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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　MRI（spin　echo：SE法）およびシネMRIを用い，先天性心疾患の区分分析法に基づいた形態診断を

行い，MRIの有用性について検討した．対象は先天性心疾患193例（年齢は20日から18歳）で，主診断お

よび区分分析法に基づく各区分（静脈，心房，心室，大血管）について，MRI結果と心血管造影，心エ

コー 法結果とを比較した．MRI診断装置は0．5テスラで，心電図同期法を用い，シネMRIはGRASS法

で，フリップ角30度，TE　30msec，　TR　60～70msecで撮像した．主診断における両者の一致率は187／

193（96．9％）で，区分分析法による診断（正常区分も含む）の一致率は，723／741（97．6％）であった．

またMRIは空間分解能が良く，血管系の異常，複雑心奇形の診断には特に有用であった．以上区分分析

法を用いたMRI診断は，小児期先天性心疾患の診断に有用であり，今後広く用いられる画像診断法と考

えられた．

　区分分析法は，先天性心疾患の診断をstep　by　step

に行え，主診断のみならず，多くの合併奇形を系統的

に診断できる有用な診断方法とされている1）2）．MRI

は心臓，血管の各区分，また他臓器との立体的な関係

を画一的に客観的に描出できる画像診断法であり，区

分分析法の応用に適した方法と考えられる3）4）．MRI

は心血管疾患の画像診断法の一つとして確立した方法

となりつつあるが，先天性心疾患の多数例を対象とし，

主診断のみならず合併奇形を含め検討した報告は少な

い5）9）．そこで本研究では区分分析法を用い先天性心奇

形のMRI診断を行い，その結果を心血管造影法，心エ

コー 法の結果と比較し，MRIの先天性心疾患診断の有

用性および問題点について検討した．

　　　　　　　　対象および方法

　対象は先天性心疾患193例（チアノーゼ型103例，非

チアノーゼ型90例：年齢は生後1週間から18歳）で

あった，心疾患の主診断（Heterotaxiaなどの複雑奇形
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では心室の奇形を主診断とした）および区分分析法に

基づく心血管各区分（おもに静脈，心房，心室，大血

管の4つの区分）について，MRI結果と心血管造影お

よび心エコー法の結果（MRIは心エコー施行後に行

い，この両者施行後1週間以内に心血管造影を行った）

とを比較した．異常な各区分だけではなく，正常区分

も含み検討した，一区分に多くの奇形を含む場合は，

その奇形の数だけ区分の検討数を増やした（例えぽ両

大血管右室起始，肺動脈閉鎖，動脈管開存ならぽ大血

管関係の検討数を3とカウントした）．内臓心房関係，

心房，心房心室関係，心室，心室大血管関係の診断は

安藤の論文に基づいて行った2）．MRIによるviscero－

thoracic－atrial　situsの決定法及びheterotaxia例の

検討についてはすでに報告した4）ので，この論文では

省略した（心房位は下大静脈の結合側を右房とした）．

心室の同定は乳頭筋，心室全体の形態などから診断し

た．単心室ではこれらに加え　rudimentary　chamberの

位置，形態，他の奇形との組み合わせなども参考にし

て診断した．心室大血管関係は，円錐のタイプ，半月

弁口の中点がどの心室から起始しているかなどから診
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断した．肺動脈閉鎖では主肺動脈の心室への方向を推

