
血管造影の夜明け
−バルーン血管造影法の発達−

殆んどの場合憶測の域で終わることが多い。バルーン
カテーテル（B-カテと略す）が血管造影に用いられたの
はすでに過去のことで，今日では血流変更，一時止
血，塞栓術など Interventional Radiology（IVRと略す）
の領域で用いられることが多い現状にある。それ故に
本稿では過去のことを知り，未来に繋げる“力を生み
出す何か”を得るためにB-カテが歩んできた道を振り
返り，明日に繋がる“発想”の糧にして頂ければ幸い
である。
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In the latter half of the nineteenth century, several balloon catheters (B-cathe) began to 
be used for the treatment of stricture of the urethra in the field of urology. Of these catheters, 
Reybard’ self –retaining catheter most resembles the current B-cathe. Who was the first 
user in vessels? There are many opinions as to the first user of the B-cathe. In this paper, the 
mechanism and method of B-cathe. In each kind of vessel are described. The most useful 
diagnostic points of balloon-angiography are as follows.

1) Diagnosis of the heart and great vessels anomaly in infants and children.
2) The identification of small and thin vessels in the vena cava and aorta.
3) Diagnosis of the bleeding point in the pelvic vessels.

バルーンカテーテル（以下B-カテと略す）は19世紀に尿道狭窄の治療法として泌尿器科領域で始まっ
た。これらのカテーテルの中でReybardのself-retainingカテーテルが現在使われている血管内カテーテ
ルに最もよく似ている。最初のB-カテの血管内使用者は誰か諸説があり定まっていないが，1912年，
Bleichroder Fが“Interarterial therapy”という論文の中で無血手術を意図して犬の大腿動脈にバルーン付
き尿道カテーテルを挿入したと報告している。
本論文では上大静脈～下大静脈の流出枝，胸～腹部大動脈の流入枝へのB-カテ挿入の経緯，方法に

ついて各論的に述べた。Balloon-angiographyは1）小児の心・大血管奇形　2）細い血管の同定　3）骨盤内
動・静の出血点の診断に有用な造影方法である。

●  Summary  ●

The Dawn of Angiography
-The Development of Balloon-angiography-
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　血管造影法にはどんな方法であれ最初に行った人が
いるはずで，誰が，どんな発想で，あるいはどんな偶
然から，何時，始めたかを辿るのはなかなか難しく，
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バルーンカテーテルの始まり
　カテーテル（日），Catheter（英），Katheter（独）の語
源は“kathiena”すなわち“kate”は下に，“hienai”は送
るという意味とされる。これらの医療器具はまず泌尿
器科領域で開発，発達しており初期血管造影に用いら
れたカテーテルの殆んどが尿管あるいは尿道カテー
テルであったことを考え合わせると，今でも当時の人
にとっても尿道閉塞は血管閉塞より緊急かつ重大な出
来事であったに違いない。最古の尿路系医療器具は紀
元後79年8月24日に起こったベスビアス火山の噴火

によるポンペイ遺跡の外科医宅より発掘された青銅製
の尿道ブジーまたは尿道カテーテル（Fig.1a〜c）1）と言
われており，“筒状の管”がカテーテルの始まりとすれ
ば古代エジプトではパピルスの茎が使われていたのか
もしれない。このような経緯を考えると，B-カテの始
まりは19世紀後半“The retention of urines caused by 
stricture”と題する論文が多数見られるように，尿道狭
窄の治療法として拡張術が行われたことに起因すると
考えるのが自然である。しかし単なる拡張術では拡張
を維持することができず，1822年Ducamp Tは拡張後
収縮しないB-カテ（Fig.2）1）を考案し，1835年Coude E

Fig.1 Catheter from the house of a surgeon in Pompeii
（Naples Museum）

Fig.2 Ducamp’s dilating bougies with inflated bags 
of-gold-beaters skin.

Fig.3 Reybard’s self –retaining catheter

Fig.4 A ureteral catheter into the right atrium through 
the axillar and cephalic vein.

