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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　両側大腿静脈閉塞が確認された完全大血管転i換症17例（1型8例，II型5例，肺動脈閉鎖1例を含む

III型4例）において，穿刺法による経動脈性の全心臓カテーテル造影検査を試みた．各部位のカテーテ

ルの挿入率は上大静脈76％，下大静脈47％，右房100％，左房82％，肺静脈59％で，左室は挿入を試みな

かった1例を除く全例（16／17，94％），肺動脈は59％で，III型では全例挿入されていた．　II，　III型の左

室へのカテーテル挿入経路は左室に挿入されていた9例中，左房経由が5例（56％）に対し心室中隔欠

損経由が8例（89％）であった．また肺動脈へは1型はすべてBlalock－Taussig　Shuntからで，　II，　III

型で肺動脈に挿入された7例中，1例のみが左房経由，心室中隔欠損経由が6例であった．カテーテル

時間は平均98分と通常の大腿動静脈から穿刺法でのカテーテル時間と大差なく，血栓による動脈閉塞な

ど合併症はなかった．

　　　　　　　　　　緒　　言

　繰り返しの心臓カテーテル造影検査，手術により両

側大腿静脈が閉塞をおこしている症例での心臓カテー

テル造影検査は上肢，頸部の静脈切開でおこなうのが

従来の方法であった．我々はこのような症例で静脈切

開をおこなわず，経動脈性の完全な心臓カテーテル造

影検査を試みており，簡便でかつ血管を温存でき，有

用であると考えられたので，完全大血管転換症（以下

TGA）において本法の方法，結果について報告する．

　対象：1987～1990年6月に当科にて心臓カテーテル

造影検査を施行し，両側大腿静脈閉塞が確認された

TGA　17例で，その内訳は心室中隔欠損症（以下

VSD），肺動脈狭窄（以下PS）のない1型8例，　VSD

の合併したII型5例，　VSD，　PS（肺動脈閉鎖1例を含

む）の両者を合併したIII型の4例である．年齢は1カ

月～8歳，体重は4．0～20．8kgで，そのすべてが以前に

手術，心臓カテーテル造影検査が施行されており，心
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房中隔裂開術が2回施行されていたものが3例あった
（表1）．

　方法：経皮的大腿動脈穿刺法にて，年齢相当の

sheathを挿入し，全例ヘパリン100U／kgを投与した．

カテーテルは挿入sheath相当の太さ，またひとサイズ

細いBerman側孔で，先端約2cmをあらかじめ柔らか

くし，適宜balloonを膨らませ，必要に応じてguide－

wireを用いた．

　図1にTGAI型で，肺動脈絞拒術，左のBlalock－

Taussig短絡（以下B－T　shunt）術後の症例，　TGAII

型，TGAIII型でのカテーテルの走行を示した（図1）．

TGAI型では，大動脈一右室一右房，さらに右房から

上大静脈，下大静脈，また右房から卵円孔（または心

房中隔欠損）を通して左房一肺静脈，左房から左室へ

とカテーテルをすすめた．カテーテルの操作は正面の

みならず，随時側面の透視をみながらおこなった．右

房から左房，さらに肺静脈へのカテーテル挿入は側面

でカテーテルの先が後方にむいているか確認しながら

おこなうのが肝心である．肺動脈へはB－Tshuntが施

行されている症例ではB－Tshuntから挿入した．　B・T
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表1　完全大血管転換症における両側大腿静脈閉塞症例

