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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Criss－cross　heart（CCH），superoinferior　ventricle（SIV）の3例に対し，　magnetic　resonance　imag－

ing（MRI）による評価を行い，その診断的有用性に関して心エコー検査・心血管造影検査と比較検討し

た．

　MRIにより，　CCH・SIVの診断のみならず，心室中隔欠損，大血管の異常，一側心室の低形成など，

CCHに合併し易い心奇形の診断が可能であった．心血管造影検査との比較では，造影剤を使用しないた

め，1）複雑な位置関係にある心房・心室像が重ならない，2）左側房室間結合の評価を肺動脈造影の左

房・左室相から行う場合などのように，画像が不鮮明になる心配がない，などの利点があった．また，

心エコー検査でも，カラードプラ法により房室間結合の評価が可能であったが，それぞれの心血管構造

を体軸の中で捉えることは困難であった．一方，MRI（シネMRI併用）では，心室がその長軸回りに回

転・屈曲した構造を体軸の中で描出した上で，血流を検出することが可能であり，房室間結合の評価に

最も有用であった．

　MRIの併用により，特異なrotational　malpositionを示すCCH・SIVの解剖学的評価が容易になり，

その診断上有用な情報を得ることが可能と考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　Magnetic　resonance　imaging（MRI）では，複数の

心血管内腔と心血管壁・心周囲臓器を同時に，しかも

鮮明に描出できるため，内臓心房位，心房心室・心室

大血管関係の理解が容易になるといわれる1）．そこで

今回は特殊なrotational　malpositionを示すcriss－

cross　heart（CCH），superoinferior　ventricle（SIV）に

対する，MRIの診断的有用性につき検討して報告す
る．

別刷請求先：（〒700）岡山市鹿田町2－5－1

　　　　　岡山人学医学部小児科学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　政博

　　　　　　　　　対象・方法

　対象は当科において経験したCCH　2例（1例は

SIV合併），　SIV　1例であり，いずれの症例もMRI施

行前に，心エコー検査，心血管造影検査，心臓カテー

テル検査により，CCH，　SIVと診断されていた．合併

心奇形は，症例1では肺動脈閉鎖・心室中隔欠損で，

大動脈は右室から起始し，modified　Blalock・Taussig

短絡術を施行されていた．症例2は大動脈縮窄・心室

中隔欠損合併例であり，subclavian　flap法による大動

脈形成術後，症例3は肺動脈閉鎖・心室中隔欠損例で，

3本の主要体肺側副動脈を伴っていた（表1参照）．

　これら3症例に，GE社製超伝導型MRI装置（静磁
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表1　狂例のまとめ

症例 診断時年齢 性 心　奇　形 転　　　帰

1 5歳3ヵ月 男 CCH、　PA・VSD Fontan手術　　　生存

2 1歳9ヵ月 男 CCH，　SIV、　VSD 大動脈形コ曳術＊

CoA 肺動脈絞拒術　　生存

3 14歳6ヵ月 男 SIV Unifocalization

PA・VSD・MAPCA Rastelli手術　　生存

CCH：criss・cross　heart，　CoA：coarctation　of　the　aorta，

MAPCA：major　aortopulmonary　collateral　artery，　PA：

pulmonary　atresia，　SIV二superoinferior　ventricle、　VSD：

ventricular　septal　defect，’subclavian　flap法

場：0．5Tesla）［症イ列1］，　Siemens社製超伝導型MRI

装置（静磁場：1．5Tesla）［症例2，3］を用い，　Spin

echo（SE法），シネMRI［gradient　echo法］による

評価を行った．SE法は，繰り返し時間を心電図RR間

隔に同期させ，エコー時間15～20mm秒，加算回数4

回，画像のマトリックス128～192×256，スライス幅5

～ 6mmで撮像，シネMRIは繰り返し時間25～30mm

秒，エコー時間12mm秒，フリップ角度20◇，加算回数

4回，画像のマトリックス128～192×256，スライス幅

5mmで撮像した．検査断面は，体軸水平断面，前額断

面，矢状断面を撮像した上で，心奇形の解剖に応じて

適切な断面を加えた．

　なお，心房・心室位の決定に際しては，下大静脈が

注ぎ込む心房を右心房，荒い肉柱を有し三角形様の形

態を有する心室を右心室，微細な肉柱，中等度の乳頭

筋を2個有する心室を左心室と考えた．

　　　　　　　　　　結　　果

　MRIによる心房・心室位の決定，心房・心室間結合

の評価は全例で可能であり，後者はシネMRIを併用

した結果，より確実・容易なものになった．したがっ

て，3症例ともにMRIによるCCH・SIVの診断が・∫

能で，心室中隔欠損孔の位置・大きさ，大血管の異常

についても評価できた．以下，これらのMRI所見に関

して記載する．

　［MRI所見］症例1（図1，2参照）：交差する2つ

の房室間結合の描出には，体軸水平断面像が最も適し

ていた．すなわち，脊椎の右側にある右房は左前方・

肉柱の発達した右室に，脊椎の左側にあり肺静脈を受
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　　　　　　　　　　　図1　MRI所見．体軸水平断面像；症例1
1－1，2）スピンエコー法c1－1ぱ1－2の1cm尾側の断面）．右心房は左前方の右心室に，左心房は右前

