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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　目的の血管や心腔へのカテーテルの挿入が困難な場合，カテーテルを成形したり，steel　guide　wireを

J型，S型，蝸牛型等に成形して用いたり，他の種々の新しく開発されたguide　wireが用いられるが，

目的部位へのカテーテルの挿入ができないだけでなく，重篤な不整脈が発生する場合がある．我々は，

主として，新生児や幼小児でカテーテルが目的部位に挿入できない症例に対して，約5年前より5F・

balloon　angiographic　catheterや5F－balloon　wedge　catheter，5F－polyethylen　catheterにTip

Deflecting　Wire　Guide（Cook）を使用し，良好な結果がえられた．左房が小さい症例での左房から左

室へのカテーテルの挿入，完全大血管転換での左室から肺動脈へのカテーテルの挿入，経右心的に肺動

脈内にカテーテルが挿入できない両大血管右室起始での経大動脈・右室による肺動脈へのカテーテルの

挿入（逆行性肺動脈挿入），Fallot四徴兼肺動脈閉鎖において経静脈的に順行性に大動脈内に進めたカ

テーテル先端のmajor　aortopulmonary　collateral　artery内への挿入と選択的造影が可能であった．

　一般的な方法で目的部位ヘカテーテルの挿入が出来なかった症例にTip　Deflcting　Wire　Guideを利

用し，容易にカテーテルを目的部位に挿入でき，不整脈の発生の軽減と検査時間の短縮が図れた．

　　　　　　　　　はじめに

　心カテーテル検査にfloating　catheterが使用され

出してから複雑心奇形においても目的部位へのカテー

テルの挿入が容易になったが，カテーテルの挿入が出

来ない症例に出会う事がある．この様な場合，以前よ

りカテーテル内に創意工夫成形したガイドワイヤーを

挿入して目的部位に進めていたが，目的を達し得ない

場合がある．我々は約5年前よりこの様な症例に，

Cook社製Tip　Deflecting　Wire　Guide（D－Wire）を

使用し良好な結果を得ているので報告する．

　　　　　　　　　方　　法

　種々のガイドワイヤーやこれらを成形して用いて
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も，目的部位に5Fバルーンカテーテルや5Fポリエチ

レソカテーテルを挿入できなかった症例に対して，こ

れらのカテーテルの先端までD－Wireを挿入し，その

先端を湾曲させることによりカテーテル先端を湾曲す

る（図1）．この状態でカテーテルとD・Wireを進める

（必要な場合は回転を加える）．最後にD－Wireの先端

をその位置に保持し，カテーテルのみを押し進める．

主として，新生児や幼小児でカテーテルが目的部位に

挿入できない時に用いるため，D－Wireは一般に

0．025”・100cm・先端5mm－curveのものを用いている．

　心腔内でカテーテル先端を湾曲させて方向転換など

のカテーテル操作を行う場合は，心腔壁への刺入ない

し穿孔を避けるため，通常はバルーンを膨らませた状

態で行い，開存卵円孔や心房中隔欠損孔，心室中隔欠

損孔の通過や血管内への挿入の場合にはバルーンを膨
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図1Deflecting　handleとTip　Deflecting　Wire
　Guide（Cook）．

上はD－Wire先端を湾曲する前，下はD・Wireに
　tensionをかけ先端を湾曲した状態である．

らませないで行う．

　バルーンカテーテルの長さや耐圧限度の関係から，

年長児や造影剤を時間当たり大量に注入する必要のあ

る場合にはピックテイルカテーテルや手製の側孔付き

ポリエチレンカテーテルを使用するが，ポリエチレン

カテーテルはバルーンカテーテルに比べて材質が硬く

壁内刺入や穿孔に注意する必要がある．バルーンカ

テーテルへのD－Wire使用時で湾曲が不十分な場合に

は，カテーテルを一旦抜去してその先端まで0．025”の

steel　guide　wireを挿入し，水蒸気で熱しながら先端を

軽く伸張させると先端が柔軟になり，D－Wireによる

湾曲度が増加する．また，前もって先端を湾曲させて

用いる場合もある．

　なお，カテーテルがD－Wireに比べて短い場合，カ

テーテル中枢端をdeflecting　handleに接続できず，カ

テーテルからの出血が認められる．また，カテーテル

内での血液凝固も起こりうるためカテーテル中枢端に

側管付き止血弁を取り付け，時々ヘパリン加生理食塩

水でフラッシュする．

　　　　　　　　　　症例呈示

　症例1．E．S．16日，女，完全大血管転換．

　5F－balloon　angiographic　catheterを肺動脈内に挿

入する際に，卵円孔経由で左房内に挿入したカテーテ

ルを左房内湾曲法では先端を左室内に挿入できず，
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図2　〈症例1＞ES．，16日，女，完全大血管転換．

