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心房分割手術におけるMR画像からの簡易実物大立体像作成の有用性
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　Fontan型手術やMustard手術に際し，三次元的に適切に心房を分割するには多くの知識と経験を要

する．術前に三次元実物大立体像が手軽に入手できれば，細かな手術計画が客観的に可能となり，また

術中の弛緩した心房でも出来上がりのイメージを描きながら手術が可能である．我々は特に心房分割の

必要な症例にMR像から実物大立体像を作成し，手術計画を立てている．方法はSE法によるMR像を

透明なシート上に実物大に拡大投影し，心房，心室，大血管等を色分けをしてトレースする．このシー

トをスライス幅に応じて透明なガラス板に積層し，下から光をあてることにより空間上に実物大立体像

を得る．多方向から観察して，心房分割の手術計画を立てる．本稿では3例の実例を示した．本法は容

易，安価，かつ作成すること自体が教育的であり，経食道エコー法等他の画像の理解にも役立つ．三次

元画像を手術に応用する際の基本的な問題についても併せて考察する．

　　　　　　　　　はじめに

　複雑心奇形に対するFontan型手術やMustard手

術の応用に際し，三次元的に適切に心房を分割するに

は多くの知識と経験を必要とする．同じFontan型手

術においても人工血管によるトンネル法，心外導管法，

すべて自己組織を使用する法など，選択される方法は

多彩である．術前に実物大立体像が手軽に入手できれ

ば症例に応じた細かな手術計画が客観的に可能とな

り，また術中の弛緩した心房でも出来上がりのイメー

ジを描きながら手術が可能である．我々はMR画像か

ら簡易な実物大立体像を作成し，特に心房分割の必要

な症例に役立てている．方法と実例を示し，その有用

性を述べる．

　　　　　　　　　方　　法

　Spin　Echo（SE）法によるMR像を透明なシート上

に正確に位置を合わせて実物大に拡大投影し，心房，
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心室，大血管等を色分けをしてトレースする．このシー

トをスライス幅に応じて透明なガラス板の入った箱

（イメージボックスと呼んでいる）に積層し，下から光

をあてることにより，空間上に実物大立体像を得る（図

1）1）．

　図2に実際の拡大投影システムとイメージボックス

の例（症例1）を示した．冠状断，矢状断も含めた他

方向からの観察も可能である．同時に心血管造影の所

見をトレースし実物大に拡大，縮小して立体像と重ね

あわせ，整合性を充分に検討する．時に立体像では表

せない冠状動脈の走行なども確認する．以上から総合

的に心房分割の手術計画をたてる．

　なお，実物大の立体像をそのまま写真撮影し，二次

平面像で表現するとどうしても立体感が伝わらないジ

レンマがある．本稿では実物大立体像をスライド撮影

し平面に投影，この像より得られた二次平面上での

シェーマも併用して表現する．

　　　　　　　　　症例と結果

　症例1二48歳女性，Isolated　atrial　noninversion（孤
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図1　実物大立体像の作製方法．断層像を透明なシー

