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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Digital　Subtraction　Angiography（DSA）は医用画像のデジタル化にともない開発されたもので，空

間解像力が優れ心臓血管造影をデジタル化して画像処理し，種々の動態計測を可能とするものである．

今回，DSAを複合心奇形8例に施行し，その有用性と限界について，心血管造影法と比較し検討した．

下大静脈一右房関係は，DSAにより全例確定診断できた．心房一心室関係は，8例中7例が確定された．

1例はDSAでも時間濃度曲線からも三尖弁閉鎖が示唆されたが，シネでは高度な三尖弁狭窄であった．

心室一大血管関係は8例中6例が診断された．心室一大血管関係が不明確であった2例のうち1例は，

主肺動脈は造影されたがその起始部が明確でなかった．他の1例は肺動脈が細くROIが肺動脈から外れ

て時間濃度曲線の作成が不能であった．心房，心室，大血管関係が時間濃度曲線から客観的に示され，

DSAは複合心奇形の補助診断として有用と考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　近年，計算機技術の進歩により，心臓の動きを可視

的情報として描出し，種々の心機能を解析す方法が開

発されている．この方法の一つである心臓核医学は，

その手軽さ，非侵襲性のため広く普及している．しか

し，この方法は，空間解像力の点でまだ十分とはいえ

ない．これに反し，Digital　Subtraction　Angiography

（DSA）は医用画像のデジタル化にともない開発され

たものであるが，空間解像力が優れ心臓血管造影をデ

ジタル化して画像処理し，種々の動態計測を可能とす

るものである1）“’3）．また，経静脈的に造影剤を注入する

ことにより，ほとんど全身の動脈系を造影でき，侵襲

が少なく，時には外来検査も可能である，などの特徴

を有している．今回，筆者らは主に先天性複合心奇形

を対象に本法を施行し，その有用性と限界について検

討し，若干の知見を得たので報告する．

　　　　　　　　対象および方法

　生後2日から11歳の先天性心疾患患児8例（男児6

例，女児2例）を対象とした（表1）．
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　東芝製DigiformerXを使用し，全例にpremedica－

tion後に，足背静脈（症例1）または，大腿静脈（症

例2～8）から倍希釈の造影剤1cc／kgを2秒間で注入

し，心臓を前後方向（秒間30コマ）で撮影した．この

際，症例1，8以外の患児では，気管内挿管をして筋

弛緩剤を投与し，7～10秒間呼吸を停止させた．DSA

より，下大静脈心房関係，心房心室関係，心室大血管

関係，肺動脈の造影の有無について診断し，DSA後に

施行した心血管造影法による診断と比較検討した（表

2）．

また，DSAの差分画像から時間濃度曲線を求め，後処

理用コンピューター東芝製GMS－55Uを用い，フーリ

エ解析を適用して，その基本波成分の位相と振幅を求

め，この2つの指標から機能イメージを作成し，Simp・

son法，　Area・Length法，　Axis法，　Densitometry法

により心室の駆出率を求めた．

　　　　　　　　　　結　　果

　1．下大静脈心房関係

　DSA所見
　症例1の脊椎左側の下大静脈は，横隔膜下で欠損し，

半奇静脈を介して左上大静脈と連絡し，大きな心房と

交通していた（図1）．症例6の下大静脈は，脊椎の左
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表1　対象

