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１、超音波検査	
２、X 線検査	
　　　腎尿管膀胱単純撮影（KUB）	
　　　排尿時膀胱尿道造影（VCUG）	
　　　CTスキャン	
３、MRI（MR Urography）	
４、核医学画像診断法	
　１）腎動態シンチグラフィ（Dynamic Renal Scintigraphy）	
　　　・99mTc-DTPA、99mTc-MAG3	
　　　・利尿レノグラム（DR）	
　　　・カプトプリル負荷シンチグラフィー（CARS）	
　２）腎静態シンチグラフィ（Static Renal Scintigraphy）	
　　　・99mTc-DMSA	
５、ウロダイナミックス（成書参照）	



超音波検査	

超音波検査は被爆がなく、非侵襲的で、ベッドサイドで
容易に施行することができるため、小児の尿路精査に
おいてもまず施行すべき検査である。	
	
適応は腹部腫瘤、先天性尿路奇形、尿路感染症、尿路
結石、腎不全の原因検索、移植腎の血流、腎静脈血栓
症など多岐にわたる。	
	
腎血流ドップラーによるresistive index (RI)は、腎血管
抵抗の指標であり、抵抗増加に伴い上昇する	
RI = (systolic flow – diastolic flow)/systolic flow < 0.7	



腎尿管膀胱単純撮影（KUB）	
KUBとは腎kidney ・尿管ureter ・膀胱bladderの頭文字
で、その名の通り腎から膀胱までのX線写真。主に結
石・石灰化等の有無を調べる検査に用いられる。	
立位臥位を撮影することで遊走腎の診断も可能。	

CT	
超音波検査と同様適応は多岐にわたる。	
造影剤を使用した３D再構築をすることで腎動静脈の
評価も可能	



MRI 	

・造影剤を用いずとも拡張した尿路
（尿管・腎盂）を明瞭に描出できる	
・尿路全体の状態を立体的な画像と
して再構築でき、複雑な先天性尿路
疾患の解剖を正確に把握できる	
・放射線被爆がない	
・検査前に十分なhydrationが必要	

cf. MRU(urography)	

例）	

CTと比し濃度分解能に優れているため、脂肪の検出
や出血・嚢胞内容（充実性/嚢胞性）の推定が可能	



補足）腎障害患者におけるガドリニウム造影剤について 
 
重篤な腎障害のある患者へのガドリニウム造影剤使用に関連して、腎性全身
性線維症（Nephrogenic Systemic Fibrosis：NSF）の発症が報告されている。
NSFはガドリニウム造影剤の投与数日から数ヶ月後、時に数年後に皮膚の腫
脹や硬化、疼痛などにて発症する疾患であり、進行すると四肢関節の拘縮を
生じて活動は著しく制限される。現時点での確立された治療法はなく、死亡例
も報告されている。 

　（腎障害患者におけるガドリニウム造影剤使用に関するガイドライン”より） 
 
	・生後3か月まで→禁忌 
・生後3か月～1歳、もしくはCKDstage4以上（GFR：
30ml/min/1.73m2以下）→原則としてガドリニウム造影
剤は使用禁止。やむを得ず使用する場合には、NSF発
症報告の多い造影剤の使用を避ける	
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腎機能パラメーターの正常値とその関係	

心拍出量CO = 6000ml/min/1.73m2	

腎血流量RBF = 6000x0.2 = 1200ml/min/1.73m2	

腎血漿流量RPF	
　= RBF x (1-Ht) = 1200 x0.5 = 600ml/min/1.73m2   (Ht 50%として)	

糸球体濾過率GFR	
　= RPF x 濾過率FF = 600 x0.2 = 120m/min/1.73m2　(FF 0.2として)	

排泄尿 = GFR x0.01 = 1.2ml/min/1.73m2　(99%が再吸収されるので）	



①糸球体濾過物質　（GFRの測定→腎機能の評価）	
　・内因性（endogenous）：定性的	
　　Creatinin、BUN、β2-microgrobulin、Cystatin-C	
　・外因性（exogenous）：定量的	
　  非放射性：inulin、チオ硫酸Na、Iohexol (放射性造影剤)	
　  放射性：99mTc- (diethylenetriamine pentaacetic acid) DTPA、	
     51Cr-(ethylenediamine tetraacetic acid)EDTA、125I-iothalamate	
      	
②近医尿細管分泌物質（RPFの測定→腎全体の機能容量を評価）	
　・外因性：	
　　非放射性：パラアミノ馬尿酸paraaminohippuric acid (PAH)	
　　放射性：99mTc-(mercaptoacetyltrilycine) MAG3、	
　　　　　 123I-(orthoiodohippurate)OIH、iodopyracet (diodorast)	
	
