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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　擁骨動脈・上腕動脈などから，逆行性に造影剤を急速注入して得られる逆行性大動脈造影検査（以下，

逆行性大動脈造影検査）が，大動脈縮窄・離断以外の病態を評価する上でどの程度有用か，得られた大

動脈縮窄・離断以外の所見により対象を3群に分類して検討した．

　［1群］肺動脈および体動脈肺動脈間側副路の評価が可能であったもの（18例）：術前に逆行性大動脈

造影検査を施行した肺動脈閉鎖・動脈管合併13例中12例で左右肺動脈の形態評価・計測が可能であった．

Modified　Blalock　Taussig（m－BT）術後例では，5例中3例で左右肺動脈，2例でm－BT術側肺動脈

の描出が可能であった．肺動脈閉鎖に主要体肺側副動脈を合併した4例では，逆行性大動脈造影検査に

よる主要体肺側副動脈の確認後，PGE1製剤の投与を中止することが可能であった．

　［II群］大動脈（分枝）の形態評価が可能であったもの（4例）：左心低形成症候群の大動脈形態，鎖

骨下動脈起始異常，重複大動脈弓，大動脈肺動脈窓などの診断が可能であった．

　［III群］逆行性大動脈造影検査による冠動脈の描出が可能であったもの（5例）：大動脈縮窄・離断の

5例で冠動脈が描出された．これは，同時期にDSAを用いて逆行性大動脈造影検査を行った大動脈縮

窄・離断例の33％に相当した．その描出には，カニューラ留置部位の適切な選択（上腕・腋窩動脈）

が必要であった．大血管転位，Taussig　Bing奇形などに大動脈縮窄・離断を合併する場合，冠動脈解剖

の評価にも留置して，逆行性大動脈造影検査を施行すべきと考えた．

　適切なカニューラ留置部位，造影法が選択されれば，逆行性大動脈造影検査は大動脈弓近傍の種々の

異常評価に非常に有用であった．心内血行動態の評価に有力な心エコー検査との併用により，これら新

生児・乳児例に対する低侵襲的，かつ，より正確な診断が可能と考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　梼骨動脈・上腕動脈などから造影剤を急速注入し，

逆行性に大動脈を造影，大動脈弓周辺の異常を観察す
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　　　　　　　　　　　　　　　　鎌田　政博

る検査法（末梢動脈逆行性大動脈造影検査：以下，逆

行性大動脈造影検査と略す）は，低侵襲性で特別な装

置も必要とせず，比較的簡単に施行できるため，Ueda

ら’）の報告以来多くの施設で施行されている．その主

要な検査対象は大動脈縮窄・離断であるが，今回は筆

者らの施設において施行し得られた逆行性大動脈造影
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所見のうち，大動脈縮窄・離断以外の所見について後

方視的に調査し，逆行性大動脈造影検査の適応・有用

性，および施行上の注意点に関し検討して報告する．

　　　　　　　　　　　対象・方法

　対象は1989年～1994年までの5年余に，筆者らの施

設で逆行性大動脈造影検査を行った53例（59回）中，

大動脈縮窄・離断以外の有用な所見が得られた27例（32

回）［診断時年齢：日齢1日～月齢12カ月，平均1．4カ

月］であり，その内訳は，純型肺動脈閉鎖［重症肺動

脈狭窄2例を含む］4例（6回），肺動脈閉鎖に心室中

隔欠損または完全共通房室管孔を合併した心奇形14例

（16回），左心低形成症候群2例（3回），重複大動脈弓

1例，大動脈肺動脈窓1例と，逆行性大動脈造影によ

り冠動脈の解剖を評価できた大動脈縮窄・離断の5例

である．そして，これらを逆行性大動脈造影により得

られた大動脈縮窄・離断以外の主要所見に基づき，1
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群：動脈管，主要体肺側副動脈，modified　Blalock