方の左心室に連絡していた．1－3，4）シネMRICそれぞれ1－1，1－2と同一の断面ノ，2つの房室間血

流が交差している所見は，シネMRIを用いるとより明瞭であった．

Ao：大動脈，　LA：左房，　LV：左室，　PA：肺動脈，　RA：右房，　RV：右室，　VSD：心室中隔欠損
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　　　　　　　図2　MRI所見（スピンエコー法），体軸前額断面像；症例1

1－1）から4）へと順に腹側から背側に配列．左室はやや低形成であり，大動脈弓は右後方に向かうに

もかかわらず，脊髄の左側を下行し分枝の状態も左大動脈弓様であった．

Ao．大動脈，　LA：左房，　LV：左室，　PA：肺動脈，　RA：右房，　RV：右室

けた左房は右前方の左室に連絡し，この所見はシネ

MRIを用いるとより明瞭であった．大動脈右側で膜様

部から筋性部中隔にかけて，直径10mmの心室中隔欠

損を確認することができた．左室は，右室に比してや

や低形成であった．

　大血管に関しては，右室の左端から起始した大動脈

は，右腕頭動脈を第一枝として分枝していること，左

主気管支を横切っていることより，左大動脈弓の形態

であった．しかし，その走行は右側大動脈弓様に右後

方に向かい，心臓のみならず大動脈もその長軸・時計

まわりに回転していることを示していた，また，主肺

動脈起始部は認めなかったが，左右肺動脈は連続性を

有し，発育は良好であった．心エコー法で認めた僧帽

弁のstraddling（心室中隔右室面の心室中隔欠損孔近

傍）に関しては，筆者等の選択した断面でぱ，これを

直接描出することも，心房からの流入血が両心室に向

かうことなどにより，間接的に診断することもできな

かった．

　症例2（図3，4参照）：体軸前額断面像において，

右房は左上方の右室につながり，左後方に長く伸びた

流出路を経た後に絞拒術を施行された肺動脈へと連絡

していた．一方，胸部下行大動脈のやや右前方，右房

の左後方で肺静脈を受けた左房は，その前方にある左

室につながり，両側房室間結合が交差していることを

示していた．また，左右の心室は上下の位置関係にあ

り，SIVの状態にもあった．その他，体軸矢状断面で

は，subclavian　flap法による形成術を受けた大動脈

が，体軸水平断面では，直径10mmの心室中隔欠損孔

に大動脈が騎乗している状態が描出された．

　体軸高位背側から低位腹側への断面で，シネMRI

を観察すると，右房からの血流は左上後方に伸びる右

室・右室流出路を経て，肺動脈に駆出されていた．ま

た，左室は右室の前下方にあり，左房はSE法により胸

部下行大動脈の右前方にあることが示されており，左

右房室間結合が交差していることは明らかであった．

　症例3　〈．図5参照）：体軸前額断面像で，右房は発達

した肉柱を有し三角形の形態を有する右室に連絡，右

房の左後方に位置する左房は，緻密な肉柱・中等度の
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　　　　　　　図3　MRI所見（スピンエコー法），体軸前額断面像；症例2

