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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　肺血流減少性心疾患において，MRI，シネMRIによる肺動脈の形態機能評価を行い，血管造影，及び

心エコー検査と比較検討した．MRI上計測された肺動脈径は主肺動脈，左右肺動脈とも血管造影にて計

測された値と良い相関が得られた．一方，心エコー検査でも，主肺動脈，左右肺動脈分岐部とも明瞭に

描出可能であったが，左右末梢肺動脈の描出は不良で，肺動脈径の相関もMRIより劣っていた．末梢肺

動脈狭窄，閉塞あるいは不連続性等の形態機能評価では特にシネMRIが有用であり，周囲臓器との位置

関係も明瞭に描出された．

　非侵襲性であり，再現性にすぐれたMRI及びシネMRIは肺血流減少性心疾患における肺動脈の形態

機能評価に極めて有用と思われる．

　　　　　　　　　はじめに

　肺血流減少性心疾患において，手術方針の決定や，

Blalock・Taussig（BT）シャソト術などの姑息手術後

の経過観察上，末梢までの肺動脈の形態および機能評

価が極めて重要である．心エコー検査は非侵襲的であ

るため繰り返し行え，肺動脈の発達の経過観察には重

要な役割を果しているが，末梢肺動脈の血行動態に関

する正確な評価は難しい場合がある．また心臓カテー

テル検査は非侵襲的であり，小児期では検査が難しく，

繰り返し施行しにくいという欠点がある．

　近年Spin－echo法やGradient－echo法の導入により

心臓および大血管の形態機能評価がかなり正確に行え

るようになり先天性心疾患の領域においてもMRIの

有用性は評価されている1）Av5）．
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　今回我々は，MRI及びシネMRIによる肺動脈の形

態機能評価を行いその有用性が明らかであったので報

告する．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は，当科にて経験した生後1ヵ月より17歳（平

均2歳7ヵ月）までの肺血流減少性心疾患患児19人，

延べ20例（三尖弁閉鎖1名に2回施行）で，その内訳

は，ファロー四徴症9例，肺動脈閉鎖3例，ファロー

四徴症兼肺動脈閉鎖1例，三尖弁閉鎖4例，重症肺動

脈狭窄，三尖弁狭窄1例，肺動脈弁狭窄1例，大血管

転位1例である（表1）．

　MRIはシーメンス社製超伝導型MRI　Magnetom

H151．5Teslaを用い体軸横断，冠状，矢状断面及び斜

位断面を心電図同期spin－echo法（繰り返し時間

TR＝400～600msec，エコー時間TE＝15msec）にて撮

像し，肺動脈の描出を行った．また肺動脈の最大径を

描出する断面が，可及的に収縮期となるように開始断
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　　　　表1　対象

