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部分肺静脈還流異常症の診断における MR Angiography の有用性
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要

旨

部 分 肺 静 脈 還 流 異 常 症 の 診 断 に お け る fast two dimensional gradient-recalled-echo sequence with
cardiac-triggered segmented acquisition（FASTCARD）法を用いた MR angiography（MRA）の有用性
について検討した．
対象は心房中隔欠損症の術前に，肺静脈還流異常症の検索を行った 31 例と胸部単純写真で部分肺静脈
還流異常症が疑われた 2 例の計 33 例である．
各肺静脈の描出能について spin echo（SE）法と MRA での比較，検討を行った．また MRA による術
前診断を手術または血管造影検査の結果と比較，検討した．
その結果，SE 法横断像による正常還流の肺静脈の描出は，右上肺静脈が 87％，右下肺静脈が 100％，
左上肺静脈が 74％，左下肺静脈が 97％ であった．一方 MRA では 4 本とも 100％ 描出可能であった．部
分肺静脈還流異常症 5 例のうち 4 例は SE 法，MRA で診断できたが，1 例は診断できなかった．また還
流経路が複雑な場合，術前検査としては情報不足であった．
心房中隔欠損症の術前スクリーニング検査として FASTCARD 法を用いた MRA は有用と考えられ
た．ただし部分肺静脈還流異常症を伴う症例では，診断として不十分なこともあり，そのような場合に
は 3 D-造影 MRA が有用であった．

はじめに

影が用いられていた．近年では，磁気共鳴撮像法（以

部分肺静脈還流異常症は稀な疾患ではあるが，心房

下 MRI）による診断法が検討され，spin echo（SE）法

中隔欠損症の 9％ に合併し，また部分肺静脈還流異常

による肺静脈の解剖や還流異常についての研究結果も

症の 85％ から 90％ は心房中隔欠損症に合併するの

報告されている2）〜6）．

1）

で ，いずれかの疾患が発見された際には，両者の検索

我々は肺静脈還流異常症の診断における fast two

が必要となる．また部分肺静脈還流異常症は無症状で

demensional-gradient-recalled echo sequence with

経過する場合もあるが，長期にわたる右心系への容量

cardiac-triggered segmented acquisition （ FAST-

負荷が右心不全を招く恐れがあり，見過ごすことので

CARD）法を用いた MR angiography（MRA）の有用

きない疾患である2）．

性と問題点を検討した．

これまで部分肺静脈還流異常症の診断には胸部単純
写真や超音波検査のほかに，確定診断のために血管造

対象と方法
対象は 1994 年 8 月から 1998 年 9 月までの間に岩手
医科大学付属病院および付属循環器医療センターで心

別刷請求先：（〒020―8505）岩手県盛岡市内丸 19―1
岩手医科大学放射線科
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内修復術を受けた心房中隔欠損症（卵円孔開存や不完
全型心内膜床欠損症を含む）の患者のうち，術前に
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図 1 FASTCARD 法の原理（臨床画像 1994 vol. 10 p 29 より引用）
高速 gradient echo 法と k-space segmentation を組み合わせることで，心周期をい
くつかに分割した multi-phase image が得られる．1 R-R 間隔（1 心拍）に 8 本分の
k-space line を埋めることができる．

