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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Ebstein奇形に対するMagnetic　Resonance　Imaging（MRI）の診断能に関し，断層心エコー図法と

比較検討した．対象は，診断の確定されたEbstein奇形患者7例で，0．1Tesla常伝導型MRI装置を使

用し，心電図同期によるSpin－Echo法により右房右室に対する横断像と右前斜位断層像とを求めた．心

房細動を有する1例を除く6例にて明瞭な断層像が得られた．横断像は，断層心エコー図法における四

腔像に相当し，三尖弁前尖，中隔尖の形状，右房や心房化右室などの大きさの評価に有用であった．三

尖弁中隔尖心室中隔付着部の偏位は，断層面の違いからMRIに較べ断層心エコー図法では小さく評価

される傾向にあった．MRIの右前斜位断層像は，心血管造影における右前斜位右房造影像に相当し，三

尖弁前後尖の形状や右房，心房化右室，残存右室から右室流出路にかけての大きさや形態把握に有用で

あった．本法は，非侵襲的に任意の方向，角度の断層像を提供することができ，Ebstein奇形の診断，治

療方針の決定，あるいは経過観察に有用であると考えられた．

　　　　　　　　　　緒　　言

　Magnetic　Resonance　Imaging（MRI：磁気共鳴画

像法）は，新しい非侵襲的画像診断法として大いに注

目され，その臨床適用範囲はどんどん拡がりつつある．

特に循環器領域では，造影剤を使用せずに心血管壁と

内腔とを分離し得ること，任意の方向の断層像が広視

野で得られることなどの理由により，臨床的有用性が

期待されている．今回，Ebstein奇形を対象としてその

診断におけるMRIの有用性を，断層心エコー図法と

の対比を中心として検討したので報告する．

　　　　　　　　　対象及び方法

　対象は，断層心エコー図法あるいは心カテーテル検

査，心血管造影により確定診断の下されたEbstein奇
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表1　症例

症例 年齢 性 心電図所見 合併病変

1 8 女 不完全右脚プ・ック 三尖弁閉鎖不全Ilr

2 11 女 房室解離 僧帽弁閉鎖不全r
三尖弁閉鎖不全II°

3 44 女 不完全右脚ブロック 三尖弁閉鎖不全IV°

4 22 男 不完全右脚ブロック 三尖弁閉鎖不全ピ

5 15 女 不完全右脚ブロック 　　三尖弁閉鎖不全1°
右側大動脈弓・卵円孔開存

6 10 男 右脚ブロック 三尖弁閉鎖不全

7 36 男 不完全右脚ブロック
　　心房細動 一

形患者7人で，その一覧を表1に示す．男3例，女4

例，年齢は8～44歳に分布，平均21．0歳であった．心

電図所見では，6例に不完全あるいは完全右脚ブロッ

クを認め，1例に心房細動を認めた．合併病変として
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三尖弁逆流を6例にみた．

　使用装置は，0．1Teslaの静磁場強度を有する常伝導

MRI装置（アサヒ・マークJ）で，心電図同期による

1心周期を繰り返し時間とするSpin－echo法にて，ス

ライス厚10mmでマルチスライスの撮像を行った．撮

像に用いた断層面の模式図を図1に示す，左右心室，

心房を一平面上に収める横断像（図1A：断層心エ

コー 図法における四腔像に相当），及び右房，右室を同

一平面上に収める右前斜位断層像（図1B）を求めた．

断層像は，拡張期の前期から中期にかけての心位相に

て撮像した．MRI横断像より，三尖弁中隔尖の心室中

隔付着部と僧帽弁前尖基部との距離を求め，三尖弁中

隔尖心室中隔付着部の偏位（displacement　of　Septal

Tricuspid　Leafiet：dSTL）の程度を評価した．数スラ

A B

図1　MRI断層面の模式図．　A：横断像，　B：右前斜位

　断層像．
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イスに於いてdSTLが求められる際には，最大値を採

