
日本小児循環器学会駕［誌　12巻1号　27～35頁（lf）96年）

部分肺静脈還流異常症におけるMRIの診断的有用性

一 MRA，　MP－RAGE法などの3次元的検査法，

シネMRI所見を中心に一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　非侵襲的検査法であるMRIが，部分肺静脈還流異常症の診断にどの程度有用か，　MRA，　MP・RAGE

法などの3次元的検査，シネMRI所見を中心に検討して報告した．

　対象は8例で，SE法では8例中6例，シネMRIでは検討した7例全例で異常肺静脈の還流部位が明

らかになり，心エコー法による診断率を上回っていた．また，心房中隔欠損症など，合併心奇形の評価

も容易であった．MRAでは4例中3例で部分肺静脈還流異常症の診断が明らかになり，特にScimitar

症候群例では，異常肺静脈の肺内走行を、Z体的に評価できた．異常肺静脈が上大静脈に還流し右肺動脈

と重なる場合には，presaturation法を川いることにより，異常肺静脈のみを描出することが，i∫能であっ

た．高速Tl強調3次元撮像法であるMP－RAGE法では，短時間で3次元情報を一括して取り込めるため

撮像断面の適否にも左右され難く，連続断面も構成でき，立体的評価のみならず部分肺静脈還流異常症

の初回・単独診断もn∫能と考えられた．また，シネMRI，　MP－RAGE法では異常肺静脈灌流域の評価，

異常肺静脈還流部位と心房中隔欠損孔，k大静脈・右房境界部との距離・位置関係の評価が容易で，手

術適応の評イIHi，術前検査として有川と思われた．以上より，シネMRI，　MRA，　MP’RAGE法など，適

切な診断法を選択することにより，MRIによる部分肺静脈還流異常症のより正確な診断が可能と考えら

れた．

　　　　　　　　　はじめに

　近年，カラードプラ法の発達に伴い，経胸壁心エコー

法による部分崩∫静脈還流異常症　（partia｜anonialous

pulmollary　velコous　drainage：PAPVI））の診断が可

能になってきた．しかし，外科治療に必要な正確な解

剖を知るためには，経食道心エコー検査1｝や心血管造

影検査2）3）が必要になることも少なくない．そこで，非

侵襲的検査法であるmagnetic　res（mallce　imaging
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（MRI）がPAPVI）の診断にどの程度有用か，　MR　an－

giography（MRA），高速T，強調3次元撮像法である

maglletization　prepared　rapid　acquisitio：〕with　gra－

dient　echo（MP－RAGE）法4）5）などの3次元的検査法，

およびシネMRI所見を中心に検討して報告する．

　　　　　　　　　対象・方法

　対象は，心lrl1管造影検査，心エコー検査などにより，

あらかじめPAPVDと診断されていた8例（男5例，

女3例）である．診断時の年齢は3カHから13歳，平

均7歳で，心血管造影検査では全例で，心エコー検査

では8例中5例で異常肺静脈の描出が可能であった．
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表1症例のまとめ

症　例
診断時
年齢

異常肺
静脈還
流部位

異常肺
静脈灌
流部位

合併心
奇形

肺体血
流比

、

’し・エコー

　診断
SE法
診断

シネMRI
　診断

MRA
診断

NIP・RAGE
　診断

　治療
異常肺’（　静脈、

1）0．J． 3M RSVC RS TrA 1．3 （×） （入）
ノ ／

／ 放置

2）F．M． 3Y RSVC RS ToF 0．3 に） （×） （　） ／
／’

