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左冠動脈肺動脈起始症におけるMRIの診断的有用性
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Magnetic　resonance　imaging（MRI）の左冠動脈肺動脈起始症に対する診断的有用性につき検討した．

　対象は左冠動脈肺動脈起始症の2歳女児例であり，心エコー法，心臓血管造影による確定診断後に，

MRI（心電図同期スピンエコー法）による検査を施行した．撮造断面は，水平断面，冠状断面で行った．

　その結果，拡張した右冠動脈，左冠動脈肺動脈起始部が描出され，MRIによる左冠動脈肺動脈起始症

の診断が可能であった．また，左冠動脈の体幹に対する位置，大動脈との距離・位置関係も正確に把握

され，その後の外科治療に際し有用であった．2°1Tl心筋シンチグラフィーで灌流欠損を認め，心臓血管

造影で不共同収縮が見られた左室前壁では，MRIにより壁の菲薄化が確認された．

　低侵襲的検査法であるMRIは，左冠動脈肺動脈起始部の同定のみならず，心筋梗塞巣の描出にもすぐ

れ，小児期に心筋梗塞をきたしうる左冠動脈肺動脈起始症の診断に際して，有用な検査法と考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　左冠動脈肺動脈起始症（anomalous　origin　of　the

left　coronary　artery　from　the　pulmonary　artery：

ALCA）は稀な疾患であり，その診断には左冠動脈の

起始部を明らかにする必要がある．これまで心臓血管

造影が必須の検査であったが，最近では心エコー検査

のみで確定診断に至り，外科手術を施行した報告も散

見される1）2）．筆者らはALCAの2歳女児に，　Mag－

netic　resonance　imaging（MRI）による非侵襲的検査

を施行し，その診断上有用と考えられたので，心臓血

管造影所見，心エコー所見と対比して報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　症例：2歳8ヵ月，女児．

　家族歴：特記事項なし．

別刷請求先：（〒700）岡山市鹿田町2－5－1

　　　　　岡山大学医学部小児科学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　政博

　病歴：妊娠・分娩に異常なし，在胎週数40週，3，260

gで出生し，順調に発育していた．2歳4ヵ月の時，予

防接種前の健康診断で初めて心雑音を指摘された．心

エコー 検査の結果，僧帽弁閉鎖不全と診断され，4カ

月後に精査目的で社会保険広島市民病院に紹介され

た．

　入院時理学的所見：身長94．4cm，体重13．5kgであ

り，成長・発達は良好であった．肺野に異常所見はな

かったが，心尖部に最強点を有し，左腋窩に放散する

Levine　II／VIの汎収縮期雑音を聴取した．　II音の元進

はなく，連続性雑音も聴取しなかった．腹部には，肝

脾腫，その他の異常所見を認めなかった．

　入院時血液検査所見：末梢血液検査，血清・生化学

検査に異常所見を認めなかった．

　胸部X線所見：心胸郭比0．54と心拡大はなく，血管

陰影の増強も認めなかった．

　心電図所見：洞調律で，QRS平均電気軸は一30°で
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図1　入院時心電図所見