定し診断を下した．MRI診断装置はGE社製0．5テス

ラ超伝導MRI装置を用い，心電図同期法で撮像した．

5歳以下の例は30×30cm径のhead　coilを使用した．

SE（spin　echo）法は，繰り返し時間は心拍数に依存，

画像加算回数は4回，エコー時間は30msec，スライス

厚は5～10mmとした．基本的に横断像，冠状断像，縦

断像を撮像し，必要に応じ斜断像を撮像した．これら

はすべてmulti－slice法でgapをなくすために2回ず

つ撮像した．シネMRIは，おもにシャント血流，弁の

逆流の描出，容積計測時に施行し，GRASS法
（gradient－recalled　acquisition　in　steady　state），　flip

角30度，TE　30msec，　TR　60～70msecで行った．　MRI

診断は二人の医師が別々に診断し，その合意により最

終診断とした．鎮静は，年少児はmonosodium　trich・

lorethyl　phosphate（80mg／kg），　chloral　hydrate坐

薬（250mg）を，また6歳以上ではtriazolam（025mg）

を必要に応じて経口で使用した．

　　　　　　　　　　　　結　　果

　1）主診断の比較

　チアノー一ゼ型心疾患は，101／103（98．1％）で診断結

果が一一致した（表1）．非チアノーゼ型心疾患は，86／

表1　チアノーゼ型心疾患（主要奇形）の診断

診　　　断 MRI Echo・Cine 一
致率（％）

CTGA　PA 3 3 100

DORV 6 8 75

Ebstein’s　anomaly 4 4 100

Heterotaxia 22 22 100

PPA，　PPS 8 8 100

PTA 2 2 100

SLV 2 2 100

SRV 5 5 100

TAPVR 2 2 100

TA 10 10 100

TGA 6 6 100

TOF 29 29 100

Uhl’s　anomaly 2 2 100

Uudetermined 2 0 0

n＝103 n＝103 98．1

CTGA，　PA；corrected　TGA，　pulmonary　atresia，

DORV；double　outlet　right　ventricle，　PPA，　PPS；pure

pulmonary　atresia，　stenosis，　PTA；persistent　truncus

arteriosus，　SLV　single　left　ventricle，　SRV；single　right

ventricle，　TAPVR；total　anomalous　pulmonary　venous

return，　TA；tricuspid　atresia，　TGA；Transposition　of

the　great　arteries，　TOF；tetralogy　of　Fallot

日小循誌　8（3），1992

表2　非チアノーゼ型心疾患（主要奇形）の診断

診　　　断 MRI Echo・Cine 一
致率（％）

Ao－LV　tunnel 1 1 100

APW 1 1 100

ASD 23 23 1⑪⑪

Aortic　stenosis 1 1 100

BWG　syndrome 1 1 100

COA（simple） 4 4 100

COA（complex） 5 5 100

ECD 9 9 100

IDPA 2 2 100

LTGA 4 4 100

PDA 5 5 100

PA　absent
　（Unilateral）

2 2 100

SAS 1 1 100

TCRV 2 2 100

VSD（membranous） 17 18 94．4

VSD（conus） 6 9 66．7

VSD（muscular） 2 2 100

normal 4 0 0

n＝90 n＝90 95．6

Ao－LV；aortico－left　ventricular，　APW；aortopulmonar－

ywindow，　ASD；atrial　septal　defect，　BWG；Bland・

White・Garland，　COA；coarctation　of　aorta，　ECD；en－

docardial　cushion　defect，　IDPA；idiopathic　dilatation

of　the　pulmonary　artery，　TGA；transposition　of　the

great　arteries，　PDA；persistent　ductus　arteriosus，　SAS；

supraaortic　stenosis，　TCRV；two　chambered　right　ven－

tricle，　VSD；ventricular　septal　defect

表3－1　心区分別の診断一1

診　　断 MRI Echo・Cine 一致率
（％）

静脈

Absent　IVC 12 12 100

Abnormal
hepatic　vein

2 2 100

Cor　triatriatum 1 1 100

PAPVR 1 1 100

PL（R）SVC 10 1⑪ 100

TAPVR 8 8 100

Normal 166 166 100
（n＝200） （n＝200） （100）

心房

ASD 60 60 100

CA 16 16 100

ECD 17 17 100

Norma1 100 100 10⑪

（n＝193） （n＝193） （10⑪）

IVC；inferior　vena　cava，　PAPVR；partial　anomalous

pulmonary　venous　return，　PLSVC；persistent　left

（right）superior　vena　cava，　TAPVR；total　anomalous

PV　return，　ASD；atrial　septal　defect，　CA；common

atrium，　ECD；endocardial　cushion　defect
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表3－2　心区分別の診断一2