Taussig（m－BT）短絡導管など，短絡路を含めた肺動

脈の評価が可能であったもの，II群：大動脈（弓）形

態，またその分枝異常の評価が可能であったもの，III

群：冠動脈も描出できたもの，の3群に大別して検討

した（表1）．なお，初回手術前の診断は，主要体肺側

副動脈を合併した2例，純型肺動脈閉鎖4例（右室容

積計測）で心血管造影検査を併用した以外，心エコー

検査，逆行性大動脈造影検査により行った．

　逆行性大動脈造影検査の方法は，新生児24G，1カ月

以上22Gのカニューラを，梼骨動脈，上腕動脈，腋窩

動脈のいずれかに穿刺して留置，生理食塩水を用いて

2～2．5倍希釈した水溶性造影剤（イオパミドール，イ

オヘキソール）を10mlのシリンジに満たし，1カ月未

満は手押しで，それ以降は注入器を用いて注入した

（4～6ml／回／秒，平均注入量4．5ml／回）．カニューラ留

置側は，原則として観察部位が上行大動脈から大動脈

弓にある場合には大動脈弓と反対側，観察部位がより

遠位の場合には同側としたが，肺動脈閉鎖・心室中隔

欠損例では大動脈弓と反対側の鎖骨下動脈，純型肺動

脈閉鎖例では大動脈弓と同側の鎖骨下動脈に短絡導管

を置くため，術中血圧モニターとの関係でカニューラ

留置側（短絡導管の逆側）を決定した場合もあった．

撮影には，1990年以降はDigital　subtraction　angio－

graphy（DSA）装置，それ以前はシネアンギオ撮影装

置（フレーム数：60／秒）を用いた．

　　　　　　　　　　結　　果

　1群，すなわち短絡路を含め，肺動脈に関する情報

が主要所見として得られた症例は18例（22回）あり，

内訳は肺動脈閉鎖に心室中隔欠損または完全共通房室

管孔を合併した心奇形が14例（16回）［2例は総肺動脈

還流異常合併］と多数を占めていた．純型肺動脈閉鎖

の4例も含め，逆行性大動脈造影検査により肺動脈

径・肺動脈形態などが明らかになり，術前には主要体

肺側副動脈を合併しない13例中12例で左右肺動脈径の

計測が可能であった．また，肺動脈の発育状態を観察

する目的で，m－BT術後に5例で逆行性大動脈造影検

査を施行したが，2例では術側の肺動脈しか描出でき

なかった．これら2例では，肺動脈弁切開が非常に有

効で右室から肺動脈へ多量の血液が駆出されていたこ

と（症例4），PGE，中止後も動脈管が開存していたこ

と（症例5）が，心エコー検査により確認された．短

絡導管自体の描出は5例ともに可能で，1例では心エ

コー検査上，導管内狭窄の存在が疑われたが，逆行性
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大動脈造影により否定された．また逆行性大動脈造影