あった．P波は1，　IIで幅広く二峰性，　V1では二相性

で下向部の幅は広かった．。VLでは深く幅広いQ波を

認めた．V1－3で低電位であったR波は，　V、で急激に増

高していた．また，。VLのT波は陰転していた（図1）．

以上の所見は，左室前壁から高位側壁にかけての梗塞

巣の存在，および左房負荷の存在を示唆するもので

あった．

　以下，ALCAの診断が可能であった検査法の所見に

ついて記載する．

　〔心エコー所見〕検査機器はYHP社製77020ACを

使用した．断層心エコー法により，左房・左室の拡大，

僧帽弁の逸脱所見が認められた．m・モード法で求めた

左室拡張末期径は43mm，左室駆出率は0．85であり，断

層心エコー法でも心室壁の異常運動には気づかれな

かった．カラードプラ法を用いると，中等度の僧帽弁

逆流と，心室中隔内を後方から前方に向かう櫛状の血

流シグナルが検出された．そこで，左冠動脈肺動脈起

始症の存在を疑い3），大動脈基部短軸断面で冠動脈を

観察したところ，拡張・蛇行した右冠動脈と，肺動脈

より起始する左冠動脈を認め，左冠動脈肺動脈起始症

と診断した（図2）．
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　　　　　　　図2　心エコー所見

2－1）大動脈基部短軸断面：肺動脈後面より起始する

左冠動脈を認める．2－2）大動脈基部短軸断面：拡張し

た右冠動脈を認める．（AO大動脈，　PA肺動脈，　LCA

左冠動脈，RCA右冠動脈）

　〔心臓カテーテル検査，心臓血管造影〕血行動態を

さらに明白にする目的で施行した．肺体血流比は1．1，

肺動脈平均圧16mmHg，左室拡張末期圧は12mmHg

であった．選択的右冠動脈造影を施行すると，太い右

冠動脈本幹から順に，後下行枝，発達した側副血行路

（主体は中隔枝），そして左冠動脈前下行枝が造影され，

最終的に血流は主肺動脈内に短絡していた（図3－1）．

冠動脈の分布は，右冠動脈優位型であった，また左室

造影では前壁に不共同収縮（hypokinesis）を認め，陳

旧性前壁梗塞の存在を示していた（図3－2）．

　〔MRI検査〕GE社製超伝導型MRI（静磁場：O．5

Tesla，画像のマトリックス：224×160）を用いた．繰

り返し時間を心電図RR間隔に同期させ，加算回数4
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　　　　　　図3　心臓血管造影所見