MRI で部分肺静脈還流異常症の検索を行った 31 例

つづいて FASTCARD 法にて冠状断像を撮像した．

と，胸部単純写真で scimitar 症候群を疑われ，血管造

FASTCARD 法 は 高 速 gradient echo 法 に k-space

影前に MRI を施行した患者 2 例の計 33 例である．年

segmentation 法を組み合わせたもので，一心拍あた

齢は 1 歳から 65 歳
（平均 9.3 歳）
．性別は男 9 例，女 24

り， 1 スライスの k-space 8 本分を埋めることができ，

例であった．

高 速 cine-MRI や MRA と し て 利 用 さ れ て い る7）〜10）

MRI 装 置 は GE 社 製 超 伝 導 装 置 SIGNA（Advan-

（図 1）
．Pulse sequence は flip angle 30°また は 45°
，

tage または Horizon LX）
，静磁場強度 1.5 テスラを使

TR TE 11.5〜18 3.3〜10 msec，FOV 24×12〜36×36

用した．coil は患者の体格により head coil，body coil

cm，matrix 数 192×256 ま た は 256×256，
1〜4 NEX

または torso coil を適宜選択した．なお検査中，鎮静の

で，撮像時間はおよそ 6 分 30 秒から 10 分前後であっ

保てない小児には抱水クロラールとミダゾラムを投与

た．こ の FASTCARD 法 で 得 ら れ た 画 像 デ ー タ は

した．

SIGNA の independent console ま た は ワ ー ク ス テ ー

心電図同期 SE 法により患者の体軸に対する横断面
を TR TE R-R 9〜 17 msec , FOV 24 × 18 〜 40 × 40
cm，matrix 数 512×512 または 256×512，slice 厚 4〜7
mm，1〜3 NEX で撮像した．撮像時間は患者の心拍数
に依存し，また患者ごとの撮像条件によって若干異な
るが，おおよそ 3 分 30 秒から 5 分であった．

ション（Advantage Windows 2.0）に転送のうえ，放射
線科医が再構成画像を作製した．
患者一人あたりの総検査時間はおよそ 40 分から 1
時間前後であった．
この検査結果をもとに SE 法の横断像と MRA にお
ける，それぞれの肺静脈の描出能を比較した．肺内の
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表１ 正 常 還 流 す る 肺 静 脈 の 描 出 能：SE 法 と
FASTCARD 法の比較

SE

FASTCARD

RUPV

RLPV

LUPV

LLPV

good
fair
poor

48%
39%
13%

27%
73%
0%

19%
55%
26%

39%
58%
3%

good
fair

74%
26%

90%
10%

77%
23%

84%
16%

poor

0%

0%

0%

0%

SE : spin echo 法
FASTCARD : fast gradient recalled-echo sequence with
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第2号

した 28 例のうち，16 例は血管造影を行わずに手術が
施行されており，開心時に肺静脈の確認が行われてい
る．また 12 例は手術適応の決定または他の合併奇形の
有無の診断のために血管造影が施行されており，血管
造影所見と手術によって確定診断が得られた．
部分肺静脈還流異常症をともなっていた症例を提示
する．
2―2）は右上肺静脈が上大静脈に還流
症例 1（図 2―1，
していた症例である．超音波検査で，上大静脈に流入
する血流を認めたが，脈管の全体像ははっきりしな

cardiac triggered segmented acquisition 法

かった．SE 法にて 5 mm 厚の横断像を撮像したが，や

RUPV : right upper pulmonary vein

はり上大静脈に流入する血管は不明瞭であった．そこ

RLPV : right lower pulmonary vein

で FASTCARD 法にて冠状断像を撮像した．再構成画

LUPV : left upper pulmonary vein
LLPV : left lower pulmonary vein

像で，右上肺野からほぼ水平に上大静脈に流入する右
上肺静脈が描出できた．血管造影でも同様の所見が得
られた．手術の結果，右上肺静脈は奇静脈と合流して

肺静脈まで明瞭に描出できたものを good，心房または

上大静脈に還流していた．

上，下大静脈などへの流入部がわかり，流入している

3―2 a，
2 b）では超音波検査で左肺静
症例 2（図 3―1，

肺静脈が肺内のどの部分から還流してきている肺静脈

脈が左腕頭静脈に流入するのを認めた．SE 法の横断像

であるかがおおよそ判断できたものを fair，肺静脈が

で，左肺門部から左腕頭静脈に連続するような管状構

同定できなかったものを poor とした．また肺静脈に関

造物が flow void として認められた．FASTCARD 法

する MRA 所見が手術所見または心血管造影所見と合

にて MRA を行ったところ，左肺門部を上行する太い

致していたかどうか検討した．

垂直静脈が認められ，左腕頭静脈に流入していること

結

果

（1）
正常還流する肺静脈の描出能について：SE 法と
FASTCARD 法の比較

がわかった．しかし，肺内の血管との関係がはっきり
せず，gadolinium-DTPA 0.2 ml kg を生理的食塩水で
約 3 倍に希釈し，3 D-造影 MRA を施行した．すると左

従来の SE 法に比べ，4 本すべての肺静脈が FAST-

上下肺静脈が左肺動脈レベルで合流し，垂直静脈に流

CARD 法を用いた MRA で明瞭に描出され，流入部が

入していた．血管造影でも同様の所見が得られた．垂

同定できなかったものはなかった．また SE 法では同

直静脈と左房の吻合術が施行された．

定しにくいといわれる左上肺静脈も全例で同定可能で
6）

．
あった （表 1）
なお SE 法で描出不能であった原因は，ほとんどが

4―2）は心房中隔欠損症の静脈洞欠損
症例 3（図 4―1，
下位型の症例である．超音波検査では，肺静脈は 4 本
とも左房に還流していると判断した．SE 法の横断像，