　左．正面像，右：側面像

　a．卵円孔経由で左室内に挿入した5F・balloon　an・

giographic　catheterの先端までD・Wireを挿入す

　る．b．　Deflecting　handleでD・Wireの先端を湾曲

　し，左室内でカテーテル先端を右頭側に湾曲する．

c．D－Wireの先端をその位置に保持し，カテーテル

　のみを左室流出路方向に進める，d，カテーテルを

　さらに進め先端を肺動脈内に挿入する．血流障害を

　避けるためballoonは収縮してある．

floating法では先端は心尖方向にのみ向かうため

steel　guide　wireを湾曲させて用いたがカテーテル内

に挿入中に湾曲度が減少し，カテーテル操作で先端が

頭側に向かわず，不整脈も頻発したため，D－Wireを使

用してカテーテルを肺動脈内に挿入した（図2）．
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図3　〈症例2＞Y．T．，2歳，男，完全大血管転換＋

　心室中隔欠損，Senning手術後．

　a．左腋窩静脈から左室内に挿入した5F－balloon

angiographic　catheterの先端までD－Wireを挿入

する．b．　D－Wireを湾曲してカテーテルを頭側に向

　ける．c．　D・Wireの先端をその位置に保持し，カ

　テーテルのみを肺動脈方向に進める．d．カテーテ

　ルのみをさらに進め先端を肺動脈内に挿入する．血

　流障害を避けるためballoonは収縮してある．

a b C d

　　　　　　　　　　図4　＜症例3＞A．H．，3ヵ月，女，心室中隔欠損

上段：正面像，下段：側面像

a．心室中隔欠損孔経由で左室内に挿入した後にballoonを膨らませた5F・balloon　angiographic

catheter内にD－Wireを挿入する．　b．　D－Wireを湾曲してカテーテルを頭側に向ける．　c，　D・Wire

の先端をその位置に保持し，カテーテルのみを進める．d．カテーテルのみをさらに進め先端を大動

脈内に挿入する．
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　症例2．Y．T．2歳，男，完全大血管転換＋心室中隔

欠損，Senning手術後．

　左腋窩静脈から左室に挿入した5F－balloon　angio－

graphic　catheter先端が心尖に向かうのみで肺動脈方

向に反転せず，不整脈も頻発したため，D－Wireを使用

してカテーテルを肺動脈内に挿入した（図3）．

　症例3．A．H．3ヵ月，女，心室中隔欠損．

　卵円孔は開存しておらず心室中隔欠損孔経由で左室

内にカテーテルは挿入できたが，先端が頭側に反転せ

ず，不整脈も頻発したため，D・Wireを使用して大動脈

内にカテーテルを挿入した（図4）．

　症例4．NM．4歳，男，僧帽弁閉鎖，両大血管右室
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図5　＜症例4＞NM．，4歳，男，僧帽弁閉鎖，両大血管右室起始，肺動脈弁狭窄，

　右胸心．

　左：正面像，右：側面像

逆行性に右室に挿入した5F－pig　tail　catheterをD・Wireで湾曲させ，大動脈の後方

　にある肺動脈内に挿入し造影した．
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図6　＜症例5＞y．O．，1歳，女，

右　側面像

／
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Fallot四徴兼肺動脈閉鎖

左：正面像，

経静脈的に右室経由で大動脈内に進めた5F一コブラ型ポリエチレンカテーテルの先端

の湾曲をD・Wireで増し，細いMAPCA内に挿入し造影したものである．用いたカ

テーテルの1st　portion（ノ）は約10mm，2nd　portion（N）は約15mmで，左肺動脈

起始部に狭窄が認められる，
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　　　　図7　＜症例6＞Y．H．，9ヵ月，男，　Fallot四徴兼肺動脈閉鎖