Case
No

Age
（yr）

Weight
（Kg）

Diagnosis Prior　Palliative

　Procedures

1 5（mo） 6．3 dTGA BAS×2
2 11（mo） 6．4 dTGA BAS，　PAB，　B－T　shunt

3 1 8．5 dTGA BAS×2，　PAB，　B－T　shunt

4 3 11．0 dTGA BAS
5 11（mo） 7．4 dTGA BAS，　PAB，　B－T　shunt

6 1 6．2 dTGA BAS，　PAB，　BT　shunt

7 3 11．3 dTGA BAS，　PAB，　B－T　shunt

8 3 13．5 dTGA BAS×2，　PAB，　B・T　shunt

rePAB，　ASD　creation

9 4 10．4 dTGA，　VSD BAS，　PAB

10 5（mo） 5．9 dTGA，　VSD BAS，　PAB，　B－T　shunt

11 10（mo） 7．0 dTGA，　VSD，　PDA BAS，　PDA　ligation

12 1 8．0 dTGA，　VSD，　PDA BAS，　PAB，　B’T　shunt，　PDA　ligation

13 4（mo） 5．1 dTGA，　VSD，　PDA BAS，　PAB，　PDA　ligation

14 8 20．8 TGA，　VSD，　PS B－Tshunt
ASD，　Dextrocardia

15 1（mo） 4．0 dTGA，　VSD，　PS BAS
16 5（mo） 5．7 dTGA，　VSD，　PS BAS
17 2 10．0 dTGA，　VSD，　PA B－Tshunt

PDA

’TGA：完全大血管転換症　ASD：心房中隔欠損症　VSD：心室中隔欠損症　PDA：動脈管開

存症　PS：肺動脈狭窄症　PA：肺動脈閉鎖症　BAS：心房中隔裂開術　PAB：肺動脈絞拒術

B・Tshunt：Blalock・Taussig短絡

レ

二L．t

d丁GA（1）P・・t　PAB，　　　　dTGA，　VSD

　　　　　　　　　　LB－T　shunt

　　　　　　　　　　　　　　　　図1　TGA各型におけるカテーテルの走行

／）

レ

dTGA，　VSD　PS

shuntから肺動脈にBerman側孔のカテーテルが入ら

ない時は，直側孔の柔らかいカテーテルである多目的

カテーテルを用い，guide－wireを通して肺動脈にカ

テーテルを挿入した．VSDのあるII型でのカテーテル

の走行は1型とほぼ同じであるが，左室，肺動脈へは

VSDを通して1），また左房への挿入は左室からの方

法2）3）もとった．VSDを通して左室一肺動脈にカテー

テルを挿入する際，大動脈内で後方にループをつくっ

て，右室に入れると比較的容易にVSDを通過し，肺動

脈に挿入される．III型のカテーテルの走行はII型と同

様で，左室から肺動脈へのカテーテルの挿入は左室内

で期外収縮に注意してカテーテルをJの字にして挿入
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する方法，reflecting　guide・wireを用いる方法，左房か

ら右上の肺静脈にカテーテルを挿入し，左房内でUの

字のループをつくって左室内に入れ，肺動脈に挿入す

る方法などを用いた．この左室から肺動脈への挿入方

法は1型でも同様である（図1）．

　図2にTGAI型で，左BT　shunt，肺動脈絞拒術後

の症例でのBT　shuntを通しての肺動脈造影の正面

像，右室一右房一左房一左室とカテーテルをすすめて

おこなった左室造影正面像，図3にTGAII型でVSD

を通しての肺動脈造影の正側像，図4にTGAIII型で

右房一左房一左室，さらに左室から肺動脈にカテーテ

ルを挿入し，おこなった肺動脈造影の正側像を示した

（図2，3，4）．

　結果：各部位へのカテーテルの挿入率は17例中，上

大静脈13例，76％，下大静脈8例，47％，右房17例，

鰯撃

図2　TGAI型，左B’T　shunt，肺動脈絞拒術後症例

　での肺動脈造影（上）と左室造影（下）

　左B－Tshuntを通しての肺動脈造影（上）と大動脈

　一右室一右房一（心房中隔欠損）一左房一左室とカ

　テーテルとすすめておこなった左室造影（下）．PA：

　肺動脈，LV：左室
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図3　TGAII型での肺動脈造影．カテーテルは大動脈

　一右室一VSD経由一左室一肺動脈へ挿入されてい

　る．PA：肺動脈

100％，左房14例，82％，肺静脈10例，59％であった．

左室へはL－B－Tshuntから測定した肺動脈圧より肺

血管閉塞病変と判断され，左室の情報が必要なく，試

みなかったTGAI型の1例を除く16例（94％）全例に

挿入されていた．肺動脈へは1型3例，II型3例，　III

型4例の合計10例（59％）に挿入されており，肺動脈

圧の情報が必須なIII型では全例挿入されていた（表

2）．

　左室へのカテーテル挿入経路肺動脈の挿入経路を

表3，4に示した．左室への挿入経路として，左房経

由しかない1型は別として，左房経由，VSD経由両者

可能なII型，　III型では左室に挿入されていた9例中，

左房経由がII型4例，　III型1例の合計5例（56％）に

対し，VSD経由がII型4例，　III型4例の合計8例

（89％）がVSD経由で左室に挿入されていた（表3）．

また左房へはカテーテルが挿入されていたII，　III型7

例中，2例がVSD一左室経由であった．肺動脈へは1
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図4　TGAIII型での肺動脈造影．カテーテルは，大動

