずれも各科より依頼

され，北里大学核医学部門で検査された例であり，内

訳はTable 1に示すとおりである．おもな症例は正

常9例，多発性嚢胞腎7例，腎腫瘍，嚢腫および腎奇

形ともに各5例などである．

 使用装置はNuclear Chicago製PH：O／Gamma HP
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Table 1．9gmTc－DMS施行例

多発性嚢胞腎

腎 腫 瘍

腎 嚢 腫

腎 奇 形
血    尿

発育不全腎
腹膜後腔嚢腫

腎 結 石

萎 縮 腎

腎孟腎炎
高血圧症
正    常

  計

7例
5

5

5

4

3

2・

1

1

1

1

9

44例

型シンチカメラでminicomputer CDS 4096が付属

している．なおコリメーターは，15，000hole high－

resolutionを使用した．

 原則として99皿Tc－DMSを1～2 mCi静注し40分

～1時間後に撮影した．なお必要に応じ，注射後30秒

以内のperfusion phaseを撮影した，9gmTc。DMSの

作成は，ダイナボット社提供のキットによった．

 なお試薬調整のつど，標識率の測定をおこなったが，

溶媒にアセトン対水，1：1を用いると遊離9“・ mTcは

1～2％程度となるが，50％メタノールで展開すると

異なった値となった，この差は9 9・ mTc－Sn－DMSなど

の錯体が介在するためとも考えられる．この点に関し

てはなお検討中であり，詳細は省略する．

臨  床  例

 症例 L OI－04－23 69歳男性．排尿困難を主訴と

して来院した．触診尿道造影所見より前立腺肥大症

と診断され経尿道的切除術を施行した．術前に各種の

H部尿路検索をおこなったが，腎膀胱単純撮影および

IVPでも異常所見は認められなかった．なおBUN

20 mg／dl，血清クレアチニン値0．81ng／dl，そのほか

血液化学，検血一般では，いずれも正常範囲内であっ

た．やや高年齢ではあるが，いちおう腎機能正常例と

して99mTc－DMSによる腎のイメージングをおこなっ

た．

 まず血管相をみると，注射後20～40秒前後で，腎の

イメージが得られるが この例では30～35秒像ではじ

めて両国全体のイメージが得られた（Fig。1）．正中線

部に屈曲した腹部大動脈像が描出され，その両側にじ

ゅうぶんな大きさの腎が認められた．注射後30分まで

の像では，かなりbackgroundが高く，ことに肝に相

当する部分の集積が高い（Fig．2，4～6分像）．しか

し注射後1時間の像では，Fig．3に示すようにback－

groundも消え，きわめて明瞭な腎実質像を呈し，2

時間後の像でもほぼ同じ所見が得られた．腎部集積曲

線はFig．4のようで，この曲線は注射直後より30分

目でのものであるが，きFわめて緩徐に上昇し，30分以

後はほぼplatcauに達する．

 症例 2． 18・一86－39，76歳男性．主訴は尿意頻数，

排尿困難である．高度の排尿困難のため入院し，精査

中に上部尿路の検査で畠田嚢腫が疑われた．なお血液

一般検査は正常，検尿で白血球多数であったが，化学

療法で改善をみている．BUN 42mg／dl，血清クレアチ

ニン値が4．0 mg！dlとやや上昇している． Fig・5は注

射後1時間の像で，軽度の腎機能障害を反映して腎部

集積がやや悪く，一部肝に相当する像もみえるが，右

腎上極に明瞭なcold arcaを認める．0～10秒の血管

像（Fig．6）は，やや不明瞭な像ではあるが，長腎上極

にやはりcold area（矢印）を認める．したがって腎嚢

腫が考えられ，のちにおこなったangiographyでも同

様の所見であった．

 症例3． 18－37－25，47歳女性．主訴は下肢の浮腫と
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蛋白尿．精査のため来院初診時の検尿では蛋白，糖・