　ト上に実物大に拡大投影し，心房，心室，大血管等

　を色分けをしてトレースする．このシートをスライ

　ス幅に応じて透明なガラス板に積層し，下から光を

　あてることにより，空間Lに実物大立体像を得る．

立性心房非逆位），Cardiac　type　TAPVD，　Azygos

centinuation．まれな症例で，通常の体表面エコーでは

鮮明な画像が得られにくく，経食道エコー法では心房

側以外，系統的理解が得にくかった．そこでMRIを施

行したところ，成人であるため像が鮮明に得られた（図

3）．これをもとに実物大立体像を作成したところ，大

静脈，心房，心室，大血管，肺静脈の立体関係を完全

に把握できた（図4）．この後心臓カテーテル検査を施

行，血行動態的にも肺高血圧症等はなく，MUstard手

術による根治術が可能と判断した．

　手術に際しては，立体像から術前にバッフルの大き

さと形状までイメージ可能で，あらかじめ作製した紙

を滅菌し，これを型にしてウマ心嚢膜をカットし縫合

した．なお肝静脈への脱血管は左心耳から心房中隔欠

損を通すことにより，手術はさらに容易であった（図

5）．症例の詳細は別に報告した2）．術後7年，良好に

経過している．

　症例2：23歳男性，単心室症＋肺動脈狭窄．Fontan

型手術の適応で，術式選択に当たってはde　Levalら3）

の血流動態の報告から人工血管による心房分割を第一

選択としたが，最初の例であったため，MR画像から

の実物大立体像を作成し，可能であることを確信した．

本例では術後6年の立体像（図6a）とこの投影像より

得られた上下大静脈，肺動脈のシェーマを示した（図

6b）．

　症例3：4歳男児，単心室症，肺動脈絞拒術後．諸

検査からはFontan型手術の適応で，成長を考え，なる

べく人工物を使用しない方法の可能性を立体像で検討

した．ここでは右斜め上からみた水平断の立体像（図

7a）とこの投影像から得た心房の外観のシェーマ（図

7b）を示した．　MRの一水平断像からも心房分割はす
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図2　実際の拡大投影システム（a）とイメージボックスの例（b，症例1）を示した．冠状断，矢

　状断も含めた他方向から観察して，心房分割の手術計画をたてる．
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図3　症例1の48歳女性，Isolated　atrial　llonilコversion（孤立性心房非逆位），　Caradiac　type

　TAPVD，　Azygos　contiIluationのMR像．（O．5　Tesla，　TR　1，589msec，　TE　30rnsec）．スラ

　イス間隔は／0mm．図中の略号は循環器学用語集（日本循環器学会用語委員会編）を用いた．以下

　の図でも同じ．
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図4　症例1の立体像のシェーマ．前面の心室側（左）

　と後面の心房側（右）を別に，また冠状動脈の走行

　を加えて示した，立体像で解剖を完全に把握，Mus－

　tard手術を選択，バッフルの形状までイメージ可能

　であった．

べて自己組織で可能と推定され（図8），実際加藤木

ら4）の方法でのtotal　cavopulmonary　colmectioll

（TCPC）が可能であった（図9）．

図5　症例1の手術所見と術式のシェーマ．肝静脈へ

　の脱血管は左心耳から心房中隔欠損を通した（図

　左）．立体像からバッフルの形状と大きさを想定し

　（長さ10cm，上部の幅5．5cm，下部の幅4．Ocm），紙

　をカットした（図中央）．これを滅菌して型としてウ

　マ心嚢膜をカットし，縫合した（図右）．心房中隔欠

　損は拡大し，除脈性不整脈もあったため，冠状静脈

　は新右房側として，永久ペースメーカー移植を行

　なった．なお，実際はより立体的で奥深く，視野，

　視点が限られているため，図のように全貌が見える

　わけではない．
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図6　症例2の23歳男性，単心室症＋肺動脈狭窄．本

　例では術後の右斜め上からみた心房，肺動脈の立体

　関係を示した．E－PTFE人工血管によるlateral　tun－

　nel型心房分割術後6年後の立体像（a）と大静脈，

　肺動脈のシェーマ（b）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b

　　　　　　　　　　考　　察

　現在，三次元画像診断や，三次元的な術野の表現と

その伝達などはいくつかの領域ですでに応用されつつ

ある．心臓外科領域では手術時臓器の形がかなり変わ

り得ること，最終的には四次元的に機能することで完

成することなどの特徴から，三次元画像の応用が難し

く，メリットも少ないと思われたためか，この分野に

関しての報告は少ない．我々も実際現時点では多くの

心臓手術について三次元化された画像の必要性はそれ

ほど多くないと実感している．

　しかし，近年報告されている新しい術式の中には，

単純な線や面上での手術から，心房分割や右室流出路

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第6号
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図7　症例3の4歳男児，単心室症，肺動脈絞拒術後

