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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　近年，カテーテル検査ならびに治療の進歩に伴いカテーテルに要する時間が長くなってきた．長時間

のカテーテル後に上肢麻痺を呈した症例を経験したので報告する．症例は男児1例，女子4例の5例で，

麻痺を呈した上肢はのべ6肢であった．本合併症をきたした症例のカテーテル時間は4時間10分から7時

間15分（平均5時間35分）と長時間であった．発生率は，全カテーテルの0．3％であった．検査内容は，

診断カテーテル検査2例，カテーテル治療2例，診断カテーテル検査ならびに電気生理学的検査1例で

あった．症状は上肢の麻痺としびれ感，痛みで，他の神経学的症状はみられなかった．治療は，上肢に

対するリハビリテーションのみを行った．治癒に要した時間は3～68日で，1例を除いて，2週間以内

に症状の消失をみた．本合併症の原因は，胸郭出口症候群と考えられた．本合併症に対する予防対策と

して，上肢挙上位を長時間保持しないようにし，定期的に上肢を内転させるなどの挙上位の解除を行っ

た．特に全身麻酔などで自覚的しびれ感などを訴えることができない症例に対しては予防対策を厳密に

行う必要があると考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　近年，catherter　interventionが進歩し，肺動脈弁狭

窄のみでなく，数多くの疾患で施行されるようになっ

た．また，診断カテーテル検査においても，圧測定や

造影検査に，より精度が求められるようになった，技

術的に困難な部位に対してもballoon　catheterや

guide　wireを使用した方法でカテーテルの挿入が必

要になることも多い．また，頻回のカテーテル検査や

手術による大腿静脈の閉塞症例がみられ，カテーテル

挿入経路の確保に時間がかかる症例も増えてきてい

る．これらの理由で1症例あたりのカテーテル検査な

らびに治療（以下カテーテルと略す）に要する時間が

長くなってきた．

　最近の3年間に，カテーテル時間の長い症例の中で，

カテーテル後に上肢の不全麻痺を認めた症例を経験し
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た．カテーテルの合併症としての上肢の不全麻痺とそ

の対策について検討したので報告する，

　　　　　　　対象ならびに方法

　最近の3年間に，カテーテル後の上肢麻痺が1症例，

6上肢に発症した．症例は3歳から13歳で，男児1例，

女児4例であった．症例を表1に示した．

　検査時間，発生状況ならびに検査内容を検討した，

また，症状ならびにその後の経過を調べた．その対策

表1　全症例の年齢，性別ならびに心疾患診断

症例
年齢
（歳） 性別 心　疾　患

1 3 男 先天性僧帽弁狭窄

2 5 女 完全大血管転換症，Jatene手術後，両側大
腿静脈閉塞

3 5 女
多脾症，心内膜床欠損，両大血管右室起始，
単心房

4 8 女 多脾症，両大血管右室起始，心房中隔欠損，
肺動脈狭窄

5 13 女 両大血管右室起始，肺動脈狭窄，右室低形成
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を検討し，対策実施後の状況を調べた，