3－1）選択的右冠動脈造影：太い右冠動脈から，発達し

た中隔枝，左冠動脈前下行枝を経て，肺動脈が造影さ

れる，3－2）左室造影：僧帽弁の逆流所見，および左室

前壁にhypokinesisを示す領域（↓）を認める．

（LA左心房，　LAD左前下行枝，　LV左心室，　PA肺動

脈，RCA右冠動脈）

回，スライス幅8mm，エコー時間25mm秒のスピンエ

コー 法で検討した．水平断面・冠状断面での検査を行っ

たが，拡張した左房，右冠動脈，左冠動脈起始部が明

瞭に描出され，左室前壁には心筋梗塞の既往を示唆す

る心室壁厚の減少（厚さ：3mm）が認められた（図4），

左冠動脈起始部と大動脈の位置関係の評価には水平断

面が有用で，左冠動脈は肺動脈の背側より起始し，大

動脈（左冠動脈洞）との距離は9mmであった．

　その他，安静時に施行した2°1Tl心筋シンチグラ

フィーでは，左室前壁に高度の灌流欠損を，左室下壁・

心尖部には中等度の灌流欠損を認めた（図5－1，2）．

　以上の所見より，本症例は陳旧性の心筋梗塞巣を

伴ったALCAと診断され，かつ左冠動脈の起始部は大

動脈への再移植術を行うのに，適切な位置にあるもの

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第3号

と判断，同法による外科治療を施行した．術中には，

左冠動脈と大動脈の距離・位置関係などに関して，

MRI所見の正確さが確認された．

　術後25日目に心臓カテーテル検査・心臓血管造影を

再検した．左室の壁運動（前壁の不共同収縮を含む），

僧帽弁の逆流所見には明らかな変化を認めなかった

が，左室拡張末期圧は9mmHgと軽度低下していた．1

年後に再検した2°）Tl心筋シンチグラフィーでは，左室

前壁に高度の灌流欠損が残存していたが，下壁，心尖

部に見られた灌流欠損は改善していた（図5－3）．本症

例の術後経過は良好であり，身体の発育は正常で，薬

剤の投与も必要としていない，

　　　　　　　　　　考　　察

　MRIは，　X線CTに匹敵する空間分解能を有し，任

意の断面が設定可能な低侵襲性の検査法であり，特に

心臓周囲の臓器・組織を含めた検討に優れている4）．心

臓・大血管の診断に関しては，先天性心疾患を始めと

する形態診断の他，心機能，心筋性状の診断にも有用

であり，将来的には冠動脈病変，特に狭窄病変の描出

が期待されている4）．現在でも，冠動脈の内径がMRI

ピクセルの大きさ（1～2mm）に比して大きい川崎病の

冠動脈瘤，冠動静脈痩などでは，MRIによる診断が可

能である4）5），ALCAに関しては，　Douardら6）がMRI

の診断的有用性を報告しており，冠状断面で左冠動脈

起始部が描出されたこと，心筋梗塞が疑われた領域に

MRI信号強度の変化は認めなかったが，梗塞から検査

までの時間が診断上問題であること，シネMRIが診

断上非常に有用である可能性（未検査であるが），など

が記載されている．自験例でも，MRIはALCAの診断

上，非常に有用であったが，以下に重要と考えられた

点につき記載する．

　〔MRIによるALCAの診断について〕自験例では，

MRIにより，拡張した右冠動脈，肺動脈から起始する

左冠動脈が明瞭に描出され，MRIによるALCAの診

断が可能と考えられた．検査断面としては，水平断面

が特に有用であり，左冠動脈起始部と大動脈・体幹と

の位置関係・距離などが，容易に評価できた．

　MRIによるALCAの診断率に関しては，まだその

報告が少なく6），症例の集積を待つ必要がある．しか

し，今回の検討から推測して，発達した側副血行路，

拡張した冠動脈を有する幼児期以降の症例では，適切

な観察断面，スライス幅の設定などによって，良好な

診断率が期待できるものと考えられた．また，シネ

MRIで肺動脈内に流入する噴流が描出された冠動静
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　　　　　　　　　　図4　MRI検査所見（水平断面像）