　例．Fontan型手術の適応で，術前MRの3断面の再

　構成から心房の立体像を得た．ここでは右斜めトか

　らみた水平断の立体像（a）とこの投影像から得た心

　房の外観のシェーマ（b）を示した．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b

から両側肺動脈への経路の再建，あるいは弁形成術な

ど，きわめて立体的で複雑な手術方法が多く，これま

での二次元のうえでの組合せだけでは想像しえないも

のとなってきた．このような手術時には特に視野，視

点が限られており，より正確な全体のイメージのもと

に部分的な操作が遂行される必要がある．このため今

後外科医がより理解しやすい画像表現や術式の伝達法

などについてもあらためて検討する必要性もあると思

われる．

　ここに示した心房分割手術については，優れた手術

書はあるものの，個々の症例での違い，分割に関する

術式も多様，選択されるべき術式と可能な術式の差異

があること，術中は心房が弛緩状態である，あるいは

術者の熟練度の相違など，成否を左右する複雑な要因

がありうる手術である．このことから，心房分割手術
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図8　術前の心房中央での水平断（図上）での心房分割をすべて自己組織で行なう場

　合の予想図（図下）を示した．心房分割はすべて自己組織で可能と判断した．

図9　症例3の手術所見と手技．実際加藤木らの方法

　でのTCPCが可能であった．なお，この手術におい

　ても視野や視点は限られている．

時には対象としての心房，心房中隔，上下大静脈，肺

動脈の客観的な立体関係を示し得る三次元画像の意義

は大きいものと考えている．

　特に最近は血流動態的に見てより理想的なFontan

型手術を探るべく，三次元画像とコンピューターを駆

使してのシュミレーションによる詳しい分析もなされ

つつある5）．また臨床的にも心耳と肺動脈を吻合し，右

心房をまるごと使用する“Classic”なFontan手術で

は遠隔期心房性不整脈や心房内の血栓の問題から，lat－

eral　tunnel　typeのTCPCへと転換する報告も出てき

ている6）7）．

　術式間の優劣は別としても，右心バイパス手術にお

いてはde　Levalら3）5）はTCPC　typeの術式の方が優

れていると主張し，さらに加藤木ら川よこれを自己組

織のみで原則全例可能と述べている．これを実際の症

例に当てはめる場合，本法のような手段を以て術前に

シュミレーションし検討することは有用な方法の一つ

と思われる．すなわち今後この分野では三次元的な思

考を持っての手術，およびその評価がより必要とされ

るものと推測している．

　ところで，CT像やMR像あるいは超音波像からコ

ンピューターを駆使しての三次元再構成技術の進歩か

ら，最近は比較的容易に三次元画像が入手できるよう

になってきた．この三次元画像は一般に平面上に表現

されていることからPseudo　3D（疑似立体法）といわ

れており，ここに示した三次元空間に立体で表示する

方法（True　3D）とは明らかに異なる．このためこの

Pseudo　3D画像を実際の手術に応用することとなる

と，いくつかの間題があるように思える．

　そこで他領域でも実物大のTrue　3D像を手術に応
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用している我々の経験から，三次元画像に内在する問