検査により手術合併症としての右上腕動脈閉塞が発見

された症例もあった．

　動脈管以外の体動脈肺動脈間短絡路としては，主要

体肺側副動脈を認めた症例が4例あった．うち3例は

動脈管依存性心疾患として紹介されたが，心エコー検

査上，大動脈弓下に動脈管が観察されず，主要体肺側

副動脈の存在が疑われた．症例17では両側同時に，他

の3例では一側末梢動脈から逆行性大動脈造影を施行

した．主要体肺側副動脈の存在を確認後，全例でPGE1

製剤を中止したが，酸素飽和度の低下は認めず外来管

理に移行できた．逆行性大動脈造影では，4例中2例

（症例16，18）で左右連続性の中心肺動脈が描出され，

画像は幾分淡いものの血管径の計測も可能であった．

主要体肺側副動脈の本数・血管径も3例（症例15，16，

17）で見当をつけることができた．しかし，いずれの

症例でも隣接する異常血管が基部で1本か否か不明瞭

であったため，主要体肺側副動脈の正確な本数は確定

できなかった．また，狭窄部の評価も困難であった．

その後，肺動脈へのunifocalization前に，2症例で主

要体肺側副動脈の選択的造影検査を施行した．症例17

では中心肺動脈を認めず，4本の太い主要体肺側副動

脈により全肺野が灌流されていたが，これらはすべて

逆行性大動脈造影により描出されていた（図1）．うち

1本では狭窄を認めた．症例18では選択的造影検査に

より，4本の主要体肺側副動脈が造影され，中心肺動

脈と交通を有する血管も同定できた．狭窄はなかった．

逆行性大動脈造影検査では3本の異常動脈が描出され

たのみで，中心肺動脈との交通も明らかではなかった．

　なお，無脾症候群の2例は，総肺静脈還流異常（下

心臓型）・動脈管開存（症例7），総肺静脈還流異常（下

心臓型）・主要体肺側副動脈（症例15）を合併しており，

それぞれシネアンギオ撮影装置，DSAを用いて肺静脈

相まで観察したが，異常肺動脈は描出できなかった．

　II群：大動脈縮窄・離断以外の大動脈（弓）の異常，

またその分枝異常を有するものとしては，左心低形成

症候群2例（1例は右鎖骨下動脈起始異常を合併），重

複大動脈弓1例，および大動脈離断に大動脈肺動脈窓

を合併した1例が認められた．重複大動脈弓を認めた

1例は心室中隔欠損に合併し，2カ月の時，喘鳴・呼

吸困難を主訴に気管内挿管を施行された状態で，当科

を紹介された．血管輪の合併を疑ったが心エコー検査

では明らかにできなかった．循環管理の目的で留置し

ていた右梼骨動脈から造影を行うと，やや細い大動脈
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図1　症例17．1－1，2）連続した正面像（1／30秒）．

両側擁骨動脈からの逆行性大動脈造影により4本の主

要体肺側副動脈が描出された．大動脈の同じ高さから

起始している複数の側副動脈に関しては，その基部で

1本の枝から分枝している可能性もあり，正確な本数

は明らかにできなかった．

弓が2本，それぞれ2本ずつの枝を伴って描出され重

複大動脈弓と診断，食道造影は施行せずに根治術が施

行された（図2）．

　大動脈肺動脈窓を合併した1例は，多呼吸・哺乳障

害などの心不全症状を主訴に紹介された．心エコー検

査では，大動脈弁・肺動脈弁を正常位置に認めたが，

上行大動脈遠位部と右肺動脈分岐基部の問に10mm大

の欠損孔を認め，心室中隔欠損は有さず，大動脈肺動

脈窓・大動脈離断（左鎖骨下動脈の末梢側で離断）と

診断，逆行性大動脈造影を施行し確診を得た．造影は

充分量の造影剤を投与するために両側擁骨動脈から

行った．造影剤は上行大動脈弓の左背側にある欠損孔

を通じて短絡両側肺動脈が描出された．しかし，動
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　図2　症例21．2－1）正面像，2－2）左前斜位像

それぞれ2本の分枝を伴う，やや細めの大動脈弓（R：

右側大動脈弓，L：左側大動脈弓）が2本観察された．

脈管，下行大動脈はこの時相では充分に観察できず，

上半身からの還流血が，上大静脈から右室・主肺動脈

へと流れた後に初めて，太い動脈管を経て下行大動脈

が描出された（図3）．なお，動脈管内短絡血流の方向

は，収縮期には右左（肺動脈から下行大動脈），拡張期

には左右であることが，心エコー検査により示された．

　左心低形成症候群例で，逆行性大動脈造影検査を

行った2例は．いずれも初期の症例であったが，大動

脈弓に引き続いて細い上行大動脈が描出された．うち

1例では，初回左鎖骨下動脈からの造影で右鎖骨下動

脈が描出されず，右擁骨動脈からの逆行1生大動脈造影

検査により，右鎖骨下動脈起始異常（大動脈の第4番

目の枝として左鎖骨下動脈の遠位より起始）を合併し

ていることが判明した．

　III群：PGE1投与下に，大動脈弓と反対側の末梢動
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図3　症例22．両側逆行性大動脈造影．3－1，2）上行

