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1 . 原発性アルドステロン症における副腎静脈採血
―副腎静脈サンプリング手技を成功させるためのコツ―
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はじめに

　近年，副腎静脈サンプリング：Adrenal Venous Sam-
pling（以下，AVS）の施行機会が増えている。AVSは確
定診断，最終診断を目的として行う手技であるが，副
腎という臓器の小ささや多様な静脈解剖変異のため，
決して容易な手技ではない。この稿では，その意義や
手技のコツについて述べることとするが，手技の上で何
よりも大事なのは，副腎静脈解剖についての理解であ
る。現在，我々は副腎の中心静脈に加え，ルーチンに
副腎静脈内の支脈別採血を行っているが，副腎静脈支
脈解剖の理解がAVSを成功させるための重要ポイント
であるということを最初に結語的に強調しておきたい。

AVSのむずかしさ

　AVS手技のむずかしさには次のようなさまざまの事由
が含まれていると思われる。
・ 副腎静脈サンプリングの重要性，必要性の認識に乏
しいため，あえて“むずかしい”手技を行おうとい
うようなモチベーションに欠ける。
・ 手技として，とくに右副腎静脈の同定が“むずかし
い”。いくらカテーテルで探っても右副腎静脈がみ
つからないことがままある。さらに，たとえ造影は
できても，採血が“むずかしい”こと（副腎静脈血が
引けてこないこと）があり，非常にストレスを感じ
る。とても日常的な手技として行うことができない。
・ 採血の位置のポイントがわからない。左側副腎静脈
の採血は容易だと云われるが，下横隔静脈の合流部
で採血するのか，下横隔静脈を超えて採血するのか？
・ 副腎静脈から採取した血液の扱いが“むずかしい”。
採血管の本数が多くて混乱する，測定すべきホルモン
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がよくわからない，採血結果の解釈が“むずかしい”。
・最終診断手技であるため，失敗が許されず，しかも
負荷試験であるため，ACTH（副腎皮質刺激ホルモ
ン）負荷後の採血には時間制限があり，副腎静脈サ
ンプリング未経験者に対するトレーニングが“むず
かしい”。
　これらの問題点がすべて解決されなければ，毎回の
ようにAVSを成功裡に導くことはできない。

AVSの意義

　AVSがなぜ必要なのか？ X線CT（computed tomog-
raphy）や核医学検査で診断できないのか？といった初
歩的な認識不足や，たかが高血圧，いわば“良性疾患”
に対して副腎静脈サンプリングのような侵襲的検査法
はなじまないという思い込みがAVS施行をためらう理
由になっていることもあるようである。
　副腎ホルモン測定を目的とした副腎静脈へのカテー
テル挿入手技は1960年代に始まる1～8）。近年，高血圧
症における原発性アルドステロン症の頻度が以前に考
えられていたほど稀ではないことが知られ，アルドス
テロン過剰産生が片側性であるのか両側性であるのか
を確定診断する手法として副腎静脈サンプリングは極
めて重要である9～11）。片側性ホルモン過剰産生である
場合には片側副腎摘出対象となるが，副腎摘出手技と
しての腹腔鏡下手術の進歩も目覚ましく，侵襲性はよ
り低くなっている。私が毎週サンプリング手技を行っ
ている横浜労災病院（独立行政法人労働者健康福祉機
構  横浜労災病院　西川哲男院長，内分泌・糖尿病セ
ンター長/糖尿病内科部長　大村昌夫）では，現在，
副腎内支脈別採血を積極的に施行しており，その結果
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をもとに，可能な場合には，副腎腫瘍存在部分の腹腔
鏡下部分摘出を行う。副腎全摘を行う場合には術中に
副腎の中心静脈同定，結紮を行う必要があるが，部分
摘出の場合にはその必要がないため，手術時間が 30
分ほど短縮できるそうである。両側のホルモン産生腺
腫の場合，片側副腎全摘，片側副腎部分切除を行う症
例もある。サンプリング結果から，両側性と診断され
た場合には，薬物治療が行われることになるが，特発
性アルドステロン症にターゲットを絞った薬剤選択を
行える点でやはりサンプリングは重要である。特発性
アルドステロン症の診断がなされないまま，多剤・多
量の降圧剤を服用し続けているケースも多い。
　AVSが施行されるのは，原発性アルドステロン症の
疑われる患者のうち，片側という診断がついた場合に
手術を受ける希望（意思）のある患者が対象である。手
術を希望しない患者に対して，診断の目的のみでAVS
を施行することはない。また，原発性アルドステロン
症の患者の多さを考えると，若年の高血圧症患者が優
先されるべきと思われる。若年発症の患者が診断され
ないまま放置或いは不適切な薬物治療を受けた場合，
脳出血などの重篤な合併症を招く可能性がある。
　AVSに関わる放射線科の医師には，採血の目的につ
いて理解し，採血結果が，患者さんの治療方針に直
結しているということにやりがいを感じ，診断・IVR
（IVR：InterVentional Radiology）医のプロフェッショナ
ルとしての技（ワザ）を発揮して欲しい。最近我々の施
行している副腎静脈内支脈別採血を加えれば，より精
細な診断が期待できる。
　サンプリングを依頼してくる内科医がいないという
話もよく耳にするが，これにはいろいろな事情が含
まれている。副腎静脈採血は危険なだけであり，そ
の採血結果に臨床的意義はない，というような極端
な考え方から，副腎静脈採血は必要であるが，ACTH
（Adreno Cortico Tropic Hormone）負荷を施行する意
義はない12），等々，AVSについての内科医側のコンセ
ンサスのなさにも一因はあるが，患者さんにAVSの
必要性を説明し，やっとのことで患者さんの同意を
得て，放射線科医に頼んでAVSを行ってもらったもの
の，採血結果は失敗で，診断に至らなかったというよ
うな体験がAVS施行の依頼に二の足を踏ませる原因
になっていることも多いようである。このような事態
が生ずる大きな要因は，内科医と放射線科医のコミュ
ニケーション不足にある。放射線科医は採血結果につ
いてのフォローを忘れず，失敗に終わった場合には，
手技失敗の原因を探るべきである。いくら造影がうま
くいったとしても，採血結果が失敗であれば，採血結
果がすべてであることを強く認識すべきである。内科
医の方も，AVSの手技的むずかしさを理解し，採血
結果について，採血を施行した放射線科医とよく協議
し，次回の採血成功につなげるように努力すべきと思
われる。

採血の順序・測定すべきホルモン

　我々は，現在，右大腿静脈を一本のシース（5Fショー
トシース使用）で確保し，ACTH負荷前後で，左右の副
腎静脈を順次採血するのをルーチンにしている（左右
副腎静脈の同時採血法は行っていない）。具体的には，
ACTH負荷前に，左副腎静脈→左腎静脈→末梢血（下
大静脈～総腸骨静脈）→右腎静脈→右副腎静脈と採血
し，ACTH負荷後には負荷前の採血で留置したままに
しておいた右副腎静脈から採血を開始し，次に左副腎
静脈を，最後に末梢血（大腿静脈血）を採取して終了，
という順序で採血を行っている。途中の採血順序は必
ずしも上記の順番で行わずともよく，たとえば，右副
腎静脈がむずかしい場合には，負荷後に左副腎静脈の
採血を先に済ませてしまってから，落ち着いて，右副
腎静脈の負荷後採血を行う，という方法もある。
　意外に大事なこととして，採血管（スピッツ）の混乱
を避けることに注意を払う必要がある。前もって，採
血管に番号を振り，採血部位（静脈名）を記入しておく
という方法は，一見用意周到に思えるのだが，実際に
は，採血順序が変わったときや採血部位が追加された
ときなどにスピッツの取り間違えなどの混乱が生じや
すい。患者さんの IDや名前のみの記入されたラベル
を用意しておき，一箇所の採血が終わるごとに，その
場でラベルに採血部位を記入し，番号を振り，できれ
ば，採血した時間も記入したうえ，その場ですぐにス
ピッツに貼り付けるのが望ましい。同時にカルテに採
血した部位，時間，スピッツに振った番号を記してお
く。下大静脈～左右腎静脈，副腎静脈の簡単なシェー
マを書いておくとよい。これらの作業には，当然のこ
とながら，検査依頼した内科医あるいは血管造影担当
の看護師等の積極的な協力が必須である。
　測定すべきホルモンは，腎静脈にてレニン，副腎静
脈についてはアルドステロンとコルチゾールである。原
発性アルドステロン症ではレニン分泌の低下が認めら
れる。副腎静脈からの採血が成功しているかどうかは
コルチゾールの濃度にて判定している。ACTH負荷後
の副腎中心静脈コルチゾール値は少なくとも200ng/㎗
以上，支脈レベルでは380ng/㎗以上の値をとる（第38
回日本 IVR学会総会：2009年8月5日（水）～7日（金）
にて発表）。ACTH負荷後のコルチゾールの値が低く，
100ng/㎗を下回るような場合には，副腎静脈血以外の
血液の混入などの可能性を考えるべきである。ちなみ
に一側にクッシング産生腺腫が存在した場合，対側の
コルチゾール値が380ng/㎗を超えることはない点から
も純粋な副腎静脈血のACTH負荷後の正常コルチゾー
ル値は380ng/㎗以上と考えており，1,000ng/㎗前後の
値を示すことも稀ではない。逆に一側性に380ng/㎗よ
り低い値が出た場合には対側にコルチゾール分泌の過
剰産生が起こっている可能性を考えるようになってい
る（コルチゾール産生腫瘍の合併）。
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副腎静脈選択時のカテーテル操作