　肺血流減少性先天性心疾患患児

生後1ヵ月一17歳（平均2歳7ヵ月）

TOF
PA
TOF，　PA

TA
TS，　PS

PS

TGA

9例

3例

1例

4例

1例

1例

1例

TOF：ファロー四徴症，　PA：肺動脈閉

鎖，TA：三尖弁閉鎖，　TS：三尖弁狭窄，

PS：肺動脈狭窄，　TGA：大血管転位

面を設定した．スライス幅は3～5mmを用いた．各断

面における肺動脈径のうち最大径をもって最終的に計

測値と決定した．肺動脈の計測部位は，主肺動脈は，

弁上部，左右肺動脈は第一分枝部直前とした．Spin－

echo法にて狭窄，閉塞や不連続性が疑われた症例で

は，さらにシネMRIにより形態機能評価を行った．シ

ネMRIはGradient－echo法（FISP法；fast　imaging

with　steady　procession法，　flip　angle＝15°，　TR＝

40～60msec，　TE＝12msec）を用い，肺動脈を含む体

軸断面にて撮影した．また，以上得られた結果を同時

期に施行された血管造影検査，心エコー検査の結果と

比較検討した．血管造影にても同部位における収縮期

最大血管径を測定し，心エコー検査では，描出可能な

範囲での肺動脈の最大径を測定した．心エコー検査に

はアロカ社製SSD・870，5Mz及び3．5Mzの探触子を

使用し，主肺動脈及び左右肺動脈の描出には胸骨傍短

軸断面及び胸骨上窩からの大動脈弓長軸断面にて行っ

た．また各々の方法で，左右肺動脈径よりPA　index6）

を算出した．

　なお，患児の鎮静にはリン酸トリクロエチルナトリ

ウムシロップ，塩酸ハイドロキシジンシロップ，ある

いはサイナペンタールを用いた．

　　　　　　　　　　結　　果

　MRIと心エコー検査における肺動脈各部位の描出

率につき検討を行ったところ，主肺動脈の描出率は

MRIでは18例中18例（100％）で描出され，心エコー検

査では18例中15例（83％）と描出率はやや低かった．

尚2例は主肺動脈が認められない肺動脈閉鎖1例と

ファロー四徴症兼肺動脈閉鎖1例である（表2）．左右

肺動脈はMRI上全例に描出されたが，心エコー検査

では1例に全く描出不能な例があった，

　1．主肺動脈における検討（図1）

　MRIにより計測された主肺動脈の血管径は，血管造

影により計測された値と良好な相関を示した（r－

0．87）．一方，心エコー検査で得られた測定値はr＝

0．83と同様に良い相関が認められた．尚三尖弁閉鎖の

1例では，血管造影上主肺動脈は明瞭に描出されな

かったが，MRI上は観察可能であった．　MRIによる主

肺動脈の最大径の描出を各断面にて比較したところ体

軸横断面は36％，冠状断面は64％，矢状断面は18％の

表2　MRI，心エコー法における肺動脈各部位の描

　出率の比較

MRI 心エコー

MPA
RPA
LPA

18／18（100）

20／20（100）

20／20（100）

15／18（83）

19／20（95）

19／20（95）

MPA：主肺動脈　RPA：右肺動脈

LPA：左肺動脈
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図1　MRIと心エコー法による主肺動脈径の比較（MRI；主肺動脈，　Angio；血管造

　影，Echo；心エコー）
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率で最大径が得られた．

　2．左右肺動脈における検討（図2，3）

　左右肺動脈ともMRIは血管造影で得られた計測値

と良好な相関を示した（右肺動脈r＝0．96，左肺動脈

r＝O．95）．しかし，MRIに比べ，心エコー検査の計測

値との相関はやや不良であった（右肺動脈r＝0．86，左

肺動脈r＝0．87）．また，MRI上，左右肺動脈間で明ら

かな描出の差は見られなかった．心エコー検査での左

右肺動脈の描出は1例を除く全例で可能であったが左

右肺動脈第1分枝部まで確実に描出することは困難で

あった．心エコーでは左肺動脈の描出が右肺動脈に比
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べ困難で，描出されても形態的に充分把握できなかっ

た症例もあった．しかし，MRIでは，左右肺動脈とも

第1分枝直前まで明瞭に描出されその測定値は血管造

影で得られた結果と良く相関していた．

　MRI上，各断面における肺動脈最大径の描出率を比

較すると，右肺動脈では矢状断面（77％），冠状断面

（31％），体軸横断面（15％）であった．左肺動脈では

矢状断面（54％），冠状断面（35％），体軸横断（11％）

の描出率であった．

　3．PA　indexによる左右肺動脈径の検討（図4）

　MRIおよび心エコー検査により得られたPA　index
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を血管造影で得られた値と比較するとMRI（r＝

0．89），心エコー検査（r＝0．76）とMRIの方が相関は

良好であった．

　4．末梢肺動脈狭窄，閉塞あるいは不連続性の検討

　Spin－echo法により末梢肺動脈の形態を観察し狭

窄，閉塞あるいは不連続性と考えられた症例には，さ

らにGradient－echo法を用いたシネMRIによる血流

の観察を行った，血管造影上確認された末梢肺動脈狭

窄の2例，閉塞1例，左右肺動脈の不連続性の2例が

シネMRI上も全例判定可能であった．

　図5の症例はファロー四徴症女児例であるが，生後

3ヵ月時に右BTシャント術（原法）が施行された．

生後5ヵ月時のMRI上左肺動脈分岐部に狭窄が認め

図5　ファP一四徴症2歳女児例．A；MRI体軸横断

　面，右BT　shunt作成2ヵ月後．左肺動脈の狭窄（白

　矢印）が認められた．B；体軸横断面，　C；冠状断面，

　左BTシャント作成後左右肺動脈の不連続性（白矢

　印）が疑われた．D；シネMRI．収縮期E．拡張期；

　各々左右BTシャントからの血流（乱流）により全

　心周期にわたり左右肺動脈内は低信号になってい

　る，主肺動脈から右肺動脈への血流（黒矢印）は認

　められるが，左肺動脈への血流は認められない．

　（RPA；右肺動脈，　LPA；左肺動脈，　Ao；大動脈，

　RBT；右BTシャント，LBT；左BTシャント，A，

　TE＝15msec，　TR＝450msec　B，　C　TE＝15msec，

　TR＝520msec，　D，　EシネMRI　FISP法TE＝12
　msec，　TR＝40msec，　fiip　angle＝15°）
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られたため，Spin・echo法，　Gradient・echo法により経