③腎実質集積物質　（腎皮質の機能的形態の評価）	
　・外因性-放射性：99mTc-(dimercaptosuccinic acid) DMSA	

糸球体機能検査	



　	

99mTc-DTPA	 99mTc-MAG3	 99mTc-DMSA	

機能的（動態）	 機能的（動態）	 形態的（静態）	

物質	 糸球体濾過物質	 近位尿細管分泌物質	 腎実質集積物質	

性質	 糸球体から濾過
され尿細管より
ほとんど分泌さ

れない	

大部分が近位尿細管
より分泌され、ほとん
ど再吸収を受けず尿

中に排泄	

血中より尿細管に直接抽
出され腎皮質に集積。一
部糸球体より濾過され、

尿細管から再吸収される。	

指標	 GFRの測定が	
可能	

有効effective 
RPF（ERPF）の測定が

可能	

左右の摂取率比は、分腎
GFR比や分腎ERPF比と

良好に相関	

蛋白結
合性	

極めて低い（3～
5％）	

比較的高い	

Tmax	 4.50±2.97	 5.09±1.49	

T2/3	 12.14±4.54	 10.70±4.53	

T1/2	 17.47±3.60	 12.01±3.49	

腎核医学検査用放射性医薬品	



①短時間に施行可能	
②クリアランス測定に際して必ずしも採尿が必要で
はないこと	
④容易に分腎機能の定量評価が可能であること	
	
	
補足）RPFとERPF	
腎血流のうち皮質ネフロンに関与する血流の割合は全血流
量の90%であり、残り10%が皮質ネフロンとは無関係の腎髄
質や腎被膜に関与したもの。PAHやMAG3で求められるRPF
は皮質ネフロンに関与したものであり、ERPFと呼ばれる。正
常例では、ERPFはRPFの約90%の数値を示す。	
　⇒MAG3のERPFの正常値：538.4±70.9ml/min/1.73m2	

腎臓核医学検査の利点	



１、放射性医薬品 
　　　　99mTc-DTPA (diethylenetriamine pentaacetic acid) 	
　　　　99mTc-MAG3 (mercaptoacetyltrilycine)	
	
2、検査方法	
　　・留置カテーテルの使用が重要1)	
　　　　（膀胱内圧の尿通過に与える影響を一定にするため）	
　　・検査前に200ml/m2/30 min（max 200ml）のhydrationを行う	
　　・薬剤投与直後から測定が始まるため、取り直しが効かない、
そのため乳幼児に対しては鎮静が必要な場合が多い	
　　・三方活栓を利用して、ルート内に残留が無いようにbolus 
injectionする	
　　・評価（血流相イメージ、分泌相および排泄相イメージ、レノグ
ラム、分腎機能および総腎機能の定量解析結果）	
	

腎動態シンチグラフィ	



　　　　　　　　　レノグラム、時間パラメーターとイメージング	

排泄相	

分泌相	血流相	

C0	

Tmax	

C0/2	

T1/2	



腎動態シンチグラフィ-レノグラムパターン	
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先天性疾患	
　　腎盂尿管移行部狭窄	
　　尿管膀胱移行部狭窄	
　　尿管瘤	
　　尿道狭窄（後部尿道弁など）	
　　膀胱尿管逆流	
後天性疾患	
　　腎尿路結石	
　　腫瘍	
　　炎症	
　　神経因性膀胱	
　　前立腺肥大	

水腎症の主な原因	



水腎症自体の診断は経静脈性腎盂造影や超音波
断層法、CTスキャン等で比較的容易	

grade 0：腎盂が確認できない。	
grade 1：軽度に腎盂を認める。	
grade 2：拡張腎盂は腎内に限局。腎盂拡張はない。	
grade 3：拡張腎盂は腎外まで進展。腎杯も拡張。	
grade 4：腎盂腎杯の拡張高度。実質の厚さは菲薄化	

SFU（The Society for Fetal Urology）分類	



水腎症の診断で重要な点は形態的拡張の原因と
して尿路の閉塞機転がどの程度関与しているか

(閉塞性か非閉塞性か)である2)	

１、原理：腎動態シンチグラフィで、強力な利尿効果を有するフロ
セミドを投与して排泄の時間的変化を定量的に評価	
	
２、検査方法	
　・動態シンチグラフィに準ずる	
　・利尿剤（フロセミド）を開始15-20分後に0.3-0.5mg/kg投与	
	
３、判定：T1/2が15分以下を非閉塞型（non-obstructive）、15～
20分を境界型（equivocal）、20分以上を閉塞型（obstructive）	