題のいくつかに触れたい．まず基本的に三次元画像は，

どの表示方法を取ったとしても主として対象となる臓

器の“境界”を表現しているものであることを認識し

なければならない．この“境界”は手術時の実際の境

界と異なる．さらにこれを認識する視点が画像ヒは無

制限で，より理解しやすい視点を選ぶことができるが，

手術では視野および視点は極めて限定される．

　っぎに，実物大True　3D像と一般のPseudo　3D画

像の違いを挙げてみると，第一に多くのPseudo　3D画

像は実物大でない．外科医にとっては手術に応用する

際はできるだけ実物大が望ましいと思われる．第二に

Pseudo　3D画像では立体感をいかに実際に近似して

表示し，感じとるかがその本質的なところであるが，

ここにも多くの問題点が内在している．例えば“奥行

感”についてはPseudo　3D画像は，観察者があくまで

画像から想像力を働かせる必要があるが，それによっ

て構成されるイメージが必ずしも実際の立体関係と相

同とは限らない．このほかにも視覚的な立体認識につ

いては複雑な要素が多く，Pseudo　3D法ではどのよう

な方法を取ったとしても問題点は多いと思われる．

　これに対し，我々のここに紹介した実物大のTrue　3

D像は，その方法自体簡易な方法であるうえ，表現方

法も立体そのもので表示する方法であるためきわめて

理解しやすい方法であり，実際に手術に人らない小児

循環器科医や，経験の少ない外科医にとっても疾患の

具体的イメージをある程度描くことが可能となる有用

な方法と思われる．加えて，本法は安価，かつ作成す

ること自体が教育的であり，経食道エコー法等他の画

像の解析にも役立っている．

　なお，この方法の欠点もいくつか存在している．た

とえば，真横からは見えづらい，四次元情報（心拍に

よる動きなど）をいれることができない，距離や体積

の計測が難しい，さらに最大の欠点は雑誌や学会発表

などで，二次平面にもどすとその良さが伝わりにくい

などである．しかしこれらの欠点は，例えば真横から

の像が得たい場合は他の軸での像からの再構成で充分

可能であるなど，その有用性を否定するほどのもので

はない．まずは始めてみて実感することこそ大切では

ないかと思っている．

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第6号

　今後の三次元画像診断の進むべき方向の一つとし

て，“ユーザー”の一員である外科医が主体性を持ち，

例えば新しい術式を取り入れる際に容易に確実に手術

操作の目的が達せられるためにはどのような画像がよ

り良いか，という具体的目標に沿って開発されるよう

期待したい．外科医自身が本当に必要な情報とは何か

あらためて考えてみることも必要と思われる．
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Usefulness　of　the　Actual　Size　True　3D　Reconstruction　Imaging　for

　　　　　　　　Atrial　Separation　Procedure　in　Cardiac　Surgery

Shinpei　Yoshii，　Shoji　Suzuki，　Shigeru　Hosaka，　Wataru　Takahashi，

　　　　Samuel　Abraham，　Shoji　Fukuda，　Yusuke　Tada，　Jun　Yanai＊，

　　　　　　　Takayuki　Komai＊，　Hisashi　Sugiyama＊，　Tetsushi　Tan＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Minako　Fujishima＊

The　Department　of　Surgery　and　Pediatrics＊，　Yamanashi　Medical　University

　　　An　atrial　septation　in　Fontan　type　operation　or　Mtlstard　operation　can　be　accomplished

easily　and　safely　if　we　can　get　an　actual　size　three－dimentional　cardiac　model．　For　this　purpose，

we　usually　reconstruct　the　actual　size　true　three－dimensional　imaging　from　magnetic　resonance

（MR）imaging　by　our　originally　invented　system．

　　　This　system　is　very　simple　and　inexpensive．　At　first，　using　an　overhead　projector，　we　project

an　actual　size　conventional　MR　image　on　a　table　where　a　transparent　sheet　is　placed　at　the　same

position　according　to　the　precise　axis　and　direction．　Then　we　trace　the　outline　of　arteries，　veins，

atriae　and　ventricles　on　the　sheet　with　various　colored　felt　pens．　Then，　these　sheets　are　put　into

aspecially　designed　box　in　which　transparent　flat　glasses　are　starcked　tier　upon　tier　in　piles，

according　to　the　slice　interval　of　MR　imaging，　and　finally，　by　the　light　illumination　from

underneath，　cardiac　imaging　is　obtained　in　true　three－dimension．　We　usually　use　the　axial

（Transverse）imagillg，　but　in　more　complicated　cases，　we　also　reconstruct　the　three－dimensional

images　from　coronary　and　sagittal　MR　imaging　slices．

　　　From　these　three－dimensional　images　and　other　cardiographies　such　as　cineangiography　and

echocardiography，　we　plan　the　approach　and　operative　procedure　case　by　case．　This　three－

dimensional　reconstruction　method　is　not　only　useful　to　understand　the　other　cardiac　imaging

methods　such　as　trans－esophageal　echocardiography，　but　also　as　an　educational　aid　for　patients，

students　and　young　surgeons．　We　have　described　three　cases　of　three－dimensional　reconstruction

imaging　for　atrial　septation　in　this　paper．
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