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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　小児期心疾患20例（4ヵ月～10歳，平均3歳8ヵ月）において，二方向からのシネMRI（biplane　cine

MRI）にSimpson法を応用し左室容積測定を行い，左室造影による測定値と比較検討した．　biplane　cine

MRIは，左室流出路長軸を含む冠状斜位断面と矢状斜位断面において撮像し，左室容積測定は，　Kontron

社製Cardio　500を用い，左室拡張末期容積（LVEDV），収縮末期容積（LVESV）を求めた．　biplane　cine

MRIによる左室容積測定は，左室造影に比べ過小評価される傾向にあったが，両者には良好な相関が認

められた（LVEDV；y＝1．58＋0．88×，　R＝0．98，　LVESV；y＝1．02＋0．72×，　R＝0．98）．特に中隔が

圧排された左室形態を有する右室圧負荷疾患においても左室造影結果と良好な相関が認められた．

biplane　cine　MRIによる左室容積測定は，過小評価される傾向にあるが，変形した左室形態を有する先

天性心疾患にも適応でき，撮像時間も短く測定も容易で，臨床応用が可能であると思われた．

　　　　　　　　　　はじめに

　近年開発されたgradient　echo　cine　MRIは，空間

分解能のみならず時間的分解能にも優れ，心室容積測

定や心機能評価が可能となった1）一“3）．特に成人におい

てはSimpson法やarea　length法を用いた左室容積

測定に関する数多くの報告があるが4）～13），小児期にお

ける報告は極めて稀である14）．中でも，右室圧負荷疾患

などの中隔が圧排され変形した左室形態を有する先天

性心疾患では，従来成人で用いられている一方向から

のcine　MRIによる評価では不十分である．そこで，

小児期心疾患において，二方向からのcine　MRIを用

いSimpson法を応用した左室容積測定を行い，左室造

影による測定値と比較し，臨床上の有用性を検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は，小児期心疾患の20例で，年齢は4ヵ月から

10歳（平均3歳8ヵ月）である．心室中隔欠損6例，
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川崎病4例，ファロー四徴症6例，肺動脈狭窄2例，

心内膜床欠損2例である．

　超伝導型MRI（Siemens社製Magnetom　H　151．5

Tesla）を用いFISP法によるcine　MRIを撮像した．

flip　angleは15度，エコー時間（TE）は12msec，繰り

返し時間（TR）は心拍数に依存し40～60msecである．

冠状斜位断面と矢状斜位断面の2方向からスライス厚

1cmで，左室長軸短軸像を撮像した．斜位断面の決定

のため，まずspin－echo法（Multi　slice法）で体軸横

断面を撮像した（TR：400　一一　600msec，　TE；15msec，

スライス幅：3～7mm）．得られた体軸横断面のうち，

左室が最も大きく描出され，左室の水平長軸を含むと

思われるスライスを選び，左室流出路と心尖部を結ぶ

左室長軸断面と，これに直交し左室の最大径を含む短

軸断面を決定した（図1）．得られた2方向からの画像

のうち，拡張末期と収縮末期と思われる画像を選び，

乳頭筋を含み，心室内腔をトレースし，Kontron社製

Cardio　500を用いて，左室拡張末期容積，収縮末期容

積を測定した（図2）．尚，患児の鎮静には，リン酸ト
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図1　Biplane　cine　MRIの撮像断面設定．スピソエ

　コー法，体軸横断面で左室が最も大きく描出される

　断面を選ぶ（TR：540msec，　TE：15msec，スライ

　ス幅：5mm）．　A；冠状斜位断面．左室流出路と心尖

　部を含む左室長軸断面．B；矢状斜位断面，　Aに直交

　し，左室の最大径を含む短軸断面．スライス厚1cm

　で，cine　MRIを撮｛象

Coronal　Oblique　Plane　　Sagittat　Oblique　Plane

　　　　　　　　　　　　　　　　10M　Male，　PS

図2Biplane　cine　MRIによる左室容積測定．　A；冠

　状斜位断面，左室拡張末期像．B；収縮末期像．　C；

　矢状斜位断面，拡張末期像．D；収縮末期像．（TR：

　54msec，　TE：12msec，　Flip　angle：15e）

リクロエチルナトリウムシPップを用いた．

　左室造影は，正側面像あるいは，右前斜位（RAO）

30度と左前斜位（LAO）60度の2方向から行い，同様

にSimpson法により15），容積測定を行った．　MRI，左

室造影共にGrahamの補正式を用い16），実測値を算出

した．容積測定は，MRI，左室造影共に筆者のみに統
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一 し，MRIの撮像は，左室造影と同時期に1回のみ施