診　　　断 MRI Echo・Cine 一致率（％）

心室

AVV　atresia 12 12 100

CTGA 7 7 100

Sub　Ao　　　　・
2 2 100

stenOSIS
Sub　PA　　　　，　sterユOSls

32 34 94．1

SLV 2 2 100

SRV 24 24 100

VSD
　membranous

46 49 95．9

VSD　conus 11 14 78．6

VSD　muscular 2 2 100

VSD
　malalignment

40 40 100

normal 86 78 94．0

（n＝264） （n＝264） （256／264：97．0）

大血管

BT　shunt 20 20 100

COA，　IAA 10 10 100

DORV 24 26 92．3

PA 18 21 85．7

PS 25 28 89．3

PDA 33 35 94．3

PAB 3 3 100

MAPCA 3 3 100

RAA 18 18 100

TGA 9 9 100

TOF 29 29 100

norma1 85 82 100

（n＝284） （n＝284） （274／284：96．5）

n＝741 n＝741 723／741：97．6

AVV：atrioventricular　valve，　BT；Blalock・Taussig，

IAA；interrupted　aortic　arch，　PAB；PA　banding，

MAPCA；major　aortopulmonary　collateral　arteries，

RAA；right　AA

図1　多脾症．A，　B，副脾が描出されている．　C，　D，　F，奇静脈の走行を示す．　E，単心房，単心室が

　描出されている．F，低形成の肺動脈が胸廓のやや右よりに明瞭に描出されている．右肺動脈の直

　前を奇静脈が走ることが容易に把握できる．S；脾臓，　AZ；奇静脈，　A；大動脈，　P；肺動脈，＊

　奇静脈の上大静脈流入部．
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90（95．6％）例で一致した（表2）．また全心疾患では