／ 放置

3）M．Y． 6Y RSVC RSM ASD 2．5 （×） （一） （　） ／
／

／ r術

4）M．Y． 6Y RSVC RSM s－ASI） 2．4 に） （、） （） （：） （） r術r定
5）S．K． 13Y RSVC RSM ASD 2．1 （つ （． ） （　） （：） ，／

r術

6）T．J． 13Y LlnV LS （一） 1．3 （：） （） （） ／ （　） r術」碇

7）H．R． 6Y RA RS （一） 1．2 に） （　） （） 仁） 放置

8）Y．Y． 9Y LA RSM （一） 1．1 （×） （） （　） （×） （　） 放置

IVC RI （×） （．㌔） ／
／ （×） （　） 放置

SE法lspin　echo法，　MRA：MR　angiography．　MP・RAGE：magnetization　prepared　rapid　acquis．　ition　with　grodiellt

echo、　RSVC：右h大静脈，　LlnV：左無名静脈，　RA：右房，　LA：左房，　IVC：ド大静脈，　RS：右上葉，　RSM：右ヒ中

葉，LS：左下葉，　RI：右下葉，　TrA：総動脈幹症，　ToF：ファロー四徴症，　s－ASD：静脈洞型心房中隔欠損，　ASD：心房

中隔欠損，（一）：合併奇形なし，（・⊃）：診断可能，（×）：診断不可，／施行せず

表2　撮像条件

撮像条件 TR
（m秒）

TE
（m秒）

画像のマト
リックス

スライス幅
　（mm）

加算回数
フリップ

角度o

SE RR間隔 1525 （128－192）×256 46 4
〆

．／

（心電図）

シネMRI 25－30 122（1 （128－192）×256 46 4 15－20

MRA 25－30 12 （128160）×256 4 4 20

MP・RAGE 12 4 （128－192）×256 24 4 16

TR：繰り返し時間，　TE：エコー時間

異常肺静脈の還流様式は，右上葉から上大静脈へ還流

するもの2例，右上中葉から上大静脈に還流するもの

3例，左上葉から無名静脈に還流するもの1例，Scimi・

tar　signを呈し，右上葉から右房と下大静脈の境界部

近傍に還流するもの1例，そしてScimitar　signを呈

しながらも右上中葉からの肺静脈は下肺野で反転，右

房の背側を通って左房の右上角に還流，右下葉からの

肺静脈は下大静脈に還流したもの1例であった．合併

心奇形として，心房中隔欠損を3例に，総動脈幹症，

ファロー四徴症をそれぞれ1例に認めた（表1参照）．

　これらの症例に対しspin　echo（SE）法を全例に，

シネMRIを7例に，　MRAを4例に，そしてMP－
RAGE法を3例に施行した．　MRAに関しては，　time

of　flight法を用い，最大値投影法で再構成した後，立

体的な評価を行った．それぞれの撮像条件は表2に示

した．なお，検査に際し，安静を保てない児には，燐

酸トリクロルエチルナトリウム経口投与（80mg／kg）

を行い，セコバルビタールナトリウム静注（4mg／kg）

を適宜追加した．呼吸に関しては，全例息止めを行わ

ずに検査を行った．

　　　　　　　　　　結　　果

　MRI，　MRAによる診断に関して，　SE法では8例中

6例で還流部位の決定が可能であった．2例では異常

肺静脈と考えられる血管像は認めたが，ヒ大静脈との

境界部をSE像単独で明らかにすることはできなかっ

た．シネMRIでは，施行した7例全例で異常肺静脈の

還流部位を明らかにすることが可能であった．MRA

では4例中3例で異常肺静脈の還流を明らかにするこ

とができた．また，異常肺静脈の還流部位自体は明ら

かにできなかった1例（症例8）を含め，Scimitar　sigl1

を呈した2例では，異常肺静脈の肺内走行を，立体的

に評価することが可能であった．また，異常肺静脈が

上大静脈に還流していた2例では，肺静脈が右肺動脈

と重なるため診断が困難であったが，心室領域に

presaturation　pulseをかけることにより　（presatura－

tion法），肺動脈の血流信号が抑制され，異常肺静脈が

明瞭に描出された．また，高速T，強調3次元撮像法で

あるMP・RAGE法では，施行した3例全例でPAPVD

の正確な診断が可能であった．さらにMP・RAGE法で

は，SE法と異なり血管内腔が無信号とならず，肺野に
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比して高㍑号に描出されるため，異常肺静脈灌流域の