心臓や周囲の大血管からの拍動や呼吸性の動きによる

FASTCARD 法による MRA とも 4 本の肺静脈の同定

アーチファクトであった．

は容易であり，4 本の肺静脈は左房に還流していると

（2）部分肺静脈還流異常症の MRA 所見と手術また
は血管造影所見との対比

診断した．血管造影でも明らかな肺静脈還流異常症の
所見は認めなかった．しかし，開心術の結果，20×30

対象とした 33 例中，還流異常が認められたのは 5 例

mm の大きな心房中隔欠損が心房の自由縁に隣接して

で，そのうち 4 例が診断可能であった．1 例は異常な還

存在し，右下肺静脈は右房に開口しているとの診断で

流経路をとっていた肺静脈の流入部が右房と左房の境

あった．

界付近にあり，静止画像では血流方向が不明なため形

症例 4，
5 は胸部異常陰影として発見され，MRA で

態学的に正常還流と判断した．正診率は 80％ である．

scimitar vein が同定された症例である．2 例ともその

偽陽性の症例はなかった．

後に施行された血管造影で確認されている．

術前に胸部単純写真，超音波検査および SE 法，

症例 4 の胸部単純写真（図 5―1）では右下肺野に弧状

MRA で部分肺静脈還流異常を合併していないと診断

の異常血管陰影を認める．超音波検査では右房と下大

平成12年 3 月 1 日
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症例 1 3 歳 女児
図 2―1 FASTCARD 法による MRA では上大静脈に還流する右上肺静脈の全体像が
把握できる．
図 2―2 血管造影で右上肺静脈（矢印）は縦隔側に向かって横走し，上大静脈に還流し
ていることが確認できた．

a

b

症例 2 1 歳 女児
図 3―1 FASTCARD 法による MRA では左腕頭静脈に連なる垂直静脈（矢頭）の存在
が確認できたが，肺内の肺静脈との連続性は不明瞭であった．
図 3―2 a, 2 b 3 D-造影 MRA によって 2 本の肺静脈（矢印）が垂直静脈（矢頭）に流入
していることがわかった．

128―
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症例 3 13 歳 男児
図 4―1 SE 法 axial 像で，右下肺静脈（矢印）が右房と左房のほぼ境界部付近に流入し
ていた．
図 4―2 MRA では，右下肺静脈は左房に還流していると診断した．しかし開心術の結
果，右房に還流する部分肺静脈還流異常であった．