　下大静脈内でのカテーテル操作では，静脈壁の軟ら
かさゆえに，カテーテルの動きに“遊び”が大きくな
るため，動脈造影の場合と違った“慣れ”が必要であ
る。下大静脈径は個人差が大きいことにも注意を払
うべきである。下大静脈は決して均等な円筒ではな
い。とくに肝部下大静脈付近では，位置（高さ）による
前後/左右径の変化すなわち横断形状変化も大きいた
め，カテーテル形状に工夫が必要である。これは，と
くに右副腎静脈の同定，選択操作に影響を与える。左
副腎静脈については，腹部大動脈による左腎静脈～下
大静脈への圧排がスムーズなカテーテル操作の妨げに
なることもある。AVS前にX線MDCT（MultiDetector 
Computed Tomography）にて，副腎静脈のみならず，
下大静脈や腹部大動脈ついてよく観察することが大事
である（カテーテル操作のシミュレーション）。なお，
左側下大静脈（変異）は，経験的にはカテーテル操作に
さほど影響は与えない。
　左右副腎静脈へのカテーテル挿入には，オリジナル
形状のカテーテルを使用している。左用カテーテルは，
シモンズ・サイドワインダー（Simmons“Sidewinder”）
型の変形ともいえる形状である（図1）。右用には二種
類の三次元立体形状カテーテルを用意している（図2）。

左副腎静脈

左腎静脈下
大
静
脈

MK−ADRENAL L
（CATHEX Co. Ltd./
SILUX Co. Ltd.）

図1 先端のフック形状部分で左総腸骨静脈を選択し，
ガイドワイヤの誘導にてカテーテルを左外腸骨静
脈方向に進め，手前の大きなループ部分が下大静
脈下端部に位置した時点でガイドワイヤを手前に
後退させ，カテーテル全体を下大静脈方向に押し
上げる。カテーテル全体を左腎静脈の頭側まで押
し上げたのち，ガイドワイヤを先端側のカーブの
途中まで進めて，やや先端側カーブを伸ばした状
態で引き下ろして，左腎静脈を選択する。次にガ
イドワイヤを引き抜きつつ，全体的な位置を適宜
調整することにより，カテーテル先端が左副腎静
脈を拾う。先端の小カーブの頂点が左副腎静脈入
口部の対側の左腎静脈壁を支点として左副腎静脈
を選択するイメージである。

図2 右副腎静脈選択用には2種類のカテーテル形状を
用意している。先端部分はいずれも右背側を向い
ている（立体形状）。

 （CATHEX Co. Ltd./SILUX Co. Ltd.）
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MK2は平松京一先生（元慶應義塾大学放射線科教授）
の右副腎カテーテル形状の立体化である。ただし，二
次元平面形状のカテーテルのほうが直観的なカテーテ
ル操作を行えるので，経験数が少ない時点では，二次
元形状のカテーテルでイメージをつかむほうがよいか
もしれない。
　なお，採血ということを考えると，柔らかめの材質
のカテーテルを使ったほうが静脈壁へのウェッジを
避ける上でよいのであるが，副腎静脈の選択というこ
とだけを考えると硬めのカテーテルのほうが容易にな
る。また，支脈別採血まで行いたい場合には，柔らか
目のカテーテルを用いて，採血用マイクロカテーテル
との相補的な動きを行うことが必須になる。

右副腎静脈へのカテーテル操作
　一般に，右副腎静脈の同定・カテーテル操作はむず
かしいといわれている。AVS前にMDCTによる精細
なX線CT撮影を行っておくと，あらかじめ，右副腎
静脈の位置を把握できる。右副腎静脈は多くの場合，
第11～12肋骨の高さ付近で，下大静脈の右背側～外
側寄りに流入する。副肝静脈（短肝静脈ともいう：複
数存在する）とほぼ同じ高さで，すぐ近傍内側（背側寄
り）に流入していることが多く，まず副肝静脈を探っ
てみて，副肝静脈の位置からわずかに反時計回りにカ
テーテルを回転させると右副腎静脈を選択できること
がある。カテーテルが副肝静脈も選択できないよう
であれば，カテーテル先端が下大静脈壁を探ってい
ない（壁から遊離し，下大静脈内に浮いてしまってい
る）可能性が高いので，カテーテル形状の変更，蒸気
などによる成型により，下大静脈径や下大静脈横断形
態にカテーテルをフィットさせるように工夫する。右
副腎静脈の下大静脈への流入形態のバリエーションと
して知っておくべきは，右副腎静脈が通常よりもかな
り左寄りで下大静脈背側に流入するパターンがあるこ
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と（CTで確認できる）や下大静脈への矢状方向（頭尾方
向）の流入角度がさまざまであること（カテーテル先端
形状の変更が必須）などが挙げられる。そのほか，右
副腎静脈が副肝静脈に流入することも稀ではなく，副
肝静脈の下大静脈への流入部に近接して副肝静脈に流
入していることが多い。ときに，副肝静脈の上壁（頭
側寄りの壁）に流入する症例があり，カテーテル操作
に難渋することがある。なお，通常，右副腎の中心静
脈の距離は数ミリ程度であるが稀に数センチのことが
あることも知っておくとよい。ごく稀には右副腎静脈
が2本存在することや右腎静脈に流入することもある
ので，あらかじめMDCTでよく観察することが重要
である。
　しばしば小さな副肝静脈が右副腎静脈と紛らわしい
が，鑑別点としては，副肝静脈の造影では，肝実質は
副腎よりも強く造影されることが多いこと，染まりの
形態が副腎形態ではないこと，肝内静脈との吻合が多
いことなどが挙げられる。右副腎静脈と確信できるの
は，副腎内分枝形態が確認できること（図3），腎臓の
辺縁を走行する腎被膜静脈との吻合がみられることな
どが挙げられる（必ず吻合しているわけではないが，
腎被膜静脈と吻合していれば副腎静脈の可能性が高く
なる）。腎被膜静脈造影像が右副腎造影像に重なって，
副腎静脈像が観察しにくいことがあり，注意を要する
（左副腎静脈でも同様のことがある）。腎被膜静脈との
重なりが顕著な場合や副腎内分枝が観察しづらい場合
には，斜位DSA（Digital Subtraction Angiography）撮影
を加えるとよい。通常，右前斜位が適するが，ときに
左前斜位が有効である。
　後腹膜の無名静脈が副腎静脈と紛らわしいこともあ
る。鑑別点は副腎静脈枝が観察できないこと，採血施
行が困難なことが挙げられる。副腎はホルモン分泌が
盛んで血流豊富であるのに対し，後腹膜の小さな無名
静脈では造影はできてもほとんど逆流がないことが多
く，副腎静脈ではない可能性が高いとわかる。
　副腎に腫瘍が存在する場合，腫瘍部分では腫瘍血管
の存在のため，正常の副腎支脈の構築が乱れ，副腎の
同定がむずかしくなることがある。数センチ大の大き

