
日本小児循環器学会雑誌　9巻4号　536～544頁（1994年）

肥大型心筋症におけるMRIの有用性

一心エコー，タリウム心筋イメージソグとの比較検討一

（平成5年3月5日受付）

（平成5年12月21日受理）

　　　富山医科薬科大学小児科1），同

市田　蕗子1）　浜道　裕二1）

橋本　郁夫1）　岡田　敏夫1）

key　words：肥大型心筋症，磁気共鳴画像診断（MRI）

放射線科2），同

宮崎あゆみ1）

二谷　立介2）

第1病理3｝

津幡　眞一1）

岡田　英吉3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　小児期肥大型心筋症において，MRI所見と，心エコーおよびタリウム心筋イメージング所見を比較検

討し，肥大心筋形態の把握と心筋組織性状の評価に関し，臨床上の有用性を検討した．対象は，小児期

肥大型心筋症8例（5ヵ月～13歳）で，閉塞性2例，非閉塞性6例である．MRIにおける心筋壁厚の計

測値は心断層エコー法の計測値と良く相関し，しかも心尖部の肥大に関しては，MRI所見の精度が高く，

心筋肥大の全体像を把握する上で優れていた．高度に心筋肥大が進行している例では，タリウム心筋イ

メージング上，高いRI集積と斑状の欠損像が観察され，　MRI上もT2及びプロトン密度強調画像におい

て，肥大心筋に不均一に高信号域が出現した．これらの症例におけるT2緩和時間は，118．2±54．5msec

と正常対象群に比較し，長い傾向にあった．心不全を来した例では，経時的なMRI検査上も次第に信号

強度の不均一性と高信号域の拡大が進行した．MRIは，肥大型心筋症における心筋形態の把握に有用で

あり，心筋組織性状の評価に関しても，何等かの診断情報を得る可能性があり，その経過観察上極めて

有用である．

　　　　　　　　　緒　　言

　心大血管系における磁気共鳴画像診断（MRI）は，

心電図同期撮像法の導入により心形態機能診断法とし

て，広く臨床応用が可能になった．特にMRIは優れた

空間分解能を有し，造影剤を用いずに血管壁や心筋壁

と血流が明瞭に区別でき，しかも任意の断面での評価

が可能であり，心形態診断における臨床上の有用性は，

既に確立されている1）．一方，MRIは心筋梗塞の部位診

断や，成人の肥大型心筋症や高血圧心における心筋組

織性状の評価に有用であることも報告されてい
る2）一一7）．しかし，小児期肥大型心筋症において，MRIを

用いてその心筋形態及び組織診断を行った報告は極め

て稀である．そこで，小児期肥大型心筋症において，

MRI所見と心エコーおよびタリウム心筋イメージソ
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グ所見を比較検討し，肥大心筋形態の把握と心筋組織

性状の評価に関し，臨床上の有用性を検討した．

　　　　　　　　　対象と方法

　対象は，当科で経過観察している肥大型心筋症8例

で，男児7例，女児1例である．検査時年齢は平均6

歳3ヵ月（5ヵ月～13歳），経過観察期間は平均4年9

ヵ月（2年1ヵ月～9年11ヵ月）である，病型は，閉

塞性2例，非閉塞性6例である．正常対象群として，

冠動脈障害を有しない川崎病回復期の8例（年齢1歳

～ 13歳平均5歳6ヵ月）を検討した．

　超電導MRI（シーメンス社製Magnetom　H151．5

Tesla）による画像診断を行った．　i撮影法はspin－echo

法を用い，繰り返し時間は心電図に同期させ（400～600

msec），エコー時間は15msecとした．体軸横断，左室

長軸短軸断面の撮像を行い，左室長軸・短軸断面にお

いては，T2強調画像及びプロトソ密度強調画像の撮影

も行った．T2強調画像ではmotion　artifactを避iける
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ために，flow　compensationを加味した，　spine　echo