静脈境界部付近に異常血管の流入を認めた．MRA（図

フィーによって肺体血流比が得られる11）〜13）．よって，

5―2）でも同様の所見が得られ，右下葉から還流する肺

術前検査が非観血的に行える可能性が十分にあると考

静脈が肝部下大静脈に流入していることがわかった．

えたからである．この疾患の 9％ には部分肺静脈還流

症例 5 では胸部単純写真で右下肺野に異常陰影を認

異常症を合併することが知られており，従来は胸部単

める（図 6―1）．経食道超音波検査で，左房に流入する

純写真や超音波検査のほか，血管造影によって術前ス

肺静脈を右 1 本，左 2 本確認したが，異常還流する肺

クリーニングが行われていた．しかし患者の多くが乳

静脈は直接確認されていない．SE 法の横断像でも右下

幼児であり，血管造影を施行すること自体が患者に

葉内側に異常な flow void を認めた．MRA により，横

とって負担であり，また造影手技上も術者に熟練した

隔膜レベルで下大静脈に還流する右下肺静脈を認めた

技術が要求される．よって治療を目的とする interven-

．
（図 6―2）

tional angiography は別として，形態診断のための血
考

察

近年の画像診断法の進歩，発展はめざましく，先天

管造影を MRA によって省略できれば患者の負担が軽
減されると考えた．

性心疾患の診断においても非観血的に多くの情報が得

すでに諸家が SE 法による肺静脈の描出能について

られるようになった．特に，MRI や MRA の心血管領

は報告しているが2）〜6），我々はさらに FASTCARD 法

域における研究は盛んで，新しい技術の開発が行われ，

を用いた MRA を行うことで，より客観性の高い解剖

臨床への応用がなされている．

学的情報が得られると考えた10）14）．

今回我々は，この MRI，MRA を用い，乳幼児が対象

SE 法の横断像と FASTCARD 法による MRA で正

となる先天性心疾患の形態学的診断を非観血的に行い

常還流する肺静脈の描出能を比較すると，明らかに

たいと考えた．まず我々は，診断のための血管造影が

MRA で描出能の向上がみられた．SE 法の横断像によ

省略できる可能性のある疾患として心房中隔欠損症を

り流入部位の同定はほとんど可能であったが，さらに

対象とした．この疾患は超音波検査や MRI によって形

MRA のほうが肺内の分枝まで把握でき，肺内の還流

態学 的 診 断 が つ き，超 音 波 検 査 や 血 流 シ ン チ グ ラ

域が同定できるものが多かった．また正常還流の肺静

平成12年 3 月 1 日

症例 4 11 歳 男児
図 5―1 胸部単純写真正面像で右下肺野に弧状の異常陰影（矢頭）を認めた．右心系の
拡大が疑われる．
図 5―2 MRA で，肝部下大静脈に流入する scimitar vein（矢印）を認めた．

症例 5 32 歳 男性
図 6―1 検診で右下肺野に異常陰影を指摘された．胸部単純写真正面像で心横隔膜角
近傍に三角形の異常陰影（矢頭）を認めた．
図 6―2 MRA で，右下肺静脈が横隔膜レベルで下大静脈に流入していることがわかっ
た．
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脈において，SE 法の横断像では肺静脈の流入部が同定