なものが存在する場合に，大きすぎて，逆行性造影も不
充分になりがちで，全体像がつかみにくいことがある。
　なお，副腎内支脈の分岐形態の分析は1970年代の
Miekoś E.らの論文6）及び，McLachlan MSらの論文7）に
詳しい（図4）。一読されれば，副腎及び副腎静脈の解剖
形態に関する認識が深まることは間違いない。おそら
く，脳内のイメージとして， “副腎がみえてくる” 状態
が，単にAVS経験を重ねるよりも早く訪れるであろう。

左副腎静脈へのカテーテル操作
　通常，左副腎静脈は左下横隔静脈と共通幹を成し，
左腎静脈に流入する。稀に大動脈後部左腎静脈（ret-
roaortic left renal vein）などで左副腎静脈が直接下大静
脈に注ぐことがある13）。
　左副腎静脈は腹部大動脈の左脇，脊椎・椎体左縁付
近で左腎静脈に流入する（思っているよりも下大静脈
に近い）。腹部大動脈の蛇行がカテーテルのスムーズ
な挿入や安定的留置を妨げることがある（形状変更が
必要となることがある）。左下横隔静脈が太い例や腎
静脈あるいは腎被膜静脈との吻合が目立つ例などでは
カテーテル先端の適切な位置への留置がむずかしくな
ることがある。
　左下横隔静脈との重なりを避けるには，左前斜位
でのDSA撮影，X線透視を用いるのが有効なことがあ
る。左副腎静脈の分岐形態は図に示すごとくである

（図5）。ときに左下横隔静脈の流入部位よりも左腎静
脈側にて外側弧状枝が下横隔静脈・副腎静脈幹に流入
することもあるので，カテーテル先端位置には注意を
要する。

副腎静脈の造影の仕方

　副腎静脈の造影に際しては愛護的な用手注入を心が
ける。DSA（Digital Subtraction Angiography）撮影の際
にはとくに注入開始はゆっくりとシリンジを押し始
め，リアルタイムでDSA像を確認しながら徐々に注
入圧を増していく。マイクロカテーテルからの造影に
は必ず1㎖のロック付シリンジを用いる。副腎の血流
は意外に多く，注入圧が負けてしまうこともあるが，
一方，過剰な圧入は副腎静脈外への漏出は疼痛や副腎
機能障害などの合併症につながる可能性があるうえ，
造影剤の血管外漏出は組織・臓器の癒着を引き起こし，
手術時の操作をむずかしくする。
　なお，術中の放射線被ばく軽減は常に意識しておく
べきで，無駄な撮影の回避や透視線量には十分な注意
を払うべきことはいうまでもない。

スプリット・チップ・マイクロカテーテルの
導入と副腎内支脈別採血

　我々は全例で我々の開発したスプリット・チップ形
状のマイクロカテーテル（split－tip microcatheter）を用
いている（図6）。幾つかの切れ込み形状あるいは側孔図3

右副腎静脈：中心静脈

右副腎は四面体（四つの凹面か
ら成る三角錐：ピラミッド形状）
であり，支脈は底面の三角形の
頂点より中心静脈に向かって集
合する。呼吸による移動，回転
のため，支脈同士の位置関係は
大きく変化する。

上側支

外側支 下側支



第40回日本 IVR学会総会「技術教育セミナー」：牧田幸三

技術教育セミナー / 副腎静脈サンプリング

ドワイヤやマイクロカテーテルを進めると，疼痛を引
き起こすことがあるので，十分に愛護的なカテーテル
操作が要求される。スプリット・チップ・マイクロカ
テーテルを用いた副腎静脈分枝からの採血では，適
切な先端位置を保つことにより，通常，1分間に0.5～
1㎖程度の採血スピードが得られる。中心静脈の位置
からであれば 1分間に 1～ 2㎖程度の採血が可能であ
る。採血時は軽く陰圧をかけながら行う。血液の引け
がよくないときには，マイクロカテーテルにトルクを
かけて，先端のスプリットの位置を回転させる（ずら
す）ことで引けがよくなることがある（意外にトルクが
伝わる：ガイドワイヤに追従させる際にもトルクをか
けて先端を滑らせるとよい）。親カテーテルを多少相
補的に動かして，引けのよくなる位置をさぐる場合も
ある。マイクロカテーテルの先端形状を蒸気成形する
こともある。とくに左副腎静脈の外側弧状支へのマイ

図4b　Gland shape
Appearances are summarized in Fig.2. On the right 22 glands 
resembled equilateral triangles. Ten resembled isosceles 
triangles, with a short superior side in five, a short medial 
side in two, and a long medial side in three. Convex borders 
were present medially in 26（81 per cent）, superiorly in 14（44 
percent）, and inferiorly in two（6 per cent）. In 11（34 percent）
more than one border was convex. On the left 31 glands 
resembled an inverted comma, the superior border being 
convex. One gland was triangular, with a convex medial border.
（文献7より引用改変の上転載）

図4a （文献7より許可を得て引用転載）
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を試したうえで，四分の三円形状の切れ込み（スプリッ
ト）形状に落ち着いた。この仕様は，カテーテル先端
が軟らかい静脈壁にウェッジしてしまい，採血に難渋
するような症例で非常に有効性を発揮し，副腎静脈内
支脈別採血にも必須である。AVS施行経験回数が増え
るにつれ，有用性を実感している。このマイクロカテー
テルの使用により，採血時間の短縮がもたらされたう
えに，副腎静脈の支脈別採血も可能となった。
　支脈別採血では，機能性腺腫存在部位に一致する
局所的アルドステロン高値を得ることができること
や，逆に，機能性腺腫症例であっても，中心静脈での
アルドステロン値が意外に低くなっていることがある
ことなどの新知見を得ている。また，片側で複数の採
血を行っているので，採血結果が出るのを待つまでの
間，採血失敗についての危惧の念を抱く必要がないの
も利点である。ただし，副腎内支脈にあまり深くガイ

74（208）
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左副腎静脈：上行支
（内側上行支＋外側上行支）

外側に向かって弧を描く
外側弧状支

両者の間には，時折り，投げ縄状の
吻合が観察される。左副腎静脈：中心静脈

内側上行支

上側支＝内側上行支＋外側上行支

外側弧状支

外側上行支

図5 a : 左副腎静脈は発生学的な経過に関連し，右側に対し，水平反転し，かつ反時計回りに90度回転した形
態を示す。左副腎は半月形状を示すものが多い。

 b : 外側弧状支をよく認識する必要がある。稀に外側弧状支が下横隔静脈より手前（左腎静脈側）に流入す
ることがある。

 c : Only a few adrenals have outlines assumed in the literature to be characteristic, i.e. triangular（on the 
right side）or semilunar（on the left side）. The shape of the right gland resembles in 61％ of the cases a 
pyramid, in 20％ a birette, in 9％ a sandglass, in 5％ a half-moon, in 3％ an oval and in 2％ a quadrangle. 
The shape of the left adrenal gland follows a more steady pattern. In 63％ of the specimens the gland is 
semilunar, in 19％ triangular, in 11％ elliptical and in 7％ irregular. The posterior aspect is smaller than 
the anterior one in 25 to 50％. （文献6より引用改変の上転載）

 d : Anastomoses within the intraglandular system of the central vein were found on the level of sinusal 
venous vessels of the reticular zone and sinusal vessels of the medulla. In 92％ of specimens the author 
was unable to find connections between the second- and first-order tributaries. It may be supposed that 
the venous outflow from any given portion of the glandular substance takes place through separate 
veins. This finding permits to assume that in adrenal glands there exist venous segments. The number of 
segments corresponds to the number of first-order venous tributaries. （文献6より許可を得て引用転載）

ba
c
d

sandglass

pyramid

semilunar

（63 % of
　the left gland）elliptical

triangular quadrangle

birette
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クロカテーテルの挿入では先端に小さなコブラ型の形
状変更を加えることが多い。
　副腎内の支脈別採血を意図して行うことはむずかし
いが，マイクロカテーテルを用いることを躊躇せず，
もし支脈に入ってしまったら，支脈での採血を行った
後に，カテーテルをわずかに引き抜いて中心静脈での
採血を行うようにすればよい。実際，我々が支脈別採
血を始めたきっかけは，中心静脈内にマイクロカテー
テル先端を安定的に留置するのが困難な症例で，まず
は支脈の採血を行うことにしたのがきっかけである。
ちなみに現在，手技時間は副腎内の支脈別採血込みで，
大腿静脈穿刺から終了止血まで，大抵は1時間半程度
である。長くとも2時間程度である。

