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COMPARISON BETWEEN 99mTc－DTPA AND i3il－HIPPURAN

   RENOGRAM， AND THAT BETWEEN 99mTc－DTPA

      AND 99mTc－DMSA RENOSCINTIGRAPHY
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  99ntTc－Sn－DTPA renogram curves and background curves were made using the data store play ．

back system． Gain of each kidneY was obtained from each renogram curve and background curve．

Kid・・y g・in w・・c・mpared with ren・l pl・・m・且・w・bt・in・曲・m 1311－HipPu・ah． reng9・arP・B・th

correlated well and the coethcient index was O．96． From our results， 99mTc－DTPA renogram was

thought to be a useful examination of split renal function． Comparison of ggmTc－Sn－DTPA and

99mTc－Sn－DMSA renal scintigram disciosed that the formgr was．superior to the latter in renal dyna－

mic imaging and it was reverse in reno－cortical imaging． 99mTc－Sn－DTPA scintiscan would be a use－

ful clini，cal exarnination of split renal function as well as，of renal morphology．
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細川・ほか：シンチカメラ・腎機能検査（ll）

言

 日常臨床的にルーチンな分腎機能検査法として排泄

性一転撮影法やレノグラムが実施されている．これら

の検査法は形態的検査あるいは，定性的腎機能検査法

としての特徴を有しているが，腎の形態的変化をしら

べると同時に分腎機能の定性的評価をおこなうことは

できない，換言すれば，一つの検査法で腎の形態およ

び定性的機能の両者を同時に比較することのできる検

査法は確立されていない，そこで，この両者を同時に

検査できる方法を開発すべく，各種Tc化合物が使用

されてきている， 著者は，99mTc－Sn－dicthylene tri－

amine－penta－acetic acid （DTPA）」・2） と 99mTc－Sn－

dimercapto－succinic acid（DMSA）を用いて，以下の

研究をおこなった．

 1）99mTc－DTPAを使用して99mTc－DTPAレノグ

ラム4・5）を作製し，同時に99mTc－DTPA腎シンチグ

ラフィーを作製することによって，腎の形態的および

定性的機能検査法として使用することができないか

どうかを検討し，この99皿Tc－DTPAレノグラムを平

川ら6）の計算機シミ＝レーションによる 13iI－HiPPU－

ranレノグラムと比較した．

 2）99mTc－DTPA 腎シンチグラフィーと 99mTc－

DMSA腎シンチグラフィーの腎の動的ならびに静的

イメージの描出能につき比較検討した．その結果，

これら 99mTc－DTPA腎シンチグラフィー， 99皿Tc－

DTPAレノグラムが腎の形態的ならびに分腎機能検

査として有用であることがわかったので，ここに報告

し，若干の文献的考察を加えた．

研 究 方 法

 1）研究対象

 1．99mTc－DTPAレノグラムを施行した症例

 京大病院泌尿器科および京大放射線科において腎シ

ンチグラフィーを依頼された15症例で，男子5例，女

子10例であり，年齢は18歳から72歳までである．疾患

の内容として，腎結核3例，腎結石3例，馬脳腎炎1

例，腎硬塞1例，グラビッツ腫瘍に嚢胞を合併した1

例であり，正常例は5例であった．