用した．

　全例に於いて，MRI施行前1週間以内に断層心エ

コー 図検査が行われた，使用した装置は，YHP社製断

層心エコー図装置（YHP　77020－A）で2．5ないし3．5

MHzのセクタ型プローべを用いて，左室長軸，短軸断

層像や心尖部からの四腔像などを求め，形態的評価を

行った．拡張期四腔像よりdSTLを測定した．

　心血管造影は，Biplane　cineangiography装置（CGR

社製Angiomax）を用いて，右前斜位にて右房あるい

は右室造影を行った．

　　　　　　　　　　成　　績

　MRIでは，心房細動を有した症例7を除く6例全例

に於いて明瞭な画像が得られ，右房右室や三尖弁各尖

の形態，大きさを多方向から観察できた．

　横断断層像では，断層心エコー図における四腔像相

当の画像が得られ，左右心室，心房の大きさの評価や，

心房中隔や心室中隔欠損の有無の判定も可能となっ

た．さらに，三尖弁の中隔尖や前尖の形状，右室への

陥入の程度などが明瞭に示され，心房化右室（atrial－

ized　Right　Ventricle：aRV）の大きさや壁厚の評価が

でき，重症度判定に有用であった．

　図2には，症例2のMRI横断断層像（A）と断層心

エコー 図四腔像（B）を示す．両イメージにおいて共に

右房，右室の拡大がみられ，三尖弁中隔尖の心室隔附

着端（図中矢印）の右室心尖部寄りの偏位を認め，壁

の薄いaRVの形態や大きさが明瞭に示されている．

本例に於けるdSTLは，　MRIでは50mm，断層心工
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図2　症例2のMRI横断像（A）と断層心エコー四腔像（B）．三尖弁中隔尖の心室中

　隔附着端（白矢印）の右室内への偏位と心房化右室（aRV）の存在が明瞭に示され

　ている．
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コー 図では40mmであった．

　図3は，症例6のMRI横断断層像である．

　本例では，三尖弁中隔尖附着部の偏位と同時に，前

尖の附着部に偏位はみられないが，弁腹から弁尖にか

けての右室側への陥入が認められる．本例に於ける

dSTLは，　MRIでは42mm，断層心エコー図では36mm

であった．

　図4には，重症Ebstein例のMRI横断断層像を示

す（症例3）．（A）では，巨大な右房と拡大した右室を

認めるが，三尖弁そのものは明らかでない．その上方

のスライス（B）では，三尖弁中隔尖，前尖の右室内へ

の陥入が示され，dSTLは46mmであった．本例のよう

図3　症例6のMRI横断像．三尖前尖の右室陥入（白

　矢印），中隔尖心室中隔附着部（白矢頭）の右室側へ

　の偏位が示されている．
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に成人ではしばしぼ，断層心エコー図法に於いて三尖

弁中隔尖附着部の偏位を明瞭に捉えることのできない

場合があり，その際にはMRIの有用性が高い．ただ

し，本例のような三尖弁逆流の強い症例では，弁腹か

ら弁尖にかけての三尖弁可動部は，逆流血液による細

動のため明瞭な画像を得ることが困難な傾向にあっ

た．

　表2には，MRIにて明瞭な横断断層像の得られた6

症例において，MRIと断層心エコー図法により求めら

れたdSTLの値を比較した結果を示す．　MRIで得ら

れたdSTLの値は，断層心エコー図法によるものに較

べいずれも等しいか大きい傾向がみられた．

　一方，MRIによる右前斜位断層像は心血管造影に於

ける右房造影右前斜位像に相当し，三尖弁前後尖の形

状，右房，aRV，心房化していない右室残存部，及び

右室流出路などの観察に適しており，相互の大きさの

比較や，右室機能を維持する上で重要な右室残存部か

表2　MRIと断層心エコー図法に於ける三尖弁中隔尖心

　室中隔附着部の偏位（dSTL）の評価の比較

dSTL（mm）
症例

MRI 断層心エコー図法

1 26 17

2 50 40

3 50 37

4 48 11

5 40 20

6 42 36

図4　重症Ebstein例（症例3）のMRI横断像，スライスAでは巨大右房（RA）が，

　スライスBでは三尖弁中隔尖心室中隔附着部の偏位（白矢頭）と心房化右室が示さ

　れる
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図5　症例2のMRI右前斜位，断層像（A）と右房造影右前斜位像（B）．　MRI像で

　は，右房（RA），心房化右室（aRV），機能的右室（fRV）及び右室流出路（RVOT）

　などが示され，右房造影と同等の像が得られる．
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図6　断層心エコー図法とMRIに於ける断層面の差
　異．