行され，再現性に関しては検討していない．

　　　　　　　　　　結　　果

　対象20例全例において，cine　MRI上，心室内腔のト

レースが可能であり，所要時間は平均40分であった．

左室収縮力の低下が認められた1例では，心室内腔が

不明瞭であったが，繰り返しシネ画像を観察してト

レースを行った．cine　MRI撮像の断面設定は比較的容

易で，またその斜位の程度は，冠状斜位断面では一10°

から＋25°（平均9°）で，左室造影RAO　30°よりは正面

像に近く，矢状斜位断面は＋65°から＋100°（平均81°）

で，左室造影のLAO　60°よりは側面像に近い症例が多

くみられた．

　Biplane　cine　MRIによる左室拡張末期容積は，

8．0～72．3mlで，左室造影に比べかなり過小評価され

る傾向にあったが，両者には良好な相関が認められた

（y＝1．58十〇．88×，R＝0．98）（図3）．左室収縮末期容

積は4～20mlで，拡張末期容積よりもさらに過小評価

される傾向にあるが，左室造影による計測値と良好な

相関が認められた（y＝1．02＋0．27x，R＝0．98）（図4）．

左室駆出率に関しては，MRI上0．50～0．79で，左室造
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図3　Biplane　cine　MRIと左室造影による左室拡張

　末期容積測定の比較
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図4　Biplane　cine　MRIと左室造影による左室収縮

　末期容積測定の比較
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図5　Biplane　cine　MRIと左室造影による左室駆出

　率の比較
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図6　右室圧負荷疾患における左室拡張末期容積測定

　一Biplane　cine　MRIとSingle　plane　MRIの比較一

影による計測値よりも過大評価される傾向にあった

（y＝0．14＋0．83，R＝O．93）（図5）．

　ファロー四徴症，肺動脈狭窄等，右室圧負荷疾患10

例において，biplane　cine　MRIによる測定と，冠状斜

位断面single　planeを用いたSimpson法による左室

容積測定との比較を行った（図6）．両方法において，

統計学的な有意差は認められないが，biplane　cine

MRIによる測定値の方が相関が良く，誤差が小さい傾

向にあった．

　　　　　　　　　考　　案

　これまで成人において，MRIを用いた左心容積測定

には，area　length法やSimpson法を用いた数多くの

報告がある4｝－v13）．自由な断面での撮像が可能である

MRIの特性から，多数の横断面を連続的に撮像し，

Simpson法を応用した左室容積測定が最も理論的で

ある7）．しかし，この方法は撮像に長時間を要し，臨床

上用いるには非現実的で，特に鎮静を必要とする乳幼

児への適用は難しい．我々の用いた方法では，平均40

分の撮像時間であり，全例で二方向からのシネ画像の

撮影が可能であった，また，本研究では，最も簡便な
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方法として，左室造影に類似した2方向からのcine