 2．99mTc－DTPA腎シンチグラフィーを施行した

症例

 京大病院泌尿器科および放射性同位元素部門におい

て腎シンチグラフィーを依頼された95症例で，男子46

例，女子49例である．年齢は3ヵ月から78歳であっ

た．疾憲の内容としては，腎尿路系疾患46例，高血圧

症例16例，心血管系疾患13例，内分泌系疾患5例，正

常例玉5例であった．

 2）検査方法

 使用した99mTc－DTPAはダイナボット社のDTPA

キットに2～8mlの 9gmTc－pertechnetateを加えて

振猛作成したものである．シンチカメラは Nuclear

ChicagoのPhofGamma IIIで収録再生装置，およ

び低エネルギー用高分解能コリメータを使用した．左

右腎．の位置を設定するため，最初に投与量の∀10量

を投与し，左右腎の位置を確認し，両腎が確実に含ま

れるように．して，それぞれの腎の領域を設定した．そ

の後，99mTc－DTPA約3～5 mCiを肝静脈より投与

した．静注後ユ～2分および，8～10分に適度のタイ

ミングでイメージの推移をポラロイドカメラで撮影し

た．また，情報は必ず磁気テープに収録し，あとで再

生した．そして，左右両腎部に関心領域（regions of

interest）（ROI）を設定して，左右別々のレノグラム

を得て，さらに，腸骨部からバックグラウンド曲線を

得た．なお検査前約30分trこは成人には400 ml，小児に

は200mlの水負荷をおこない，坐位で背面より記録

した，これより得られた99mTc－DTPAレノグラムは

Fig．1に示す方法により， データ処理を次のような

方法でおこなった．腎曲線のピーク30秒前，ピーク時，

ピーク30秒後の三点の高さを，それぞれRl， R2， R3

とし，バックグラウンドの同時刻の高さを，それぞれ

B！，B2， B3として， RユよりB1をさし引いた値をrl

R一学 （：・i：El：，i）

尋一一一MIN 4 3 2 1 0

      一MIN 43210
Fig． 1． Deterrnination of peak time （R） from

    99mTc－DTPA renogram curve．
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とし，それぞれrl，2’2， v’3を求めてその和の平均値

をRとした． 13iI－HipPuran レノグラムは 25μCi

1311－HipPuranを肘静脈から1回静注法により投与し，

尿中排泄率を利用した計算機シミュレーシ・ン法によ

って求めた．

 99mTc．DMSA腎シンチグラフィーはメジイフイジ

クスの仕様書に従い，99mTc－Sn－DMSAを2mGi肘静

脈より1回静注法により投与した．投与後約2時間目

に撮影した．使用した装置はNuclear Chicag・Pho／

Gamma IIIに高分解能コリメーターを装置したもの

である．

検 査 成 績

 1） 99mTc－DTPAレノグラムと 1311－HipPuranレ

ノグラムの比較について

 Fig・2に示すごとく， 15症例について， C」gmTc－

DTPAレノグラムの両側のRの和に対する右腎のR．

の比を横軸にとり， 1311－Hippuran レノグラムの総

RPFに対する右RPFの比を縦軸にとった，両者に

は，相関係数0。96で示される，きわめてよい正の相関

関係が認められた．
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Fig． 2． Relationship between gain ratio from
    DTPA renogram curve and RPF ratio

    from 131LHipPuran rcnogra皿curve．

 2） 99mTc－DTPA 腎シンチグラフィーと 99mTc－

DMSA腎シンチグラフィーの比較

 Fig・3は21歳の男子で正常症例である． 99mTc－

DTPA腎シソチグラフィーの2～3分像は，おもに

腎皮質像を表わし，8～10分像は尿流相の動態を表わ

している．しかし，バックグラウンドが多く，99mTc－

DMSA腎シンチグラフィーと比較すると静的イメー

ジは99n・Tc－DMSA腎シソチグラフa一のほうがはる
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かにすぐれている．