　大動脈左背側にある欠損孔（↑）を通じて左右肺動

　脈（LPA，　RPA）が描出された．3－3）上大静脈

　（SVC）からの還流血が右室，主肺動脈（MPA）を

　経て太い動脈管（DA）を短絡した後，正行大動脈

　（DAO）が描出された．

脈にカニューラを留置して逆行性大動脈造影検査を行

い，大動脈縮窄4例・大動脈離断1例で両側冠動脈を

明らかにすることができた．これらは同時期にDSA

を使用して逆行性大動脈造影を施行した大動脈縮窄・

離断15例の33％に該当し，他の10例では十分量の造影

剤が大動脈洞まで到達せず，冠動脈を描出することが

できなかった．初回検査時には冠動脈を観察できたに

もかかわらず，翌日同条件で再検した逆行性大動脈造

影検査では，動脈管がより大きく開き，縮窄部におけ

る狭窄が緩和されたため，冠動脈が描出できなかった
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図4　症例24：腹側に4S°傾けたLaid・Back法による

　逆行性大動脈造影．左右冠動脈（LCA，　RCA）と冠

　動脈洞との関係が明瞭に描出された．CoA：大動脈

　縮窄部．

症例（症例26）もあった．本例では，動脈管の対側に

縮窄部が認められた（管部型）．逆行性大動脈造影検査

時の大動脈弓遠位部（大動脈弓と同側の総頸動脈と鎖

骨下動脈の間）・縮窄部血管径に関しては，それぞれ冠

動脈描出例：3．0±O．45mm，1．6±O　．　8mm，非描出例：

3．4±0．7mm，1．9±0．9mmであり，両群間に有意差を

認めなかった．しかし，冠動脈が描出できたIII群の5

例では，いずれも上腕動脈・腋窩動脈から逆行性造影

が行われており，榛骨動脈からの造影で冠動脈が描出

できたものはなかった．前述した大動脈縮窄・離断（15

例）全体では，擁骨動脈から逆仔性大動脈造影検査が

行われたもの8例，上腕動脈から造影されたもの5例，

腋窩動脈から造影されたものが2例あり，上腕動脈か

らの造影では5例中3例で，腋窩動脈では2例共に冠

動脈が描出されていた．なお，冠動脈の起始部・走行

を評価するためには，大動脈造影同様，X線照射角度

を尾側に45°傾けたLaid－Back造影法2）が有用であっ

た（図4）．

　　　　　　　　　　考　　案

　心エコー検査の診断精度向上により，心房中隔欠

損・心室中隔欠損・総肺静脈還流異常・大血管転位な

ど，多くの先天性心疾患の診断を非侵襲的に行うこと

が可能となってきた3）4）．心臓カテーテル検査を省略で

きることは，特に重症例における術前状態の保持，手

術成績の向上に少なからず寄与している3）‘）．しかし，

大動脈縮窄における大動脈弓・縮窄部の血管径・形態

の評価などに関しては，心エコー検査だけでは必ずし

も十分といえず，多くの施設で逆行1生大動脈造影検査
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を併用しているのが現状であろう4）5）．逆行性大動脈造