　脈から右室一右房一（心房中隔欠損）一左房一左室，

　さらに左室から肺動脈に挿入されている．PA：肺動

　脈

型はすべてB・Tshuntからで，　II，　III型はPDA経由

1例，左房一左室経由1例，VSD経由6例（左房一左

室経由1例重複）であり，VSDのあるII型，　III型で肺

動脈にカテーテルが挿入されていた7例中，1例のみ

が左房一左室経由で，VSD経由は6例であった（表

4）．

　カテーテルが挿入され最初の血液サンプル時間から

最後の血液サソプル時間，または最後の造影までのカ

テーテル時間は28～189分，平均98分で，1989～1990年

の2年間に通常の大腿静脈動脈からの穿刺法にて心

臓カテーテル造影検査を施行し，ほぼ体重，年齢が同

じTGA　19例のカテーテル時間の平均82分と比較して

大差なく，また血栓による動脈閉塞などの合併症はな

かった（表5）．

　また挿入shesthより細いカテーテルを用いて造影

した症例においても，細目のカテーテルによる造影効

果への影響はなかった．

　　　　　　　　　　考　　案

　TGAI型の心内修復術は心房内血流転換術から解剖

学的修復術であるJatene手術に主流が移り4），新生児

症例では一期的にJatene手術5）6）を，左室圧のすでに

低下している症例では第一期手術として肺動脈絞拒術

とBlalock－Taussig短絡術を実施し，左室圧，左室拡

張末期容積，左室駆出率，左室後壁厚，予測左室応力

等の条件7｝を満足すれば，第二期手術としてJatene手

術を施行している．II型も現在ではJatene手術が第一

選択となっている4｝8）．またTGAIII型の心内修復術は

一般にはRastelli手術9）が選択となり，Rastelli非適応

例においては心房内血流転換術であるSenningや

Mustard手術と肺動脈狭窄解除が，また軽度の肺動脈

弁下狭窄のみで肺動脈弁が健常な例ではJatene手術

とVSD閉鎖，弁下狭窄解除がおこなわれる8）．心エ

コー 図法が進歩し，非観血的評価がある程度可能に

なった現在，1型の新生児症例においては心エコー図

法の評価のみで一期的Jatene手術を施行1°）している

が，その他のTGA症例における術前検査として心臓

カテーテル造影検査はいまだに必要，かつ重要な検査

法となっている．

表2　各部位への経動脈性カテーテルの挿入率

SVC IVC RA LA LV PV PA

TGA　I 6 4 8 7 7 3 3

n＝8 （75％） （50％） （100％） （88％） （88％） （38％） （38％）

TGA　II 4 3 5 5 5 5 3

n＝5 （80％） （60％） （100％） （100％） （100％） （100％） （60％）

TGA　III 3 1 4 2 4 2 4

n＝4 （75％） （25％） （100％） （50％） （1⑪0％） （50％） （100％）

Total 13 8 17 14 16 10 10

n＝17 （76％） （47％） （100％） （82％） （94％） （59％） （59％）

＊SVC上大静脈　IVC下大静脈　RA右心房　LA左心房　LV左室　PV肺静脈　PA肺動脈
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表3　左室へのカテーテル挿入経路