最後に

　アルドステロン症の頻度の高さが明白となってきて
おり，副腎静脈サンプリングの重要性は増している。
我々放射線科医は毎日大量のCT画像をみているので
あるから，もし副腎静脈採血を行おうとうするのであ
れば，読影の際に，毎回，副腎中心静脈を同定して，
下大静脈や左腎静脈への流入の変異パターンを確認し
てみるという作業を1～2週間続けてみるとよい。下
大静脈や左腎静脈の変異があるときには注意深く走行
を追ってみる。一日に腹部のCTを20件や30件は読影
しなければならない昨今，2週間も続ければ，あっと
いう間に100例～200例の副腎を観察することができ
るわけである。これは，文中で論文を紹介した1970
年代のMiekoś E.やMcLachlan MS，多数のご遺体の
解剖で副腎を取り出して静脈内にバリウムを注入して
いた彼らにしてみれば，夢のような時代，ということ
になるはずである。
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2 . 成功率上昇のための工夫
―特に術中CTの有用性について―

日本医科大学　放射線医学，同　内分泌代謝内科1）

小野澤志郎，田島廣之，村田　智，嶺　貴彦，山口英宣，杉原　仁1）

はじめに

　近年，副腎静脈サンプリング（AVS）は原発性アルド
ステロン症の診断および治療時に必要不可欠なものと
なっている。原発性高血圧と診断された患者に原発性
アルドステロン症の潜在患者数は非常に多いと言われ
ており，このため多くの総合病院や大学病院で IVRを
施行されている先生方はストレスの多いAVSを実施さ
れていることと思う。そのような背景から2012年 IVR
技術教育セミナーの1テーマとしてAVSが選ばれたが，
今回の技術教育セミナーのテーマとして非常にふさわ
しい内容であったように感じている。本稿では，AVS
における基本的手技，手技上の工夫，結果評価，合併
症などについて解説する。

AVSの基本的事項

　「原発性アルドステロン症診断治療ガイドライン－
2009－」1）によると，原発性アルドステロン症における
AVSでは，両側の副腎静脈と大腿静脈または腎静脈よ
り尾側の下大静脈の合計3か所からの採血を行うこと
が推奨されている。手技中に合成ACTH（酢酸テトラコ
サクチド：コートロシンⓇ）0.25㎎の負荷を行い，ACTH
負荷前後の合計6か所の採血が必要となる。副腎静脈
の選択およびカテーテル挿入は解剖学的な理由から難
渋することがある。また，カテーテル挿入が行えたと
しても，呼吸や体動による副腎および周囲組織の変動
のためカテーテル先端の移動や逸脱，カテーテル先端
が静脈壁を吸引するあるいは静脈が虚脱するなどして
静脈血採血が困難な場合がある。

副腎静脈サンプリング
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 第40回日本IVR学会総会「技術教育セミナー」‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

AVSの基本的手技

　当施設におけるAVSは，基本的に内分泌内科医に
より「原発性アルドステロン症診断治療ガイドライン
－2009－」1）に基づいてスクリーニングされた症例に対
し施行している。具体的には高血圧があり血漿アルド
ステロン濃度／血漿レニン活性＞200となる症例でカ
プトプリル負荷試験，フロセミド立位負荷試験，生理
食塩水負荷試験のうち2つ以上が陽性となった症例で
ある。術前のCTやMRIでの腫瘍の有無は考慮しない。
年齢制限は特に設けていない。手技の際には内分泌内
科医が必ず同席し，カニュレーションの確認と採血管
への注入を担当している。サンプリング前の造影CT

（図1）は出来るだけ撮像し，後述する副腎静脈の IVC
への合流方向，合流部の椎体の高さ，腎上極からの距
離を主体に観察している。
　5Frの副腎静脈用カテーテル（ハナコ，右および左副
腎静脈用カテーテル）を用い，両側副腎の正確なサンプ
リングのため左右同時サンプリングを行っている。ま
ず，左右の大腿静脈に5Frおよび6Frのシース（メディ
キット，スーパーシースⓇ11㎝）をそれぞれ挿入し，大
腿静脈からの採血を行う。6Frシースを用いるのは，
カテーテルとシースの隙間から静脈採血を行えるよう
にするためである。次に左副腎静脈の選択を行う。左
副腎静脈用カテーテル（ハナコ）を左大腿静脈から挿
入し，ガイドワイヤを用いて右総腸骨静脈で形を作る。
カテーテル形成後，左腎静脈に誘導しゆっくりと引い
てくると，通常の左副腎静脈であれば左副腎静脈にカ
テーテル先端が引っ掛かるようにできている（図2a）。
この状態で手押し撮影を行うと左副腎静脈・下横隔静

How to Success “Adrenal Venous Sampling” : With Special 
Emphasis of Angio-CT or Cone-beam CT During Angiography

Department of Radiology/Center for Advanced Medical Technology, Division of Endocrinology, Diabetes,
and Metabolism, Department of Internal Medicine1), Nippon Medical School

Shiro Onozawa, Hiroyuki Tajima, Satoru Murata
Takahiko Mine, Hidenobu Yamaguchi, Hitoshi Sugihara1)

Adrenal venous sampling, Angio-CT, Cone-beam CTKey words
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脈の腎静脈合流部が描出される。これを目標にマイク
ロカテーテルを左副腎静脈まで先進させる。マイクロ
カテーテルは，2.8Frスナイパー2ハイフロー（テルモ
クリニカルサプライ）を用いている。通常左副腎静脈
は右側よりやや太く直線的で長いため，比較的太いこ
のマイクロカテーテルは多くの症例で左副腎静脈に長
時間留置可能で，かつ採血も容易である。左副腎静脈
のカテーテル挿入ののち確認の血管造影を手押し撮影
で行う（図2a）。造影剤注入にあたって副腎静脈の損傷
を防ぐため圧のかけすぎに注意する。次いで右副腎静

脈の選択を行うが，通常我々は5Fr右副腎用カテーテ
ル（ハナコ）を用いている。3D形状のこのカテーテルは，
下大静脈が極端に太い症例を除いて右副腎静脈に適
しているが呼吸変動に弱い印象があり，呼吸変動でカ
テーテルが移動してしまう場合にはシェファードフック
型カテーテル（メディキット）を選ぶ場合が多い。術前
のCTを参考にして右副腎静脈を探っていくことにな
るが，CTが撮像されていなければ第10胸椎から第12
胸椎レベルの下大静脈壁右背側を中心に広く探ってい
く必要がある。筆者らの経験では副肝静脈の0.5～1㎝

図2 副腎静脈造影
 a : 左副腎静脈選択造影；左副腎用カテーテル（ハナコ）とマイクロカテーテル（テ

ルモクリニカルサプライ）を用いた左副腎静脈造影。左副腎静脈用カテーテ
ルは左腎静脈から引き抜いてくることで左副腎静脈にカニュレーションでき
る。図1aと同一症例。

 b : 右副腎静脈選択造影；図1aと同一患者の右副腎静脈造影。末梢で腎被膜静
脈と合流している。図1aと同一症例。

技術教育セミナー / 副腎静脈サンプリング

図1 術前造影CT
 a : 下大静脈右側面から後方に向けて連続する右副腎静脈が描出されている（矢印）。
 b : 術前造影CT（別症例）。右副腎静脈が明瞭に描出されている（矢印）。

a b

a b
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程度背側，やや尾側に合流していることが多い。この
ため，副肝静脈が選択できればその近傍を重点的に
探っていくと右副腎静脈を発見できる。右副腎静脈が
選択されたらそのまま2.2FrゴールドクレストⓇsplit tip
（コーシンメディカル）（図3）を右副腎中心静脈へと留
置する（図2b）。このマイクロカテーテルは比較的先
端が柔らかく，先端にスリットが入っているため採血
が容易となっている2）。両側副腎，下大静脈からの採
血（それぞれ3㎖）を終えたら合成ACTHを負荷し，負
荷後15分から45分の間に再度3か所（当科では左右副
腎静脈・下大静脈）からの採血を行う。