左：正面像，右：側面像

右室経由で大動脈内に進めた5F－balloon　wedge　catheterの先端をD・Wireで太い

MAPCA内に挿入し造影したもので，　MAPCAは左肺門部で肺動脈と吻合している．

起始，肺動脈弁狭窄，右胸心．

　右心系からではカテーテルが大動脈のみに進み狭窄

肺動脈に挿入できず，逆行性に右室内に挿入した5F－80

cm　pig　tail　catheterにD－Wireを使用してこれを肺

動脈内に挿入した（図5）．

　症例5．Y．0．1歳，女，　Fallot四徴兼肺動脈閉鎖．

　肺動脈の明瞭な画像を得るため選択的MAPCA造

影を行った．5F－balloon　wedge　catheterを用いて経静

脈的に右室経由で下行大動脈内に留置したO．025”ガイ

ドワイヤーに沿わせて挿入したコブラ型に成形した

（ガイドワイヤーが細いため少な目に湾曲）ポリエチレ

ンカテーテル先端をmajor　aortopulmonary　collat－

eral　artery（MAPCA）内に挿入できなかったため，

DWireでカテーテル先端の湾曲度を増してこれを

MAPCA内に挿入して造影した（図6）．

　症例6．Y．H．9ヵ月，男，　Fallot四徴兼肺動脈閉鎖．

　5F－balloon　angiographic　catheterによる経右室上

行大動脈造影で下行大動脈前壁から起始する太い

MAPCAが認められ，選択的MAPCA造影の目的で5

F－balloon　wedge　catheterのMAPCAへの挿入を試

みたが出来ず，D－Wireでカテーテル先端を湾曲させ

MAPCA内に挿入して造影した（図7）．

　症例7．Y．1．17歳，女，単心室，両大血管右室起始，

肺動脈弁狭窄．

　肺静脈血採取に際して一般的方法で肺静脈内へのカ

テーテル挿入が出来ず，D－Wireでカテーテル先端を

湾曲させ肺静脈に挿入できた（図8）．

　　　　　　　　　　考　　案

　エコー検査機器の発達にともない心カテーテル検査

の前に複雑心奇形の診断が以前に比べて容易になって

は来た．しかしながら，短絡率，肺血管抵抗値の算出，

各心房・心室・大血管の形態や機能診断側副血管の

診断，術後の経過観察に，いまだに心カテーテル検査

は欠くことは出来ない．また，手術術式や患者管理の

向上に伴い，より複雑な心奇形の患者にも手術が行わ

れるようになり，これらの患者のより詳細な検査デー

タと形態描出が求められるようになってきた，さらに，

最近では幼小児に対してもカテーテル検査法を用いた

治療（interventional　therapy）が行われるようになっ

てきており，以前にもまして心カテーテル検査法が重

要な地位を占めるようになってきた．

　これらの検査の際に目的部位にカテーテルを挿入す

るために，種々の創意工夫されたカテーテルが用いら

れたり，成形したガイドワイヤーが使用されている．

成人例において，成形したカテーテル1）2）やこれにガイ

ドワイヤーを併用して3）‘）me択的に肺動脈主幹部や左

右肺動脈へ挿入したり，腹部主要血管ヘカテーテルを

選択的に挿入する際に，成形したカテーテルを用いた
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図8　＜症例7＞Y，1．，17歳，女，単心室，両大血管右