187／193（96．9％）例で診断が一致した．

　2）心血管区分診断の比較（表3，4）

　各区分の診断の一致率は，静脈系200／200，心房193／

193と100％であった．心室は256／264（97．0％），大血

管は274／284（96．5％）であった．また各区分の内正常

437区分は，MRIで全区分正常と診断できた．また

MRIでは正常としたが，他の診断法で異常だった区分

は11／741（1．48％）であった．全区分を総合すると診

断の一致率は723／741（97．6％）であった．以下それぞ

れの区分について検討した．

　viscero－thoracic－atrial　situs　lまsitus　solitus　161イ列，

situs　inversus　10例，　situs　ambiguusが22例であった．

heterotaxia例は22例全例で肝臓，胃，気管分岐の分析

が可能で，多脾，無脾の診断も容易だった，（このうち

の20例はすでに報告した8））．

　静脈：

　上下大静脈，無名静脈，肝静脈は正常例で全例，そ

日本小児循環器学会雑誌　第8巻　第3号

の走行，流入部位を描出できた．肝静脈左房還流2例

は，還流部位の診断が容易でrerouting時に有用で

あった．下大静脈欠損像12例（奇静脈6例，半奇静脈

6例）は，その走行，流入部位，大動脈，肺動脈との

位置関係を明瞭に描出出来た．左（右）上大静脈遺残

10例は全例走行，冠静脈洞への流入を追うことが出来

た．これら異常静脈の描出は，冠状断像がとくに有用

であった．肺静脈還流異常，部分肺静脈還流異常1例

で肺静脈の右房への流入を，総肺静脈還流異常8例で

拡張した肺静脈，垂直静脈，還流部位の描出が出来た．

これらは三方向および斜断層面を総合して判定した

（図1，2）．

　心房：

　全例心房の位置，大きさの把握が出来，89／189（47％）

例で心耳の形態の分析が可能だった．右心耳は横断像，

左心耳は矢状断像が有用だった．心房中隔欠損は3方

向のいずれか，あるいは心房中隔に直行する斜断層面

で，60例全例描出でき，シネMRIを施行した23例では

』

◎

噸b

図2　無脾症に伴う上心臓型総肺静脈還流異常．AE，拡張した肺静脈，垂直静脈無

　名静脈，上大静脈が描出されている．F，完全型心内膜床欠損を示す．　S；上大静脈，

　1；無名静脈，A；垂直静脈，　P；肺静脈，　L；左室，　R；右室．
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図3　ファロー四徴症，心内膜床欠損．横断像，収縮期初期から後期への経時的変化を示す，房室

　弁逆流は無信号で表示され，右房側壁に到達し，回旋流となり経時的に右房に広がっている．R；

　右室，L；左室，　RA；右房，　R波からのdelay　timeはB，　C，　Dそれぞれ10，78，139msecであ

　る．

欠損通過血流の広がりを描出出来た．心内膜床欠損は

17例全例で診断出来た（図3）．

　心房心室関係：

　concordant　148｛列，　discordant　7イ列，　double　inlet　26

例，一側房室弁閉鎖12例だった．

　心室：

　腱索，trabeculationの描出は十分ではないが，心室

腔全体の形態，乳頭筋を明瞭に描出出来るため，

ventricular　loopの決定は比較的容易だった．修正大

血管転換7例の診断は全例可能だった．また右室性単

心室24例，左室性単心室1例は，全例心エコー法，心

血管造影と診断が一致した．心室中隔欠損は，膜性部

欠損49例は小欠損2例以外診断できた（95．9％）．

malalignment　40例は全例明瞭に描出できた．　infun－

dibularは11／14（78．6％）と診断率が低かった．右前

60度に近い斜断層面を用いると，大動脈弁逸脱，大動

脈弁逆流の診断が可能な例が多かった．筋性部欠損2

例は，心室中隔と平行な断層面を設定することにより，

欠損孔のサイズを正確に把握出来た．SE法のみでは

房室弁の評価は困難で，シネMRIを用いることによ

り房室弁の把握が可能であった．完全型心内膜床欠損

では，全例診断は出来たが，腱索の描出が十分でなく，

タイプ分類（Rastelli分類）は充分ではなかった．房室

弁逆流はシネMRIを施行した12例中11例（91．7％）で

描出できた．一側房室弁閉鎖12例全例で，閉鎖側の房

室間溝の脂肪層が増強し，診断に有用だった．純型肺

動脈閉鎖，狭窄8例の低形成性右室の大きさ，右室流

出路の形態の把握が容易だった．ファロー四徴29例，

右室二腔症2例の右室流出路の評価は，29／31区分で可

能で，その所見は心血管造影法と類似していた．また

肺動脈絞拒術後の大動脈弁下狭窄2例で弁下の筋塊を

冠状断面にて明瞭に描出できた（図3，4，5，6）．

　心室大血管関係：

　全例大動脈，肺動脈の描出が出来，両者の位置関係
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図4　三尖弁閉鎖，大血管転換，心室中隔欠損，肺動脈絞拒術後，大動脈弁下狭窄．