Fig.5 A stenosis of the left common iliac artery is visualized before dilation- 
aortography(a). Dilation-balloon catheter(b). Control aortography after 
dilation(c).

a cb

a

c

b

56（280）



特別寄稿：森田　穰

は先端が僅かに曲がったCoude catheter（湾曲カテー
テル）を発表1）している。これらを基にReybard Jはself-
retaining catheter（Fig.3）1）を開発しており，その形状
から考えてこれらが血管内に使用されたと思われる。

血管内での最初の使用者は誰か
　B-カテを最初に血管内に用いたのは誰が，何時であっ
たのかは諸説があり定かではないが，1929年Forssmann 
Wが自分自身の左肘静脈からカテーテルを挿入し右心
房に到達させた時に用いたという説がある。しかし原
著“Die Sondierung des Rechten Herzens”に掲載2）され
ている図（Fig.4）を見る限りバルーンは見当たらないし，
使用カテーテルは“Ureteren-katheter”（長径：35㎝）と

書いてあり論文主旨からもB-カテを使用する理由が
ない。また治療に最初に用いられたのはGrüntzig Aと
Hopff Hが報告した血管拡張用カテーテル（Fig.5a〜c）3）

とされている。確かにGrüntzig Aが自宅台所で奥さん
を助手にして実験を繰り返したことから“Kitchen built 
catheter”の別名があるが，それ以前の報告者がいる。
最初の使用報告者は1950年Dotter CTとLukas Dが犬
に肺性心を作る実験にGibbson JHJrとChurchill EDの
論文4）を参考にして考案した“special cardiac catheter”

（Fig.6a,b）5）を用いた時とされ，臨床では1963年Fogarty 
TJらが血栓除去に用いた“Fogarty catheter”（Fig.7a,b）6）

であるとするのが大方の意見となっている。しかし最近，
血管内治療の文献を調べていてDotter CTより38年前

Fig.7 Diagram shows embolectomy in use(a). Dia-
gram of the catheter at areas of narrowing. 
Catheter for embolectomy(b).

Fig.8 Five different types of balloon catheter for percuta-
neous insertion into the vessels. TypeⅠis provided 
with a small balloon for simple occlusion. TypeⅡis 
tapered down at the site of a large balloon. TypeⅢ 
is for injection of contrast medium distal to the bal-
loon, which will be distended during the injection. 
TypeⅣ is for double blockage of a vessel. TypeⅤ
for injection of contrast medium proximal to the 
balloon,which will be distended by the injection.

Fig.6
Specia l double - lumen catheter 
shown above with balloon inflated 
and deflated below. The free lumen 
of the catheter in this model opens at 
the tip(a).
Roentgenogram of canine chest 
showing special catheter with inflated 
left pulmonary artery. The tip of the 
second conventional catheter in the 
right ventricle(b). 
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Fig.10
B a l l o o n o c c l u d e d 
brachio-cephalic phle-
bography shows all of 
the outflow-points of 
azygos, thymic, and 
inferior thyroid veins.

の1912年Bleichröder Fが“Intraarterielle Therapie”と
題する論文7）で産褥熱患者の子宮動脈への薬剤注入を
意図して大動脈分岐部から抗菌剤を注入することを報
告しているのを知った。その中で，同じ発想で“無血
手術”を意図して犬の大腿動脈にバルーンを先端に付
けた尿道カテーテルを挿入したとしている。残念なが
ら掲載図がないのでその詳細は不明であるが，このよ
うに“初めて”はどうも藪の中であることが多い。

バルーンカテーテル血管造影法
　血管造影始まりの頃はB-カテを血管内で使用する
ためには太い血管を露出，切開する必要があり，露出
が容易で止血し易いことから動脈より静脈への挿入が
先に行われている。しかし，使用初期には血管を造影
するというよりは輸液，圧測定などに用いられており
造影に用いられるようになったのは1950年後半で，経
皮的挿入可能なB-カテがNordenström B（1962年）によ
り開発，報告（Fig.8）8）されて以降のことである。以下

