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《原　著》

NMR－CTにおける心血管系の臨床応用

今井　　均＊

稲垣　義明＊

吉田　勝哉＊　　渡辺　　滋＊　　増田　善昭＊

池平　博夫＊＊　　福田　信男＊＊　　舘野　之男＊＊

　要旨　NMR－CTによる心血管系疾患診断の有用性を評価するため，常伝導，0。l　TcsiaのNMR－CT（旭

化成社製MARK－」）を用い，27症例（正常10例，患者17例）について臨床検討を行った．

　正常例では全例で各心腔，心筋，大動脈，肺動静脈，大静脈などの大血管の識別がNMR－crにより可能

であった．病的症例では各疾患に以下のような特徴的所見が得られた．

　2例の陳旧性前壁中隔梗塞例では，前壁中隔の壁菲薄化や心室瘤や左室内血栓が認められた．他の陳旧性

前壁側梗塞の1例と後壁側壁梗塞の1例では梗塞部のNMR像による描出は困難であった．うっ血型心筋

症の1例では壁の肥厚のない左室腔拡大が認められ，2例の閉塞性肥大型心筋症では壁肥厚と心腔の狭少化

が認められた．心血管型Behcet病の1例では右室壁在血栓が，僧帽弁狭窄症の2例では拡大した左房と左

房内血栓がNMR像で描出された．3例の胸部大動脈瘤例では拡張した動脈瘤と壁在血栓が認められ，4例

の解離性大動脈瘤例では剥離内膜によリ分けられる解離腔と真腔および壁在血栓が認められた．

　左室腔，左室壁，血栓のT1値の平均と標準偏差はおのおの593土89，341士20，361±84であった．血栓は

左室壁にくらべ一般に低いTl値をとるが，新鮮血栓とおもわれる例では左室心筋壁より大きな値をとった．

以上の結果はNMR－CTが心血管系疾患診断に有用であることを示すものである．

1．はじめに Abbreviations

　近年新しく出現したNMR－CT（Nuclear　Mag－

netic　Resonance－Computed　Tomography；’ 核磁気

共鳴コンピュータ断層撮影）は日進月歩の早さで

開発が進められている．NMR－CTは種々の疾患

領域において，その臨床応用が期待されているが，

心血管系疾患領域もその一つである1・2）．今回，

われわれは放射線医学総合研究所に設置されてい

るNMR－CTを使用し，心血管系疾患に対するそ

の臨床的有用性を検討した．
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1．装　　置

II．方　　法

核医学　21巻12号（1984）

　旭化成社製NMR－CT（ASAHI　MARK－」）を使

用した．装置の主な仕様をTable　1に示す．

　2．対　　象

　正常10例と心血管疾患患者17例の合計27例を対

象とした（Table　2）．

Table　l　Performance　of　imager（ASA田MARK－J）

Magnet ：0．1Tesla，　resistive

Mode　of　imaging：Spin－Warp　method

Pixcell　numbers

Scanning　area

Slice　thickness

：Saturation　recovery（SR）imaging

：Inversion　recovery（IR）imaging

：TI　imaging

：Transverse，　coronal，　sagital

：128×128，256×256

：48×48

：15mm
Spatial　resolution：Head　coi12mm，　Body　coil　4　mm

Time　　　　　　　：2－4min

Tab｝e　2　Case　materials

Diagnosis

Normal

Myocardial　infarction

Left　ventricle

　aneurysm
Left　ventricle

　thrombus
　Pericardial　effusion

Cardiomyopathy

　Hypertrophic

　　cardiomyopathy

　Congestive

　　cardiomyopathy

Behget’s　dis．　with　right

　ventricle　thrombus

Valvular　dis．（Msr，　Asr）

　Left　atrium　thrombus

Case　　Age
number　（Y）

Sex

lb　21－26

4　49－64

（2）

（2）

（2）

3　　43－64

（2）