左房経由 VSD経由 左房，VSD経由両者

TGA　I 7

n＝7 （100％）

TGA　II 1 1 3

n＝5 （17％） （17％） （60％）

TGA　HI 一
3 1

n＝4 （75％） （25％）

TGA：完全型大血管転換症　VSD：心室中隔欠損症

表4　肺動脈へのカテーテル挿入経路

B－Tshunt経由 PDA
経由

左房一左室経由 VSD経由

TGA　I 3
一

n＝3 （100％）

TGA　II 一 一 一
3

n＝3 （100％）

TGA　III 一
1 1 3

n＝4 （25％） （25％） （75％）

＊B・Tshunt：Blalock－Taussig短絡　PDA：動脈管開存症

VSD：心室中隔欠損症　TGA：完全大1血管転換症

　しかしながら以前の心臓カテーテル造影検査，手術

などにより両側の大腿静脈が閉塞しており，大腿静脈

からのカテーテルを挿入できないことはしぼしば経験

するところである．このような症例における心臓カ

テーテル造影検査は従来上肢，または頸部の静脈切開

でおこなっていた．しかし静脈切開法の欠点の一つは

カテーテル挿入に手間がかかること，また静脈切開で

用いた血管は閉塞し，将来の手術などに使用不可とな

ることである．その点，今回ここに報告した穿刺法に

よる経動脈性の全心臓カテーテル造影検査法は血管を

温存できる．しかもカテーテルが挿入されてからのカ

テーテル時間は通常の大腿静脈，動脈を穿刺でおこな

う方法と大差はなかった．カテーテル挿入までの手間

を考えると静脈切開法よりはるかに簡便で，短時間で

カテーテルが挿入可能である．

　一般にTGAにおいては肺動脈へのカテーテル挿入

が比較的難しいとされ，様々な肺動脈への挿入方法が

工夫されている．例えば通常の大腿静脈（または大伏

在静脈）からのカテーテル挿入の方法において，左室

一肺動脈へは柔らかいSwan－Ganzのバルーンカテー

テルを用いる方法川，あらかじめに先端を特別な形に

工夫したカテーテルを用いる方法12），柔らかなguide－

wire，またeX　J・wireを用いる方法13）などで，またVSD

のあるTGAでは逆行性に大動脈一右室にカテーテル

を挿入し，VSDを通して肺動脈へ入れる方法1｝が報告

されている．我々は圧測定のみでなく，造影も同時に

おこなう理由からSwan－Ganzのカテーテルではな

く，圧測定，造影とも可能な標準的な側孔のBerman

のカテーテルを用い，上述した方法で肺動脈への挿入

をおこなっているが，肺動脈へは肺動脈狭窄のあるIII

型で100％挿入されていた．また左室へも挿入を試みな

かった1例を除く全例に挿入されていた．その他の部

位の挿入率も，いかにその各部位をねらって術者がカ

テーテル挿入を試みるかで，その挿入率はさらに上が

ると思われ，通常の大腿静脈，動脈からの心臓カテー

テル検査同様，ほぼ完全な心臓カテーテル造影検査法

と考えられる．

　また左室，肺動脈の挿入経路としてVSDのない1

型では右室一右房一（心房中隔欠損，または卵円孔開

存）一左房経由の経路のみ（但し，肺動脈へは，Shunt

手術，または動脈管開存のある症例ではその両者から

も可能）であるが，VSDのあるII，　III型においては上

記1型の経路以外に右室一VSD経由の経路が可能で

ある．そこで左室，肺動脈への挿入経路として実際ど

の経路で挿入されているかを検討したところ，VSDの

あるII，　III型における左室への挿入は56％が左房経由

に対しVSD経由が89％，また肺動脈へは挿入されて

表5　カテーテル検査時間と合併症

年　　齢
　（mo）

体　　重
　（kg）

カテーテル時間
　　（min）

造　　影
回　　数

合併症

経動脈カテ

　n＝17

経動静脈カテ

　n＝19

　31±24
蕊）］陀（1mo42y）

8．7±4．0
（4．0－20．88．4±6．1）

］
鵬
（
3
．
8
－
2
9
．
0
）

98±39（
l
l
閻
鵬
（
3
8
－
1
4
5
）

4±1

㌶］酪
（一）

（一）

＊カテーテル時間：最初の血液サンプル時間から最後のサンプル時間，又は最後の造影時間まで

粘経動脈カテ：両側大腿静脈閉塞症例

　経動静脈カテ：大腿静脈，動脈から穿刺法にてカテーテルを挿入し検査を施行した完全型大血管転換症の症例

　NS：有意差なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平均±標準偏差
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いた7例中，1例のみが左房一左室経由で，VSD経由