にB-カテの血管内使用方法，適応ならびにその発達の
経緯について挿入血管別に各論的に述べる。B-カテ使
用に当たってはB-カテの具備条件①バルーン装着の
位置，②内腔は単孔か複数孔か，③側孔（噴出口）の位
置（先込めか元込めか），④大きさ（収縮期と拡張期）に
ついて知っておく必要がある。バルーン挿入に当たっ
てまず確認すべきことはB-カテとシースの相性，バ
ルーンの拡張と収縮が円滑に行い得るか否かである。

1）上大静脈〜腕頭静脈
　上大静脈，腕頭静脈を最初に造影したのは1923年
Dünner LとCalm A9）で，10～15％ヨードナトリウム200㎖
を肘静脈より急速注入して肺動脈像を得た時とされて
いる。心臓カテーテル法（心カテと略す）の始まりとさ
れるForssmann Wのカテーテル右心房到達法はこの
論文を参考にしたのかもしれない。いずれにしても上
大静脈内へのB-カテ挿入目的は，心臓からの血流圧を
低下させて心・大血管を明瞭に造影する，あるいは下
甲状腺，胸腺，奇静脈などの開口部同定の目的で行わ
れた（Fig.9a,b，Fig.10）10）。しかし胸線，縦隔腫瘍は稀
なためか上大静脈，腕頭静脈など単独造影のまとまっ
た報告は殆んど見当たらず，多くは胸腔内大血管の動
脈瘤や屈曲・蛇行，隣接臓器腫瘍による圧排・偏移と
縦隔腫瘍などとの鑑別目的でB-カテによる上大静脈造
影，腕頭静脈造影，すなわち心カテが行われている。

2）下大静脈
　最初の下大静脈（IVCと略す）造影は1935年DosSantos 
R11）により行われたが，それは IVCに炎症が波及した
腎腫瘍に対する腎摘出術後1ヵ月の患者に大腿部大伏
在静脈を切開し造影剤（Thorotrast）20㎖を6秒間で注
入して IVC像を得ている。しかし掲載図では IVCの輪
郭がはっきりせず（Fig.11）同定は困難である。3年後
の1938年，DosSantos JCが IVC以下骨盤，大腿，下腿
の静脈造影法について造影技術と初期成績の詳細を報
告し12），極めて明瞭な IVC像を提示している（Fig.12）。

Fig.9 Balloon occluded superior vena cavogra-
phy (A-P view; a, Lateral view; b). Displace-
ment of a vessel due to malignant lympho-
ma is visible.

Fig.11
The first roentgeno-
gram of cavography 
(IVC) by DosSantos R; 
however the outline of 
the IVC is not clear.

a b
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IVC内での最初のB-カテ使用は1947年Farinãs PL13）が
大伏在静脈を露出切開しB-カテを心窩部の高さの IVC
で拡張させ肝静脈，腎静脈など IVC流入静脈枝の部位
判定が可能なこと（Fig.13）を示唆し，同時にB-カテ
閉鎖下の内腸骨静脈や門脈− IVC短絡を造影してい
る。造影方法は大腿内側部1/3のところを切開して大
伏在静脈を露出し，駆血下に外筒針を穿刺して造影
剤（Diodrast）40㎖を急速持続注入する方法である。し
かしB-カテの血管内挿入は露出血管を切開挿入した
のか，外筒針を介して挿入したのか記載がなく不明で
ある。Farinãs PLは1941年にScarpa三角より大腿動脈
を外筒針で穿刺してカテーテルを上行させる腹部大動
脈造影法を報告しており14）同様の手技を用いた可能性
もあるが，そうだとすれば外筒針，B-カテの口径は

Fig.13 Normal venogram. Epigastric com-
pression with an inflated balloon. in 
normal cavogram. The internal iliac, 
renal and suprahepatic veins are visi-
ble.