（1）

1　　39

2　　53－61
（2）

F
一
1

M

9
4

2　　1

Thoratic　aortic

aneurysm
　Mural　thrombus

Dissecting　aortic

aneurysm
　Mural　thrombus

Total

3　　64－74
（3）

4　　37－73
（2）

－
う
一

2　　1

3　　1

2721－74234

　3・撮像法
被検者は装置内に抑臥位とし，できるだけ小さ

な呼吸を繰り返させた．まず，全例で大動脈弓部

レベルから左室下部レベルまで15mm間隔で連

続的に横断IR像を撮像した．次いでこの画像を

参考にし，必要個所のみについてSR像とT1像

を撮像した．一部例では腹部についても撮像した．

また横断像のほか冠状断像と矢状断像を撮像し，

さらにT1像については心血管の種々の部位に関

心領域を置きT1値を計算した．

　パルス系列は，IR像については180度パルスと

90度パルスまでの待ち時間（Td；delay　time）を主

に350ミリ秒として繰り返し時間（Tr；repetition

time）を1，㎜ミリ秒とした．　Tl像については，

Tdを300ミリ秒とし，　Trを1，000ミリ秒とした．

SR像については，繰り返し時間を300ミリ秒か

ら1，000ミリ秒の間で撮像した．これらの撮像に

要する時間は1スライス当たりIR像，　SR像で2

分，T1像で4分を要した．ブラウン管に表示さ

れた画像はマルチフォーマットカメラに記録した．

111．成　　績

　1．基本的検討

　一般に，IR像はいわゆる『Tl値強調画像』と

言われ3），パルス系列の条件による画質の変化が

見られる．したがって，始めにパルス系列の条件

が正常心血管のIR像において心血管壁と血液腔

の画質のコントラストに及ぼす影響を検討した．

繰り返し時間を1，000ミリ秒と一定にし，待ち時

間を250ミリ秒から450ミリ秒まで50ミリ秒間隔

で増加させると，待ち時間が350ミリ秒前後で心

筋壁と血液腔とのコントラストがもっとも強調さ

れた．Fig．1A～CにIR像について待ち時間を

変化させた場合の画像を示す．Fig．1A，　B，　C，は

それぞれ250ミリ秒，350ミリ秒，450ミリ秒の

条件のIR像である．心血管壁と血液腔の画質の

コントラストは1Bにおいてもっとも明瞭となっ

ている．良いコントラストの得られる待ち時間に

は多少の個人差が見られたが，ほぼ待ち時間が

350ミリ秒前後であった．この条件は横断像だけ
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Fig．1　30　years　old　man，　normal．

1A　　Invcr～ion　recovery（250，1000）
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1B　Inversion　recovery（350，1000）
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1C　　Inversion　reこovery（450，1000）

でなく冠状断像や矢状断像においても同様であっ

た．

　次に画像種類の差について検討した．IR像で

は心血管周囲脂肪や心血管壁は高信号として描出

コti　tiaturatlon　recovery　〈juu，1uOO）

され，血液腔や髄液腔は低信号として描出された．

　またTl像では脂肪や心血管壁は低信号として，

血液腔や髄液腔は高信号として描出された（Fig．

1D）．また，水素密度を反映すると言われるSR

像では，通常心血管壁と血液腔との区別は困難で

あると言われている4）．われわれの得たSR像で

も両者の間の信号強度に多少の差を見たものの，

その画像による区別は不明瞭であった（Fig．1E）．

しかし，IR像では気管や腸管や血液腔がともに

低信号なため鑑別に困難な場合があるが，このよ

うな場合にSR像では血液腔を気管や腸管と明瞭

に区別することが可能であり，体内の血液と空気

を鑑別できた．

　2．正常NMR像
　正常例10例全例のNMR像で，各心腔，大動

脈，大静脈，肺動・静脈およびそれらの大きな分
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岐tiUtコ1・；か認められた．また，心］｛江管壁，心llLL管腔，