影検査に関しては，自験例でも多くの症例が月齢3カ

月以内であったように，適応年齢がほとんど乳児期早

期例に限られ，また検査の性格上，心臓内奇形の評価

も困難である．しかし，手技は比較的簡単で，DSAの

導入以来画像も明瞭になり，水溶性造影剤の開発と合

間って患児の負担は少なくなってきた．そこで，筆者

らの施設では，大動脈縮窄・離断以外にも，大動脈弓

周辺の異常を伴う乳児例に対し，より正確な情報を得

るため，また心エコー検査の結果を確認する目的で，

逆行性大動脈造影検査を併用して評価を行ってきた．

そして，今回，逆行性大動脈造影検査により得られた，

大動脈縮窄・離断以外の所見について後方視的に調査

し，対象を前述した3群に分類して検討した．

　1群すなわち肺動脈閉鎖例に対し，短絡路を含めた

肺動脈の評価目的で逆行性大動脈造影検査が施行され

た件数は，対象の過半数（67％）を占めていた．肺動

脈閉鎖における逆行性大動脈造影の有用性に関して

は，鎖骨下動脈・主肺動脈・左右肺動脈の径・形態な

どの評価が可能で6），自験例でも術前に92％例で両側

肺動脈が描出された．また，m－BT術後には5例中2

例で術側の肺動脈しか描出されなかったが，これらの

症例では右室から肺動脈へ駆出される血流，動脈管か

らの短絡血流が心エコー検査により確認されており，

術側肺動脈に向かう血流の影響が原因と考えられた．

しかし，m－BT短絡術施行側の血圧は低く，月齢12カ

月で逆行性大動脈造影検査により肺動脈形態が評価で

きた症例もあり，逆行性大動脈造影はm－BT短絡術の

術前・術後検査として有用な検査法と考えられた．さ

らに，m－BT短絡導管内の狭窄が，バルーン拡張術に

より拡張可能になってきた現在7），導管の開存性評価

目体も重要な検査目的の一つと思われた．

　主要体肺側副動脈は4例に認められた．その心エ

コー検査による診断は，近年カラードプラ法の発達に

より向上してきたものの，なお困難である8）．さらに，

術前には主要体肺側副動脈の本数・起始部・狭窄の有

無の他，中心肺動脈の有無・形態，主要体肺側副動脈

との交通などを正確に掌握する必要があるが，これは

大動脈造影によっても困難なことが多く9｝，逆行性大

動脈造影と心エコー検査のみでは十分といえない．し

たがって，肺動脈へのunifocalizationを行う前には，

主要体肺側副動脈の選択的造影が必要となる9）．自験

例でも中心肺動脈と主要体肺側副動脈との交通，狭窄

の評価は困難であったものの，逆行性大動脈造影検査
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により3例で主要体肺側副動脈の血管径・本数の見当