どれ位だったのであろうか。B-カテ閉鎖下 IVC造影は
殆んどが肝，腎静脈描出を意図しているが，これらの
中で IVCを2つのバルーンで挟み，バルーン間の側孔
より造影剤を噴出させて造影する区域下大静脈造影法

Fig.14 The balloon catheter for segmental cavography has three lumens and two bal-
loons (a). Schematic drawing above catheter, with side holds between the prox-
imal and distal balloons (b). Inflated balloon inserted into IVC with L2~L3 in 
height (c) and bilateral renal phrebogram clearly visualize (d).

a b
c
d
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Fig.12
Normal inferior vena cavo-
gram. Abdoril injected into 
the internal saphenous 
vein at 3.5ml/6 second.
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（segmental cavography）（Fig.14a〜d）15～17）が最も確実
な方法である。しかし実験のみで臨床例の報告は見当
たらず，特に壁在血栓，腫瘍塞栓の診断についての報
告はないので IVC造影による肝，腎静脈造影について
は肝静脈，腎静脈の項でその詳細を別記する。IVC内
をB-カテ閉鎖下造影する目的はFarinãs PLも述べてい
るように IVCの血栓性閉塞が疑われた場合，腹部腫瘤，
特に腎腫瘍の IVC圧排，浸潤，門脈圧亢進症でのP-V
短絡路，下部 IVC閉鎖による腰静脈，骨盤静脈内血栓
の診断である。この中で現在でも応用可能な造影手技
は，血管解剖が複雑で血栓や出血部位の診断困難な場
合でのB-カテ閉鎖下骨盤内静脈造影と考えられる。

3）上大静脈，腕頭静脈への流出枝
①甲状腺静脈
　甲状腺静脈は左右，上中下に分かれておりその分岐
部位も複雑である。このため腕頭静脈水平部より分岐
する下甲状腺静脈を造影して（Fig.15）血管解剖学的略
図を得る必要があり，上大静脈～腕頭静脈のB-カテ閉

鎖下造影は下甲状腺静脈の分岐部位を知る上で有用な
方法である10，18）。
②胸腺静脈
　胸腺静脈は通常の腕頭静脈造影（Fig.16）では開口部
が描出されることは稀で，また個人差もあり19），選択
的造影を行う場合20，21）にはB-カテ閉鎖下腕頭静脈造影
によりあらかじめ血管解剖学的略図を得ておく必要が
ある。適応は発生頻度の稀な胸腺腫瘍などとの鑑別よ
りは開胸術後の胸管損傷などに対する部位診断や塞栓
術にある。
③奇静脈
　奇静脈は上大静脈と下大静脈の連結路あるいは側副
血行路と言われるように，その血管解剖は頸椎から骨
盤に至る広い領域に分布する静脈枝の集合体であり，
腰静脈，肋間静脈が流入して奇静脈，半奇静脈という
本流となる。奇静脈本幹は胸部脊柱の右側に沿い後縦
隔の中を走行して第2から第3胸椎の高さで前方に弓
状をなして右気管支の上方を越えて曲がり上大静脈に
開口する。造影法は一般的に肋骨経由のいわゆる骨髄

Fig.17
The catheter is attached to a strain-gauge manometer (top 
right corner). The balloon is inflated. Markers are placed at 
10cm distances along the shaft of the catheter. Inflation of the 
balloon is accomplished by way of the small side catheter con-
nected to a 1-ml syrings(a). The catheter in section shows the 
inflation lumen (minor). Blood sampling or pressure recording 
is obtained via the major lumen (b). The connector to the 1-ml 
syringe is identified by a different color (c). A one- way stopcock 
is provided as an integral part of the catheter. Inflation would only 
be attempted after the integrity of the balloon has been ascer-
tained. The balloon in the deflated mode is shown in (d). The 
catheter tip is shown with the balloon inflated (note that the cath-
eter tip does not protrude past the inflated balloon surface)(e).