4－1）拡大した左房，肺動脈後面より起始する左冠動脈を認める〔左前下行枝（↑），

左回旋枝（▲）〕．4－2）拡張した右冠動脈（1）を認める．4－3）左室前壁に心室壁厚

の減少した領域（↓）を認める．（AO大動脈，　PA肺動脈，　RA右心房，　LA左心房，

RV右心室，　LV左心室）

脈痩の報告があり7），Douardら6）も述べているように，

シネMRIを併用すればALCAの診断は，より確実・

容易になるものと思われた，

　〔MRIによる梗塞巣の診断について〕MRIは心筋梗

塞の組織性状診断，形態診断にも有用であり，組織性

状診断としては，急性期に梗塞巣の信号強度が増大す

ることが挙げられている5）．しかし，梗塞後3ヵ月以上

を経た症例では，梗塞巣と正常心筋の信号強度差は不

明瞭になる5）．そのため，新生児・乳児期を過ぎた

ALCA例では，形態変化，すなわち壊死組織の吸収や

廠痕化による壁の菲薄化が，梗塞巣の診断上有用であ

る8）．

　自験例でも，2°1Tl心筋シンチグラフィーで高度の灌

流欠損を認め，左室造影で壁の不共同収縮を示し，梗

塞巣の存在が示唆された左室前壁では，MRIにより壁

の菲薄化が確認された．一方，2°iTl心筋シンチグラ

フィーで，中等度の灌流欠損を認めた左室下壁・心尖

部の壁運動は，左室造影上も良好であり，MRIでも壁

の非薄化は認められなかった．本症例は右冠動脈優位

型であり，選択的右冠動脈造影でも，心臓の下壁・心

尖部は右冠動脈の枝で支配され右冠動脈に対する血流

は充分であったこと，術後に施行した2°1Tl心筋シング

チグラフィーで，下壁・心尖部への灌流は改善してい

たことなどより，同領域における中等度の灌流欠損は，

Presented by Medical*Online



462－（62） 日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第3号

A ap A

S

1

⊇

1

LScE

2

㌘

⊇藷

L　S

3
1

　　　　　　　　　　　　　図5　201Tl心筋シンチグラフィー所見

5－1）短軸断面像（術前）：左室前壁に完全灌流欠損，下壁に部分的灌流欠損を認める．5－2）水平長

軸断面像（術前）：心尖部に部分的灌流欠損を認める．5－3）短軸断面像（術後）：収集カウント数不

足のため画像が不鮮明であるが，下壁の灌流欠損は術前に比して改善している．（A前壁，S中隔，

L側壁，1下壁，ap心尖部）

L

主にcoronary　stea1による虚血を反映していたもの

と思われた．

　現在のところ，MRIによる心筋の虚血・viability（特

に陳旧性）の評価は，2°1Tl心筋シンチグラフィーなど

と比較して困難である9）．しかし，心筋壁の菲薄化の範

囲・程度は，梗塞量や残存心筋量と関係するともいわ

れ5），MRIは梗塞巣の診断，梗塞後の予後推定に有用な

検査法）のひとつと考えられた．

　〔MRIと心エコー法，心臓血管造影の比較検討〕前

述したように，MRIによるALCAの確定診断も可能

と考えられたが，その検査に際しては，安静の必要性，

検査の手軽さ，頻脈・呼吸運動によるmotion・artifact

などの問題がある1°）．したがって，MRIは心エコー法

（カラードプラ法を含む）・心臓血管造影などと比較し

て，ALCAの診断上，第一選択となる検査法ではない．

しかし，two　coronary　systemを作成する傾向にある

ALCAの治療上11），左冠動脈起始部と大動脈の距離・

位置関係を知ることは重要であり12）ユ3），この点MRIは

最も有力な検査法と考えられた．

　また，MRIでは，1）心臓血管造影と異なり心室壁の

厚さを直接に多方向から観察でき，超音波断層法で検

出が困難な心尖部や下・後壁梗塞の診断に有用である，

2）超音波が通りにくい症例でも評価が可能である，3）

超音波ドプラ法で認識できない低速流の映像化により

梗塞部の血流イメージが描出できるなどの利点もあ
る5）．

　したがって，左冠動脈起始部のみならず心筋梗塞巣

の描出にもすぐれたMRIは，小児期に心筋梗塞をき

たしうるALCAの診断に際して，有力な非侵襲的検査

法と考えられた．
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Gated　Magnetic　Resonance　Imaging　and　Anomalous　Origin　of　the　Left　Coronary

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Artery　from　the　Pulmonary　Artery

Masahiro・Kamadai｝，　Keiko　Takeuchii），　Hiroko　Yamamotoi｝，　Tsuguaki　Doi1），　Kouji　Naraharai），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiki　Seino1），　Takeshi　Nishi2）　and　Osamu　Ohba3｝

　　　　　　　　　i）Department　of　Pediatrics，　Okayama　University　Medical　Schoo1，0kayama，Japan

　　　　　　　　　　　　　2）Departrnent　of　Pediatrics，　Hiroshima　City　Hospital，　Hiroshima，Japan

　　　　　　　　　　　3）Department　of　Cardiac　Surgery，　Hiroshima　City　Hospital，　Hiroshima，Japan

　　　　We　reported　a　two－year－01d　girl　of　anomalous　origin　of　the　left　coronary　artery　from　the　pulmonary

artery（ALCA），　studied　by　ECG－gated　cardiac　magnetic　resonance　imaging（MRI）．　In　this　study，　only

standard　images　obtained　in　the　transverse，　coronal　planes　were　evaluated，　using　a　spin　echo　pulse

sequence　of　90　and　180　pulse　repair．

　　　　The　dilated　right　coronary　artery　and　the　origin　of　the　left　coronary　artery　from　the　pulmonary

artery　were　identified．　The　distance　and　the　positional　relationship　between　the　origin　of　the　left

coronary　artery　and　the　aorta　was　exactly　estimated，　facilitating　the　decision　to　perform　the　operative

technique　of　reimplantation．　Moreover，　the　region　of　prior　myocardial　infarction　could　be　discerned　as

aresult　of　the　clear　demonstration　of　wall　thinning　on　MRI．

　　　　MRI，　which　is　a　noninvasive　and　excellent　method　of　imaging　the　cardiac　anatomy，　is　useful　for

the　estimation　of　ALCA．
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