MRIを撮像し，左室造影と同様の方法で容積測定を行

い，比較的良好な結果を得ることができた．特に，右

室圧負荷疾患など，中隔が圧排され変形した左室形態

を有する症例の場合には，一方向からのcine　MRIに

よる容積測定よりも有用であった，

　しかし，理論的には数多くの問題が残されている．

第一に，cine　MRIでは一心拍14～15フレームの撮像で

あり，左室拡張末期，収縮末期像を正確に捉えること

が難しい点である．これが容積測定における過小評価

の原因の一つであると思われた．第二に，左室造影は，

正側面あるいはRAO，　LAOからの撮影像であるのに

対し，MRIは幅1cmの断面像を見ている点で，これも

容積測定の誤差の原因になっていると思われた．本研

究では，左室収縮末期容積が拡張末期容積よりもさら

に過小評価される傾向にあり，その結果，駆出率は過

大評価されたものと思われた．

　MRIでは，体軸横断面で心臓の位置や回転の度合を

把握でき，正確に左室の長軸や短軸断面での撮像が可

能である．一方左室造影では，身体の軸に合わせ，正

側あるいはRAOやLAO像を撮像するために必ずし

も左室の長軸や短軸を捉えてはいない．実際に，本研

究の対象では，MRI上の左室長軸断面は平均＋9°右前

斜位であり，短軸は平均＋81°左前斜位であった．この

ように，正確に心室の軸に合わせた撮像ができるとい

う点では，Simpson法を応用する場合，左室造影より

もMRIの方が正確である可能性がある．

　Cranneyらも2方向からのcine　MRIによる左室容

積測定を報告しているが，彼らは，体軸横断面とそれ

に直行する左室長軸断面を用いており，我々が用いた

biplaneとは異なる12）．本研究では左室造影に最も類

似した断面を用いたため，冠状斜位断面，矢状斜位断

面を用いたが，乳児例では心臓が横位になっている場

合が多く，Cranneyらの方法がより適している可能性

がある．理想的にはdouble　oblique法を用い3次元で

完全に左室の軸に合わせた撮像が可能になれば，より

正確な容積測定になると思われる．今後は，単心室等，

正常とは異なるgeometryを有し，心室造影ではその

軸に応じた評価が難しい疾患における容積測定や心機

能評価への応用が期待される．

　他に，biplane　MRIではあるが，二方向からの同時

撮像が不可能であるため同一心拍を捉えていないこ

と，また，補正式として，左室造影と同じ補正式を用

いていることなど問題点は残されており，今後の課題
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である，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　結　　語

　　Biplane　cine　MRIによる左室容積測定は左室造影

に比べ過小評価される傾向にあり，左室駆出率は過大

評価される傾向にあるが，両者には良好な相関が認め

られた．右室圧負荷疾患においても左室造影による計

測値との相関は良好であった．Biplane　cine　MRIによ

る容積測定は，変形した左室形態を有する先天性心疾

患にも応用でき，撮像時間も短く，測定も容易で，臨

床応用が可能であると思われた．
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　　　　　　　　　　　　　　　Resonance　Imaging　in　Childhood

Fukiko　Ichida，　Yuuji　Hamamichi，　Ikuo　Hashimoto，　Shinichi　Tsubata，　Ayumi　Miyazaki，

　　　　　　　　　　　Toshio　Okada，　Arata　Murakami　and　Ryuusuke　Futatsuya

　　　　　　　　　Department　of　Pediatrics，　The　First　Department　of　Surgery，　Radiology，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toyama　Medical＆Pharmaceutical　University

　　　To　determine　the　ability　of　cine　magnetic　resonance　imaging（MRI）to　assess　left　ventricular（LV＞

volumes，　we　studied　20　children（age　4　months　to　10　years）with　various　heart　disease，　validated　by

comparison　with　biplane　LV　angiography．　Previous　MRI　studies　to　assess　LV　volumes　have　used

multiple　axial　planes，　which　are　compromized　by　partial　volume　effects　and　are　time　consuming　to

acquire　and　analyze．　Accordingly，　an　imaging　approach　using　biplane　cine　MRI　and　planes　aligned

with　the　true　cardiac　axes（the　intrinsic　long　and　short　axis）of　the　LV　was　developed　in　views

comparable　with　biplane　LV　angiography．　In　all　patients，　LV　volumes　were　calculated　by　a　Simpson’s

rule　algorithm，　both　in　MRI　and　LV　angiography．　MRI　determined　LV　volumes　were　sightly

underestimated　but　correlated　reasonably　well　with　angiographic　values（LVEDV：Y＝0．88X十1．58，

R＝O．98，LVESV：Y＝0．72X十1．02，　R＝0．98）．　Especially，　even　in　the　patients　who　have　abnormal　left

ventricular　geometry　such　as　Tetralogy　of　Fallot，　MRI　determined　LV　volumes　correlated　well　with

angiographic　values．　It　is　concluded　that　biplane　cine　MRI，　using　the　intrinsic　LV　long　and　short　axis

planes，　permits　noninvasive　assessment　of　LV　volumes　in　views　comparable　to　standard　angiographic

projections　and　apPears　practical　for　clinical　use　in　childhood　heart　disease，　because　the　scan　and

analysis　time　are　relatively　short．
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