利尿レノグラム（DR:diuresis renography）	



４、利点＆欠点	
　＜利点＞	
　　・繰り返し検査可能	
　　・尿通過の定量的評価が可能	
　　・偽陰性例は比較的少ない	
	
　＜欠点＞	
　  ・10～15%前後の偽陽性例がある1)（positive predictive value）　	
　　　　　その原因として	
　　　a)不十分な水負荷による不十分な利尿効果	
　　　b)拡大した腎盂・腎杯による不十分な内圧の上昇	
　　　c)腎機能低下に伴う尿排泄の低下	
　(腎機能が未熟な生後数か月以内の検査は信頼性が乏しい3)4))	

	
◎　少なくとも生後6か月以降にSFU3度以上、もしくは水腎などの
尿路狭窄が存在し尿路感染を繰り返すような症例ではDRの適応
と思われる	
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膀胱尿管逆流（VUR：vesico-ureteral reflux）は、基礎
疾患を有する複雑性尿路感染症の30-50％を占め、そ
の原因疾患として最も多い。VURが存在することにより、
感染尿が腎盂内または腎実質にも逆流して腎盂腎炎
を起こし、腎実質の菲薄化、変形、瘢痕形成、さらには
腎機能低下が見られるようになることがある。 
 

　◉ VURの評価 

　　　→排尿時膀胱尿道造影 
　　（VCUG：voiding cystourethrography） 

 

　◉ 腎瘢痕化の評価 

　　　→静態シンチ（DMSAシンチグラフィ）　　	



適応）	
　①上部尿路感染後	
　②SFU grade3以上の水腎を含めた先天性尿路奇形
（CAKUT：congenital anomalies of kidney and urinary 
tract ）	
	

評価項目）	
　・ VURのgradeや腎内逆流（IRR）の有無	
　・ 膀胱容量や残尿の確認	
　・ 尿管瘤、肉柱形成、Hutch憩室等の有無	
　・ 男児の場合は尿道疾患の有無（後部尿道弁や前
部尿道弁、尿道憩室など）	

排尿時膀胱尿道造影-適応＆評価項目	



（尿路感染発症直後は膀胱粘膜の浮腫が残存し正確
な評価が困難なため、出来れば尿所見が改善して２週
間程度後が望ましい。またVCUGによる尿路感染予防
のため検査後2～3日の抗生剤内服を投与する）	
	
①KUB撮影 
②外尿道口周囲を消毒後、栄養チューブやネラトンカ
テーテル留置→導尿により膀胱を空に	
　排尿時に尿道抵抗の上昇を伴うようなバルーンカ
テーテルは避ける。乳児では6Fr、幼児以上では８Fr程
度の細めのカテーテルを選択	
　留置の際、尿道球部通過時やや抵抗あり	

排尿時膀胱尿道造影-方法	



③点滴セットを用いて造影剤を膀胱内に注入する 
　造影剤はウログラフィン等の尿路造影剤を生食で15
～30％に希釈して使用する。少量膀胱内に注入したと
ころで撮影。導尿チューブの深さを確認	
④点滴ボトルを70～100cmの高さとし、造影剤を自然落
下（膀胱容量は（年齢＋2）ｘ30mlを目安に5)）	
⑤膀胱充満時に撮影し、カテーテル抜去	
　排尿時に撮影（男子は斜位にして尿道も評価、女子
は座位も考慮）	
⑥排尿後に撮影し、残尿確認後終了	

排尿時膀胱尿道造影-方法（２）	



gradeⅠ：尿管のみへの逆流。	
gradeⅡ：尿管、腎盂、腎杯まで逆流があるが、拡張はなく腎杯の形は正常。	
gradeⅢ：尿管の軽度〜中等度の拡張や蛇行、腎盂の軽度〜中等度の拡張はあ
るが、腎杯の鈍化はないかあっても軽度。	
gradeⅣ：尿管の中等度の拡張や蛇行、腎盂腎杯の中等度の拡張がある。腎盂
辺縁角は完全に鈍化しているが、大部分の腎杯乳頭部の形態は保たれている。	
gradeⅤ：尿管の著明な拡張と蛇行、腎盂腎杯の著明な拡張がある。大部分の腎
杯乳頭部分の形態は消失している。	

膀胱尿管逆流(VUR)の国際分類	
（International Reflux Study Committee）	
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１、放射性医薬品：99mTc-DMSA	
	
２、方法	
・放射性医薬品を静注して約2時間後に撮影	
　（背面、前面、斜位）	
・適宜鎮静剤を使用	
・SPECT(single photon emission computed tomography)検
査の追加	
	