心周囲脂肪の識別が可能であった．しかし，弁膜，

冠動脈，奇静脈の検出は1丞1難であった．5例では

腹部のNMR－CTを同時に実施し，全例で腹部大

21巻12｝」－U984）

動脈と．ド大静脈を認めることかてきた．

　Figure　2A～Gは肺動脈分岐レベルより左室下

：部レベルまで15mm間隔で撫像したIR横断像
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2G　Lower　left　ventricle　level
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Fig．4　　64　years　old　nユan，　hypertrophic　obstructive

　　　cardiomyopathy　with　pericardial　cffusio11．

　　　　　　　　　4A　X－ray　CT
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Fig．3　49　years　old　mall，01d　myocardial　infarction

　　　with　left　ventriclc　aneurysm　and　left　ventricle

　　　thrombus．
　　　　　　　　　3A　X－ray　CT
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4C　　TI　image

3B　TI　image（300，1000）

　3．病的NMR像
　1）心筋梗塞：発症後2か月より3年経過した

心筋梗塞例4例のうち前壁中隔梗異の2例では，

中隔より前壁にかけて壁の菲薄化と左室瘤が認め

られ，また合併する左室内血栓が認められた．こ

れらの所見はX線CT所見と良く一致した．他

の前壁側壁梗塞例と後壁側壁梗塞例では梗塞部を
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推定する所見は認められなかった．

　症例1：陳旧性広範囲前壁梗塞．49歳，男性．

発症後3か月経過．Fig．3AはX線CT像で左室

壁は外方へ突出し，心室瘤を形成している．瘤内

には壁在血栓を認めた．Fig．3Bは同一部位のT1

像で，同様に左室瘤内に低信号の血栓を認めた．

　H）心筋症：閉塞性肥大型心筋症2例のNMR

像ではいずれも肥厚した左室壁と狭小化した左室

腔を認め，肥厚は壁全体に及び特に中隔で著明で

あった．また1例では心膜液貯留を認めた．

　症例2：閉塞性肥大型心筋症．64歳，男性．昭

和50年に心肥大指摘され，同54年には労作時呼吸

困難が出現した．Fig．4Aのx線CT像では中隔

と左室自由壁が肥厚し左室腔は狭小化しており，

前壁と後壁に中等度の心膜液貯留を認めた．Fig・

4Bの同一部位のTR像ではX線CT像とほぼ同

様な所見であるが，Fig．4cのTl像では心膜液

貯留が半月状に高信号領域として明瞭に表示され

た．このようにNMR像ではパルス系列を適宜

選択することで関心のある部位をより明確に表示

できた．

　うっ血型心筋症の1例では心筋壁の肥厚を伴わ

ない左心室の拡張を認めた．

　症例3：うっ血型心筋症．43歳，男性．昭和52

年より動悸，労作時呼吸困難が出現した．その後

心不全のため入退院を繰り返し，同59年1月死亡

した．Fig．5AのX線CT像で左室は著明に拡張

しているが壁の肥厚は見られなかった．Fig．5B

の同一部位のIR像では心筋壁の動きが悪いため

壁の信号は増強し，壁と心腔のコントラストは明

瞭であった．拡張した左室腔の後壁寄りには低信

号の構造物が認められるが，剖検所見ではこれは

肉柱とその間に介在する血栓であった．

　III）弁膜症：2例の僧帽弁狭窄症優位の連合

弁膜症のNMR像では，著明な左房拡張と両心

室，右房，肺動脈の拡張が認められた．2例いず

れも左房内血栓を合併していたが，血栓の形態把

握には横断像だけではなく縦断像の併用が役立っ

た．

　症例4：連合弁膜症，左房内血栓．64歳，男性．

／
　

　