症例 年齢 体重（Kg） 性別 診　　　断　　　名

1 2日 3．2 男 共通房室弁口，肺動脈閉鎖，単心房，下大静脈欠損

左上大静脈残遺，（多脾症）

2 16日 3．5 男 ファロー四徴，肺動脈閉鎖，動脈管開存

3 1ヵ月 2．8 男 両大血管右室起始，肺動脈弁狭窄，動脈管開存

左室低形成

4 2ヵ月 3．8 男 僧帽弁両心室挿入，両大血管右室起始，三尖弁狭窄

肺動脈弁狭窄，心室中隔欠損，心房中隔欠損，右胸心

5 6ヵ月 8．0 男 左室性単心室

6 4歳 12．5 女 三尖弁開鎖，肺動脈弁狭窄，心室中隔欠損，右胸心

7 7歳 19．5 男 修正大血管転換，肺動脈閉鎖，心室中隔欠損，卵円口開存，動脈管開存

8 11歳 35．2 女 修正大血管転換，両大血管右室起始，肺動脈狭窄症

左室低形成，心室中隔欠損，心房中隔欠損

表2　DSA所見

症例 下大静脈心房関係 心房心室関係 心室大血管関係 肺動脈の造影

1 十 十 十 十

2 十 十 十 十

3 十 十 ±（注1） 十

4 十 ±（注2） 十 十

5 十 十 十 十

6 十 十 十 十

7 十 十 十 十

8 十 十 ±（注3） 十

＋：診断可能（肺動脈の造影は左右肺動脈が描出できたもの）

＋：概ね診断可能であったが不充分であるもの．

　　注1：肺動脈が細く時間濃度曲線を描けなかった．

　　　　肺動脈の起始部が不明確．

　注2：DSAでは三尖弁閉鎖，シネで高度な三尖弁狭窄と診断．

　　注3：肺動脈の起始部が不明確．

側にあり左側の左房に交通していた．その他の6例の

下大静脈は，脊椎の右側にあり右側右房と連絡してい

た．

　シネアンギオ所見

　DSAにより得られた所見と一致していた：

　2．心房心室関係

　DSA所見
　症例1；大きな心房の造影後，右心室，やや遅れて

左心室が造影された．左右心室間の時間濃度曲線より，

ほぼ同時に左右心室が造影されることが示された．症

例2；右房から右室，左室がほぼ同時に造影された．

症例3；右房から右室が造影された．心室中隔を介し

て僅かに左室が造影された．症例4；右房から左房，

ついで低形成の左側左室，右側右室が順次造影された．

右房と右室の時間濃度曲線からは両者に交通があるこ

とが疑われたが明確ではなかった．左房と両心室間の

時間濃度曲線は，同時に両心室のdensityが上昇して

いることを示していた．症例5；右房から左室構造の

大きな心室が造影された．症例6；左側の右房，右側

の左房が造影され，左房は右側の左室と交通していた．

右房と左室に交通がないことは時間濃度曲線からも診

断された．症例7；右房から右側の左室，左側の左房

が造影された．左室から心室中隔欠損を介して左側の

右室が造影された．右室は左房と交通していた．右房，

左房間の時間濃度曲線でも右房，左房間の交通が認め

られた．症例8；右房は左側の低形成の左室と交通し

ていた．心房中隔欠損を経て大きな左房も造影され，

左房は右側の大きな右室と交通していた．時間濃度曲

線から心房位の短絡があること，右房と右室に交通が

ないことが診断された（図3）．
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　　　　　　　　　　図1　症例1のDSAと時間濃度曲線
（a）下肢末梢静脈からのDSA：半奇静脈を介して心房，心室（A），大動脈（B），肺

動脈が造影されている．A，　Bの時間濃度曲線は，ほぼ同様な曲線を描いている．（b）

心房（A），肺動脈（B）の時間濃度曲線：ほぼ同様な曲線を描いているが，Bの立ち

上がりがやや遅れdensityが低い．
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　　　　　　　　　　図2　症例（5）のDSAと時間濃度曲線

下大静脈からのDSA：心房，心室を介して大動脈（B），肺動脈（A）が造影されてい

る．A，　Bの時間濃度曲線は，ほぼ同様な曲線を描いている，
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　　　　　　　　　図3　症例（8）のDSAと時間濃度曲線