３、所見の判断	
・腎皮質だけに集積。病的集積低下と解剖学的集積低下
（腎髄質、腎盂）の鑑別が重要。	
・皮質を横断する集積欠損（感染後瘢痕は楔状）	

腎静態シンチグラフィ(1)	



４、注意点	
・上部尿路感染後は一過性の腎機能低下を起こす
ことがあるので，腎機能・腎瘢痕評価を行う場合に
は4～6 か月空けて検査を行う必要がある6）7）。	
・摂取率は4～6時間後に平衡に達する8)が瘢痕の
有無や分腎比の評価は2時間後で十分	
・planar像と比しSPECTは感度が勝る反面、撮影時
間が延長し（鎮静の問題）、特異度が下がる9)10)	

・腎瘢痕化が存在しても萎縮がなければ代償作用
により摂取率は正常に保たれることが多い11)	

	

腎静態シンチグラフィ(2)	



報告者	 方法	 総腎（%）	 右腎（%）	 左腎（%）	

Gordon.et 
al.	

背面法	
6時間後	

44.1±3.7	 21.4±2.0	 22.7±2.3	

Morris. et 
al.	

ニ方向法	
4～6時間後	

47.3±9.2	 23.4±4.6	 24.0±5.0	

Groshar et 
al.	

SPECT法	
6時間後	

49.6±7.3	 24.3±3.7	 25.3±4.1	

塚本他	 背面法	
2時間後	

41.3±4.5	 20.5±3.2	 20.7±2.5	

正常値	 40～50	 20～25	 20～25	

腎静態シンチグラフィ(3)	

５、小児における腎摂取率 	
   (年齢による差はほとんどなし) 12-14)	



腎静態シンチグラフィ(4)	

Smellie らの腎瘢痕分類15)	

・正常（type 1～2）、片側性瘢
痕（type 3～6）、両側性瘢痕
（type 7～9）に分け、さらにそ
の中で細分類している。	
・片腎機能が、総腎機能の
44%以下の場合が異常
（abnormal）、対側腎が正常の
場合は25％以下を矮小腎
（small kidney） 、両腎に病変
がある場合には画像的に小さ
い腎臓を矮小腎（small 
kidney） と定義	



腎静態シンチグラフィ(5)	
日本逆流性腎症フォーラムの提唱する腎瘢痕分類16)	

Group	  1	  (a,b)	  



1, 尿路精査に施行される検査 
2, 核医学的腎機能評価 
3, 水腎症　（Hydronephrosis：HN） 
4, 膀胱尿管逆流 
    （vesico-ureteral reflux：VUR） 
5, 腎瘢痕化の評価 
6, 腎血管性高血圧  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一側腎動脈

狭窄	
両側腎動脈

狭窄	

臨床例	 若年性高血
圧症	

移植腎	

血漿レニン濃度	 上昇	 正常	

血漿量	 正常	 増加	

	
血圧の
変化	

アンギオテンシン変換
酵素阻害剤（ACEI）	

低下	 わずかな変
化	

心房性利尿ペプチド
（ANP）	

低下	 わずかな変
化	

腎動脈狭窄（Renal artery stenosis）の 
病型と特徴	



１、原理：ACEIにより腎動脈狭窄側の自己調節機序作用
を止め、GFRの低下した状態に変化する	
 
２、放射性医薬品：99mTc-DTPA、99mTc-MAG3	
	
３、検査方法	
　・最低検査2日前よりACEI/ARB、Ca拮抗剤の投薬中止	
　・カプトプリル負荷なし（BS: baseline study）と２～３日後
の負荷時（CARS）とを比較	
　・空腹状態でカプトプリルを25～50mgを検査開始１時間
前に経口投与（小児では0.5-1mg/kg）	
　・あとは通常の腎動態シンチグラフィに準ずる	

カプトプリル負荷シンチグラフィ(1)	
(CARS：captopril augmented renal scintigraphy)　	



４、診断基準	
＜定性的＞	
・レノグラムパターンの変化	
（BSとCARSで1つでもgrade	
の亢進が見られれば陽性17)）	
・RAS側のTmaxやT1/2の延長	
	
＜定量的＞	
・Tmaxの延長＞5分	
・DTPA：集積率の低下（つまりGFR）＞20%以上　　	
・MAG3：腎実質内通過時間の延長(そのparameterとして
腎皮質残存率CRR：C20/Cpeak x100）＞30％18)）	

カプトプリル負荷シンチグラフィ(2)	