法を用いた．繰り返し時間は，2，000～2，200msec，エ

コー 時間は，90msecとした．体軸横断，左室長軸，短

軸の各断面において，左室の中央を通るスライスが可

及的に拡張末期となるように撮像の開始断面を設定し

た．左室壁厚の測定は，左室体部短軸断面において，

前壁，中隔，後壁，側壁の4ヵ所で行った．また，T2

強調画像の左室体部短軸断面において，前壁，中隔，

後壁，側壁の4ヵ所で，T2緩和時間の測定を行い，平

均値を求めた．得られた画像は同時期に施行したタリ

ウム心筋イメージング及び心エコー所見と比較検討し

た．心筋肥大が高度に認められた4例では，経時的に

延べ9回MRIとタリウム心筋イメージングを施行

し，経過を観察した，また，心筋生検あるいは剖検を

施行し得た症例では，組織学的所見との比較も行った．

　　　　　　　　　結　　果

　心筋肥大の部位診断においては，心エコーとMRI

所見は，ほぼ一致していた（表1）．ただ，症例3と4

では，心エコーによる心尖部の観察が不十分であった

が，MRI上は，心尖部の肥厚が明瞭に描出された．中

隔の肥厚が著明で，閉塞性肥大型の心筋症の症例にお

いては，MRI上も左室長軸断面で左室流出路の閉塞所

見と，心尖部の高度な肥大によるスペード状の内腔の
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狭小化が認められた（図1）．また，高度の肥満を認め

る症例8や，気管支喘息を合併している症例6では，

明瞭な心エコー像を得ることが難しく，MRIはこれに

優っていた．いずれの症例においても，心エコーに比

べMRIでは，特に心尖部の観察に優れ心筋肥大の広

がりの把握が容易で，左室の全体像を把握する上で優

れていた．

　MRIにおける心筋壁厚の計測値は，左室前壁，中隔，

後壁，側壁のいずれの部位においても，心エコー法の

計測値よりも大きい傾向にあったが，両者には良好な

相関が認められた（図2）．特に，左室側壁では，他部

位に比べ両者の計測値に差の大きい症例が多かった．

　タリウム心筋イメージングでは，体軸，左室長軸，

短軸像において，MRIの同一断面での比較が可能で，

判定が容易であった．心筋肥大部位に一致し，RI集積

の高い分布が認められた．しかし，心臓が小さい乳児

例ではMRIの画像のほうがより明瞭に肥厚部位を表

していた．

　高度に心筋肥大が進行している4例では，MRI上

T2及びプロトン密度強調画像において肥大心筋部位

に一致して不均一に高信号域が出現した（表1）．この

所見は，正常対象群8例及び心筋肥大が軽度の4例に

は認められなかった．

表1　心エコー，MRI，　TI－201心筋SPECT所見の比較

ECHO　　　’ MRI

case age sex 　Extent　of
Hypertrophy LVEF LVOTO 　Extent　of

Hypertrophy
　　T2

high　SI

TI・201

SPECT
　　PD

1 1yllm m
entire，

mild
0．84 一

entire
mild 一 一

2 4y3m m
entire，

mild
0．73 一

entire

m三ld 一 一

3 gy m
PW，　LAT
mild

0．62 一
PW，　LAT
Apex 一 一

4 13y m
PW，　LAT
mild

0．72 一
PW，　LAT
Apex 一 一

5 5m m
　　．entlre
marked

0．51 一

entire

marked
十

ANT，　INF，
IVS

6 2ylm m
IVS
marked

0．86 一
IVS
marked

十
一

7 6y4m f
entire，　IVS

marked
0．95 十

entire，　IVS

marked
十 一

8 13y m
entire，　IVS

marked
0．91 十 IVS

marked
十 ANT

patchy

LVEF＝left　ventricular　ejection　fraction；LVOTO＝left　ventricular　outflow　tract　obstruction；

SI＝signal　intensity；PD＝perfusion　defect；PW＝posterior　wall；LAT＝lateral　wall；IVS＝

interventricular　septum；ANT＝anterior　wall；INF＝inferior　walL
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図1　症例8のMRI，　Tl強調画像．　A）体軸横断面，　B）左室長軸断面，　C）短軸断面