ら流出路にかけての大きさや形態の把握に有用であっ

た．また，右房，右室をこの方向から観察することは，

断層心土コー図法では困難であり，MRIの有用性が示

された．

　図5には，症例2におけるMRI右前斜位断層像（A）

と右房造影右前斜位像（B）を示す．MRIでは，巨大

に拡張した右房，三尖弁弁輪部，ドーム状に右室内に

陥入する三尖弁前後尖とそれにより形成される

aRV，及び心房化していない右室残存部から流出路に

かけて明瞭に示されている．これらの所見は，（B）の

右房造影像とほぼ同等のものである．また，他の症例

でも同様であったが，三尖弁前後尖そのものの同定や

形状の把握は，陰性像として間接的に描出する心血管

造影より，陽性像として直接描画するMRIの方が容

易であった．

　　　　　　　　　　考　　察

　Ebstein奇形は多彩な形態異常を有するが，そのう

ち最も特徴的な所見として，三尖弁中隔尖あるいは後

尖の心室中隔への附着が右室心尖部寄りに偏位するこ

ととされている1）．その偏位の程度によりaRVと，残

存する本来の機能的右室の相対的な大きさが決定さ

れ，本症における重症度を左右する大きな因子となる．

それゆえ本症に於いて，三尖弁中隔尖や後尖の心室中

隔への附着部の位置を正しく知り，その偏位の程度や

残存する機能的右室の大きさを正確に把握すること

は，患者の重症度の判定，治療方針の決定，さらには

手術術式の選択などに大切である2）．

　一般に先天性心疾患の診断には断層心エコー図法が

用いられ，Ebsein奇形の場合もその例外ではない．本

法は，非侵襲的でX線被曝もなく，詳細な形態的機能

的情報がリアルタイムで得られ，しかも装置も小さく

ベッドサイドでも検査可能であるという簡便性を備え

ており，臨床的有用性は非常に高い．

　本法の欠点は，胸壁と心臓とが直接，接するいわゆ

る“エコー・ウインドウ”を介してしか断層像の得ら

れないことであり，そのため得られる断層像には自ず
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から制限があり，任意の方向や角度の断層像を得るこ

とは不可能である．また，エコー・ウインドウの大き

さや位置には個人差があり，常に理想的な方向の断層

像が得られるとは限らない．さらに，扇形断層像であ

るため，右心系のような浅部に位置する腔に対しては，

視野が狭く全体像を把握するのが困難であるといった

欠点も有する．

　一方，MRIはX線を使用しない新しい非侵襲的画

像診断法として近年急速に普及してきた．はじめにも

述べたように，本法の循環器疾患の診断における特徴

は，造影剤を使用することなく心血管内腔と壁とを分

離できること，任意の方向，角度の断層像がマルチス

ライスで得られること，視野が広く全体像を見渡すの

に適していることなどが挙げられる．それゆえ，先天

性心疾患の診断に関しても早くから臨床応用に試みら

れており，その臨床的有用性を報告した論文もいくつ

かみられる3）4）．殊に，Ebstein奇形のように種々の形態

異常を伴っている場合には，多方向からの断層像を広

視野で観察することが望ましく，本法の有用性は高い

ものと期待される5）．

　Linkら6）は，4人のEbstein患者を対象として，その

診断におけるMRIの有用性について検討を行った．

彼らは，我々とほぼ同じ方向の断層像を用いて検討し

ているが，三尖弁各尖の形態やaRV，機能的右室の大

きさなどの評価に有用であったと報告している．

　今回我々は7人の患者に対し臨床的検討を行った

が，心房細動の高度であった1例を除いて，いずれも

明瞭な断層像が得られ，本法がEbstein奇形診断に対

し確実性の高い検査法であることを示している．

　MRI横断像は，断層心エコー図法における四腔像に

相当し，三尖弁前尖，中隔尖の右室陥入の状態，中隔

尖心室中隔附着部の偏位（dSTL）の程度，右房，心房

化右室及び残存右室の大きさの評価が可能となった．

dSTLの診断能に関しMRIと断層心エコー図法とを

比較すると，表2に示すようにMRIで計測された

dSTLの最大値は，断層心エコー図法で求められた値

に対して全般的に大きい傾向がみられた．また症例3

では，断層心エコー図法で初回検査時にdSTLを検出

することが困難で，再検によりようやく確認された．

このように断層心エコー図法では，時にdSTLの検出

の困難な場合もみられる．それらの原因としては次の

ように推測される．図6に示すように，Ebstein奇形で

はdSTLは下方へ行く程大きく，その最大長を得るた

めには中隔尖の中央部より下方，既ち図6のBの高さ
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及び方向での断層像を求めねぽならない．しかし，断