ともに（一），そのほか沈渣でも異常所見なし．検血一

般でも異常なく，血液化学もBUN 15mg／dl，血清ク

レアチニン値1．1mg／dl， GOT 14単位， GPT lO単位

と正常だが，TTTは8．8単位とやや上昇していた．

総腎機能検査では，PSP l5分値19％，120分合計62％

とやや低下し，GFR 55，7 ml／min， RPF 364．7 ml／min，

FF O．16で，とくにGFRの低下がみられた．99mTc－

DTPAによる動態機能検査（シンチカメラ）では，腎

への集積がやや悪く，0～30分の2分ごとの集積像は

いずれも不明瞭であった，99mTc－DMSによるイメー

ジングでは，全般に集積はやや悪いが，左右ともに腎

輪郭は拡大し，大小不同，多数のcold areaのあるい

わゆる多発性嚢胞腎のpatternを示した（Fig．7）。同

じ症例の肝スキャン（99mTc－colloid 2 mCi静注）でも

大小不同のcold areaの散在する肝嚢胞と診断された

（Fioff一 8） ・

 症例 4． 12－18－77，38歳男性．主訴は肉眼的血尿

血液化学的検査でBUN 70 mg／dl，血清クレアチニン

値4・5mg／dlであり， IVPの2回静注法と， DIP

delayed filmでも明瞭な像は得られなかった．99mTc－

DMSの2時間像（Fig．9）で，左はわずかな集積，右

は中央部にやや強い集積をみる程度だが，大小不同の

cold areaと腎実質像の拡大が認められ，この症例も

多発性嚢胞腎と診断された，

 症例 5．16－17－96，32歳女性．主訴は全身倦怠感．

腎結核で3年9ヵ月，三者併用（SM， INAH， PAS）に

よる化学療法をおこなった．その4年後にJ食思不

振，体重減少，全身倦怠感などがあり，各種検査をお

こなったが，高血圧（150／90 mmHg程度）と，逆行

性腎孟撮影で両側の萎縮腎を指摘された．血液化学検

査ではBuN 57 mg／dl，血清クレアチニン値4・2 mg／dl，

検血一般で軽度貧血があり，検尿では沈渣で赤血球多

数のほかは特記すべきことはない．DIPは120分ま

で排泄像はみられない， Fig・10は1311－hipPuran

（500 yCi静注）による像（14～16分像）で両腎部の集

積が漠然とみられる．Fig・11は同じ試薬での150分像

（4分間集積像）で，かなり明瞭にやや縮小した腎の

実質像が描出された．しかしほぼ同じ時期に撮った

99mTc－DMSによる像では，全般に肝など他臓器のイ

メージと重：複し，しかもbackgroundも高く，腎その

もののイメージが判然としなかった．

 症例 6． 15－31－70，61歳男性．他院で右腎孟結石

を指摘され精査のため来院した．BUNなどの血液化

学検査，検尿および検血一丁目すべて正常範囲内であ

った．Fig．12は腎動脈造影のネフログラムで，実質
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像は全般に比較的明瞭に示されるが，峡部の状態が判