　で，心室中隔，左室壁全体の高度な肥厚を認め，左室流出路の閉塞所見を認める（白

　矢印）．D）シネMRI拡張期，　E）収縮期．心尖部肥大が著しく左室内腔はスペード

　状に狭小化している．

　個々の症例において，左室体部短軸断面の前壁，中

隔，後壁，側壁の4ヵ所で求めたT2緩和時間の平均値

を表2に示す．T2及びプロトン密度強調画像で高信号

が出現したCase　5～8の4例においては，　T2緩和時間

は，正常対象群に比較し長い傾向にあった（118．2±

51．OVS　43．5±8．2msec，　p＝0．091）また，高信号域

の出現しなかったCase　1～4の4例においては，　T2緩

和時間は，正常対照群と有意差は認められなかった（表

2）．

　症例7は，心エコー上，心室中隔の肥厚が特に著明

な閉塞性心筋症の6歳女児例である．MRI上特に中隔

の肥厚が著しく，T1強調画像でもこの部位の信号強度

は不均一であるが，T2及びプロトン密度強調画像で高

信号域が出現し，心筋イメージングでRIの高い集積

を認める．心臓カテーテル検査上左室流出路に60

mmHgの圧較差を認め，左室内腔の狭小化と左室壁の

hyperdynamic　motionを認めた（図3）．

　さらに，左室収縮力が低下している例では，タリウ

表2　左室壁におけるT2緩和時間の比較

Case　　1

　　　2

　　　3
　　　4
　　　5
　　　6
　　　7
　　　8
Control（8cases）

Mean

66．6

142．4

34．6

55．2

171．8

60．5

90．7

149．7

SD　　（msec）

ii目一

ii　i，　］，，，．，．，，

　　　43．5±8．2

NS

P＝0．091

NS

ム心筋イメージング上RI集積の不均一性と，　MRI上

T2及びプロトン強調画像での心内膜面の高信号域の

出現が認められた．

　症例5は，5ヵ月男児例で，心エコー上左室全体の

肥厚と左室収縮力の低下（LVEF＝51％）を認めてい

る．MRI上，　T1強調画像では心筋肥大と一部ひ薄化が

混在する所見が観察され，T2強調画像では心内膜面を
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図2　MRIと心エコー法による左室壁厚測定の比較
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中心に不均一な高信号域の出現が認められた．タリウ