Fig.15
Inferior thyroid vein 
(b lack ar r ow) i s 
visualized in middle 
of brachio-cephalic 
vein by balloon-oc-
c l u d e d s u p e r i o r 
cavography.

Fig.16
Dilated and numer-
us tumor vessels 
of the thymic vein 
( b l a c k  a r r o w ) 
are visualized at 
balloon-occluded 
superior cavogra-
phy.

a

b
c

d e
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性静脈造影が行われるが，B-カテ閉鎖下造影を行うた
めには上大静脈の奇静脈開口部にカテーテルを挿入す
る逆行性奇静脈造影法が必要である22）。Novak D（1972
年）は“Okklusionsphlebographie”の中でSwan-Ganzカ
テーテル23）（Fig.17a〜e）を用いた造影像24）（Fig.18）を
紹介しているが，食道癌の外膜浸潤の診断を目的とし
た逆行性奇静脈造影像と比較して造影能の向上は認
められない22）。造影目的は先述した血管解剖から食道
癌，肺癌の周囲浸潤診断であるが，CT，MRIの出現
により現在では全く施行されなくなった。B-カテ閉鎖
下奇静脈造影の有用性をあえて挙げれば左胃動脈，食
道固有動脈造影静脈相でも描画できない上部食道の静
脈瘤を半奇静脈の食道枝造影25，26）により部位診断する

（Fig.19a,b）ことであろうか。
④肺動脈
　肺動脈血栓症は意識喪失発作，仮死状態など重篤な
臨床症状を示し，突然死に至ることから注目され，1930
年前後より肺循環の病態生理について臨床，実験研
究が盛んに行われてきた。1949年Carlens Eが“A new 

Fig.18
Balloon occluded 
a z y g o g r a p h y i n 
mediastinal metas-
tasis of bronchial 
carcinoma.

Fig.19
Diagram of the extrinsic veins of the 
esophagus in the neck. Portions of the left 
innominate vein and left common carotid 
and left subclavian ar teries have been 
removed(a). Demonstration of par t of 
the vertebral plexus and delayed filling of 
the hemiazygos-azygos system. Enlarged 
abdominal vein, most likely consistent 
with the splenic vein(b).

a b
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flexibl double-lumen catheter for bronchospiromertry”
と題する論文 27）により，左右肺別々にその機能を測定
する気管支スパイロメーターを考案し（Fig.20），1951
年にはB-カテを応用した“いわゆる残存肺機能”の測
定を報告している28）。それはCournand心カテ29）の先
端に latex rubber製のカフを装着させた心カテ2本を
左右肺動脈内に同時挿入し切除予定肺動脈をバルー
ンで閉塞し（Fig.21），肺動脈血の酸素飽和度を測定，
比較することで，犬の実験と3人の肺切除予定患者
に施行して合併症もなく，有用な術前検査法である
としている。肺動脈の閉鎖下造影については1954年
Nordenström Bが“Temporary unilateral occlusion of 
the pulmonary artery, a method of roentogen examina-
tion of the pulmonary vessrls”30）の中でB-カテ閉鎖下肺
動脈造影による肺循環の詳細を述べ，症例を提示する

（Fig.22a,b）と共に微細吻合による気管支動脈の出現
や閉鎖下肺静脈造影についても触れている。本邦では
1958年大須賀武夫が“血流阻止B-カテによる新肺動脈
造影について”という学位論文31）の中で，気管支と対応
させた肺動脈末梢枝の血管解剖を詳細に検討している。
また1979年Bynum LJらは“Radiographic techniques 
for balloon-occlusion pulmonary angiography”32）を報告
して通常法と閉鎖法を同時に施行した111例を検討し，
閉鎖法では約75％に通常法と同等かそれ以上の正診
率が得られたとしている。診断率向上の要因は閉鎖に
より造影剤が末梢枝まで十分集積集中し，閉鎖を解除
するまでwash outを遅延させることができ，小さな
陰影欠損が描出可能となると同時に体位変換により肺
動脈分枝の重なりを回避（Fig.23）し，診断能を向上さ
せる利点もある。