然としない，99mTc－DMSによる像（Fig．13）では，

完全に峡部が描出され，田部での腎実質部の存在が証

明された．

考 察

 1．各臨床例の検討

 a．正常例：代表例として挙げた症例1はやや高齢

ではあるが，他の正常例（自験例，報告例ともに）と

比較して，その性質L正常と思われるので呈示した．

注射直：後よりの短い時間（0～30秒）は一般に，腎へ

のとり込みよりも，血流を表わすとして血管（血流）相

（perfusion phase）と呼ばれる．血管相は多くは5～10

秒問程度の短い奇問の集積像で示され，99mTcのよう

な短半減期核種（物理的半減期6時間）の標識化合物

は大量投与が可能で，したがって血管相の描出が可能

である．

 99mTc－DMSの注射後5～30分程度は，一般にback－

groundが高く，さらに肝，脾などの像と重なり腎実

質像が明瞭に描出されない．これは9㍗Tc－DMSの

排泄が99mTc－pertechnetateに類似してきわめて遅

く2・3），かつextraczion ratioも小10）ということに由来

すると考えられる．

 30分以後では，投与した量の大部分は，腎皮質に集

積し，髄質にはいらず，しかも投与後6時間までは皮

質に積極的に集積しつづける性質がある2）．しかも安

東ら1）がラットを用いて調べたところによると，230Hg－

chlormerodrinもよく腎に集積するが，投与後3時間

して徐々に排泄を示すのに反し，99mTc－DMSは，前

述のようにそれ以後も集積しつづけるという，

 これらの結果や報告から，正常腎で注射後比較的短

い時間に，明瞭な腎のstatic imageを得るためには，

1時間像が適当と考え，興野の機関では，原則として

この条件でおこなっている．

 b．腎腫瘍・腎嚢腫：すでにRoscnthallら13）が指

摘し，著者の一人7・8）も報告しているように，血管相

と機能相との差で80％以上の確率で両者を区別しう

る．99mTc標識腎スキャン剤は，前述のように1回の

投与でこの2相の描出が可能であり，その鑑別にきわ

めて有用といえる．ただし99mTc－DMSは，他の99mTc

標識腎スキャン剤と異なり，血管相の描出は必ずしも

明瞭でない．調整液中にはたしかに遊離の99mTcは

少ないが，錯体などが混入していることが知られてお

り，一部はこれが原因ではないかとも考えるが，詳細

な原因の解明はなされていない．

 c．腎不全：多発性嚢胞腎，水腎症などが，慢性腎
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        Table 2

各種腎スキャン剤（static image用）の比較

試  薬  名

203Hg－chlormerodrin

ggmTc－PAC

ggmTc－DMS

投与量

100一一200 ptCi

 1 ．v2 mCi

 1 一一2 mCi

被曝線量

20”v60 rad

O．5一一1．5rad

O．8－w1．4 rad

試薬の調整

容 易

 難

容 易

血管相

十

十

 不全での

腎実質像
±

十

十

不全の原因となることも少なくない．しかもBUNが

40～50mg／dl程度以上になるとIVPなどでの腎陰影

の描出も不じゅうぶんとなる．このような時に，上記

疾患を鑑別できれば，予後や治療の判定に有力な指標

を与えることになる・従来の腎スキャン剤，197Hg一また

は203Hg－chlormerodrinなどでは，閉塞性腎障害例で

例外的にBUN 96 mg／dl，血清クレアチニン値，7～8

mg／d「程度で描出できたとの報告もあるが・4），一般的

にはBUN 30～40 mg／dl，12）あるいは56 mg／dl程

度14）が描出限界といわれている．一：方，99mTc－PAC 4）

や9gmTc－DMS 5）は，8UN Ioo mg／dl，血清クレアチニ

ン値5mg／dl以上の例でも描出可能例が報告されてお

り，この点でも99mTc－DMSは，203Hg．chlormerodrin

よりも優れている．しかし，自験例のように，99皿Tc－

DMSでの描出像が不じゅうぶんな例でも，1311－hip－

puran投与後3～4時間で，さらによい集積像を出す

ことがしばしばあり9），腎不全例での腎の描出には，

13il－hippuranのほうが一か日さっているといえよう・

 2．99mTc－DMSと他の試薬との比較

 すでに臨床例の検討のなかで述べたが，まとめると

Table 2のようになる．この表にはないが，197Hg－

chlormerodrinは，203Hg－chlormerodrin『こ排泄態度

は似ており，安東ら1）も指摘しているように，γ線エ

ネルギーが77．3・KeVと低すぎること，203Hgがしば

しば混入することで．やはり99mTc－DMSより，その

性質上露っているといえよう．

 いずれにしても99mTc－DMSは試薬の調i整が容易で

あり，標識核種99徊Tcの物理的性質（γ線エネルギー

140 KeV，半減期6時間）が，シンチカメラに好適で

あり，生物学的性質（腎皮質に持続的に集積し，排泄

はきわめて緩徐）が，腎皮質のstatic imageを得るの

に最適であること，および被曝線量が少ないことなど

が長所としてあげられる．

 一方，腎のperfusion imageは，他の99mTc標識

腎スキャン剤に比してやや劣ること，ときに骨，胆

嚢，．肝，脾などのイメージが，かなり長く残ることな

どが欠点としてあげられるが，これは長所に比して，

ほとんど無視しうる程度のものである，

結 語

 99mTc－DMSを臨床例，44例に使用し，その診断的

価値を，他の腎スキャン剤と比較検討した．本剤は2

～3の欠点もあるが，それを無視しうるほど，従来の

各種腎スキャン剤に比し優れた面を多く有することを

強調した．現在の時点では，腎のstatic imageを得る

には，最も優れた試薬といえよう．
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