　　　　　　　　　　結　　果

　頻度：カテーテル時間は4時間10分から7時間15分

（平均5時間35分）であった．過去3年間のカテーテル

症例数は1，708例で，このうち4時間以一ヒの長時間カ

テーテルは261例であった．従って，本合併症の発生率

は，全カテーテルのうち0．3％で，長時間カテーテルの

うち1．9％であった（表2）

　カテーテル：検査内容は，診断カテーテル検査2例，

カテーテル治療2例，診断カテーテル検査ならびに電

気生理学的検査1例であった．症例5は，多数の体肺

側副血行に対し，coilによる閉塞を行い，さらに電気生

理学的検査を同時に施行した例である．

　肢位：全例ともに上肢挙上位を長時間持続した症例

であった．4例にハロセンによる全身麻酔を行った．

症例1は，経皮的僧帽弁形成術のために，Broken・

brough法による経心房中隔路の確保を行った．症例2

は，両側の大腿静脈が閉塞しており，左腋窩切開下に

カテーテル検査を行った．左上肢を検査開始時点から

固定し，カテーテル終了まで保持した．カテーテル後

に左上肢の麻痺を呈したが，右上肢は全く無症状で

あった．症例5はカテーテル中に気管内挿管を必要と

した．

　症状：患肢は，右2例，左2例，両側1例であった

（表3）．発症は麻酔から覚醒した時点で本人または母

親から，上肢が動かないまたは力がはいらないという

訴え，およびしびれ感の訴えであった．痛みは症例1

で1日間観察されたが，肩のこりや頸部の症状は1例

もなかった．上肢の皮膚色の変化や浮腫は見られな

かった．全例上肢以外の神経学的異常は認めなかった．

麻痺は健反射の減弱を伴い，末梢性神経障害，腕神経

叢麻痺と診断した．

　治療および症状の経過：治療としては上肢に対する

リハビリテーシ・ンのみを行った．治療に要した期間

は3～68日で，1肢（68日）を除いて，2週間以内に

症状の消失をみた．症状も徐々に改善し，突然よくな

ることはなかった．68日間の右不全麻痺を示した症例

5でも，徐々に症状は改善し，カテーテル後3週で退

院したが，退院時には前腕の挙上が可能となっていた．

　対策：本合併症が起こった場合，手術を予定してい

た症例では症状が消失するまで手術は延期した．

　本合併症に対する予防対策として，1）カテーテル操

作は必要でない限り前後方向の透視のみを用い，側面

像が不要な場合は自然な肢位を保って検査をするこ
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表2　カテーテルの経過ならびに内容

症例
カテーテル時間
（時間’分）

カテーテル
　の内容

麻酔法 その他の処置

1 5．20 診断・PTMC 全身麻酔 Brockenbrough

2 4：50 診断 全身麻酔 左腋窩切開

3 6：20 診断・EPS 全身麻酔

4 4晶10 診断 局所麻酔

5 7：15 診断・coil・EPS 全身麻酔 挿管

EPS；電気生理学的検査，　PTMC；経皮的僧帽弁形成術，

coil；coi1による血管塞栓術

表3　本合併症の症状と経過

症例 患肢 症状 治療までの日数

1 右 痛み，しびれ，麻痺 11

2 左 しびれ，麻痺 13

3 右 しびれ，麻痺 3

4 左 しびれ，麻痺 4

5 左 しびれ，麻痺 7

5 右 しびれ，麻痺 68

と，2）上肢挙上位を長時間保持する必要のある症例で

は，特に全身麻酔などで自覚的しびれ感などの訴えの

できない症例に対して，定期的に（10～30分）挙上位

を解除することとした．実際には，肩関節の外転外旋

が問題であるので，挙上位から肘を屈曲させ，肩関節

を内転させる．自然と肩関節は軽度に内旋される．こ

れを施行するタイミソグは，カテーテルの一連の操作

が終了した時点で，呼吸管理をしている医師または看

護婦が判断し適宜行うこととした，カテーテル検査が

長期間に及ぶことが予想できない症例もあるので，本

対策は全例に行うようにし，全身麻酔例では特に厳密

に行うこととした．また，カテーテル開始後，長時間

経過してから本対策を開始することなく，カテーテル

開始当初から本合併症対策に留意することとした．但

し，カテーテル開始後すぐから10分ごとに上肢挙上位

解除をする必要はなく，最初は約30分間隔で旋行する

こととした．

　その対策を厳密に実行した症例ではカテーテル検査

が長時間に及んでも本合併症は経験していない．対策

を講じてからのカテーテル総数は588例であり，長時間

（4時間以上）の症例は258例であったが，本合併症は

1例もなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　カテーテル合併症として，今回報告した上肢の麻痺

についての記載は少ない．一般的合併症については多
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施設報告や，成書に記戴されているが，生命に関する