4）IVCへの流出枝
⑤肝静脈
　選択的に肝静脈内にカテーテルを挿入したのは1944
年Warren JV33）らで，Cournand心カテを用いて右心
房，IVCを経て右肝静脈に挿入しヘモグロビン，ヘマ
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トクリット，酸素飽和度などを測定しているが造影
は行っていない。同様の方法でBradey SE（1945年）34）

らは選択的に肝静脈血を採血して末梢血，動脈血との
対比，血流測定を行っている。最初に選択的肝静脈造
影を行ったのは，実験ではあるが1951年，Rappaport 
AM35）で，10F-Foleyカテーテルの先端を僅かに屈曲さ
せ金属キャップを装着し，大伏在静脈または大腿静脈
を切開，挿入し，IVCを経て肝静脈に挿入し，バルー
ン拡張下に造影剤（70％ Diodrast）20㎖を注入する方法
を用いた（Fig.24a〜c）。同様の実験的造影はTori Gと
Scott WG（1953年）36）によっても行われている。その方
法は小さなバルーンを2腔性カテーテルに装着し横隔
膜の2～3㎝上方 IVC内で拡張閉鎖後，もう一本のカ
テーテルの先端口を先に拡張させたB-カテの数セン
チ下方に挿入する。しかしこの方法ではカテーテルを
2ヶ所から挿入し，しかも肝静脈流出口が右心房に近

接する人の場合（Fig.26a）にはB-カテの固定が不安定
となる。同年Tori G37）はCournand心カテ（No.9～12）
を用いて正常，異常肝各10例に対して毎秒4～5㎖手
押し注入する左右肝静脈造影を行っている。同様に
Servello MとDalla Palma L（1954年）38）は屍体における
肝静脈造影像を右上葉区域，右下葉区域，左葉区域に
分け臨床像と対比しているが，何故か中肝静脈領域
の命名と臨床像がない。これら肝静脈区域の考え方
はCouinaud Cによる肝区域の概念39）に発達していった
と考えられる。しかしTori G，Servello Mらは造影に
バルーンを使用しておらず，中肝静脈も造影してい
ない。Celis A（1955年）40）らは中肝静脈を左肝静脈の一
分枝と命名しており，1950年前半頃まで中肝静脈とい
う用語は使われていないようだ。本邦では三上二郎
（1955年）らが右肝静脈流出部直上 IVCを二腔性バルー
ン（Fig.25a）で閉鎖して全肝静脈造影を施行しており，

Fig.22
Balloon-occlusion of pulmonal arteriogram 
shows one large and several small arterio-
venous aneurysms in the right lower lobe 
(a) and pulmonary emphysema of the right 
lung (b).

a b
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Fig.21 Roentgenogram of a dog with an 
inflated balloon in the left pulmonal 
artery and a conventional catheter 
in the right one. Both catheters are 
inser ted through the saphenous 
vein.

Fig.20
A flexible double-lumen catheter 
for bronchospirometry made in 
two sizes. The cross section is 
on the left side in the bronchial 
part circular and in the trache-
al par t semicircular. The area 
is the same in both (about 39 
square mm in the large size and 
25 square mm in the small size). 
The outer diameter is 13-14 mm 
in the large size and 11-12 mm in 
the small one.
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右肝静脈，短枝群の描出は良好であったが中，左肝静
脈の描出は不十分であった（Fig.25b）と報告している41）。
この血流阻止二腔性バルーンを考案した後藤田正一
（1957年）は全肝静脈造影のまとめとして“肝静脈撮影
の実験的並びに臨床的研究”を学位論文として報告42）