ム心筋イメージソグでは，左室全体にRI集積の不均

一性が認められ，前壁，下壁，中隔に血流低下が認め

られた（図4）．この症例では，心エコー上，次第に心

拡大と心収縮力の低下が進行し1年6ヵ月後に突然死

を遂げた．死の6ヵ月前のMRI上，　T1強調画像で左室

内腔の拡大と心筋のひ薄化，信号強度の不均一性が進

行し，T2及びプロトン密度強調画像でも，高信号域が

広範囲に認められるようになった．また，タリウム心

筋イメージソグ上も斑状の灌流欠損が著明になった．

死後針生検による左室の組織所見では，不規則な心筋

細胞の肥大と錯綜配列が認められ，心筋細胞の空泡変

性と筋原線維の粗造化が認められた．間質に軽度の線

維化を認めた．PAS染色では軽度のグルコーゲソの蓄

積がみられたが，ズダンIII染色では脂肪の蓄積は認め

られなかった（図5）．

　症例8は，13歳男児例で，MRI上も高度な心筋肥大

を認め，左室内腔の狭小化と左室流出路の閉塞所見が

認められる．タリウム心筋イメージングでRI集積の

不均一性が認められるが，心エコー上は，心収縮力は

保たれている．MRI上T2強調画像で心内膜面の高信

号域の出現の他，RI集積と同様の不均一な高信号域の

存在が認められ，Gadolinium・DTPAにより，同部位

に造影効果を認めた（図6）．この例は，心筋生検で，

心筋細胞の肥大と錯綜配列が認められ，軽度の不規則

な線維化が認められた．心筋細胞変性は，症例5に比

べ軽度であった（図7）．

　症例6，7，8では，心エコー，MRI，タリウム心

筋イメージングの経時的な検索において変化は認めら

れなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　成人における肥大型心筋症のMRI所見に関する報

告では，左室内腔や左室壁厚は，左室造影や心エコー

の所見と良好な相関が認められている1°）11｝．本研究に

おいても，MRIにおける心筋壁厚の計測値は，心エ

コー法の計測値よりも大きい傾向にあったが，両者に

は良好な相関が認められた．左室側壁では，他部位に

比べ両者の計測値に差の大きい症例が多かった．これ

Presented by Medical*Online



540－（30）

C
図3　症例7のMRI．　A）体軸横断面で中隔の著明な

　肥厚と不均一な信号強度分布を認め，B）T2強調画

　像では，同部位に高信号域の出現を認める，C）タリ

　ウム心筋イメージング，水平断面で中隔に高いRI

　集積を認める，

は心エコー法では，側壁を描出する際に，エコービー

ムと平行になり，drop　outしやすく，側壁が過小評価

されやすいことも一因と思われた．また，MRIと心エ

コー 法で測定部位が完全には一致していない場合があ

ること，MRIで拡張末期壁厚を捉えていない場合があ

ることにより，多少の誤差が生じていると考えられた．

全ての心周期で観察可能なシネMRIを応用すること

により，より正確な拡張末期径と壁厚の測定や心機能

日本小児循環器学会雑誌第9巻第4号

の評価も可能である12）．心尖部肥大型心筋症において

は，特にMRIが診断学的意義が大きいとされるが13｝，

我々の症例でも心エコーに比べ心尖部を明瞭に描出す

ることができ，心筋肥大の全体像を把握する上で優れ

ていた．MRIは，心臓の回転や位置の異常に応じ，自

由な断面での撮像が可能であり，肥大型心筋症におけ

る形態的評価においては，心エコー以上の診断的価値

があると思われた．

　高度な心筋肥大を有する例では，肥大心筋部位に一

致して，T2強調画像上，不均一な高信号域の出現が認

められたが，これまで急性心筋梗塞，心筋炎や成人の

肥大型心筋症において，同様の所見が報告されてい

る2ト5）14）．特に，肥大型心筋症においては，高信号域の

診断学的意義は完全には解明されておらず，異論の多

いところである．心筋肥大に伴う局所微小循環障害，

心筋壊死，変性や線維化巣の存在など，何等かの組織

学的な変化を反映しているものと考えられている．一

方，Caputoらは，　HCMの12症例において，　T2緩和時

間に，正常対象群と差が認められず，組織診断におい

て否定的な結果を報告している15）．しかしながら，彼ら

の報告は，成人例であり，心筋生検による組織障害の

程度も不明である．小児期の組織障害が急激に進行す

るような症例とは異なるものであり，彼らの結果をそ

のまま当てはめることはできない．実際，本研究の対

象の中でも肥大の程度が軽い4例では，T2強調画像に

おける高信号域は，認められていない．また，T2強調

画像上，不均一な高信号が認められた．4例では，T2

緩和時間も正常対象群より長い傾向にあり，しかも左

室の測定部位による差が大きい傾向にあった．

　心内膜面の高信号域の存在に関しては，とくに心収

縮力の低下している場合には，うっ滞した血流信号や

壁在血栓との区別が困難な場合がある．とくに小児で

は，呼吸運動や，心収縮に伴う心筋の動きが画像に及

ぼす影響が大きく，血流によるアーチファクトなどの

問題も考慮しなくてはならない．そのため，本研究で

は，可及的に血流信号の影響を除くようにpresatura－

tion法を用いたが，完全には，除去し得ず，今後に問

題は残されている．

　次第に心拡大と心収縮力の低下した例では経時的に

施行したMRI上も，心内膜面の高信号域や肥大心筋

とひ薄化が混在する信号強度の不均一性が次第に著明

になり，RI上も集積の欠損が進行し，死の転帰をとっ

た．この症例は，臨床的には肥大型心筋症の拡張相に

類似していたがユ4）16）17），組織学的には肥大心筋と錯綜
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図4　症例5．生後5ヵ月時のMRI，　Tl強調画像．　A）体軸横断面，　B）左室短軸，　C）長軸断面で

　左室壁の著明な肥厚と一部心筋のひ薄化を認め，D）T2強調画像で心内膜面を中心に高信号域が

　出現している．タリウム心筋イメージング，E）長軸水平，　F）左室短軸，　G）長軸矢状断面では，

　中隔前壁，下壁に血流低下を認める．1歳6ヵ月時MRI　T1強調画像A’）B’）C）で，左室内腔の

　拡大，心筋のひ薄化と信号強度の不均一性が進行し，D’）T2強調画像では，高信号域が広範囲に

　拡大している．タリウム心筋イメージソグE「）F’）G「）では，左室全体の血流低下が進行し，前壁，

　後壁，中隔に斑状のRI集積の欠損像が出現している．

配列の他，心筋細胞の変性や筋原線維の粗造化が著明

で，拡張型心筋症に見られる所見も有していた．本症

例では，これまで報告されている肥大型心筋拡張相に

比較し，進行が急激であり，何等かの代謝性疾患も疑

わせたが臨床的にも組織学的にも否定的であった．い

ずれにしろ，経時的なMRI検査所見の変化から，心筋
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図5　症例5の左室心筋組織所見（死後針生検），不規