をつけることができた．また，2例では中心肺動脈の

存在が確認され，その血管径を計測することも可能で

あった．そして，これらの所見は，PGE，製剤投与の適

応，心臓カテーテル検査・肺動脈のunifocalization施

行時期など，治療方針の決定に有利であった．したがっ

て，肺動脈閉鎖・心室中隔欠損例において，心エコー

検査で大動脈弓下に動脈管を認めない場合には，主要

体肺側副動脈の存在を疑い1°），逆行性大動脈造影検査

で確認するのが良い方法と考えられた．なお，主要体

肺側副動脈は動脈管に比して下行大動脈のより下位か

ら分枝し9＞，造影剤が希釈されるため，両側からの造

影，または留置カニューラをできるだけ上腕動脈・腋

窩動脈におき，注入器を使用して造影することが望ま

しい．

　また，無脾症候群例で体肺動脈短絡術を施行する際

には，総肺静脈還流異常の有無，還流様式が問題にな

る11）．今回，2症例で逆行性大動脈造影検査の際に肺静

脈相まで観察したが，異常肺静脈は描出されなかった．

これは，2例ともに下心臓型の総肺静脈還流異常で，

肺血管抵抗が高いことが主因と考えられた．したがっ

て，肺動脈閉鎖・動脈管合併例で異常肺静脈に閉塞を

伴わない場合，DSAを用いれば，肺静脈の還流様式を

明らかにできる可能性もあるが，逆行性大動脈造影検

査による総肺静脈還流異常の診断は概して困難と思わ

れた．

　II群：大動脈弓，またその分枝の異常に関しては，

重複大動脈弓，大動脈肺動脈窓の診断，そして左心低

形成症候群における細い上行大動脈，右鎖骨下動脈起

始異常などの描出が，逆行性大動脈造影により可能で

あった．血管輪の診断における食道造影所見に関して

はよく知られるところで，患児の負担も少なく有用な

検査法である’2），しかし，これは間接的な診断法であ

り，左右大動脈弓を直接描出できる逆行性大動脈造影

では，その計測も可能で診断はより正確と考えられた．

したがって，逆行性大動脈造影検査は喘鳴・呼吸困難

を有し，血管輪が疑われる乳児では試みて良い検査法

で，一側の大動脈弓・分枝の描出が不明瞭な場合には，

両側榛骨（上腕・腋窩）動脈からの同時造影も考慮す

べきである．また，大動脈離断に合併した大動脈肺動

脈窓の診断も可能であったが，これは総動脈幹5）・右肺

動脈上行大動脈起始1）などと同様，逆行性大動脈造影

検査のよい適応疾患と考えられた．この際，拡張期に

は血流が下行動脈から血管抵抗の低い肺動脈へと流れ
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ており，拡張期すでに造影剤が左右肺動脈内に短絡し

ていると，下行動脈は描出され難い．したがって，離

断部の距離を明らかにするためにも，下行大動脈が造

影されるまで十分な時間，画像を観察する必要がある．

僥骨動脈の分枝異常に関しては，嚥下困難などの原因

になり，大動脈縮窄に合併した報告もあり13），逆行性大

動脈造影はその診断一ヒも有用な検査法と考えられた．

なお，左心低形成症候群に逆行性大動脈造影検査を施

行した2例は，初期の症例であり，最近では可及的負

荷をかけないように，心エコー検査のみで診断を行っ

ている．

　III群，すなわち逆行性大動脈造影による冠動脈の評

価に関しては，調べ得た限りで他に報告を認めず，筆

者らの検討が初めてのものと思われた．DSAを用いて

逆行性大動脈造影検査を行った大動脈縮窄・離断の

33％例で，冠動脈を描出することが可能であった．大

動脈縮窄・離断を合併しない症例で，冠動脈が描出さ

れたものはなかったこと，PGE1製剤を投与し動脈管

が充分開いた後では，下行大動脈に造影剤が流出して

しまい，冠動脈が描出されなかった症例があったこと

などより，冠動脈の描出に大動脈縮窄・離断の存在は

不可欠と考えられた．しかし，今回の検討では，冠動

脈が描出された症例と，描出されなかった症例の大動

脈遠位部・縮窄部の血管径に有意差は認められなかっ

た．そして，冠動脈が描出されたものでは，すべて上

腕動脈・腋窩動脈から造影が行われていたことを考え

合わすと，冠動脈を描出するためには，大動脈縮窄・

離断の存在だけでは十分でなく，カニューラの留置部

位が重要と考えられた．

　Arterial　switch　operationの適応疾患である大血管

転位，Taussig　Bing奇形では，それぞれ5％14），30％

～50％前後15）16）に大動脈縮窄が合併するといわれる．

このような疾患群で，術前に冠動脈の解剖を明確にで

きれば有利であるが，どのような症例で，逆行1生大動

脈造影により冠動脈が描出されやすいかについては，

明らかにできなかった．例えば，前述したように管部

型大動脈縮窄例では，PGE，製剤投与後には造影剤が

下行大動脈に流出しやすくなるため不利と考えられた

が，その他，大動脈（弓）形態と冠動脈描出率の関連

を明らかにするためには，症例を累積した上で，カ

ニューラ留置部位ごとに冠動脈描出群と非描出群の大

動脈（弓）形態・血管径を比較・検討する必要がある．

しかし，上腕動脈・腋窩動脈から逆行性大動脈造影検

査を行った場合，7例中5例と高率に冠動脈が描出さ
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れており，現時点では大動脈縮窄を合併したTaussig