が6例であった．従ってVSDのあるII，　III型での左

室，肺動脈へのカテーテル挿入は右房一左房経由より，

VSD経由のほうが容易であると思われた．

　合併症として通常の心臓カテーテル造影検査の合併

症14）以外にこの経動脈性の全心臓カテーテル法は右室

一右房と血流に逆らいカテーテルを進めるので，三尖

弁の障害が危惧された．この点に関しては心エコー法

にて確認しているわけではないが，少なくとも臨床的

に後に三尖弁逆流が増悪した症例は1例もなかった．

また血栓による動脈閉塞が一番問題となるところであ

る．予防的にウロキナーゼの投与などをおこなってい

ないが，今回の検討症例17例においては4～5kg台の低

体重症例が3例と少ないためか，心臓カテーテル造影

検査後，大腿動脈が血栓閉塞をおこし，血栓除去術を

要した症例はなかった．しかし低体重症例におけるこ

の合併症の可能性は充分にあると考えられるので，両

側大腿静脈閉塞がなく大腿静脈からカテーテル挿入可

能な低体重症例では，安易にここに報告した経動脈性

全心臓カテーテル造影検査法をおこなうことは慎むべ

きであると思われた．

　　　　　　　　　　結　　語

　1）完全大血管転換症の大腿静脈閉塞症例において，

経動脈性心臓カテーテル造影検査法は通常の経動静脈

性の検査法同様に左室，肺動脈を含めたすべての部位

の情報を合併症なく，またほぼ同じ時間内に得ること

ができた．

　2）心室中隔欠損のあるII，　III型の完全大血管転換症

において，経動脈性に左室，肺動脈へのカテーテルの

挿入は，右房一左房一（左室）経由より，心室中隔欠損

経由の方が容易であった．

　3）本検査法は大腿静脈閉塞症例において，経静脈性

にアプローチする方法に比較して，上肢，頸部の血管

を温存できる点で優れている．

　本稿の要旨は第27回小児循環器学会総会にて口演した．
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Complete　Retrograde　Femoral　Artery　Catheterization　in　Transposition　of　the　Great

　　　　　　　　　　　　　　　Arteries　with　Bilateral　Femoral　Vein　Occlusion

　　　　　　Yoshiki　Mori，　Kazuo　Momma，　Makoto　Nakazawa，　Yasutoshi　Matsumoto，

　　　　　　　　　　　　　　　　　Hirofumi　Tomimatsu　and　Toshio　Nakanishi

Department　of　Pediatric　Cardiology，　The　Heart　Institute　of　Japan，　Tokyo　Women’s　Medical　College

　　　In　patients　with　bilateral　femoral　vein　occlusion　due　to　previous　cardiac　catheterization　and／or

operation，　passage　of　a　catheter　from　the　femoral　vein　is　not　possible．　We　described　a　technique　of

complete　retrograde　femoral　artery　catheterization　in　transposition　of　the　great　arteries（TGA）with

bilateral　femoral　vein　occlusion．　Catheter　could　be　inserted　into　all　cardiac　chambers　and　great　vessels；

acatheter　was　successfully　inserted　into　right　atrium（RA）in　17　cases，　into　inferior　vena　cava　in　8

cases，　into　superior　vena　cava　in　13　cases，　into　left　atrium（LA）in　14　cases，　into　pulmonary　vein　in　10　of

17cases．　The　left　ventricle（LV）was　reached　in　all　patients　except　l　case　in　whom　it　was　not

attempted，　and　the　pulmonary　artery（PA）was　in　10　of　17　cases，　specially　in　all　cases　with　TGA　with

pulmonary　stenosis（PS）or　pulmonary　atresia，　and　ventricular　septal　defect（VSD）．　The　course　of

insersion　of　a　catheter　into　LV　and　PA　in　TGA　with　VSD　was　two　ways；one　was　via　LA（from　right

ventricle　to　RA，　to　LA，　to　LV　and　PA）；the　other　was　via　VSD．　The　latter　way　was　easier　to　enter　a

catheter　into　LV　and　PA　than　the　former　way．　This　complete　retrograde　catheterization　time　was　same

as　the　routine　antegrade　and　retrograde　catheterization　time　in　TGA，　and　no　complications　were

noted．

　　　We　conclude　that　this　approach　is　useful　in　patients　with　TGA　in　whom　the　femoral　vein　is

obbliterated．
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