●

’
人

Fig．5　43　years　old　man，　congestive　cardiomyopathy．

　　　　　　　5A　X－ray　CT

B 砲

θ

5B　Inversion　recovery　image

昭和46年以来現在まで心不全で入退院を繰り返し

ている．Fig．6Aのx線CT像では左房，右房，

肺動脈は著明に拡張し，左室後壁に付着した血栓

が見られた．Fig．6Bの同一部位のIR像では血

栓は明るく高信号として描出された．Fig．6cの

同一部位のT1像では血栓は暗く低信号として描

出された．Fig．6D，6Eに示したそれぞれ冠状断

像と矢状断像のT1像では，拡張した左房の右側

後壁寄りに血栓が描出され，血栓の立体的形態を

示すのに有用であった．

　IV）右室血栓：肺塞栓を繰り返し起こす心血

管型Behget病の1例について，　NMR－CTを行

ったが右室心尖部に心筋（344msec）よりT1像の

高い血栓（438msec）を認めた．

　V）大動脈瘤：胸部大動脈瘤3例では，紡錘状．
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Fig．6　61　years　old　man，　mitral　valvular　disease　with

　　　left　atrium　thrombus．

　　　　　　　　6A　X－ray　CT

6B　Inverslon　recovery　lmage

6C　TI　image（transverse）

嚢状瘤の形態はNMR像で明瞭に描出され，全

例に合併する壁在血栓も描出された．

　VI）解離性大動脈瘤：DeBakey分類では1型

1例，II型1例，　IIIb型2例の合計4例を対象

とした．全例のNMR像で剥離内膜（intimal　flap），

真腔，解離腔を認め，うち，また2例に壁在血栓

6D　TI　image（coronal）

6E　TI　image（sagital）
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を認めた．NMR画像の縦断像は剥離の形態や範

囲の把握に有用であり，NMR像によりDeBakey

分類が可能であった．真腔と解離腔を鑑別する場

合，X線CTのダイナミック法から推定して解離

腔の流速が真腔に比し極端に遅くない例では，真

腔と解離腔のT1値に大きな差が認められず，今

回の検討ではT1像やIR像では信号強度から真

腔と解離腔の区別はできなかった．また解離腔が

大部分血栓に占められていた例では解離腔のT1

値は血栓のため真腔のT1値より低値を示した．

　症例5：解離性大動脈瘤（DeBakey　IIIb型）．48

歳，男性．昭和57年，前胸部痛が出現し，来院．

大動脈弓部より腎動脈に及ぶ解離性大動脈瘤と診

断された．Fig．7Aのダイナミック法によるX線
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Table　3 TI　Values　of　Some　Tissues“with　MARK－J

（nlean　and　s　tandard　deviation）

Tissue

Left　ventricle

Right　ventricle

Left　ventric！e　wall

Descending　aorta

InferiOr　Vena　CaVa

Thrombus
Pericardial　effusic．n

Case

4
1
4
3
4
9
2

　T1
（mSCC）

594

603

341

573

601

316

634

　SD
（msec）

　89

　69

　20

　86

84
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CT像では，上行大動脈には拡張はないが，下行

大動脈は拡張し，下行大動脈の後壁側に狭い真腔

（TL）が，前壁側に広い解離腔（FL）が認められた．

Fig．7Bの同一部位のIR像では拡張した下行大

動脈の横断面の中央に左右に走る線状の剥離内膜

（FLAP）が認められた．　Fig．7cの矢状断IR像で

は大動脈弓部に比較し下行大動脈は拡張し，その

後壁は不整で後壁寄りに剥離内膜を認めた（矢印）．

　4．Tl値の測定結果

　各症例で両心室腔，心筋，下行大動脈，下行大

静脈，血栓，心膜液のT1値を前述のパルス系の

条件で測定した（Table　3）．両心室腔と下行大動

脈のT1値には有意な差はなかったが，心筋のT1

値は両心室腔より有意に低値であった．9例の血

栓のうち5例（259，255，187，282，267msec）では

心筋よりTI　l直が低く，2例（323，330　msec）では

ほぼ同値であり，2例（438，449msec）では心筋

より高値であった．この高値を示した2例のうち

1例は僧帽弁狭窄症に合併した左房内血栓で脳血

栓によると考えられる原因で突然死亡した．他の

1例は反復性の肺梗塞を呈するBehget病に合併

した右心室内血栓であった．この2例はいずれも

新しい血栓の遊離が推定されるところから比較的

新しい血栓が存在すると考えられた．

IV．考　　察

　今回われわれの使用した0．1TeslaのNMR－

CTは空間分解能や画質などの点でX線CTに及

ばないが，造影剤を使用せずに心腔，心筋，大血

管が明瞭に識別された．また任意の断層面が選択

できるため，複雑な心血管構造を立体的に把握す

ることが容易であり，各疾患に特徴的な形態上の

診断が可能であった．また，NMR像ではIR像，

T1像，　SR像を得ることができた．今回の研究で
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NMR－CTにおける心血管系の臨床応用