成功率上昇のための工夫

　AVSは手術希望患者の治療方針決定のための最終手
段であるため高い成功率が求められている。一方で
AVSが非常に困難な症例の存在や採血成功・不成功の
判定が即座に行えないため，術者の負担となっている。
ここでは手技上の問題や，採血失敗の原因とそれらに
対する手技上の工夫を解説する。

1．カテーテルや採血時に関する工夫
1）カテーテルの移動を防ぐための工夫
　副腎は横隔膜直下に位置しており呼吸や体動に伴い
周囲組織とともに著明に変動し，比較的容易にカテー
テルの逸脱を招く。これを防ぐため，患者さんには極
力深呼吸や体動を避けてもらう。会話も横隔膜の大き
な変動を生じるため，異常がない限り呼びかけや応答
は避けるように心掛ける。また，鎮静剤の投与により
睡眠に至る症例もあるため，できる限り鎮静剤の使用
を避けている。浅い呼吸による不安を避けるため，必
要であれば酸素投与を行っている。なお，呼吸変動の
大きな症例では下腹部を軽く手で圧迫することで横隔

膜の呼吸変動を抑制することが可能となる6）。血管造影
時および術中CT撮像時には呼吸停止後の深呼吸を招
く恐れがあるため，呼吸停止や上肢の挙上を行わない。
2）使用カテーテルの選択
　右副腎静脈選択用のカテーテルには各種メーカーか
ら種々の形状が発売されている。筆者らはハナコのも
のを好んで用いているが，各自が使い慣れたものを用
いるのがよいと考えている。また，各種形状を自分で
蒸気形成するのを好む術者3，4）もいるが一般 IVR医には
ハードルが高い。蒸気形成する場合には術前のCTが
参考になる。サイドホールに関しては親カテーテルで
採血を行う場合に下大静脈血混入を防ぐため不要であ
る。マイクロカテーテルを用いる場合には親カテーテ
ルのサイドホールの有無は問わない。一方でカテーテ
ルが楔入（wedge）した場合に静脈損傷の合併症を生じ
ることがあるため，サイドホールのついていないカ
テーテルを用いる場合には注意が必要である。
　また細い静脈からの採血では血管壁にカテーテル先
端が当たるため採血不可能となることがある。完全に
静脈壁にあたってしまうのを防ぐため，上述の先端に
切れ込みが入ったマイクロカテーテル（ゴールドクレ
ストⓇ，コーシンメディカル）（図3）を用いることでカ
テーテル先端に静脈壁が吸引されず採血可能となるこ
とがある。
3）採血時の工夫
　また，静脈血を採血する際に吸引圧を大きくすると
静脈血流を超えてしまうため採血できない。これを防
ぐため，筆者は10㎖シリンジに3㎖程度の空気を入れ
た状態で採血用カテーテルに接続し，吸引することで
吸引圧を減少させている5）。この状態で押し子をペア
ンで把持するなどして固定し検査台の上に放置すれば，
採血中にカテーテルに触れる必要がなく不要な動きで

図3 ゴールドクレスト split tip（コーシンメディカル）
 先端のスリットにより静脈壁を吸引することなく

サンプリングが可能となる。

図4 採血中のシリンジ押し子の固定
 採血中の吸引圧を下げ余分な操作を避けるため，

3㎖の空気をあらかじめ入れておいたシリンジを
マイクロカテーテルに接続しシリンジ押し子をペ
アンで固定する。
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カテーテルが逸脱することを予防できる（図4）。さら
に，マイクロカテーテルのハブ部分には造影剤が溜ま
ることがある。通常血管造影を行う際には空気の混入
を防ぐためハブ側をもち上げて空気を抜くが，造影剤
の残存を防ぐため通常とは逆にハブ側を下にして造影
剤を抜いてから採血を開始する（図5）。血管造影で副
腎静脈の選択が行えていても，稀に層流の存在，下横
隔静脈からの逆流，呼吸変動などの理由により判定上
選択不成功となることがある。このため同部位あるい
は支脈採血を行うなどして3㎖ずつ2・3回採血を行っ
ておくことにより，不要な再検査を予防できる。

2．術前および術中CTの併用
1）術前造影CT
　術前にCTで右副腎静脈の IVCへの合流部を確認して
おくと検査に非常に役立つ。山下等3）によれば，CT撮
像のプロトコルは以下のとおりである。MDCTで単純，
後期動脈相，早期門脈相，肝静脈相をそれぞれ撮像，
必要に応じ1㎜厚にて再構成する。多くの場合後期動
脈相で副腎静脈は描出される（図1，6）。造影CTで右
副腎静脈が確認出来たら，右副腎静脈が IVCに合流す
る角度，合流の椎体レベル，右腎上極からの距離を観
察しておく。これら3つの要素は，X線透視下でも観察
可能であり，手技成功率の上昇につながることが期待
される4）。
2）術中CT（angio CTやコーンビームCT）の併用
　筆者らは通常，右副腎静脈へのカテーテル挿入を確
認するため，右副腎静脈にマイクロカテーテルとマ
イクロガイドワイヤ（アクアV3，ジョンソン  アンド  
ジョンソン）を留置した状態でCTを撮像している（CT
搭載血管撮影装置によるCT撮影（angio－CT）あるいは
血管撮影装置によるコーンビームCT）（図7）。マイク
ロガイドワイヤを通常の手押し造影に代わって用いる
ことで，手押し撮影時の過剰な圧負荷による静脈損傷

（図8）やカテーテルの逸脱を抑制することができると
考えている。
　術中CTは，右副腎静脈へのカニュレーションが画
像上確信を持って確認でき，成功率の上昇が期待され
る。時に副肝静脈との鑑別困難例や右副腎静脈が見つ
けられず副肝静脈との鑑別に苦慮する場合にも，術中
CTにより副肝静脈へのカニュレーションを確認する
ことが可能である（図9）。一方で術中CTでの確認にも
かかわらず不成功となった場合には，採血中やCT撮
像準備中などのカテーテル移動が考えられる。術中CT
および採血の前後には必ず血管造影を行い移動してい
ないことを確認する必要がある。

造影剤

血　液

図6 a : 副肝静脈に合流する右副腎静脈の造影CT；連続断面の造影CT。右副腎静脈（矢印）が副肝静脈の IVC
合流部に流入していることが分かる。

 b : 副肝静脈に合流する右副腎静脈；副肝静脈（矢印）に右副腎静脈（矢頭）が合流している。図9aと同一症例。

a b

図5 マイクロカテーテルのハブの向き
 a : 通常の造影時にはハブを上に向けて血液吸引を

行いハブ部分の空気を除去する。
 b : AVS時には造影剤の混入を防ぐ目的にハブを下

に向ける。

a

b
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図7 a : 術中CT（CT搭載型血管撮影装置（angio－CT）による）；図1aと同一患者。右副腎静脈内にマ
イクロカテーテルとマイクロガイドワイヤを先進させ撮影している。図1aの右副腎静脈と
同部位にマイクロガイドワイヤ（矢印）が認められ，右副腎に連続していることが分かる。

 b : 術中コーンビームCT；右副腎静脈内にマイクロカテーテルとマイクロガイドワイヤを先進
させコーンビームCTを撮影している。CT搭載型血管撮影装置を有する施設はそれほど多く
ないため，今後はコーンビームCTによるカテーテル先端の確認が増えていくものと思われ
る。（図1，3，7aとは別症例）