評価が容易であった．なお，合併心奇形に関しては，

心房中隔欠損，総動脈幹症，ファロー四徴症などを5

浸

，
．

警〉ピ聯・

r

撫、
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　　　RA　　ボ鳶

　　　　　　　　　　噂

響藩趨∵

例で認めたが，いずれもMRIによる診断が口∫能で，心

房中隔欠損孔の位置なども容易に評価できた．

　以ド，代表的な症例を提示する．

　　　　　　　　　　症　　例

　症例4：6歳．男児：SE法で，太い上大静脈に肺内

から連絡する2本の血管が描出されたが，血管腔は肺

と同様に低信号であるため，その灌流域まで明らかに

することはできなかった（図11）．シネMRIでは，肺

静脈は高信号として描出されるため，異常肺静脈の灌

流域（右ヒ中葉）が明らかになり，k大静脈に還流す

る血流も観察された（図12）．MRAでは右肺動脈像

が異常肺静脈に重なり，PApVDの診断は困難であっ

た（図2－1）．そこで，心室から駆出される血流信号を

抑制する目的で心室領域にpresaturation　pulseをか

け，肺内から．ヒ大静脈へ還流する2本の肺静脈のみを

　　　　　図1　症例4（前額断面像）

ll：SE所見．太いL大静脈と異常肺静脈の境界部
（A）が2箇所描出されているが，血管腔は肺と同様に

低信号で，その灌流域は明らかでない．

12：シネMRI所見．異常月市静脈（▲）は，　ヒ大静脈

に流人する2条の1血流とともに高信号に描出され，灌

流域の評価も可能である．

　［AO：大動脈，　RA：右房，＊：ヒ大静脈］

1 2

tV・’t．■

÷

　　　　　　　　図2　症例4，MRA所見（前額断面｛象）

1：右肺動脈が異常肺静脈に屯なり　（川，

★★

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　PAPVDの診断は困難である．
22：心室領域にpresaturatiol’1　pu｜se（★☆）をかけて心室からの駆出血流を抑制した

結果，ヒ大静脈（＊）に還流する異常肺静脈（A）が2本明らかになった．

［AO：大動脈，　RA：右房］
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　図：；　」，1f列1，　NIP－RAGE所見　（前額「惇tlliif象）

31，2：前後万向に辻続画像を作製した．右肺動脈と

異常馴」げ口脈（＾）が分離して描出され，しかも川∫静脈

は肺野に比して高信号でPAPVDの診断は容易で
あった．［LV：ノJ：室，　LA：左房，　PA：肺動脈，　RA：

右房，（＊）：ヒ大1静脈1

描出することができた（図2－2）．MP－RAGE法では，

背側から腹側へと連続画像を構成し，それを連続的に

観察することで3次元的評価を行ったが，肺実質とIflL

管系の境界も明らかになるため，肺静脈灌流域の評価

にも適していた（図31，2）．

　症例7：6歳．女児：胸部レントゲン写真ヒ，右肺

の低形成と心臓の右方偏位・Scimitarsignを認めて発

見された症例である．SE法で断面を設定，前額断でシ

ネMRI像を撮像すると，異常肺静脈が右ド葉内を横

隔膜にほぼ’14行に走行した後，右房と一ド大静脈の境界

部近傍に還流する様子が明らかになった（図41）．
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41：シネMRI所見（前額開〒面像）：右ド葉内を横隔

膜にほぽ’1／行に走行した後，右房ド縁に流入する異常

肺静脈い）とそのint流が描出されている．

42，3：MRA所見：体軸回りに【lll転するkうな画f象

に再構成して観察すると，異常肺静脈（▲）の走行を

ほぼ、’／二体的に観察することができた．

llVC：ド人静1脈，1．A：左房，　RA：イ1房1

MRAでは，異常肺静脈が右li肺野から緩やかなカー

ブを描いて後ドノ∫に走行した後，前左万に向かいなが

ら右房のド縁に流人している様子がよく理解された

（1叉14　2，　3）．

　症例8：9歳．男児：胸部レントゲン所見上，右肺

の低形成と心臓の右方偏位・Scimitar　signを認めて発

見された．しかし，SE法・前額断面像で，異常肺静脈

は右房に連絡せず，右ド肺野において反転・ヒ行し右

房の背側を通過，左房に還流する所見が得られた．右

ド葉からト大静脈に還流する肺静脈の描出も可能で

あった（図5）．肺内肺静脈は肺野と同様に低信号領域

となるため，やや不明瞭であった．心房中隔欠損は認

めなかった．MRAでは，異常肺静脈の還流部位自体は

明らかにできなかったが，連続的に角度を変えた投影

画像を観察することにより，異常肺静脈の走行をほぼ

立体的に評価することが可能であった（図6）．1年後，
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　　　収15　　川イ列8．　前客貞匪斤1自lf象　（SE　VL・）