　A，三尖弁閉鎖を示す．三尖弁部に輝度の強い脂肪層を認める（＊）．B，拡張した左

　室から起始する肺動脈が描出される．CE，狭小化した右室およびそこから起始する

　大動脈，さらに修復された大動脈縮窄を示す．RV；右室，　PA，肺動脈，　AO，上行

　大動脈，DAO，下行大動脈．

のみならず，心室，胸郭内の血管，臓器との位置関係

も容易に把握できた，完全大血管転換9例，フロー四

徴29例は全例診断できた．またファロー四徴の右室流

出路形態も把握出来た．両大血管右室起始26例は24例

（92．3％）で診断でき，心室中隔欠損と大血管との距離

の把握も可能だった．肺動脈弁閉鎖は18／21（85．7％），

肺動脈弁狭窄25／28（89．3％）の診断率だった．これら

49例の内の4例はSE法では閉鎖か狭窄か明らかでな

く，cine　MRIを用い半1」定した．動脈管開存は斜断層を

用いることにより描出出来，33／35（94．3％）で診断で

きた．しかし動脈管の走行が複雑な例は，一平面での

描出は出来なかった．Blalock－Taussigシャントは冠

状断面で描出されることが多く，20例全例でその走行，

肺動脈への合流部位を把握出来た．シャント狭窄例4

例は，全例シャント内に血流信号を認めた．主要体肺

側副動脈3例は，下行大動脈からの起始部，近位部は

描出出来たが，遠位部の情報は十分ではなかった．大

動脈縮窄，離断10例は全例で診断可能だった（図5，

6，7）．

　　　　　　　　　　考　　案

　主診断及び心区分別のMRI診断の心エコー法，心

血管造影法との一致率は，全心疾患で96，9％，静脈，

心房系は100％，心室は97．0％，大血管は96．5％と良好

であり，心区分全体でも，741区分の内で723区分

（97．6％）が一致した．今回の検討では心エコー法を施

行した後にMRIを施行しているため，先入感なしに

MRIを施行した場合と比べ診断率が高かったと考え

られる．しかし我々は実際の臨床の場では，心エコー
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図5　右胸心，修正大血管転換，肺動脈閉鎖．B，　C，　D，脾臓が右，下大静脈が左，気

　管分岐は左がeparterial　broncus，肺静脈は右側の心房に流入する．このことから

　sitsu　inversusと診断．　B，　E，左の心室はtail　shapeで乳頭筋の形から左室と考えら

　れ，右の心室はglobularで右室と考えられ心室逆位である．　A，　E，大血管関係はD．

　従って【1，D，　D】であることがわかる．右肺動脈の狭窄（▽）を認める．　G，胃，　S，

　脾臓，A，大動脈，　V，下大静脈L，左室．

を行ったのち，その情報をもとにMRIを施行すべき

と考えており，本研究ではMRI単独での診断率の検

討は行わなかった．

　先天性心疾患の画像診断の際には，胸部X線を除く

と心血管造影法と心エコー法を併用することが多い．

MRIはこれらの画像診断法に新たにどのような情報

を提供でき，これらの画像診断法のなかでどのような

位置を占めることになるだろうか．このことを考察す

るには，MRIの長所，欠点の検討が必要である．　MRI

の長所は，今回の検討では以下のすべてを検討できた

訳ではないが，1）非侵襲的で，2）体格，年齢，心臓

の位置等に関係なく任意の断面の画像を得られる，3）

空間分解能が良く，心奇形，心血管と他臓器との位置

関係を客観的に，立体的に把握できる，4）形態診断の

みならず機能，組織性状診断1°）11）を行える，5）MRI

は，区分分析法による先天性心疾患診断に適した画像

診断法で，心血管造影法に近似した画像を提供できる

などと考えられる．またMRIの欠点は，1）心エコー

法とくらべ検査時間がかかり手軽に繰り返し行えな

い，2）重症例，ペースメーカー装着例は施行できない，

3）高度の不整脈例は画像が劣化することなどである．

一方心エコー法は，ベッドサイドで非侵襲的に，しか

も確実に小児の心疾患の診断を行える，real　timeで心

臓血流の動きを描出でき，心室容積計測，定量的な
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図6　ウール病，肺動脈閉鎖．A，　D，　E，菲薄化，脂肪化した右室が描出されている．