時的に肺動脈の観察を行った．しかし，その後チァノー

ゼの増強があり，左BTシャント術（変法）を追加し

たところ，2歳3ヵ月時施行されたMRI上，左右肺動

脈は不連続になっていることが疑われ，シネMRIを

施行した．シネMRI上，左右肺動脈へは，各々左右BT

シャントからの血流が認められ，主肺動脈から左右肺

動脈へ流れる血流は認められるが，左肺動脈へ流れる

血流は認められず，血行動態的にも不連続であること

が疑われた．この間，経時的に心エコー検査が施行さ

れてはいたが，心エコー上は左右肺動脈の血行動態に

関する情報は乏しかった．この症例は近々，血管造影

を予定している．

　図6は肺動脈閉鎖で，生後4ヵ月に右側BTシャン

ト術（原法）施行されたが，3年後シャソト吻合部よ

り末梢の右肺動脈は，SVCにより後方へ圧排され高度

の狭窄あるいは閉塞が疑われた．シネMRIではいず

れの心周期においても，BTシャントより中枢の右肺

動脈内には，BTシャントからの高速流が認められる

のに対し，末梢側には高信号域が存在し，この部分の

図6　肺動脈閉鎖，3歳．A，生後4ヵ月に右BTシャ

　ント術施行直後，右肺動脈はSVCにより軽度圧迫

　されている．B，右BTシャント術後3年，　BTシャ

　ント吻合部より末梢の右肺動脈はSVCにより後方

　へ圧排され，高度の狭窄か閉塞が疑われた．C，シネ

　MRI収縮期，　D，拡張期いずれの心周期においても

　右BTシャントより中枢の右肺動脈内は乱流によ

　ると思われる低信号が存在するが，末梢の右肺動脈

　内には高信号が存在する．（SVC；上大静脈PA；肺

　動脈，A，　TE＝15msec　TR＝500msec　B，　TE＝15

　msec　TR＝710msec　C，　DシネMRI　FISP法TE＝

　12msec　TR＝50msec　flip　angle＝15°）
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閉塞と診断した．続いて行われた選択的BTシャント

造影では右肺動脈は描出されず，BTシャソト吻合部

末梢の閉塞と診断した．

　　　　　　　　　　考　　案

　心大血管系におけるMRIは，　Gradient－echo法によ

るシネMRIの導入により血行動態を動画として観察

することができその形態診断のみならず機能診断まで

もが可能となってきている7）一“9）．従来から行われてい

るSpin－echo法は，血流のある血管は無信号に描出さ

れ，造影剤を用いずに血管系の同定が容易にでき，心

大血管の形態診断においては極めて有用である1｝一一一5）．

しかしながら，低速の血流が存在する場合には，高信

号のアーチファクトが血管内に生じ，血栓の有無や血

流の動態を半1」断する場合にSpin－echo法では困難な場

合があるL°）．一方シネMRIはGradient－echo法を用

い，高速撮影により得られた心電図同期single　plane

multiphase画像を動画として観察する方法であ

る2）7）8）．シネMRIでは血行動態を直接観察可能であ

り，Spin－echo法の難点を解消している．肺動脈の低形

成を伴うチアノーゼ性先天性心疾患では，逆行性ある

いは順行性にカテーテルを進めても肺動脈の形態を造

影にて描出することが必ずしも容易でなく，手術を目

的とした肺動脈の評価が困難である場合も少なくな

い11＞．このような低形成を伴った肺動脈であっても

Gradient・echo法を用いてシネMRIを撮影した場合，

末梢肺動脈までかなり明瞭に描出可能であり，その狭

窄あるいは不連続性等の血流情報もある程度得ること

が可能である7）8）1°｝．図5の症例のように，心エコー検

査では難しい不連続性病変の判定ではシネMRIを用

いて血行動態の把握が可能でありMRIは心エコー検

査に比べ有利であった．

　図6の症例は，右BTシャソト吻合部より末梢の右

肺動脈はSpin－echo法では高度狭窄か閉塞が疑われた

が，シネMRIにて末梢肺動脈内にはいずれの心周期

でも血流信号が認められず閉塞と診断した．このよう

な左右どちらかの極端な肺動脈の低形成や高度狭窄を

伴う症例では，血管造影上描出に充分な量の造影剤が

患側肺動脈に流れないため不連続や狭窄と診断される

ことがあり，このような症例における開存性の診断で

はMRIやシネMRIの方が血管造影より確実な情報
を提供する場合がある9）13）．

　丹羽等14）は，MRIにおける肺動脈計測値は血管造影

における計測値と良好な相関を示し，MRIは肺動脈評

価に有用であると報告している．今回我々は，各断面
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における最大径をとることで良好な相関が得られた