図8 a : 右副腎静脈造影により生じた右副腎部の血管外漏出像。
 b : 同一患者のコーンビームCT像（冠状断）。右副腎内の血管外漏出像お

よび右副腎腫大が認められる。

3．血管解剖について
1）副肝静脈と右副腎静脈との関連について
　右副腎静脈は副肝静脈（図9）と血管造影上混同しや
すいため特に注意が必要である。まれに副肝静脈や被
膜静脈との共通幹を形成している場合もあり（図6），術
前CTの詳細な読影が必要とされる。肝内静脈吻合が
認められる場合や血管造影で比較的濃い肝実質の染ま
りが認められれば副肝静脈と考えられる4）。しかしな
がら実際には副肝静脈と右副腎静脈の鑑別が困難な症
例も認められる。そのような時には，術前CTとの比

較や術中CTが非常に有用である（図6，7）。
2）稀な解剖や副腎静脈損傷時の対応について
　右副腎静脈は時に門脈との吻合が認められることが
ある（図10a）。一方で腎被膜静脈と右副腎静脈の吻合

（図10b）は非常によく経験されるが，稀にマイクロカ
テーテルが奥に入りすぎてしまい被膜静脈からの採血
となることがあるため注意を要する。稀ではあるが左
副腎静脈が拡張した胃静脈に合流している症例（図10c）
では左副腎静脈の選択を要する。また，一度失敗し
た症例や合併症が生じた症例などで通常の右副腎静脈

a b

a b
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が閉塞している場合には，腎被膜静脈との合流からの
採血を必要とする場合がある。左腎静脈の合流異常や
double IVCなどの報告もある7）。

4．内科医（内分泌内科医）同席の必要性
　内分泌内科医をはじめとする依頼科医師同席のもと
手技を行うことにより，採血血管の確認が可能となり，
ラベルの貼り間違いなどのトラブルを避けることが出
来る。本手技に於いて正確な部位からの採血はもちろ

ん重要な課題であるが，ラベルの貼り間違い・検査検
体の取り違えは大きな問題となる。術者とラベル確認
をする医師とを分けることは，術者にかかる負担を軽
減するために重要である。また，現場でのデータや画
像の検討，過去症例の結果検討や次回症例の相談など
カンファレンスの代わりとしても有用である。更には，
患者の安心や治療方針の再確認など数え上げれば枚挙
に暇がないため，上級医不在時には，研修医でもよい
ので必ず同席する様にする。

図9 a : 副肝静脈は右副腎静脈と非常に近く，両者を混同することがある。副腎静脈
に比して太く長い。肝内静脈吻合もみられ，肝静脈への血流が確認されれば，
副肝静脈と診断できる。

 b : 副肝静脈の確認造影CT（コーンビームCT）。右副腎静脈と異なり，肝内に造影
剤が認められる。

図10 a : 右副腎静脈－門脈吻合；稀な右副腎静脈門脈吻合の例。門脈（矢印）と右副腎静脈（矢頭）が吻合し
ているのがわかる。

 b : 右副腎静脈被膜静脈吻合；右腎被膜静脈（矢印）と右副腎静脈（矢頭）の吻合が認められる。比較的
良く見る吻合である。

 c : 拡張した胃静脈に開口する左副腎静脈；稀な拡張した胃静脈（矢印）に開口する左副腎静脈（矢頭）
の例。

a b c
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AVSの結果判定の評価

　「原発性アルドステロン症診断治療ガイドライン－
2009－」1）によれば，1. 副腎静脈へのカテーテル挿入
の判定の後に，2. アルドステロン過剰分泌・左右差の
判定を行う。術者にとって特に重要なのは前者であり，
「ACTH負荷後の副腎静脈血中コルチゾール濃度が200
㎍/㎗以上」あるいは「ACTH負荷後の副腎静脈血中コ
ルチゾール濃度が下大静脈血中コルチゾール濃度の5
倍以上」をもって判定される。
　後者の判定においては，①ACTH負荷後の副腎静脈
血漿アルドステロン濃度が14,000pg/㎖以上あるいは
②ACTH負荷後の副腎静脈血中アルドステロン／コル
チゾール比を左右で算出し，それらの左右比が2.6以
上をもって片側病変とすると定義されている。
　手術希望患者で片側病変であれば，過剰分泌側の片
側副腎摘出術により高血圧症の完治が期待される。一
方で両側病変の患者または手術を希望しない患者に対
しては薬物療法が施行される。両側副腎からのアルド
ステロン過剰分泌の原因としては，両側副腎のアルド
ステロン産生腺腫あるいは両側副腎過形成が考えられ
る。高瀬らによると，CTで片側腺腫と診断された原
発性アルドステロン症のうち8％で副腎結節の存在し
ない副腎からのアルドステロン過剰分泌が認められ，
両側過剰分泌が30％存在するとしている4）。AVS不成
功と判定された場合には，失敗の原因と対策を十分に
考慮したうえで再検討し再検査を行う。

合併症

　本手技に伴う合併症の最大のものとしては静脈損傷
が想定される（図8）。静脈損傷はカテーテル操作時だ
けでなく手押し撮影の際にも十分な注意が必要である。
特殊な形状のカテーテル（左副腎静脈用の首の長いカ
テーテルなど）の成形・操作時に静脈損傷を生じるこ
ともある。その他，穿刺部の血腫・造影剤や局所麻酔
のアレルギー・感染など血管造影・IVRに伴う一般的
な合併症は言うまでもない。

おわりに

　高血圧の原因疾患として原発性アルドステロン症が
見直されている現状から鑑みると，今後さらに多くの
AVSが施行される可能性は高い。AVSは原発性アルド
ステロン症の手術適応を決定する最終手段であり，で
きるだけ高い成功率が望まれている。それだけに術者
の負担も大きく，時に検査が長時間となることもあ
る。しかし結果として成功率が高くなれば内分泌内科
医との良好な信頼関係を築くことができ，患者とも協
力したうえで検査を行うことで更なる成功率上昇につ
ながっていくものと考えている。
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3 . 適応，手技，治療方針への寄与
東北大学　放射線診断科
高瀬　圭

はじめに

　最近，選択的副腎静脈サンプリング（AVS）は，原発
性アルドステロン症（PA）の最も精度の高い局在診断法
であることが判明し，鏡視下副腎摘出術の発展と普及
による原発性アルドステロン症の治療法の概念の変化
とも相まって，重要性が高まっている。内分泌学会の
原発性アルドステロン症診療ガイドラインにも副腎静
脈サンプリングの必要性が明記され，全国的，世界的
に検査数が増加している。選択的副腎静脈サンプリン
グはインターベンショナルラディオロジストにとっては
地味で，あまり好きになれないという方も多いと想像
するが，静脈内のカテーテル操作は血管の解剖学的構
造を中枢側の血管からの非選択的な単純な造影によっ
て確認できない点で難易度が高い。さらに，サンプリ
ング手技は単なるカテーテル挿入のみならず採血を時
間内に施行する必要があり，細い血管や急峻な分岐を
示す血管からはカテーテル先端が血管壁に密着するこ
とによる採血困難例があり（図1），動脈カテーテルと
は異なる技術的コツがある。左副腎静脈からの採血は
比較的容易であるが，まれな変異や下横隔静脈との位
置関係のバリエーションに注意が必要である。右副腎
静脈は細い血管が下大静脈に直接還流するという特徴
からより手技が難しい。過去の報告では右副腎静脈サ
ンプリング成功率は7割程度のものが多くみられ，中
には50％を切る報告も散見される。IVRに慣れた術者
であれば，比較的平易なカテーテル操作で両副腎静脈
の採血が8～9割程度の成功率で可能であると考えら
れる。これは，従来の教科書にあるように右副腎静脈
が下大静脈右後壁に流入する典型的解剖が比較的多い
ためである。残る約1～2割の症例では右副腎静脈の
解剖学的変異や走行により，手技上の工夫を要する場

副腎静脈サンプリング
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 第40回日本IVR学会総会「技術教育セミナー」‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