　室起始，肺動脈弁狭窄．

　左：正面像，右：側面像

　a．左房内に挿入した6F－balloon　wedge　catheter

　の先端までD－Wireを挿入する．　b．　D－Wireにten－

　sionを加えカテーテル先端を湾曲する．　c．

　Deflecting　handleとカテーテルを時計方向に回転

　し，先端を右方に向ける．d．　D・Wireの先端をその

　位置に保持し，カテーテルのみを肺静脈内に進める．

り5），steel　guide　wireのfloppyでない側を種々の形に

成形して用いたり，一部ではD－Wireが用いられた6｝．

また，心腔内や血管内へ柔軟なカテーテルや曲がりの

ないカテーテルの挿入，曲がりは付いているが更に深

く挿入する必要がある場合が稀にあるが，このような

場合にD－Wireが有用であると言われている7）．我々も

以前よりJ型，S型，蝸牛型等と創意工夫をこらした

steel　guide　wireをカテーテル内に挿入して，カテーテ

ルを目的部位に進めていた．しかしながらカテーテル

内への挿入時や挿入中にguide　wireの湾曲が減少し

たことによる，心腔内での過度なカテーテル操作によ

る不整脈の発生や，折角ある程度進めていたカテーテ

ルが引き戻されることが応々にしてある．また最近で

は種々の新しいガイドワイヤーが使用できるように
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なってきたが，それでもカテーテルを目的部位に挿入

できない場合がある．

　この様な場合に，D－Wireを利用して，軽度の不整脈

の発生のみで目的部位へのカテーテル挿入が可能であ

ることを経験して以来，症例によってD－Wireの併用

により最小限のカテーテル操作で不整脈の発生頻度や

その継続時間の短縮を図り，これを目的部位に挿入し，

検査時間の短縮を図ってきた．また，動脈径の細い新

生児や乳児において，症例によっては動脈穿刺を行わ

ずに経静脈的に大動脈内に進めたカテーテルを用いて

選択的にMAPCA等の動脈造影を行っている．この

際前もって行われた大動脈造影で認められる

MAPCAの走行を十分に検討し，用いるカテーテルの

形態を決定する，起始部が頭側に向かう場合はコブラ

型，尾側に向かう場合はクールナソド型のものを用い

る．

　幼・小児において，小さな心房や心室内での過度な

カテーテル操作は不整脈の発生や心穿孔の危険性があ

り，目的部位へのカテーテル挿入が困難な時には，す

みやかにD－Wireの使用を考慮すべきであると考え
る．

　　　　　　　　　　結　　語

　1．カテーテル単独または種々の新しく発表された

ガイドワイヤーを併用したにも関わらず目的部位にカ

テーテルが挿入できなかった症例に対してTip
Deflcting　Wire　Guideを使用し有用な結果が得られ

た．

　2．完全大血管転換において経心房中隔的に挿入し

た左室内カテーテルの反転及び肺動脈内への挿入が容

易に行えた．

　3．両大血管右室起始において大動脈経由で逆行性

に右室内に挿入したカテーテルを容易に肺動脈内に挿

入できた．

　4．Fallot四徴兼肺動脈閉鎖において経静脈的に順

行性に大動脈内に進めたカテーテル先端をMAPCA

内に挿入し，選択的造影が可能であった．

　5．Tip　Deflcting　Wire　Guideの併用により，最小

限のカテーテル操作でこれを目的部位に挿入でき，検

査時間の短縮が図れた．
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Usefulness　of　Tip　Deflecting　Wire　Guide　in　Cardiac　Catheterization

Kohji　Kimura，　Makoto　Takamiya，　Tohru　Nakajima＊，　Yasuo　Ono＊，　Osamu　Yamada＊，

　　　　　　Yoshio　Arakaki＊，　Tohru　Kohata＊，　Atsuko　Suzuki＊，　Shigeyuki　Echigo＊，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Osahiro　Takahashi＊and　Tetsuro　Kamiya＊

　　　　　　　　Department　of　Radiology　and　Pediatrics，　National　Cardiovascular　Center

　　　　We　performed　cardiac　catheterization　using　tip　deflecting　wire　guide（Cook）in　patients　whom　the

insertion　of　the　catheter　to　the　aimed　position　with　conventional　methods　were　not　possible．

　　　　It　was　useful　in　the　following　three　conditions：1）antegrade　insertion　to　the　pulmonary　artery

from　the　left　ventricle　in　cases　with　transposition　of　the　great　arteries．2）retrograde　insertion　to　the

pulmonary　artery　from　the　right　ventricle　in　cases　with　double　outlet　right　ventricle　whom　the

catheter　insertion　was　not　possible　with　conventional　methods，3）antegrade　insertion　to　the　aorta　and

the　major　aortopulmonary　collateral　arteries　from　the　right　ventricle　in　infantile　cases　with　tetralogy

of　Fallot．　This　procedure　made　easier　access　and　took　lesser　time　than　the　conventional　wire　methods．
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