Bing奇形．大血管転位例では，可及的近位側にカ

ニューラを留置して逆行性大動脈造影検査を行ってい

る．そして，冠動脈の解剖を評価するためには，心血

管造影検査と同様に，Laid・Back造影法2）などが有用

と考えられた．

　　　　　　　　　　ま　とめ

　1）逆行性大動脈造影検査により得られた所見のう

ち，大動脈縮窄・離断以外のものに焦点を当てて3群

に分類し，その適応・施行上の注意点を中心に報告し

た．

　2）逆行性大動脈造影検査の適応に関しては，a）適

応年齢の問題，b）心内奇形の評価が困難であること，

c）主要体肺側副動脈などの存在診断に関しては信頼

性が高いが，本数，狭窄の有無などの正確な情報は得

難いなどの限界がある．しかし，適切なカニューラ留

置部位，造影剤量などが選択されれば，大動脈（弓）

近傍の種々の異常評価に有用であった．

　3）Arterial　switch　operationの適応疾患である大

血管転位，Taussig　Bing奇形に大動脈縮窄・離断が合

併した場合，逆行性大動脈造影検査を併用することに

より，冠動脈の評価をより確実なものにできる可能性

がある．

　4）したがって，逆行性大動脈造影検査と心内血行動

態の評価に有力な心エコー検査を組み合わせることに

より，大動脈（弓）近傍に異常を有する多くの新生児・

乳児例の術前診断を，低侵襲的かつ正確に行うことが

可能と考えられた．
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Usefulness　of　Countercurrent　Aortography　Injected　into　the　Peripheral　Artery　in

　　　　　　　Visualizing　Cardiac　Anatomy　Besides　Coarctation　of　the　Aorta

　　　　　Masahiro　Kamada1），　Shingo　Yasuharai），　Yasuko　Satou1），　Akihiko　Yoshiokal），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yoshiki　Seino1）and　Syunji　Sano2）

　　　　　1）Department　of　Pediatrics，　Okayama　University　Medical　School，　Okayama，　Japan

2）Department　of　Cardiovascular　Surgery，　Okayarna　University　Medical　School，　Okayama，　Japan

　　　This　report　describes　the　usefulness　of　countercurrent　aortography　injected　into　the　radial，

branchial，　and／or　axillary　artery（countercurrent　aortography）to　demonstrate　various　abnormal－

ities　and　the　anatomy　around　the　aortic　arch　besides　coarctation（CoA）and　interruption　of　the

aorta（IAA）．　Over　the　last　5　years，53　patients　underwent　countercurrent　aortography　at　our

institution．　Twenty－seven　of　these　patients　were　selected　for　this　study　and　were　classified　into

3groups　according　to　the　anatomy　observed：the　pulmonary　artery　and／or　systemic　to　pulmonary

shunt（Group　1；n＝18），　aortic　arch　or　its　branches（Group　2；n＝4），　and　the　coronary　artery（Group

3：n＝5）．All　of　the　patients　in　group　3　demonstrated　CoA　or　IAA．

　　　　　［Group　1］　There　were　18　patients　with　pulmonary　atresia　or　critical　pulmonary　stenosis．

We　could　evaluate　the　shape　and　size　of　the　right　and　left　pulmonary　artery　in　l2　patients　out

of　13　before　surgery，　and　in　30f　5　patients　after　modified　Blalock－Taussig　shunt　operation．　In　4

patients，　countercurrent　aortography　revealed　the　association　of　major　aorto・pulmonary　collat－

eral　arteries，　enabling　the　administration　of　PGE，　to　be　discontinued．

　　　　［Group　2］　Countercurrent　aortography　demonstrated　a　double　aortic　arch，　aortopulmonary

window，　aberrant　right　subclavian　artery，　and　string－1ike　ascending　aorta　in　hypoplastic　left

heart　syndrome．

　　　　　［Group　3］　Countercurrent　aortography　using　digital　subtraction　imaging　demonstrated

the　coronary　arteries　in　33％of　the　patients　with　CoA，　suggesting　the　ability　to　evaluate　the

coronary　artery　before　the　arteria1－switch　operation　in　patients　with　transposition　of　the　great

artery（or　Taussig－Bing　anomaly）and　CoA．

　　　　Countercurrent　aortography　is　a　useful　and　low・invasive　method　to　visualize　the　anatomy

around　the　aortic　arch．
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