（a）下大静脈からのDSA：右房から左房，右室が造影されている．左房（A）と右室

（B）の時間濃度曲線よりA，Bが交通していることがわかる．（b）右室（B），肺動

脈（A）の時間濃度曲線より，A，　Bが交通していることがわかる．

　シネアンギオ所見

　症例4は，選択的右房造影で，高度な三尖弁狭窄と

診断された．左房造影，心室造影により帽室弁両心室

挿入診断された．その他の症例はDSA所見と一致し

た．

　3．心室大血管関係

　DSA所見
　症例1；左右心室の造影後に大動脈が，ついで，動

脈管を経て左右の肺動脈が造影された．時間濃度曲線

（右室一大動脈，左室一大動脈間で施行）により，大動

脈は右室と左室の血流を受けていることが示された．

肺動脈が細かったが，右室一肺動脈間の時間濃度曲線

の作製が可能で，肺動脈が右室より遅れて造影された

（図1）．症例2；右室造影後，ほぼ同時に左室，大動

脈，肺動脈が造影された．肺動脈起始部に狭窄を認め

た．症例3；右室より大動脈が起始していた．肺動脈

は，大動脈とほぼ同時に造影されたが，心室からの起

始は不明確であった．肺動脈と右室との時間濃度曲線

の作製は，肺動脈が直径約3mmと細いため不能であっ

た．症例4；右室に続いて，大動脈と細い肺動脈がほ

ぼ同時に造影された．症例5；左室構造の大きな心室

から大動脈が，右側の低形成の心室からは肺動脈が起

始していた．時間濃度曲線から，大動脈，肺動脈が同

時に造影されることが示された（図2）．症例6；左室

から大動脈が，右室から円錐を伴う肺動脈が起始して

いた．時間濃度曲線から，大動脈，肺動脈が同時に造

影されることが示された．症例7；右室からは太い大

動脈が起始し，動脈管を介して僅かに肺血流が認めら

れた．症例8；右室から円錐を伴う大動脈が起始し，

肺動脈の起始は不明確であった．
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図4　症例（8）の心機能解析

1CTn一

DEN5！†0門ETR、’

81

左室と重ならない右室心尖部の心機能解析．EDV：endo・diastolic　volume，　ESV：

endo－systolic　volume，　SV：systolic　volume，　CO：cardiac　volume，　EF：ejection

fraction

　シネアンギナ所見

　症例1は肺動脈閉鎖であった．症例3は，両大血管

右室起始で肺動脈弁狭窄を認めた．動脈管開存を合併

していた．症例8は修正大血管転位に肺動脈弁狭窄を

合併していた．その他の症例は，DSA所見と一致して

いた．

　4．肺動脈の造影

　DSAにより，シネと同程度に末梢肺動脈が造影され

た．

　5．心機能解析

　心機能解析は症例1，4，5，8で施行した．症例

1は心房に重ならない心室の一部で，症例4，8では

右房に重ならない右室の心尖部の一部で可能であっ

た．症例1，4，5の駆出率は，それぞれDensitometry

法で48％，69％，74％であった．症例8の解析の結果

は図4の通りであり，良い心機能を示していた．

　　　　　　　　　　考　　察

　DSAは最近急速に普及してきている方法で，空間解

像能が優れ，侵襲度も少ないため，血管造影はDSAで

代用され，心疾患にも使用されてきている4）5）．しかし，

循環器小児科領域では，先天性心疾患の血行動態が複

雑なため心血管造影をDSAで施行している施設は少

ない6）7）．今回，複合心奇形8例を対象にして，診断的

なDSAの有用性について若干検討した．

　下大静脈心房関係の診断

　全例で下大静脈一右房関係の診断，右房の位置，形

態診断は心血管造影法と同程度に可能であった．

　左房の造影は，心房位で右一左短絡がある症例4，

6で，肺血流量の多い症例5で明瞭であった．症例1

の単心房も診断可能であった．時間濃度曲線からも症

例4，6の右一左短絡が診断された．肺血流量の減少

している例では左房の造影は不充分であった．下大静

脈心房関係の診断はDSAで充分と思われた．

　心房心室関係の診断

　症例4，6は，DSA，時間濃度曲線により三尖弁閉

鎖が疑われた．しかし，症例4はシネフィルムの所見

で，僅かに右房と右室の交通があり，高度な三尖弁狭

窄と診断された．この症例は，血行動態的には三尖弁

閉鎖としてよいものであったが，ROIを三尖弁の直下

に設定すれば，時間濃度曲線からも三尖弁狭窄の診断

が可能と思われた．また，症例4の僧帽弁両心室挿入

はシネにより確定診断されたが，DSA，時間濃度曲線

からは，心室中隔欠損を介しての両心室の造影か，僧

帽弁両心室挿入かは鑑別されなかった．心室中隔欠損
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を合併していなけれぽ診断可能と思われた．その他の