Scimltarsignをlllした異常1柿静1脈（“）は右ド肺野に

おいて反転・上f」し，右房の背側を通過，ノll房に還流

していた．右ド葉からド大静脈に還流する肺静脈（▲）

も描川された．

［＊：ドメ（静脈，LA：ノ1：房，　RA：右房1

シネMRIとMP－RAGEについても検討した．　MP－

RAGE法では，まず，連続した前額断面像・水’ピ断面

像を撮影した．肺静脈は肺野に比して高信号に描出さ

れ，異常肺静脈の同定はSE法に比して容易であった

（図71）．さらに，MP－RAGE法により得た異常肺静

脈の長軸方向にシネMRIの断面を設定することによ

り，異常肺静脈から左房に流入する血流を明瞭に描出

することが可能であった（図7－2）．

　　　　　　　　　　考　　按

　PApVDにおける非侵襲的診断法の中心は心エコー

法であり2｝，その診断精度はカラードプラ法などの発

達に伴いより確実になった．そして，心エコー検査，

31　－（31）

核医学検査などの非侵襲的検査法のみの場合と，心臓

カテーテル検査・心血管造影検査を併用した場合とで，

診断率（85％vs　gO％），予後に有意差を認めなかった

との報告も認められる6）．しかし，心エコー法では縦隔

外・肺内の構造を明らかにすることはできず，他の心

奇形に合併する場合，基礎にある心奇形の症状に隠れ

て，PApVI）の存在が見逃されてしまうことも少なく

ない3｝．また，原始肺静脈床・体静脈循環間の連絡様式

が多様であるため，異常肺静脈の還流様式も様々で，

その本数・還流部位には変異が多い7）．そして，たとえ

ば，右肺静脈が上大静脈に還流するものは，PAPVDの

中で最も発生頻度が高く（74％8）），上葉・中葉からの

肺静脈が2本別々に，上大静脈・右房境界部と奇静脈

のあいだに連絡することが多いが，上葉からの肺静脈

は2～3本の小さい枝となって，上大静脈に還流する

こともある．したがって，1）肺静脈・一ヒ大静脈に狭窄

を残さないような手術法を選択するため，2）手術領域

近傍にある洞結節を傷つけないためにも，上大静脈・

右房境界部と異常肺静脈との距離・位置関係を，可及

的正確に評価することが術前検査として重要である．

しかし，心エコー法で異常肺静脈の還流部位を明らか

にすることは必ずしも容易でなく3），経食道心エコー

検’Ai，，心lfiL管造影・心臓カテーテル検査2）3）などに依存

することも少なくない．

　今回，われわれはこれらの問題点を解決するに際し，

心エコー検査同様に非侵襲的検査法であるMRIが，

PApVDの診断にどの程度有用か検討した．　MRIによ

るPAPVI）の診断に関しては，　Masuiら9），　Baxter

ら川の報告があり，前者ではSE法により後方視的に

ll例全例で，前方視的にll例中IO例でPAPVDの診断

が可能で，心エコー検査と比較しても良好な結果が得

られたと報告している．

　われわれの検討では，上大静脈と右房の連絡部，垂

直静脈，異常肺静脈の還流により拡張した上大静脈・

無名静脈など，縦隔内の構造はSE法により明瞭に描

出されたが，8例中2例で異常肺静脈の還流部自体を

描出することができなかった．その理由としては，1）

ともに幼児例で呼吸によるアーチファクトを充分に除

去できなかったこと，2）肺静脈の灌流域も右上葉のみ

で異常肺静脈は細かったことの他，3）SE法では血管

内腔は流出効果のために無信号となり，同じく低信号

領域である肺野の中で川，肺静脈の同定が困難であっ

たことが重要な要素と考えられた．

　一方，血流動態など血管系の評価には困難な点が多
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縦軸周囲に回1転するように再構成した連続画像．6Dは背側，63）はほC／“il・1面から観