は心血管系疾患の診断上，IR像は心血管系の立

体的解剖学的な診断に適し，T・像は病変部の質

的診断（例えば，血栓，心膜液貯留など）に適し，

SR像は血流の有無の診断に適することが分った．

このさい，パルス系列を適切に選択することが病

変部のより正確な診断につながると考えられた．

例えば，IR像においてパルス系の条件として待

ち時間が350ミリ秒の近傍の時，心腔と心筋のコ

ントラストが最も良好であった．この理由は，待

ち時間内にスピン励起された水素原子核を有する

血液が心腔外へ駆出され，心腔の信号強度が減弱

するためであり5），さらに一般にIR像の信号強

度は待ち時間がT1値の約0．69倍付近で最小とな

るので6），われわれの場合は，心腔の信号強度が

待ち時間約350ミリ秒で最小に近づいたためと考

えられた．また一般に静止磁場強度の増加にした

がいT1値は延長するので正確なT1値を求める

ためには繰り返し時間は長くなり，T1値測定に

要する時間は延長する．したがって，本機のごと

く0．1Teslaの低磁場を用いる場合には超伝導に

よる高磁場にくらべ短時間でT1像とT1値を求

めることができるため臨床上有用である．

　次に，対象とした各疾患の病的NMR像の所見

について述べる．心筋梗塞のNMR画像について

はすでに多数の報告がある7～11）．急性動物実験で

は梗塞部の水分含有量の増加と，それに伴う

NMR信号の増加やT1値，　T2値の延長が認めら

れている．また，超伝導ECGゲート法による陳

旧性心筋梗塞患者のSE像では梗塞後の壁菲薄化

や左室瘤および左室内血栓の存在が報告されてい

る．われわれはこのような変化は常伝導非ゲート

法においても認められることを示した．

　肥大型心筋症のNMR像では肥厚した心筋壁

と狭小化した左室腔が認められ，うっ血型心筋症

でNMR像に壁肥厚のない拡張した左室腔が認

められ，また壁運動の低下にともない心筋壁の信

号強度の増加が認められた．

　解離性大動脈瘤に関しては，真腔，解離腔，剥

離内膜のNMR像について若干の報告5）がある．

解離性大動脈瘤の形態診断上，NMR像では真腔，
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解離腔，剥離内膜の区別が可能のうえ，解離の縦