例の心房心室関係は，DSA，時間濃度曲線から可能で

あった．

　心室一大血管関係の診断

　大動脈の起始は全例容易に診断された．肺動脈起始

部の診断は，症例3，8で不充分であったが，末梢の

肺動脈の造影は明瞭であった．症例3以外は，時間濃

度曲線から大血管が同時に造影されていると診断され

た．症例1は高度の肺動脈弁狭窄があり肺動脈の直径

は2．5mmと細かったが，　ROIがどうにか設定出来て

肺動脈の時間濃度曲線が描けた．症例3はROIが僅か

の体動で肺動脈から外れてしまい，時間濃度曲線が得

られなかった．しかし，呼吸抑制が充分にできれぽ，

時間濃度曲線の作成ができ診断可能と考えられた．心

室の形態診断はDSAで心血管造影法とほぼ同程度に

可能であったが，症例2では右室の流出路の微細な形

態は不明瞭であり，シネによる選択的右室造影の所見

が手術方法を決定するのに必要であった．しかし，こ

の症例は，動脈管を介しての肺動脈の造影が明確であ

り，短絡手術を第一選択とするならぽDSA所見で充

分であると思われた．

　シネによる選択的心血管造影の欠点として，カテー

テルの位置，造影剤の噴出方向により造影される空間

が非生理的なものになることがあげられる．

　これに反し，DSAでは，造影剤が静脈系から注入さ

れるため，心室大血管が生理的血行動態に近い状態で

撮影される．また，関心領域の経時的な濃度曲線の作

製により，最大3ヵ所の造影の時間的差異を診断でき，

内的なつながりが正確に示される利点があげられる．

また，半月弁などの逆流がある場合は，その定量化も

可能である8）．

　さらにDSAの利点として，心機能に関する情報が

同時に得られていること，造影剤が少量でよいこと，

侵襲度が少ないことがあげられる．

　一方，小児期のDSA施行時の欠点として，造影時

に，呼吸を抑制しておかなくては良い映像が得られな

いということがある．今回は2例を除き，安全をきし，

挿管して呼吸抑制を得た．

　しかし，概ね4歳以上の患者では，5～8秒は呼吸

を止めてくれる子供が多いこと，チアノーゼが強くて

も呼吸停止中に異常が見られないこと，3歳以下では，

呼吸停止にー協力してくれなくとも，心拍数が多く呼吸

が浅いため，比較的鮮明に映像が得られることより，

最近，我々は挿管しないでDSAを施行している．
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　DSAの今後の問題として，2方向撮影にすること，

解像力をさらに高めることが，診断率の向上に必要と

思われた．

　　　　　　　　　　結　　語

　先天性心奇形8例に対してDSAによる診断を試み

た．下大静脈心房関係，肺動脈形態の診断は全例可能

であった．心房心室関係は1例を除き，また，心室大

血管関係は8例中6例で診断可能であった．心房，心

室，大血管関係は時間濃度曲線から客観的に示され，

心奇形の補助診断としてDSAは有用であると考えら

れた．
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Diagnosis　of　Congenital　Heart　Disease　by　Digital　Subtraction　Angiography

Hideo　Satou，　Takeshi　Isobe　and　Hitoshi　Takita

　　Department　of　Pediatrics，　Tukuba　University

　　　Intra・cardiac　anomalies　were　evaluated　in　8　patients　by　Digital　Subtraction　Angiography（DSA）．

Identification　of　IVC－RA　relation　could　be　performed　correctly　in　all　cases．　Atrio－ventriclar　relation

was　determined　7　of　8　patients．　ln　case　4，　tricuspid　atresia　was　proposed　by　the　time　intensity　curve，

but　this　case　was　severe　tricuspid　stenosis　by　cineangiography．　Ventriclo・arterial　relation　was

determined　60f　8　cases．　In　case　1，　a　ROI　was　set　in　main　pulmonary　artery，　but　the　time　intensity

curve　was　not　clear　because　of　hyopoplastic　pulmonary　artery．　In　case　3，8，　the　origin　of　pulmonary

artery　was　not　clear．　In　all　patients　except　case　1，both　great　arteries　were　detected　at　same　time　by　the

time　intensity　curve．　This　experience　suggests　that　DSA　is　a　useful　method　in　a　diagnosis　of　complex

congenital　heart　disease．
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