層心エコー図法ではエコーウィンドウによる制約のた

め，必ずしもBの方向で撮像できるとは限らず，Aの

方向でしか記録し得ない場合も起こりうる．その際

dSTLを過小評価してしまうこととなる．一方MRI

では，図6のC，Dのように任意の方向や位置による断

層像が得られるため，理想的な断面での撮像が可能と

なり，dSTLの程度をより正確に評価し得る可能性が

あるものと期待される．

　図5に示したMRIによる右前斜位断層像と同等の

断面像は，断層心エコー図法では得ることは困難で右

房造影によって初めて求められるものであり，非侵襲

的に血管造影相当の画像が得られるという点で臨床的

価値は高い．この断層像では，三尖弁前尖，後尖の右

室への陥入の状態や程度が明瞭に示され，残存する機

能的右室から流出路にかけての形態や大きさの評価に

有用であった．また，右房造影では，三尖弁そのもの

は陰性像として描画されるが，右房右室の拡大が強

かったり，三尖弁逆流の高度例では，造影剤が薄めら

れるため三尖弁の同定が困難な場合がしぼしぼみられ

る．MRIでは逆に三尖弁を直接陽性画像として描出す

るため，心血管造影に較べ弁の同定は容易である．た

だし三尖弁逆流の強い例では，弁尖から弁膜にかけて

の明瞭な画像は得られ難かった．これは，逆流血液に

より弁可動部が振動するためと考えられる．

　MRIの欠点としては，装置が大がかりで検査時間も

長く重症患者では施行し難いこと，心電図同期法を用

いて撮像するため高度の不整脈を有する患者では明瞭

な画像の得られないこと，リアル・タイムでの評価が

できないこと，あるいは，ペースメーカーなど磁性体

を有する患者には施行できないことが挙げられる．た

だし，これらの点に関しては技術的にどんどん改良が

加えられつつあり，MRIの臨床応用は今後益々盛んに

なるものと期待される．

　最後に，Ebstein奇形診断に於けるMRIの役割を断

層心エコー図法や心血管造影法と比較しながらまとめ

てみる．

　断層心エコー図法は，非侵襲的で手軽に検査でき，

解剖学的にも機能的にも豊富で詳細な情報をリアルタ

イムで提供することができるため，まず第一に選択さ

れるべき方法と考えられる．ただし，エコー・ウィン

ドウが狭くて満足のゆく断層像の得られない症例や，

三尖弁後尖や右室流出路などを広視野で観察したい場

合などには，MRIの有用性が高いと考えられる．一方，
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心血管造影法は，X線被爆や侵襲性が高いという欠点、

を有するため，Ebstein奇形のように長期観察を必要

とし，繰り返し検査をしなければならないことの多い

場合には問題となる．そこで，MRIで現在話題となっ

ている高速イメージング法によるMR　Angiocardio－

graphyの技術が確立され，心血管造影法によるCine・

angiocardiographyと同等の像が得られるようになれ

ば，次第にMRIの方が多用されるようになっていく

ものと思われる．

　最後に，貴重な症例を提供していただいた三重大学医学

部第一内科教授中野　越先生，及び第一内科助手山門　徹

先生に深謝します．

　尚，本論文の要旨は，第24回日本小児循環器学会に於いて

発表した．
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　　　The　aim　of　this　paper　is　to　evaluate　clinical　usefulness　of　MRI　in　the　diagnosis　of　Ebstein’s

anomaly．　We　performed　ECG　gated　MRI　in　seven　patients（8－44　years　old）with　previously　diagnosed

this　anomaly．　The　transverse　and　right　anterior　oblique（RAO）tomographic　images　of　the　right　atrium

and　ventricle（RA　and　RV）were　obtained　and　compared　with　the　images　of　2－dimensional（2－D）

echocardiography　or　angiocardiography．

　　　Excellent　MR　images　were　obtained　in　all　cases　but　one　having　atrial　fibrillation．　The　transverse

images，　equivalent　to　the　four　chamber　view　in　2・D　echocardiography，　showed　fine　anatomical　details

of　anterior　and　septal　leaflects　of　tricuspid　valve　and　enabled　to　estimate　the　size　of　RA　and　atrialized

RV（aRV）．　The　downward　displacement　of　septal　tricuspid　leaflet　was　clearly　shown　in　this　view　of

MRI　as　well　as　2・D　echocardiography．　The　severity　of　the　displacement，　however，　tended　to　be　milder

by　2・D　echocardiography　in　comparison　with　MRI．　The　RAO　tomographic　images，　equivalent　to　right

atriogram　of　angiocardiography，　revealed　the　displaced　anterior　and　posterior　tricuspid　leaflects，

enlarged　RA，　aRV，　functional　RV　and　RV　outflow　clearly．　These　images　seemed　to　be　of　great　use　for

the　assessment　of　the　size　of　functional　RV．

　　　In　conclusion，　this　method　is　available　of　noninvasive　assessment　of　fine　anatomical　details　of

Ebstein’s　Anomaly　in　optimal　tomographic　images　and　seems　to　be　of　great　help　in　the　diagnosis，

treatment　or　follow・up　examination　of　the　patient　with　this　anomaly．
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