察した画像で，61）から64）まで時剤まわりに210回転．還流部位は不明瞭だが，異常

川靖剰脈（㍉の肺内走行が帽本的に観察された．

かったSE法と異なり，シネMRIでは血流信号の観察

が可能で，MRIによる心血管系の診断能力は急速に進

歩，臨床上も重要な位置を占めるようになった1L）｝：1｝．今

回の検討でも，シネMRIでは肺静脈が高信号に描出

されるため，異常肺静脈の同定・灌流域の評価に有用

で，細い血管の描出にも優れていた．そして，仮に異

常肺静脈の還流部位を直接描出することができなくと

も，血流信号が同定できるため，他の心内構造（たと

えば上大静脈・右房境界部）と異常肺静脈との距離・

位置関係などの評価が容易であった．また，シネMRI

を検討した7例全例でPAPVDの診断が可能であり，

PAPVDの診断率も心エコー法より高かった．

　MRAとは，　MRIを用いて血流のみを選択的に画像

化する手法であるが’4），その画像上，血管・心内腔の境

界壁は不明瞭で，上大静脈・無名静脈などの形態評価

に関してはSE法など他の方法が優れていた．そして，

動静脈が同時に描出されるため，上大静脈に異常肺静

脈が還流する症例では肺動脈と異常月iii静脈が市なり，

後者の同定にはpresaturation法の併川など11夫が必

要であった．また，Scimitar　sigl1を呈しながら異常肺

静脈が左房に還流した症例8でも，右肺ド葉で反転ヒ

行した異常肺静脈は，左房・右房のいずれに還流して

いるのか確信が持てず，SE法・シネMRIによる確認

が必要であった．しかし，血管の走行をほぼ3次元的

に観察できるため，9．　cimitar症候群における異常肺静

脈など，肺内で複雑な走行を示す血管の立体的な評価

には非常に有用と考えられた．

　また，近年，高速イメージングではTR値を川ミリ

秒前後にまで短縮可能になり，撮像時間をあまり延長

することなく，データサンプリングを3次元に拡張す

ることが可能となった；’）1　「’）．今回，我々は異常肺静脈が

ヒ大静脈に還流するタイプの3例で，MP－RAGE法415）

を検討した．これは高速撮像法のひとつである

FLASH法のコントラスト分解能を高めるために開発
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71：NIP－RAGE所見（前額断面像）：前後方1「・Jに連続