　則な心筋細胞の肥大と錯綜配列を認め，心筋細胞の

　空胞変性と筋原線維の粗造化が認められる．軽度の

　間質の線維化を認める．（エポン包埋切片，トルイジ

　　ンブルー染色，×160）

障害の進行が予測し得た症例であり，今後同様の症例

の検討を重ねていく必要があると思われる，

　西村らは，拡張相に移行した肥大型心筋症では，

MRI上肥大心筋部位に高信号域が出現し，心拡大に伴

い心不全に移行し易いことを報告している14）．また，こ

の高信号域は，Gadolinium・DTPAにより造影効果が

認められており，肥大心筋においては，微小循環障害

や心筋変性のため正常心筋と異なったwashin，　outが

生じていると考えられている8）．

　小児期肥大型心筋症においても，経過観察中にこの

拡張相に移行する症例が少なからず存在することが知

られている16）．このような症例では，予後が極めて不良

であることから，比較的早い時期にこの変化を捉え将

来的に心移植などの対応策が取れるような方針を立て

D

（t

撫1

図6　症例8の左室長軸断面，A）T1強調画像，　B）T2強調画像では，前壁から心内

　膜面に不均一な高信号域が出現している．C）Gadolinium’DTPAにより，ほぼ同じ

　部位に造影効果を認める（白矢印）．D）タリウム心筋イメージングでは，同部位に

　RI集積の斑状の欠損像を認める，
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灘
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ることが重要である．このため，心エコー，タリウム

心筋イメージングに加え，MRIも組織性状の変化を予

測する非侵襲的方法の一つとして有用であると思われ

た．

　MRIは，小児期の心筋症を経過観察する上で，心工

図7　症例8の右室心筋生検所見．心筋細胞の肥大と

　錯綜配列が認められ，軽度の不規則な線維化が認め

　られた．（ヘマトキシリンエナジン染色，×100）
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コーや血管造影にはない特徴を有し組織学的な評価に

おいても可能性があると思われた．今後は，MRスペ

クトルスコピー18）と併用することにより，心筋代謝や，

より確実な組織学的な情報が得られ，組織障害の経時

的な観察に重要な役割を果たすものと思われる．

　　　　　　　　　　　　　　　　　結　　語

　MRIは，肥大型心筋症における心筋形態の把握にお

いては，心エコー以上の診断学的価値を有し，心筋組

織性状の評価に関しても，タリウム心筋イメージソグ

同様，何等かの診断情報を得る可能性が大きく，その

経過観察において極めて有用である．

　本研究の一部は，文部省科学研究費一般研究（C）課題番

号04670579の補助によった．
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dioL，5：745　　749，1985．

Magnetic　Resonance　Imaging　in　Hypertrophic　Cardiomyopathy

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

　　　　　　　　　　　　　　Toshio　Okada，　Ryuusuke　Futatsuya　and　Eikichi　Okada

Department　of　Pediatrics，　Radiology　and　Pathology，　Toyama　Medical　and　Pharmaceutical　University

　　　To　evaluate　the　capability　of　magnetic　resonance　imaging（MRI）in　the　anatomical　diagnosis　and

tissue　characterization，8children　with　hypertrophic　cardiomyopathy　were　studied　comparing　with

echocardiography　and　201Tl　myocardial　imaging．　The　severity　and　distribution　of　hypertrophy　were

comparable　on　echocardiography　and　MRI．　MRI　was　superior　to　echocardiography　to　demonstrate　the

apical　hypertrophy．　In　4　patients　with　severe　hypertrophy，　heterogenous　high　signal　intensity　was

demonstrated　in　the　site　of　hypertrophy，　which　was　enhanced　by　T2　weighted　imaging．　ln　the　patient

with　decreased　cardiac　performance　and　progressed　cardiac　failure，　the　heterogeneity　and　high　signal

intensity　progressed　in　one　year　interVal．　Simultaneously　performed　201Tl　myocardial　imaging　showed

patchy　perfusion　defect．　Histological　findings　of　the　left　ventricle　demonstrated　hypertrophy，

degeneration　and　marked　dysarray　of　the　myocytes　and　fibrosis．　MRI　has　the　potential　ability　for　the

evaluation　and　sequential　monitoring　of　myocardial　tissue　characterization　as　well　as　cardiac　anatomy

in　childhood　hypertrophic　cardiomyopathy．
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