　B，C，右室の収縮末期（ES），拡張末基像（ED）である，収縮期に右室流出路が瘤

　状に突出する（▲），

血流評価が可能であるなどの利点があり，小児心疾患

の診断に非常に有用で，広く用いられている．しかし

他臓器との位置関係，胸郭内での位置等空間的な把握

が十分でない，症例によりエコーの入りにくい例があ

る，血管系，右室の描出が十分でない，自由な角度で

の描出が難しいなどの問題を残している．これら

MRI，心エコー法の利点，欠点を勘案すると，画像診

断法が適応となる症例では，まず心エコー法を施行し，

心エコー法で診断が十分ではない，あるいは診断をさ

らに確実にしたい例を中心にMRIを行うことになる

と思われる．従ってMRIは，心臓の位置の異常，大血

管，静脈などの奇形，また複雑心奇形などが良い適応

となる．また術前の症例は，外科医が心血管奇形を立

体的に把握する大きな助けとなるため，MRIの良い適

応と考えられる．いずれにせよ心エコー法とMRIを

併用し，両者の欠点を補うことにより，先天性心疾患

の診断精度の向上を計れるものと考えられる．

　以下各区分に沿ってこれらの点について検討した．

　Fisherら3）は9例の静脈系の奇形（左上大静脈遺

残，総肺静脈還流異常，奇静脈結合など）にMRIを

施行し，全例明瞭に描出できたとし，高橋ら12）は肺静脈

還流異常16例を対象とし12例で正確な診断ができたと

している．本研究では静脈系の奇形34例全例で，その

走行，流入部位，他の動静脈との立体的な位置関係を

明確に把握できた．またMRIは静脈のみならず，腹

部，胸部内臓，気管支，心耳形態の明瞭な描出が出来

るためviscero－thoracic－atrial　situsの把握を容易に

行える4），
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図7　ファロー四徴，肺動脈弁閉鎖，動脈管開存，A，　B，　C，大動脈の騎乗，右室肥大を示す．　D，　E，