重大な合併症や後遺症を伴う合併症についての記載が

中心となっている1）一’3），小児科領域のカテーテル合併

症に関し，Stangerらは，その他の合併症として2例

（総数1，160例）の一過性の麻痺を報告している．しか

し，持続が5から15分と短く，原因を過換気症候群に

求めている4）．

　本合併症の原因は，上肢の挙上，特に肩関節の外転

外旋の肢位に問題があると考えられる．神経症状が手，

前腕，上腕におよんでおり，種々の程度で発症するこ

と，健反射の減弱を伴っており末梢性の神経麻痺が疑

われることから頸肩腕症候群のうち胸郭出口症候群

（thracic　outlet　syndrome）が考えられる．胸郭出口症

候群は，鎖骨，第1，2肋骨と周辺の筋群で形成され

る胸郭出口部において，いろいろな原因により腕神経

叢，鎖骨下動脈，鎖骨下静脈が圧迫，刺激され，主に

上肢に神経血管症状をもたらす疾患，と一般に定義さ

れている5）6）．また，発症の要因として不良肢位があげ

られており本合併症と合致する．症状は，血管症状で

ある冷感，チアノーゼ，浮腫はまれで，9割以上が上

肢の痛み，だるさ，しびれ感と肩甲部の痛みや肩こり

である．また，胸郭出口症候群には診断の決め手とな

る診断法は存在しないため，臨床経過やMorleyテス

ト，Roosの3分間負荷テストなどを参考に診断す
る6｝．

　本合併症が発症すると患者の負担はもちろんのこと

家族の不安も大きい．リハビリテーションで症状は必

ず消失することを強調すべきである．

　当科では，interventionを必要とする症例が増え，1

例あたりのカテーテル時間は増加傾向にある．しかし，

301－（71）

症例5のように診断intervention，電気生理学的検査

を同時に行うのは患者への負担も多く，今回のような

合併症の可能性も考えられるため検査と治療を分ける

など，カテーテルの計画を十分に立てる必要があろう．

　カテーテル治療では今後も症例が増加することが予

想されるが，カテーテル治療の進歩ならびに経験の積

み重ねにより検査時間は短縮されうる．しかし，疾患

の複雑さおよび重篤さから，検査が長時間に及ばざる

を得ない症例も依然として存在する．長時間にわたる

カテーテルの場合には本合併症にも留意し前述した対

策を厳密に行っていくことが望ましい．
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Upper　Limb　Paralysis　as　a　Complication　of　Cardiac　Catheterization

Hideshi　Yamamura，　Toshio　Nakanishi，　Insam　Park，　Hirofumi　Tomimatsu，　Yachiyo　Kurihara，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Makoto　Nakazawa　and　Kazuo　Momma

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

　　　Recently，　cardiac　catheterization，　including　catheter　intervention，　in　some　patients　requires

longer　time　in　our　institute．　We　experienced　five　cases　of　upper　limb　paralysis　after　relatively　long　time

of　catheterization．　One　patient　was　male　and　four　were　females．Age　ranged　from　three　to　13　years．　Six

upper　limbs　in　five　cases　were　suffered　from　paralysis，　numbness　and　or　pain．　There　was　no　other

neurological　impairment　nor　any　other　complications．　The　duration　of　catheterization　ranged　from　250

minutes　to　435（mean　335）．　The　incidence　of　this　complication　was　O．30ro　of　all　catheterization　and　1．9％

of　the　catheterization　requiring　more　than　four　hours　in　the　three　year　study　period．　The　purpose　of

the　catheterization　was　for　diagnosis　in　two　cases，　for　intervention　in　two，　and　for　diagnosis　and

electrophysiological　examination　in　one．　Rehabilitation　was　scheduled　for　these　patients．　The　interval

of　the　symptoms　ranged　from　three　days　to　13　days　in　all　patients　except　one　who　required　68　days　for

complete　healing．　This　complication　was　considered　to　be　a　thoracic　outlet　syndrome．　To　prevent　this

complication，　the　position　of　upper　limb　was　shifted　frequently　every　ten　to　thirty　minutes．　We　have

not　experienced　this　complication　after　this　preventive　maneuver　was　practiced　in　the　catheterization

laboratory．

Presented by Medical*Online


	0299
	0300
	0301
	0302