的な画1象をfil製した．Scimitarsigllを〔1：した異常肺ir！，

」脈　（＾）　カ）仁〃」　（LA）　に，　ド葉力・らレ）賄1清争肋《　（　　）

がド人ll浄脈（IVC）に還流している様f”が明らかにな’）

た．

72：シネMRI所見（異常llrli　“rVft脈の長軸にslノィ∫な断向

f象）：Sci111itar　s．　igllを［｛　llした異常川lll浄脈（＾）がノ1｛房

（LA）に還流している様i”が，｜rlL流を含めて明らかに

なった．

［RA：イゴ尻＞RV：右室］

された方法で，短時間でTlコントラスト分解能の良

好な画像を得ることができる．測定前には対象領域全

体に非選択的な180度パルス（緩和パルス）を印加する

ため，流入効果はほとんど認められないが，血液自体

のTI値（空気に比して高信号）を反映して，血管内腔

はSE法に比して高信号に描出される．したがって，心

血管内腔と心筋・Ifi1管壁のコントラストはSE法にや

や劣るものの，肺血管のfrl号強度は肺野に比して高く，

異常肺静脈の同定，灌流域の評価が容易であった．ま

た，様々な断面で連続的画像を再構成することができ

るため，異常肺静脈の3次元的走行も評価しやすかっ

た．スライス厚に関しても2～3mm程度にまで設定で

き，これを連続画像として再構成した場合，ヒ大静脈

に哩常肺静脈が還流する症例でも，異常肺静脈と肺動

脈との分離描出が可能で，MRAに比して優位であっ

た．さらに，MP－RAGE法では，3次元情報を短時間

のうちに…括して取り込み，そのヒで連続断面の構成

ができるため撮像断面の適否に左右され難く，多くの

症例でPAPVDの初回・単独診断も可能と考えられ
た．

　以ヒ，これらの診断法がPAPVDの直接・間接診断

に，どの程度有用か表3に比較してまとめた．すなわ

ち，垂直静脈など異常血管の存在，ヒ大静脈・無名静

脈の拡張など，PAPVI）0）診断を疑わす間接所見に関

しては，MRA以外ほぽ満足する結果であった．

　また，PAPVDの直接診断である異常肺静脈還流部

位の描出に関しては，シネMRI，　MP－RAGE法が優れ

ていた．また，シネMRIでは異常肺静脈から流人する

1（1L流信号を描出することもli∫能で，　PAPVDの最も確

実な診断法と思われた．ただし，これはMRI診断の基

本であるSE法により得た画像をもとに，適切な検査

表3　PApVI）の診附〒における検査法の比較

1
1日　接 診　断 間　接 1診　断

力　～ノ、

異常肺静脈 異常肺静月IK VVなど異常 SVC、111V
特徴・注意点

還流部位描出 lriL流描出 1【11管の描出 などの拡張

SE ～　　　A v

月市「勺lrl虞儂・（ノ）拍↓1ほ1カこへ㌧へし⊃1木1洞［

NIRI診断の基本

シネMRI よし・‡寅Wi陶〒lrHσ）逼8」尺カミ1狗」是

他のIhL流信号と屯なる（接す
NIRA ～△ x △ △ る）場合「，画f象がイく魚W明．3次

元的評価がll∫能

NIP－RAGE x

PAPVDの初回・単独診断も「1∫倉旨力・．　3二欠ノじ白勺fゴF価iカミ可f指

InV：無名静脈，　PAPVD：部分肺静IVR還流異常，　SVC：ヒ大翻脈，　VV：垂1白静脈，

八：有用，・：fミロ∫

：非常に有用，
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断面が得られることが前提である．一’方，IIP－RAGE