 Fig・4（a， b）は27歳男子で先天性至聖尿管移行部

狭窄による，左水腎症の症例である．Fig．4－aはその

DIVPであり， Fig．4－bは99mTc－DTPA腎シンチ

グラフィーと99肌Tc－DMSA男宮ンチグラフィーであ

る，濃淡が部分的に認められ，かつ，腎の輪郭が凹凸

で大きくなっているのが， 99mTc－DTPA腎シンチグ

ラフィー（10分像）でみられ，これは尿流の動態を示

している．99mTc－DMSA腎シソチグラフィーでは左

眼は右腎に比べて大きく，かつほぼ均等な濃度に写し

出されている．これは，かなり腎実質が残っているこ

とを示すものと考えられる．

 Fig・5－aは37歳女性で左腰痛と血尿を主訴とし，左

武立性腎嚢胞の診断が下された症例である．Fig・5－a－

1はIVP， Fig・5－a－IIは腎動脈造影である， Fig・

5－bは同症例の99mTc－DTPA腎シンチグラフィーと

99mTc－DMSA 腎シンチグラフィーであるa 99mTc－

DTPA腎シンチグラフィーではバックグラウンドが

多く認められる．99mTc－DMSA腎シンチグラフィー

では，ほとんどバックグラウンドはなく，ほぼ腎のみ

がイメージソグされており，はつぎりと左下下部に陰

影欠損が認められる．

 Fig・6は30歳女性の左腎結核症例である． 99m・Tc－

DTPA腎シンチグラフィーでは， IVPの腎杯像の破

壊部に一致して，左腎上部および下部では描出されて

おらず，中央部では一部描出されていることがわか

る．

 Fi9・7は同症例の cjgmTc－DTPA レノグラムであ

り，左腎の99mTc－DTPAレノグラムは閉塞性のパタ

ーンで排泄遅延型である．右腎は正常のパターンであ

る，

 Fi9・8は同症例の i311－Hippuranレノグラムであ

る．

 99mTc－DTPAレノグラムより求めた両腎のRの和

に対する右腎のRの比は0．82であり，一方，1311－Hip－

puran レノグラムより得た総R．PFの右腎のRPF

の比は0．746であり，両者はよく一致した，

考 察

 99PtTcは低エネルギーであり，かつ半減期が短く，

β線がないので，被爆線量は少なく，大量投与も可能

である．したがって，広く医学上で，RI検査法とし

て使用されている．

 DTPAは重金属中毒の治療では，キレート物質と

して用いられ，腎での排泄がはやいことが特徴である

が，9晦Tcにて標識しても，体内で代謝を受けず，
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DTPA renal scintigraphy

        2分

DTPA renal scintigraphy

        lO分

                         DMSA renal scintigraphy

Fig． 3． Normal case： 99mTc－DTPA renal scintigraphy and “9mTc－DMSA renal scintigraphy．

Fig． 4－a．

，亀

む．＝．．…1

ノ・．

         DIVP

27 years old male； left hydronephrosis．
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DTPA renal scintigraphy （2分）

DTPA renal scintigraphy qO分）

1）MSA renal scintigraphy （left kidney）

DMSA！でnal scintigraphy（right kidney）

F量9．4－b・ L）9m“ P’c－1）’1“PtX renal scintigraphy and 9gm－DMSA renal scintigraphy・
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a－1． IVP

a一］1． Aortography a－III． Selective rcnal an：．iography
     Fig． i）一a， 37 y｛’ars dd i’emale． 1（Lft r（‘nal solitary cy，st，

2分 10分

Fig． i）一b． ““，n’］’c－1）’1’P．X r｛‘nnl ：（’intigraphy．
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P．x 1．PO

Fig・． ：r）一（・． ’）’Fm’1”（・一1）．NISA r（・nal srintigrap｝iy

IVI）

鍵

RP

1）TP，X renal seintigraphy

        2分

Drl”P：X rc－nal scintigraphy

        lo分
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DMSA rcnal scintigraphy

        cl．PO）

；ラ  ・ 腎機f葺旨卜」三査  （11）

DMSA renal scintigraphy

        （RPO）

                              1）MSA renal scintigraphy

                                       （PA）

Fig． 6． 30 yeart old female； left renal tuberculosis IVP， RP， ［・’9mTc－1）TPA

       and 9gm’1’c－DMSA renal scintigraphy．

renal scintigraphy

j
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Fig， 7． Yyml’c－DTPA
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糸球体より排泄される特徴をもっている． Atkinsら