少量に限られる．また造影剤の投与と撮像タイミング

できない症例があったが，MRA では全症例で同定可

の決定にも定まった方法がなく，検討すべき課題が残

能であった．

されている．

SE 法でも横断像と冠状断像を組み合わせることで

また近年，卵円孔開存や二次孔欠損の治療法として

92〜95％ の肺静脈が描出できるとの報告がある6）．し

intervention が行われている18）．術前検査として欠損

かし，我々が対象とした症例の肺静脈の形態や流入角

孔の大きさ，欠損部位の正確な診断が重要で，それに

度には個体差があり，装置の制約上スライスとスライ

は超音波検査が主体となるであろう．ただし，我々は

スの間に gap を置く必要がある SE 法よりも，gapless

intervention の術前検査においても，合併する血管系

の data か ら 再 構 成 画 像 を 作 製 す る こ と が 可 能 な

の異常がないかどうかのスクリーニング検査として

MRA のほうが，より血管の全体像を把握しやすいと

MRA が 有 用 と 考 え る．Intervention と 同 時 に ス ク

考えられた．

リーニングのための血管造影を行うとすれば，カテー

対象とした 33 例中 5 例で部分肺静脈還流異常症が

テルの挿入時間，検査時間が長くなり，合併症の発生

存在していたが，SE 法および MRA で部分肺静脈還流

率が高まったり，使用する造影剤の量も多くなる．更

異常症を指摘できたのは 4 例であった．1 例は超音波

に我々の経験では繰り返し血管造影を行うと大腿静脈

検査や SE 法，MRA のほか血管造影も行われたが，術

や腸骨静脈の狭窄，閉塞を来たし，後日の検査が困難

前には確定診断できなかった．この症例の画像診断上

となることがある．以上のような理由からも術前のス

の問題点は，心房中隔欠損が大きくかつ静脈洞下位型

クリーニング検査として非観血的な MRA の有用性が

であり，SE 法および MRA 上，右房と左房の境界が不

高いと考える．

明確であったために右房の後方下部に流入していた右

今回の研究により，MRA によって大多数の症例で，

下肺静脈を左房に流入していると診断してしまったこ

部分肺静脈還流異常症の診断が非観血的に行えること

とである．改めて SE 法の画像をみると，右下肺静脈は

がわかった．従って心房中隔欠損症においても部分肺

右房と左房のちょうど境界付近に還流しているように

静脈還流異常症の合併の有無を MRA で評価すること

見える．このような症例では，さらに cine-MRI や tag-

により，手術適応の決定あるいは術前検査が非観血的

ging 法の追加により，肺静脈血の流入方向などを詳細

検査方法によって可能と考えられた．

に調べる必要がある15）16）．

結

論

FASTCARD 法による MRA は，造影剤を使わずに

1．部分肺静脈還流異常症の非観血的検査法として

行えるので簡便かつ安全で，喘息やアレルギーなどの

FASTCARD 法を用いた MRA の有用性について検討

合併症のある患者にも安心して施行できる．また肺動

した．

脈狭窄などの合併により肺血流の低下している症例で

2．SE 法の横断面像に比べ，FASTCARD 法の情報

は血管造影による肺静脈の評価が難しいが4），MRA

は再構成画像の作製によって多方向からの観察が可能

では可能である．そのためスクリーニング検査として

なので，肺静脈の描出能が向上した．また SE 法に比べ

有用な方法と考える．

ると，肺内の分枝形態も描出できる症例が多く，還流

しかし，画像の分解能およびコントラストはまだ十

域も把握しやすかった．

分に高いとはいえず，症例 2 のように複雑な還流経路

3．心房中隔欠損症における部分肺静脈還流異常症

をとる症例では，存在診断は可能でも術前検査として

のスクリーニング検査として，FASTCARD 法を用い

は情報不足であった．それを解決する方法としては

た MRA は有用と考えられた．ただし還流異常を伴う

gadolinium-DTPA を用いた 3 D-造 影 MRA が 有 用 で

症例のうち，複数の肺静脈が合流し，垂直静脈を介し

あった14）17）．FASTCARD 法を用いた MRA に比べ撮

て腕頭静脈に注ぐといった複雑な還流経路をとる症例

像時間が 1 分前後と非常に短く，分解能やコントラス

では，画像のコントラストや分解能の点で術前検査と

トが高い，鮮明な画像が得られた．また血管造影と比

しては情報不足であった．このような場合には造影 3

べても 3 D-造影 MRA の方がコントラストが高く，任

D-MRA が有用であった．

意方向からの観察が可能で，客観的評価がしやすかっ

4．心房中隔欠損症単独の症例では，超音波検査や核

た．ただし現時点では，乳幼児に対する造影剤の安全

医学検査のほか MRI, MRA を用いることによって，術

性が確立されておらず，使用可能な造影剤の量もごく

前検査を非観血的に行うことができると考えられた．
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Utility of MR Angiography with Fast Gradient-Recalled-Echo Sequence with Cardiac-triggered
Segmented Acquisition for Diagnosis of Partial Anomalous Pulmonary Venous Return
Mikaru Matsuo1）, Kunihiro Yoshioka1）2）, Kotaro Oyama2）3）
Department of Radiology, Iwate Medical University School of Medicine1）
Department of Pediatrics, Iwate Medical University School of Medicine2）
Memorial Heart Center, Iwate Medical University3）

We studied about the utility of MR angiography（MRA）with the fast two-dimensional gradientrecalled-echo sequence with cardiac-triggered segmented acquisition（FASTCARD）method for
screening of partial anomalous pulmonary venous return（PAPVR）in preoperative patients with
ASD.
Subjects were 33 patients who had MRI examination from 1994 to 1998. Thirty one patients with
ASD underwent the examination for screening of PAPVR and 2 patients had scimitar vein on chest
plain film.
All of the patients had ECG gated spin echo（SE）axial images and MRA with FASTCARD
method.
In patients with normal pulmonary venous return, the detection rate data of each pulmonary
vein by SE was obtained as follows：right upper pulmonary vein（RUPV）：87％, right lower pulmonary vein（RLPV）：100％, left upper pulmonary vein（LUPV）：74％, left lower pulmonary vein
（LLPV）：97％. MRA improved the images and resulted in that 100％ of pulmonary veins were
traced.
SE and MRA depicted 4 anomalous pulmonary veins in 5 patients with PAPVR. In one patient
who had large sinus venosus defect（inferior type）, pulmonary venous return was incorrectly defined. On SE and MRA we interpreted that his right lower pulmonary vein returned to left atrium.
However, the entrance of right lower pulmonary vein into the right atrium was confirmed at surgery. No false-positive determination was made.
MRA using FASTCARD is not sufficient to define the individual pulmonary vein in a few cases
with complex intrapulmonary pathways. We consider to add 3 D-enhanced MRA to establish the diagnosis in those selected patients.
In conclusion, MRA using FASTCARD is a non-invasive and useful technique for screening of
PAPVR.