法では撮像断面の適否に左右され難く，シネMRIの

欠点を補っている．したがって，異常肺静脈の走行と

還流部位，1｝程ll‘1二静脈の描出など，実際のPAPVI）の診

断に際しては，SE法とシネMRIの組み合わせで・卜分

と思われるが，磁場強度の大きい検査装置の場合，

MP－RAGE法で断面を設定し，シネMRIで確認する

ことのみならず，MP－RAGE法による初ll・1・単独診断

など，PAPVI）に対するMRIの診断能力が向．ヒする

ものと思われた．また，MRAによる診断に関しては，

presaturatiOn法などを併用しなければ異常肺静脈の

描出が困難な場合も多く，他の方法に比して診断に手

間がかかるが，特にScimitarsignを示す症例などで，

異常肺静脈の走行を3次元的に評価するには最も有用

な診断法と考えられた．

　PAPVI）の手術適応に関しては，1）心拡大，肺体【fi’L

流比2以ヒの有意な左右短絡が認められた場合，2）

Scimitar症候群伊1などで呼吸器感染を反復する場合，

3）心房中隔欠損痂1，僧帽弁狭窄症などに合併する場

合，4）異常肺静脈が周囲の器官に圧迫・閉塞などの影

響を及ぼす場合などが挙げられている2）．今回の検討

では，心房中隔欠損症などMRIによる合併奇形の診

断は全例’n∫能で，肺静脈灌流域が右ヒ葉単独の場合に

は，肺体［flL流比からも手術適応はなく，シネIIRI，

MRA，　MP－RAGE法などにより，異常肺静脈の8饗流域

が明らかになれば，ある程度は手術適Lじ1の評価が，i∫能

と考えられた．また，前述したように，異常肺静脈が

上大静脈に還流する場合など，D肺静脈・上大静1脈に

狭窄を残さないような手術法を選択するため，2）手術

領域近傍にある洞結節を傷っけないためにも，ヒ大静

1脈・右房境界部と異常ijili静脈と0）距離・位置関係を，

可及的正確に評価することが術前検査として屯要で，

その評価にはMRI検査が最も有用と考えられた．

　　　　　　　　　　まとめ

　1）SE法のみ施行した1例を除き，8例中7例で

MRIによるPAPVI）の診断が可能であった．

　2）MRIでは異常肺静脈還流部位とヒ大静脈・右房

境界部，心房中隔欠損孔との距離・位1酬周係が観察し

やすく，異常肺静脈灌流域の評価もー可能で（シネMRI，

MP－RAGE法），術前検査として非常に有用であった．

　3）MRA，　MP－RAGE法などにより，異常肺静脈の

3次元的評価が可能で，特に3次元情報を一括して取

り込める後者では，撮像断面の適否に左右されず，ま

た連続断面の構成もできるためPApVDの初［，il・単独

日本小児循環器学：∫こ雑誌　第12巻　第1号

診断もパ∫能と思われた．

　4）以ヒ，MRIとlil行動態の評価が容易な心エコー

検査を組み合わせることにより，多くの症例で

PAPVDの非侵襲的な診断が可能と考えられた．
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Maglletic　Resonance　Imagillg　i1）Partial　Anomalous　I）ulmonary　Vellous　Drainage

　　Masahiro　Kamadai）、　Shingo　Yasuhara1）、　Yasuko　Satoul），　Touru　ArakiD，

　　　　　　　　　　Sinnichi　Ohtukil），　Yoshiki　Seillo”and　Syuhei　Satou2）

DDepartlnent　of　Pediatrics、　Okayalna　University　IMedical　Schoo｜、　Okayama、　Japan

2）1）epartlnent　of　Radiology、　Okayama　University　Medical　School，　Okayama、　Japalコ

　　　Eight　children　with　partial　allomalous　pulinonary　venoしls　drianage（PAPVI））were　studied

with　ECG－gated　magnetic　reg．　onance　imaging（MRI）．　MRI　was　performed　by　spin　echo［SE］，and

gradient　refocused　imagillg　techniques：cine－MRI、　MR　angiography［MRA］，and　maglletization

prepared　rapid　acquisition　with　gradient　echo［MP・RAGE］，operating（m　1．5tesla．　We　diagn（，sed

PAI’iV’D　in　6　of　8　patients　by　SE、　all　of　7　by　cine－MRI、30f　4　by　MRA，　and　all　of　3　by　MP－RAGE．

The　retrospective　detection　rate　of　pulln（mary　vellotls　abnormalities　with　echocardiography　was

63％（ll＝8）in　our　experience．

　　　MRI　clearly　delnonstrated　not　only　the　ano！nolous　site　of　the　pullnollary　ven（）us　conllection，

but　also　its　positi（）nal　relationship　t（）other　cardiac　structures　such　as　the　superior　vena　cava－

right　atrial　jullctio1コand　atrial　septal　defect．　SE　image　showed　little　signal　strength　ill　blood

vessels，　and　visualizing　pulnionary　vehls　adjacent　to　the　lung　was　difficult　with　this　technique．

Cille　MRI　and　MI）－RAGE、　however，　demollstrated　the　pulinonary　vC）ill　with　a　higher　signal

illtensity　than　that　of　lung　parellchyma，　enabling　us　to　estimate　which　lobes（）f　the　lung　was

drained　by　the　an（）molous　pulm（）nary　veill．　Moreover，　MRA　and　MP－RAGE　allowed　us　to　create

31）－images　of　the　allonlolous　pulnlonary　veil）．

　　　MRI　with　its　above　menti（med　advantages、is　very　userful　for　the　diagnosis　of　PAPVI），　and

lllay　prOVide　alコalternatiVe　tO　m（）re　il1VaSiVe　lllethodS　in　Certain　Cil’cumstal）ceS．
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