5、留意点	
・カプトプリル負荷シンチグラフィの場合、DTPA、MAG3
両薬の診断率に差はない18)とされるが、カプトプリルに
よるRAS側のGFR低下をもたらす作用機序から、ERPF
物質よりもGFR物質であるDTPAの使用が望ましい	
	
・特異度(95%) > 感度(70～90%)19)	

　偽陰性の場合以下を考慮	
①両側性では片側の変化しか観察されないことが多い	
②RAS腎機能が極めて不良な場合	
③狭窄が長期に存在し、ACEI/ARBを降圧剤として投与
されたことによる2次的腎機能低下例　　	
④血管再建術後の再狭窄	

カプトプリル負荷シンチグラフィ(3)	
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単位	 説明	

	
放射能の単位	

	
ベクレルBq	

放射線を出す能力を表す単位
（1Bqは、1秒間に1個の原子核が
崩壊すること）	

	
	
	
	

放射線の量に
関する単位	

	
	

グレイGy	

放射線のエネルギーが物質（人
体）にどれだけ吸収されたかを表
す単位（1Gyは、物質1kgあたり、
1Jのエネルギー吸収がある時の
線量）	

	
	

シーベルトSv	

人が放射線を受けた時の影響の
程度を表す単位（SvはGyに放射
線の種類や人体の性質ごとの係
数をかけたもの）	

ベクレル（Bq)とグレイ（Gy）、シーベルト（Sv)	  



急性被ばく線量	

精巣	 一時的不妊	 150	

永久不妊	 3500-6000	

卵巣	 一時的不妊	 650-1500	

永久不妊	 2500-6000	

脊髄	 造血機能低下	 500	

水晶体	 水晶体の混濁	 500-2000	

白内障	 5000	

胎児	 胎児奇形	 100	

重度精神発達遅滞	 5000	

感受性が高い組織のしきい線量（mGy）	
（大阪大学医学部付属病院　放射線部のHPより抜粋）	



（ｍSv）	

胸部正面	 0.2	

腹部正面	 1	

上部消化管	 3～8	

CT	 5～30	

核医学	 0.5～15	

PET	 2～20	

・自然被爆2～4mSv(2～4mGy)/年程度	
・子どもは放射線の健康影響を3倍以上受けやすい	

一般的な医療放射線検査の線量	  
（独立行政法人　放射線医学総合研究所）	



2011年に本邦のある病院において、小児核医学検査に
際して放射能量が過剰に投与されていた事実が発覚。
1999年以降、検査を受けた15歳以下の145人のうち、84
人に推奨値の2倍以上のテクネシウム製剤を投与して
いた。基準の20倍以上を投与された患者もいた。過剰
投与について放射線技師は「子どもは動き回るので、鮮
明な画像を短時間で撮るため、多めに投与した」と説明。	
　　　　　　　　　　　↓	
2012年に日本核医学会の一つの委員会として小児核医
学検査適正施行検討委員会立ち上げ	
2013年小児核医学検査適正施行のコンセンサスガイド
ライン設立	

〇病院の放射性物質過剰投与事件	



小児核医学検査適正施行のコンセンサスガイドライン	

第１部：適正投与量  （日本核医学会　2013年12月6日改訂）	



参考文献	
1)  Conway JJ, et al. J Nucl Med. 33:2047-51.1992	
2)  Koff SA. J Urol. 138:390.1987	
3)  Gordon I, et al. J Nucl Med.32:1649-54.1991	
4)  Chung S, et al. J Urol.150.1993	
5)  Koff SA. Urology.21:248.1983	
6)   Jakobsson B, Svensson L. 86: 803–807.1997	
7)   Goldraich NP, et al. Pediatr Nephrol 9: 221–226; discussion 227.1995	
8)   Gordon I,et al. Nucl Med Commun. 8:661-70.1987	
9)   Itoh K, et al. Ann Nucl Med. 5:29-34.1991	
10)  Williams ED. Semin Nucl Med. 22:112-21.1992	
11)  Itoh K, et al. Ann Nucl Med. 9:23-8.1995 	
12)  Gordon I, et al. Nucl Med Commun. 8:661-70.1987	
13)  Morris SC, et al. Nucl Med Commun. 16:566-71.1995	
14)  Groshar D, et al.J Nucl Med.30:246-50.1989	
15)  Clarke SE, Smellie JM, et al. J Nucl Med  37: 823–828.1996	
16)  坂井清英ら　日小児泌会誌 18: 16–22.2009	
17)  Nally JV Jr, Black HR.Semin Nucl Med.22:85-97.1992	
18)  Itoh K, et al. Clin Nucl Med.18:463-71.1993	
19)  Blaufox MD, et al.J Nucl Med.37:171-7.1996	