3－1）から4）へ順に腹側から背側に配列．右心房は左上方の右心室に，右心房の左側にある左心房は，

その前方にある左心室に連絡し，2つの房室間血流は交差していた．また，両心室は上下の関係に

もあった．

Ao：大動脈LA：左房，　LV：左室，　PA：肺動脈，　RA：右房，　RV：右室，　RVOT：右室流出路

乳頭筋を2個有する左室に連絡していた，2つの房室

間血流は交差する位置関係になかったが，左右心室は

上下に配列しSIVに該当していた．また，大動脈は両

心室から起始するように見え，心室中隔欠損孔を介し

て心室中隔に騎乗していた．

　体軸水平断面像では，心室中隔欠損孔，連続した左

右肺動脈，主要体肺側副動脈の存在が確認できた．主

要体肺側副動脈の正確な本数・起始部は明らかにでき

なかった．両側房室問結合が交差していないことは，

シネMRIでも確認された，なお，本児にはRastelli手

術が施行されたが，その際，心膜欠損の合併は認めな

かった．

　　　　　　　　　　考　　察

　CCHとは体循環・肺循環血流が房室位で交差する稀

な病態（すなわち右側心房が左側心室に，左側心房が

右側心室に交通する）であり，上下に配列する心室

（SIV）を伴うことも少なくない2）3｝．　CCHの本質は心室

の回転異常であり，心房・心室の空間的位置関係（rela－

tion）は通常の心房心室結合（connection）からは推測

し難いため2），両者を個々に評価する必要がある．

　MRIは循環器疾患の診断法として最近注目されて

いるが，X線CTに匹敵する空間分解能を有し，任意

の検査断面が設定可能な低侵襲性の検査法で，区分分

析法による先天性心疾患のMRI診断に関しても報告

されている1）4）．今回の検討はCCH・SIVの診断におけ

るMRIの有用性に関するもので，自験例では全例で

MRIによる診断が可能であった．以下に重要と考えら

れた点に関して記載する．

　［MRIによるCCH・SIVの診断］MRIの利点は5），

1）低侵襲性で，2）超音波が通りにくい症例・部位も

評価できること，3）複数の心血管構造を直接かつ同時

に多方向から観察できること，4）心，血管腔の胸郭内

での空間的位置（および位置関係），他臓器を含めた評

価が可能であることなどであるが，特に3），4）の項目

は，特異なrotational　malpositionを示すCCHの診

断には有利な点と考えられる．

　CCHのMRI所見に関しては，文献上もまだ症例報

告の域を出ていないが，Linkら6）は1歳男児例につい
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　　　　　　　　　　　　　　　図4　MRI所見；症例2
4－1～3）体軸水平断面像（スピンエコー一法）；1順に頭側から尾側へ配列．4－4）体軸高位背側から低位

腹側に向かう断面（シネMRI）スピン＝コー法，シネMRI法により，2つの房室問血流が：交差し，

両心室が上下の関係にあることがわかる，

dAo：ド行大動脈，　LA：左房，　LV：左室，　PA：肺動脈，　RA：右房，　RV：右室

て検討し，房室問結合を評価するためには，複数の心

血管構造を同時に描出できるMRIが非常に有用で

あったと報告，Igarashiら7）も，カラードプラ法により

房室間血流を，MRIにより心血管構造の空間的位置関

係を評価し，CCHの非侵襲的診断が可能であったと述

べている．

　自験例でも，MRIにより心房・心室の空間的位置関

係・房室間結合の評価のみならず，心室中隔欠損，右

室流出路狭窄，大血管の走行異常，心室低形成など，

CCHに伴いやすい合併心奇形が診断された，特に

MRIでは，心室中隔がねじれていてもそれを直接描出

できるため，欠損孔の位置・大きさを正確に評価する

ことが可能で，シネMRIを併用すれば，カラードプラ

法を用いずとも房室間結合の評価は容易であった．そ

して，体軸に対する心房・心室の位置関係から、CCH

例では体軸水平断面像，SIV例では前額断面像が房室

問結合の評価に最も有用と考えられた．症例2のよう

にCCH・SIVが合併した場合にも，前額断面でその診

断は容易であった，

　［MRI検査と心血管造影・心エコー検査の比較］従

来，心血管造影検査8），心エコー検査9）10）は，CCH・SIV

の有用な診断法とされ，いくつかの報告が認められる．

Freedomら8）はCCH・SIVの診断における心血管造

影検査の有用性に関して報告し，区分分析法による心

房心室間結合評価の有用性についても言及している．

また，Carminati9｝，　Marinoらlo）は，心エコー法による

肋骨弓下からの検索がCCH・SIVの診断に有用で，房

室弁の異常，特にstraddlingの評価に関しては，心エ

コー 検査が心血管造影検査に比して優れていたと報告

している10）．

　自験例においても，CCH・SIVの診断は，　MRI検査

前すでに，心r血1管造影検査，心エコー検査によりなさ
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　　　　　　　　　　　図5　MRI所見（スピンエコー法）；症例3
5－1・一一・3），体軸前額断面像；順に腹側から背側に配列．右心房は右心室に左心房は左心室に連絡し，