合がある。これらの症例を克服することが IVR医によ
る副腎静脈サンプリング成功率を100％近くに高める
ために必要である。
　副腎静脈サンプリングの症例数が少なかった時代に
は特定の医師の名人芸的な採血で十分であったが，原
発性アルドステロン症は，本邦に3500万人いると言
われる高血圧症患者の5～10％程度を占めると推定さ
れ，今後の本疾患の診療にはサンプリング法の普及が
不可欠と考えられる。我々は，MDCTにより副腎静脈
を描出し，その情報に基づいてカテーテルを選択し，
時には形成して血管形態の変異に対応してきた。その
経験を基に5タイプのカテーテルを考案し多くの血管
造影施行医に高い成功率での副腎静脈サンプリングを
普及したいと考えている。本稿では，サンプリング困
難な症例の特徴を呈示しながら，我々の行っているサ
ンプリングの手順と手技上のポイントを解説する。

副腎静脈サンプリングの適応

原発性アルドステロン症のスクリーニングと確定診断
副腎サンプリングによる局在診断の前提として，外来
に多数存在する高血圧症例のなかから，原発性アルド
ステロン症を効率よくピックアップしなければならな
い。原発性アルドステロン症のスクリーニングは市中
の開業医との協力が不可欠である。採血による血漿ア
ルドステロン濃度（PAC），レニン活性（PRA）の測定を
基本とする。PAC/PRAであるアルドステロン・レニ
ン比（ARR）≧20，PAC≧12ng/㎗をPAを疑う参考値
としている。これは，外来で簡単に施行可能な検査で
あり，一次スクリーニングとしては有用である。減塩
食やアンジオテンシン変換酵素阻害薬（ACE－I），アン
ジオテンシンⅡ受容体阻害剤（ARB），スピロノラクト
ン等，アンギオテンシン変換酵素阻害剤（ACE－I）とア

Indication, Procedure,
and Contribution to Therapeutic Strategy

Department of Diagnostic Radiology, Tohoku University Graduate School of Medicine
Kei Takase

Adrenal gland, Primary aldosteronism, Adrenal venous samplingKey words
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ンギオテンシンレセプターブロッカー（ARB）の影響を
避け，血清電解質やホルモン測定は，できるだけ常食
摂取下，無投薬下が望ましい。
　上記スクリーニングには偽陽性症例が含まれるため，
上記で拾い上げられた症例に対するPAの確定診断は
内分泌学会のガイドラインにもあるように専門的施設

で内分泌内科医により行われるべきである。東北大学
では，カプトプリル負荷試験とACTH負荷試験を行っ
ている。確定診断された症例のうち，「適応であれば手
術的治療を希望する」症例は，形態的腺腫の有無にか
かわらず全例副腎静脈サンプリングの適応としている。

ba
dc

e
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副肝静脈

図1 右副腎静脈のバリエーションとカテーテル選択
 a : 下大静脈外側から右下方向に副腎静脈が向かう形状では，通常の右副腎静脈用カテーテル先端に22G相当の

側孔を2個作成したアドセレクトTypeⅠを用いる。第2カーブが逆「く」の字になると先端が右下背側を向く。
 b : 下大静脈外側から右上方向に副腎静脈が向かう形状では，先端を上に向けたTypeⅡにて副腎静脈とカテーテ

ル先端が平行に近くなる。
 c : 副腎静脈の下大静脈内側開口型では，TypeⅢを用いるとカテーテルの第一カーブ部分が内側に移動してくる

ため副腎静脈とカテーテル先端を平行に近く保ったまま静脈選択ができる。
 d : TypeⅣは第一カーブ部分を下大静脈外側に向けるとカテーテル先端が左後下方を向く設計となっているため，

下大静脈外側から左下方向に向かう副腎静脈に適する。
 e : 右副腎静脈の副肝静脈流入型はカテーテルの極先端が鉤型に副腎静脈に引っかかる設計となっているType－副

肝を用いる。
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画像診断

　既に大分一般化してきたが，AVS前にはMDCTでの
静脈解剖把握を行っている。
　単純CT，早期動脈相，後期動脈相，門脈相および遅
延相の4相撮影を基本とする。早期相はbolus tracking
法にてタイミングを決定し，後期動脈相は早期相の12秒
後，門脈相は造影剤注入開始後70秒，遅延相は180秒
後である。機械の性能によるが，1㎜以下のコリメーショ
ンで撮影し，1㎜以下のスライス厚で画像を再構成して
ビューワーにて観察する必要がある。動脈早期相は腎静
脈のほとんど造影されない動脈画像で，腎・副腎動脈の
評価，腫瘍の早期濃染を評価する。腎・副腎静脈は還
流してくるタイミングが早いため後期動脈相で最も良好
に描出される。しかし，副肝静脈は右副腎静脈よりも
遅く造影されるため，門脈相または平衡相で評価する。
　その上で，下記の項目について観察する。
A. 右副腎静脈の高さ
 　椎体と比べた右副腎静脈の下大静脈流入部の高さ
を見ておくが，MPRの3軸画像表示で断面レベルを
表示しながら観察し，「流入部はTh12下1/3レベル」
といったように記録する。

B. 短軸像でみた下大静脈流入部位
 　下大静脈の何時方向に流入するかを見ておく。右
後壁であることが多く，7～8時方向がほとんどで
ある。

C. 右副腎静脈の走行
 　内外の向きについては副腎静脈が右副腎を離れる
位置と下大静脈流入部を結んだ線の短軸像での角
度を見ておく。上下の向きについては矢状断で確認
する。

D. 副肝静脈との関係
 　日本人では細かくみるとほとんどの症例に副肝静
脈が存在する。副肝静脈とは全く無関なのか，ごく
近傍に副腎静脈が流入しているか，副肝静脈－右副
腎静脈共通幹を形成しているかは非常に重要である。

物　品

副腎静脈サンプリングカテーテル
　我々はHanako社製6.5Fの先端テーパー型の右副腎
静脈用カテーテルおよび左副腎サンプリング用カテー
テルを使用し，右副腎用は必要に応じて蒸気変形させ
て静脈形状に合わせてきた。最近ではこの経験に基づ
き5タイプのプレシェイプのカテーテル（アドセレク
ト type 1－4および type副肝，Hanako Medical社）を考
案し使用している。

マイクロカテーテル
　ゴールドクレスト（コーシンメディカル）が適している。
上記副腎静脈用カテーテル内に通すことができ，かつ，
内腔が比較的広いために採血も容易である。下横隔膜

静脈流入部よりも遠位の左副腎静脈からの採血に用い
る。最近は副腎静脈支脈の超選択採血による副腎部分
切除の適応診断を行っているがその際にも使用する。

イントロデューサーシース
　7Fシースを用いている。カテーテルシャフトよりも
やや大径なためカテーテルを挿入したまま容易にシー
スから採血できる。

ガイドワイヤ
　親水性の0.035インチラジフォーカスガイドワイヤを
使用する。

マイクロガイドワイヤー
　0.016ラジフォーカスGTワイヤを使用するが，形状
が単純な場合はマイクロカテーテルをのみで挿入可能
である。

湯沸かし器
　副腎静脈の形状変異のある症例ではカテーテルを蒸
気変形する必要がある場合が多い。

超音波装置
　何でも良いがカラードプラの可能な高周波数のリニ
ア型表材描出用のプローブを常備しておくと肥満症例
等での大腿静脈穿刺困難な場合に便利である。

造影剤
　300mgI/㎖濃度のものを2倍希釈して使用する。静
脈の確認造影にはこの濃度で十分である。腎機能不良
症例では4倍希釈造影剤を使用することもある。造影
剤禁忌例では炭酸ガス造影でのサンプリングも可能で
ある。その際は IVR－CTがあるとカテーテル位置確認
の補助に役立つ。

右副腎静脈のCT所見とカテーテル選択

　我々は，採血時のカテーテル楔入による採血困難を
避けるために，従来の右副腎静脈用カテーテル尖端に
側孔があり静脈形状に合わせたカテーテル（アドセレ
クト）を作成したので，これに基づくサンプリングに
ついて述べる（図2a〜c）。
A. 最も典型的な例：下大静脈の後外側面に単独で外側
から流入