　肺動脈弁閉鎖および低形成の肺動脈が描出されている．F，シネ画像で動脈管（☆）が描出されて

　いる．R，右室．

　心房中隔欠損はMRIで直接描出できるとされ13｝，

今回の検討でもhepato－clavicular　angle，シネMRI

を用いることにより，より正確に欠損孔の大きさ，広

がりを評価できた．Jacobstein14）は心内膜床欠損9例

全例で欠損を描出でき，腱索の付着部位等からタイプ

分類も報告した．しかし本研究では，シネMRIを用い

ても正確にタイプ分類することが難しいことも多く，

心エコー法のほうが，弁の動き，腱索の付着部位など

の把握は容易と考えられた，

　MRIでも，心室の形態診断が可能で心室ループの診

断を的確に行える．今回も全例で修正大血管転換の診

断を下せた．一側房室弁閉鎖，単心室の心室形態，容

積の評価にMRIは有用との報告が見られている’5）16）．

今回の検討でも一側房室弁閉鎖12例，単心室26例全例

で，心室形態のみならず，流出路形態（半月弁下狭窄

など），心室中隔欠損の位置等の把握が可能だった．一

側房室弁閉鎖は，閉鎖側房室間溝の脂肪層が心房と心

室の間に広がって見えることが多かった．単心室は剖

検例で検討しても右室性か，左室性かの判定が難しい

例もみられるが，MRIは空間的な位置の把握が容易な

ため，乳頭筋と中隔の判別，rudimentary　chamberの

位置，広がり等の判定に優れており，他の画像診断法

と併用することにより単心室の形態判定に有用と考え

られた．Didierら17）は心室中隔欠損22例中20例で診断

できたが，膜性部小欠損例は難しいと報告した．本研

究でも膜性部心室中隔欠損は46例中44例でVSDの形

態の描出ができたが，小欠損2例は診断できなかった，

malalignmentタイプ40例，筋性部心室中隔欠損2例

は全例診断が出来，VSDの位置，その空間的広がり，

大血管とのつながりなど，有用な情報が得られた．筋

性部中隔欠損は，欠損の広がりを描出できたが，Baker

ら18）も同様の報告をした．この中隔欠損描出断面は他

の画像診断法では得にくいため非常に有用と考えられ

る．大動脈弁逸脱のMRIによる診断は難しいことが

あるが，シネMRIが診断に有用との報告がある19）．し

かし半月弁を的確に把握できるドップラーエコー法が

より有用と思われる．Ebstein奇形では中隔尖の付着

位置の異常を容易に把握できるとの報告があり2°），今

回の検討も同様の結果だった．また左室だけでなく右

室の心筋壁の把握は心エコー法より容易で，本研究で
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もUhl病の右室壁の形態を明瞭に描出できた．

　MRIでは大動脈弓部，肺動脈分枝の描出が容易なた

め，大血管の同定は確実で，心室大血管関係の把握も

行える．肺動脈低形成例で肺動脈の形態把握，肺動脈

径の評価に有用との報告がある21）22），心室中隔欠損兼

肺動脈弁閉鎖にともなう主要体肺側副動脈（MAPCA）

の診断が可能との報告がある23）が，今回の結果はRees

ら21）と同様で，MAPCAの大動脈開口部，近位部の描

出はできたがMAPCAは蛇行することが多いため，遠

位部の描出は十分ではなく，正確な評価には，心血管

造影法が必要と考えられた．MRIでは半月弁の描出は

不十分で，本研究でも，シネMRIを用いても肺動脈弁

狭窄か，閉鎖かの診断が難しいこともあった．肺動脈

弁高度狭窄例の診断は，現状ではドップラーエコー法

の方が有用と考えられる．両大血管右室起始，完全大

血管転換の心室中隔欠損と大血管の位置関係，半月弁

下狭窄の評価に有用との報告があり24），本研究でも斜

断層を用いることによりこれらの描出が可能であっ

た．大動脈縮窄，離断の診断にMRIが有用との報告は

数多く見られ25），本研究も同様であった．又Blalock・

Taussigシャント26｝は描出率も高く，この点はMRIは

心エコー法より有用と考えられた，心臓の位置異常例

では，MRIは心臓の胸郭，胸郭内他臓器との空間的位

置関係の描出ができるため，他の診断法に優ると考え

られる．

　以上から区分分析法を用いたMRIは小児期先天性

心疾患の画像診断法として有用な方法と考えられた．
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　　　We　applied　the　segmental　analysis　of　cardiac　MR　images　for　evaluation　of　congerital　heart

diseases（CHD），　One　hundred　and　ninety－three　patients　with　CHD，　ranging　in　age　from　20　days　to　18

years　old，　were　studied　by　MRI．　This　study　compared　the　effectivensss　of　MRI　with　cardiac

angiography　and　echocardiography　for　the　evaluation　of　major　diagnosis　of　CHD　and　all　components　of

cardiovascular　anatomy．　ECG・gated　MRI　was　performed　by　spin　echo　and　gradient　refocused　imaging

techniques　operating　at　O．5　tesla．　ln　all　the　patients　not　only　cardiovascular　anatomies　of　CHD　but　all

structures　relevant　to　the　identification　of　arrangement　of　organs　were　displayed．　In　diagnosing　a　total

of　1930f　major　cardic　anomalies　and　741　segments　of　the　vein，　the　atrium，　the　ventricle　and　the　great

vessels　by　MRI　and　angiocardiogram　and／or　echocardiogram，　descrepancies　were　found　in　6　patients

（3．1％），　and　only　18　segments（2．4％）respectively．　For　vascular　and　complex　cardiac　anatomies　MRI　was

able　to　provide　good　anatomical　details．　Based　on　these　findings，the　segmental　analysis　of　cardiac　MR

images　was　found　useful　for　achieving　a　systematic　diagnosis　of　CHD．
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