両側房室間血流は交差していなかったが，左右心室は上下に配列していた．5－4）．体軸水平断面像；

中等度の乳頭筋を有する左心室，連続した中心肺動脈を認め，その背側には数本の主要体肺側副動

脈（↑）が認められた．

Ao：大動脈，　LA：左房，　LV：左室，　PA：肺動脈，　RA：右房，　RV：右室

れており，これらの検査法が有用であることに異論は

ない．また，症例3のように主要体肺側副動脈を伴う

場合，MRIによりその本数・起始部を心血管造影検査

と同等に描出することは難しく，症例1でも，僧帽弁

のstraddlingを明らかにすることはできなかった．後

者に関して，心房からの流入血が両心室に向かう所見

など，straddlingの間接的診断には検査断面の選択が

重要で，筆者等がシネMRIで設定した断面が，その評

価に必ずしも適切であったとは言えない．しかし，房

室弁などの動きが激しく薄い構造物を，MRIにより観

察することは困難であり11｝，この点における心エコー

検査の優位性は動かし難いものと考えられた，

　．…方，CCH・SIVの診断に際し，心血管造影検査は

以下の点において，若干の問題を有していた．すなわ

ち，1）心房中隔欠損を合併していない場合，左房につ

ながる心室・大血管の形態・位置関係を観察するため

には肺動脈造影が必要になる．そして，肺動脈閉鎖合

併例では，シャント導管（症例1），主要体肺側副動脈

（症例3）などを介して，造影を行うことになるが，こ

の際に使用できる造影剤量には限界があり，描出され

た左房・左室像は必ずしも明瞭なものではない．2）自

験例では，1回の心血管造影検査で，房室間結合・心

内構造を概ね明らかにすることができたが，症例1・

2の側面像のように心房・心室像が重なりあい，房室

間結合の評価が困難な場合があった．したがって，造

影剤を使用せずに多方向から心血管構造を観察できる

ことは，CCH・SIVなど特異なrotational　malposition

を示す心疾患の診断上，MRIに非常に有利な点と考え

られた．

　また，MRI同様に無侵襲な心エコー検査でも，カ

ラードプラ法を併用することにより，交差する2つの

房室間結合を評価することが可能であった．しかし，

画像はMRIの方が鮮明で，房室間結合の評価に関し

ても，心室がその長軸回りに回転した様子を体軸の中
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で捉えたうえで房室間血流を描出できるMRI（シネ

MRI併用）のほうが，むしろ有用であった，

　以上より，CCH・SIVのように，特異なrotational

malpositionを示す複雑心奇形の評価には，心血管造

影検査，心エコー法，MRIなど，それぞれの検査の特

色を生かして，総合的な評価を下す必要がある．しか

し，房室間結合，心血管の空間的位置関係の評価には

MRIが最も有用であり，その併用によりCCH・SIVの

解剖学的評価がより正確かつ容易になるものと考えら

れた．
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Magnetic　Resonance　Imaging　of　the　Criss・Cross　Heart　and　Superoinferior　Ventricle

Masahiro　Kamadai｝，　Kyouko　Satoui），　Shingo　Yasuharai｝，　Katsuyuki　Ashihara1），　Shuhei　Satou2），

　　　　　　　　　　　　　　　　　Eiji　Sugawara3），　Shunji　Sano3｝　and　Yoshiki　Seino’）

　　　　　　　　1＞Department　of　Pediatrics，　Okayama　University　Medical　School，　Okayama，Japan

　　　　　　　　2）Department　of　Radiology，　Okayama　University　Medical　School，　Okayama，Japan

　　　　3）Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Okayama　University　Medical　School，　Okayama，　Japan

　　　Three　children　with　criss・cross　heart（CCH）and／or　superoinferior　ventricle（SIV）were　studied

with　ECG－gated　magnetic　resonance　imaging（MRI）．　MRI　was　performed　by　spin　echo　and　gradient

refocused　imaging　technique　operating　on　1．5　tesla．　MRI　was　very　useful　in　evaluating　the　rotational

malposition，　simaltaneously　showing　all　components　of　the　heart　in　three　orthogonal　planes　i．e．，

coronal，　sagittal，　and　transverse．　The　sequential　order　of　the　adjacent　cardiac　segment　of　the　cardiac

segment（relation）were　correctly　identified　in　all　3　patients．

　　　MRI　has　the　following　2　advantages　over　angiocardiography　and　echocardiography：1）Although

levophase　pulmonary　arteriograms　are　frequently　necessory　to　sort　out　atrioventricular　connections　in

angiocardiography，　it　may　be　sometimes　obscure，　whereas　MRI　can　directly　and　clearly　demonstrate

the　cardiac　segment，　and　visualize　the　contiguous　structure　without　overlapping；and　2）The　wide　field

view　and　the　ability　of　MRI　to　visualize　the　interior　and　exterior　of　the　heart　enable　one　to　analyze　the

relation　between　cardiac　chambers　and　great　vessels　in　a　manner　superior　to　echocardiography．
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