（1971）7）は，99mTc－Sn－DTPAは腎以外に特定の集積

臓器はなく，糸球体濾過のみにより体外へ排泄される

だろうと推察している，Klopperら（1972）8）によれ

ば，99mTc－Sn－DTPAとヨードサラミン酸を用いて，

GFR値を求め比較したところ，両老はよく一致し，

相関係数は0．92であったと報告している．しかし，一

般にはこの9gmTc－Sn－DTPAはGFR物質とRPF
物質の中間の性質を示すものと考えられる9～ll）．

 大石ら（1974）5）は 1311－HipPuranレノグラムのパ

ターンと99mTc－DTPAレノグラムのパターンを比較

し，後者（99mTc－DTPAレノグラム）は前者にくらべ

て，全体にゆるやかな曲線であると述べている．また

131LHippuranレノグラムは非閉塞性実質性腎障害で

も，ときに閉塞型レノグラムを呈することがあるが，

99mTc－DTPAレノグラムが閉塞型レノグラムでない

ときには，閉塞性腎疾患を否定できると述べている．

 今回，著者の成績から明らかなごとく， 99mTc－

DTPAレノグラムの左右のゲイン比は，1壇一Hippu－

ranレノグラムより得たRPFの左右比とよく一致し

ており，9勲Tc－DTPAレノグラムより左右の分腎機

能を知ることができ『るものと考えられる，また，実際

に腎シンチグラフィーを見ながら，腎部に関心領域

（ROI）を設定し，これよりレノグラムが得られるの

でi3il－Hippuranレノグラムと比較して，腎の位置の

ずれによる影響は除外できる利点がある，

 一方，99PtTc－DTPA腎シンチグラフィーは短時間

で鮮明な像が得られるため，腎の経時的変化を検討す

るには，すぐれているものと考えられる．著者も，さ

きにおこなった99mTc－DTPAの腎内動態の研究4）か

ら，このDTPAによる腎イメージは，初期のもので

も単なる皮質像ではなく，99mTc－Sn－DTPAの複雑な

ネフロン内転送の合成であると考えている．一方

99mTc－Sn－DMSAは尿中排泄はき『わめておそく腎内で

は特異的に腎皮質に大部分が集積する性質を有してい

る3）．したがって，静的な腎イメージを得るために

は，99mTc－DMSA腎シンチグラフィーがよいと考え

る．このように99PtTc－DTPA腎シンチグラフィーは

軍内尿流動態の合成されたものであり，腎の動的状態

の観察に適しているといえる，一方，腎実質の局所病

変（例えば腎嚢胞，腎癌，腎硬塞など）をみるために

は，腎の静的イメージを描出する99mTc－DMSA eqシ

ンチグラフィーが適していると考えられる．以上のご

とく，腎の形態的検査にはDIVP， IVPなどの従来

のレ線検査に， 99mTc－DTPA腎シンチグラフィー，

99mTc－DMSA腎シンチグラフィーを組合わせること

によって，

る．
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より多くの情報が得られるものと考えられ

結 語

 1） 99mTc－DTPAレノグラムと 1311－HipPuranレ

ノグラムを比較してみた．99mTc－DTPAレノグラム

の両刃のpeak timeに対する右腎のpeak time比

と，王3il－Hippuranレノグラムの総RPFに対する右

腎のRPFの比との間には， r＝O．96のよい相関関係

が示．された．このことより99mTc－DTPAレノグラム

は，副腎機能検査法として有用なことがわかった，

 2）99mTc－DTPA 腎シンチグラフィーと 99mTc－

DMSA．腎シンチグラフィーを比較すると，経時的な

尿流動態の観察には， 99mTc－DTPA腎シンチグラフ

ィーが適しているが，腎実質性病変を観察するには，

腎の静的イメージとしての99mTc－DMSA腎シンチグ

ラフィーのほうがすぐれていることがわかった，

 この論文の要旨は第25回泌尿器科中部連合会地方会（1975

年li月名古屋市）にて発表した．
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