断方向の範囲の把握がきわめて容易であるため，

NMR像よりDeBakey分類が可能であった．ま

たHerfkensらは超伝導のSE像では血流速度を

反映した画像を得られるので真腔と解離腔の区別

が可能であると述べている5）．しかし，われわれ

の得られたT1像とIR像では，真腔と解離腔の

血流速度が速い例では信号強度から両者の区別は

困難で，解離腔に大部分血栓を占める例では解離

腔は血栓のために低信号であった．これは，SE

像と本器のIR像の差によると考えられ，したが

って，このIR像，　T1像を用いると流速の影響を

受けにくい像が得られると考えられた．

　心血管内の壁在血栓はT1像では低信号として

描出され，その位置，大きさを知ることができた．

血栓のT1値は心筋より低値を示す例が多かった

が，ほぼ同値や高値を示す例も認められた．血栓

のT1値の高低は血栓自体の性状の違い，例えば，

水分含有量，器質化の程度，脂肪含有量などの影響

を受けている可能性を示しており，高値を示す例

では臨床上比較的新しい血栓の存在が示唆された．

　また現時点ではECG非ゲート，スライス厚15

mm，空間分解能4㎜とX線CTのそれらと条
件が異なるため正確な比較はできないが，血栓の

大きさはX線CT像とほぼ同等であった．

　血液腔のT1値に関しては，酸素分圧12）のため

右室より左室でT1値の短縮が見られること，流

速13）や乱流の影響があることが報告されているが，

今回の測定では両心室，下行大動脈のT1値に有

意な差は認めなかった．

V．結　　論

　1．NMR－CTでは非侵襲的に心血管系立体構

造を把握することができるため，心室瘤，心筋壁

の菲薄化，壁肥厚，壁拡大，大動脈瘤，解離性大

動脈瘤，血栓，心膜液貯留などの病的形態診断，

さらには性状の質的診断にも有用であった．

　2．両心室，下行大動脈内のT1値には有意な

差を認めなかった．
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Summary

Clinical　Application　of　Nuclear　Magnetic　Resonance】㎞aging

　　　　　　　　（resistive　type）on　CardiovascUlar　Disease

Hitoshi　IMAi＊，　Katsuya　YosHIDA＊，　Shigeru　WATANABE＊，　Yoshiaki　MAsuDA＊，

　　　　　　　　Yoshiaki　INAGAKI＊，　Hiroo　IKEHIRA＊＊，　Nobuo　FuKuDA＊＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Yukio　TATENo＊＊

＊The　Tliird　Departinent（）f　l〃ternalルtedicine，　Chiba　University　School　cゾルledicine

　　　　　　　　　　　　＊＊Nationa1　1〃st〃〃te　of　Radiotogical　Seiences，　C励α

　　In　order　to　evaluate　the　usefulness　of　Nuclear

Magnetic　Resonance（NMR）imaging　in　di・
agnosing　cardiovascular　disease，　27　subjects

were　examined　using　a　O．1－Tesla　resistive　type

（ASAHI　MARK－J）．

　　In　10　normal　subjects，　fbur　cardiac　chambers，

interventricular　septum，　aorta，　pulmonary　vessels

and　vena　cava　were　clearly　identified　in　NMR

lmaglng・
　　In　two　patients　with　old　anteroseptal　myocardial

infarction，　anteroseptal　wall　thinning　and　left

ventricular　aneurysm　with　mural　thrombi　were

demonstrated．　In　two　cases　of　antrolateral　and

posterolateral　myocardial　infarction，　however，

infarcted　areas　were　not　identified　in　NMR

lmagmg・
　　In　one　patient　with　congestive　cardiomyopathy，

enlarged　left　ventricle　without　hypertrophy　was

recognized．　In　two　patients　with　hypertrophic

obstructive　cardiomyopathy，　NMR　imaging
disclosed　thickened　left　ventricular　wall　associated

with　its　narrowed　cavity．　A　mural　thrombus　in

the　right　ventricle　was　distinctly　visualized　in　one

patient　with　cardio－vascular　Behget’s　disease．
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　　In　two　patients　with　mitral　valve　stenosis，

enlarged　left　atrium　with　a　mural　thrombus　was

clcarly　demonstrated　in　both　cross　and　longitudinal

sectlOnS．

　　In　thrce　patients　with　thoratic　aortic　aneurysm，

local　dilatation　of　aorta　and　mural　thrombi　were

recognized．　In　four　patients　with　dissecting　aortic

aneurysm，　double　channels　with　all　intimal　flap

in　the　aorta　were　visllalized　in　NMR　imaging．

　　Mean　TI　values　and　standard　deviations　of　left

ventricle，　left　ventricular　wall，　and　thrombi　were

593ゴ：89，　341±20，　316土84　1nsec，　respectively．

Mean　Ti　values　of　thrombi　were　ordinally　shorter

than　those　of　left　ventricule．　But　some　thrombi

which　might　be　expected　fresh　had　longer　T1　values．

　　Tllus，　usefulness　of　NMR　imaging　in　diagnosing

various　abnormalies　of　cardiovascular　diseases

was　confirmed．

　　Key　words：　NMR，　Cardiovascular　diseases．

Myocardial　infarction，　Cardiomyopathy．
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