 　アドセレクト typeⅠにてサンプリング可能である。
第2カーブが透視で見て「逆くの字型」になるように
回すと先端が下大静脈後外側でやや外下を向く立体
形状となっている。CTにて診断した右副腎静脈流
入部の高さを目安にカテーテル先端を操作すると比
較的容易に入る。下大静脈から見て9割の右副腎静
脈は下向き走行であることから typeⅠはこのような
形状とした。
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B. 右副腎静脈の上向き走行
 　下大静脈から右副腎静脈が出て頭側に向かった後
に副腎に入るタイプで，10％程度の症例で見られる。
アドセレクトtypeⅠは先端が若干下向きになっている
ので，上向き走行する右副腎静脈ではカテーテルが
ひっかかって造影はできるが，カテーテル先端が壁に
あたって採血困難になる場合がある。第1カーブの伸
びた形状のアドセレクト typeⅡを使用すると先端が
上を向き，血管に平行に近くなるため血液が引ける。

C. 下大静脈内側後面に流入
 　3％程度の症例で見られるかなりまれな例である。
カテーテルの第1カーブと第2カーブの間に右向きの
カーブの付いたアドセレクト typeⅢを用いる。使い
方はTypeⅠと同様で，第2カーブが「逆くの字型」
を向くようにするとカテーテル先端部が下大静脈の
内側に位置し，さらに右副腎静脈と平行に近くなる
形状となっている。

D. 右副腎静脈が内側方向に走行，あるいは，副肝静脈
がすぐ外側に接して存在する場合。

 　第1カーブと第2カーブの間に typeⅢと逆の左向
きカーブのついた typeⅣを用いると，第一カーブが
下大静脈の外側に位置しかつ先端は内側方向を向く
ため，カテーテルと右副腎静脈が平行となる。開口
部のすぐ外側に副肝静脈が流入している場合にこの
タイプが多く，右副腎静脈よりも太い副肝静脈の側
にカテーテルが吸い込まれるように入ってしまうこ
とがある。そのため，副肝静脈を避けながらカテー
テルを入れる。また，副腎を出た後に外側に走行し
て下大静脈外側後面に流入する症例（23％で見られ
る）でも typeⅣが適している。

E. 副肝静脈と右副腎静脈共通幹
 　7％程で見られる。一旦カテーテルを副肝静脈に
入れた後，反時計方向に僅かにひねって右副腎静脈
に挿入することになる。第一カーブの極先端部を内
側に変形させたアドセレクト type－副肝を使用する。
共通幹の長さが非常に短い場合は typeⅣが適する場
合がある。

副腎静脈サンプリングの基本的手順

　血管造影開始前にサンプリングの意義，造影時には
軽呼気にて息止めをすること，カテーテル挿入後には
深呼吸でもカテーテルが抜けてしまうことがあるため
に浅い呼吸をお願いすることもあること等を十分説明
しておく。以下，我々の方法である。
　左右同時サンプリング（図3）を基本とするために，
両側大腿静脈に7Fシースを挿入する。まず，左副腎
静脈カテーテルは反転形状を作る必要があるため，左
側のシースからまず右副腎静脈カテーテルを挿入し，
下大静脈分岐部にてカテーテル尖端のカーブを下側に
向けて対側の右大腿静脈までガイドワイヤを進めワイ
ヤループを形成する。ワイヤループに被せて左副腎静
脈用カテーテルに交換し，下大静脈分岐部にカテーテ
ルの第2カーブが入ったところでワイヤを抜き，カテー
テルを押し上げると反転形状が得られる。反転したカ
テーテルを第一腰椎レベルから引いてくると，まず左
腎静脈に先端が入り，引き続いて左副腎静脈基部に入
る。逆行造影にて左副腎静脈を下横隔膜静脈との関係
を含めて描出する。下大静脈から左副腎静脈基部まで
の距離が長く，カテーテルの届かない症例ではできる
だけその近傍にカテーテルを置いておく。マイクロカ

図2 静脈走行とカテーテル先端角度
 採血のためにはカテーテル先端が静脈内に入るだけでなく，先端形状が血

管と平行に近くなることが望ましい
 a : 下向きの右副腎静脈に typeⅠカテーテルが挿入されるとカテーテルと血

管が平行に近いために良好に採血できる。
 b : 上向きの副腎静脈に typeⅠカテーテルが挿入されると，造影はされるが

採血困難な場合がある。
 c : 先端を蒸気形成，もしくは typeⅡカテーテルを用いるとカテーテル先端

と血管が平行に近くなり採血が容易となる。

a b c
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テーテルを下横隔膜静脈合流部よりも遠位の左副腎静
脈に進める。親カテーテルを若干出し入れすることで
尖端の角度を微妙に変えるとほとんどの場合マイクロ
ガイドワイヤ無しでも挿入可能である。
　次いで，右側のシースから右副腎静脈用カテーテル
を挿入し，前述のようにCTにて描出された右副腎静
脈の下大静脈流入部位を参考にしながらカテーテルを
挿入し，確認造影を行う。造影剤血管外漏出による血
管損傷を生じると以後のサンプリングが困難になるた
め，2㎖程度を手押しで造影程度を見ながらくれぐれ
もゆっくりと注入する。
　左右副腎静脈から同時にサンプリングを施行する。
左は下横隔膜静脈合流部遠位，合流部，近位で採血す

る。右副腎静脈では採血の前後に必ず確認造影（透視
下の少量造影剤注入）を行いカテーテルが抜けていな
いことを確認する。また，採血前後は患者には深い呼
吸をしないように術前から十分に説明しておく。その
後，ACTH負荷15分後に同様にサンプリングを行う。
アルドステロン過剰分泌側のみの診断には以上で十分
であるが，両側アルドステロン産生腺腫を副腎部分切
除にて治療する場合には，引き続いてゴールドクレス
トによる超選択採血を施行している。当院では内分泌
内科医が必ず検査に立ち会い，適宜相談しながら検査
を進めている。

サンプリングエラーの原因

　副腎静脈採血失敗の原因にはいくつかあるが，不注
意に強いテストインジェクションによるextravasation
には特に右側で注意が必要である。以後の手技を困難
にしてしまう。カテーテルが入って静脈が造影されて
も，カテーテルと静脈が平行に近くないと細い静脈か
らは血液が引けない場合があり，適切な形状のカテー
テルを選択するか，造影の角度を参考にカテーテル先
端を適宜蒸気形成して適切な角度にすると成功する

（図2）。太い副肝静脈のすぐ近傍に開口する副腎静脈
はカテーテルがどうしても太い副肝静脈に入ってしま
い手技に難渋することがある（図4a）。逆に右副腎静脈
と同じくらいの太さの細い副肝静脈があると，右副腎
静脈と誤認して副肝から採血して失敗となる場合があ
る（図4a）。副腎の形状に三角形の静脈形状を把握する
ことが重要である。非常に稀であるが，右副腎静脈が
閉塞し側副路還流している例（図4b）や右副腎静脈が2
本存在する例（図4c）も経験した。2本存在例では再サ
ンプリングを余儀なくされた。

おわりに

　右副腎静脈形態のバリエーションの理解とMDCTの
活用および適切なカテーテル選択のパターンを覚えれ
ば，多くの施設において高成功率の選択的サンプリン
グが施行でき，副腎性高血圧診療に貢献できると考え
る。内分泌科医，地域開業医との連携が重要である。

左副腎右副腎

右腎静脈

左腎静脈

下大静脈

7Fシース

マイクロ
カテーテル

下横隔膜静脈

副肝静脈

副肝静脈

図3 両側副腎静脈同時サンプリング法
 両側大腿静脈に7F－シースを留置し，左側から左

副腎静脈用カテーテルを左副腎静脈に入れ，下横
隔膜静脈との合流部を超えてマイクロカテーテル
を進める。次いで，右側のシースから右副腎静脈
にカテーテルを挿入する。

図4
サンプリングに難渋する静脈解剖
a : 副肝静脈の近傍に開口する右副腎
静脈や右副腎静脈に類似する細い
副肝静脈

b : 右副腎静脈本幹閉塞と側副路還流
c : 右副腎静脈が2本存在し，1本から
のみアルドステロン高値が認めら
れる場合

a b c
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