が，一断面での血管径の判定では不十分であり，多く

の断面を総合的にながめて計測する必要があると思わ

れる．

　肺動脈の各部位の描出に関してMazer等12）は主肺

動脈は矢状断面が最も良好に描出されるが分岐部付近

では体軸断面あるいは冠状断面にて最も良好に描出さ

れ，弁下，弁性あるいは弁上の肺動脈狭窄の場合も血

管造影と同等あるいはそれ以上の評価が可能であると

している．我々の症例にても矢状断面は主肺動脈全体

の描出に優れ形態の把握には有用であった．しかし，

その最大径の評価に関しては，主肺動脈の横断面が冠

状あるいは体軸横断面にて得られることが多く，矢状

断面のみで最大径を計測することは過小評価をもたら

すものと思われる，左右肺動脈は体軸あるいは冠状断

面にて最も形態的には良好に描出され，狭窄等の判定

には有利であった．しかし，最大径は左右肺動脈の横

断面が描出される矢状や冠状断面で得られることが多

く，体軸横断のみでは過小評価される傾向にある．こ

れは，多層断層撮像を行っているため断層面が必ずし

も収縮期最大径となっていないことに起因するものと

思われる．

　心エコー検査における肺動脈の計測は主肺動脈のよ

うな胸壁から比較的浅い位置に存在する部位では血管

造影の計測値と良好な相関が期待出来るが，逆に左右

肺動脈末梢部のような深部になると描出しにくく，計

測値のぼらつきが大きくなってくる．特に左肺動脈は

右肺動脈に比べ解剖学的にその横断面を描出すること

が難しい15）．そのため，心臓エコー検査にて描出可能な

部位は左右肺動脈分岐部か比較的近位部に限られ，今

回計測された部位は必ずしもMRI，血管造影にて計測

された部位と一致しているとは限らない．今回比較的

血管造影の計測値と相関が良好であったのは極端な肺

動脈の形態的不整や，左右肺動脈の低形成が少なかっ

たことによると思われる．

　この点，MRIは左右肺動脈の第1分枝までは観察が

可能で，ある程度，狭窄や不連続性の診断も可能であ

り心エコーより有利な特性を有している．

　MRI，シネMRIにより肺動脈の発達と血行動態の

変化を経時的に観察することは充分に可能であり，術

前にPA　indexを用いた評価もある程度可能である．

MRIは侵襲性のある心臓カテーテル検査の回数を減

らしうる臨床上有用な非侵襲的検査法であると思われ

る．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　結　　語

　　1）MRI上肺動脈の描出は良好で，血管径は血管造

影の計測値と良く相関した．

　2）MRI上の計測値から得られたPA　indexの値

は，血管造影で得られた値と良く相関した．

　3）末梢肺動脈狭窄，閉塞や不連続性の判定では特に

シネMRIが有用であり，心エコー法に優っていた．

　4）MRIは肺血流減少性心疾患においても左右肺動

脈まで明瞭に描出可能で，肺動脈の発達を経時的に観

察するうえで極めて有用である．
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Evaluation　of　Pulmonary　Arterial　Morphology　and　Function　in　Cyanotic　Congenital

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Heart　Disease　by　MRI　and　Cine　MRI

Ikuo　Hashimoto1｝，　Shinichi　Tsubatai），　Ayumi　Miyazakii），　Fukiko　lchidai），　Toshio　OkadaD，

　　Arata・Murakami2），　Ryuusuke　Futatsuya3），　Kenshuu　Nakajima3｝　and　Akio　Nakajima3）

　　　　Department　of　Pediatricsl｝，　First　Department　of　Surgery2）and　Department　of　Radiology3｝，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toyama　Medical　and　Pharmaceutical　University

　　　Pulmonary　arterial　anatomy　was　evaluated　by　magnetic　resonance　imaging（MRI），　angiography

and　two－dimensional　echocardiography　in　20　patients　with　cyanotic　heart　disease　associated　with

decreased　pulmonary　blood　flow．　excellent　correlation　between　MRI　and　angiographic　estimates　of

pulmonary　artery　diameter　was　obtained（main　pulmonary　artery，　r＝0．87；right　pulmonary　artery，

r＝0．96；left　pulmonary　artery，　r＝0．95）．　However，　echocardiography　could　not　describe　peripheral

pulmonary　arteries　obviously，　especially　left　pulmonary　artery．　In　the　assessment　of　peripheral

pulmonary　stenosis　or　obstruction，　cine　MRI　was　superior　to　echocardiography．　We　conclude　that　MRI

and　cine　MRI　will　play　an　important　role　in　the　serial　evaluation　of　pulmonary　arterial　morphology　and

function　in　patients　with　cyanotic　congenital　heart　disease　before　and　after　surgical　repair．
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