している。選択的肝静脈造影で問題となるのは太い肝
静脈内でのカテーテルの“遊び”と流出圧に抗して逆
行性に造影するため，末梢枝まで十分に造影されない
ことであり，これらの解決策としてB-カテ閉鎖下造
影が行われてきた。Oselladore GとBellinazzo P（1959
年）43）はNo.12 Cournand心カテを右心房から IVCに通
り易いよう二腔性，拡張期径が小さなB-カテに改良
して臨床80例にB-カテ閉鎖下選択的肝静脈造影を施
行している。その造影像を通常の肝静脈造影像と比較
して，より完璧で明瞭な静脈像が得られ病的肝臓の診
断に有用であると述べている。同様にBelli L（1961年）

ら44）はRappaport AMの方法に準じて大腿部を切開し
大伏在静脈から IVCへの経路でDotter-Lukas typeのバ
ルーンを挿入し，20～25％ヨード造影剤（Vasurix）を
注入するB-カテ閉鎖下造影を臨床52例に行い，肝実
質内造影剤漏出後に門脈が描出されたと述べている。
これら肝実質内造影剤漏出を契機に1950年代後半よ
りwedged hepatic pressureの測定，wedged hepatic 
venousportographyが行われるようになった。全肝静
脈造影は1955年，三上，後藤田らにより初めて報告
されたがNogueira CEはBouren IとBlickman JR（1955
年）が考案した胸腔内圧を下げることにより右心系，
IVC圧が低下する45）ことを応用した“Panhepatography; 
Simultaneous radiographic visuarization of all hepatic 
veins”を報告し46），実験と臨床（Fig.26a,b）で全肝静脈
造影が安全に施行可能なことを示唆している。武藤
晴臣（1980）は全肝静脈造影を目的としたsingle lumen 

Fig.25 Catheter for total hepatic venography by Gotoda S. This catheter has two lumens and balloons 
protecting blood flow (a). Right hepatic and short branches are clearly visible but middle and left 
hepatic vein are not (b).
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Fig.23 Balloon-occlusion of the pulmonar y 
arteriography. Multiple small emboli 
(white arrows) are visualized in the 
late phase at a slightly different angle.

Fig.24 Metallic leader and catheter. In stretched and curved position. 
(n); nut commanding the curving of the leader. (s); screw 
indicating the direction into which the curve of the leader 
points (a). The curved catheter has entered a hepatic vein.
The metal cap is separated from the upper end of the leader 
(b). The catheter in situ. Its balloon, inflated and wedged into 
the hepatic vein, occludes this vessel temporarily (c).

a

b c

a b
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balloon catheterを開発47）して臨床 100例に施行し
（Fig.27a,b），特に肝区域切除の術前診断の有用性に
ついて述べている。全肝静脈造影は一回の造影で全て
の肝静脈が描出可能であり侵襲も少ないが，使用する
カテーテルには
ⅰ）バルーン閉鎖維持時間が短い
ⅱ）留置位置決めが容易
ⅲ）IVC内での固定が確実
ⅳ） 肝静脈の解剖学的変異に対応可能な幅の広い閉
鎖区間が必要

などの具備条件がある。B-カテ閉鎖下肝静脈造影の臨

床的意義は慢性期肝疾患，特に肝硬変症，門脈圧亢進
症に対する形態的，血行動態的診断にある。加えて肝
硬変合併肝癌の頻度が高い我が国では肝区域切除など
肝切除の術前診断に用いられる。Novak Dら（1976年，
1979年）は肝静脈の形態的変化を静脈枝の分岐状態，
分岐の多少，先細りの状態，静脈壁の整・不整から
四つのカテゴリーに分類し48，49），最も進行した状態を
“defoliated tree”と表現している。またBützow CHら50）

も造影中の門脈枝の出現，胆嚢との側副血行路の有無，
閉鎖静脈圧の測定など形態的変化のみならず門脈血
流，短絡術後の血流も評価できるとして門脈圧亢進症，
肝硬変症に於ける肝静脈造影の意義を強調している。
⑥腎静脈
　腎静脈内への最初の選択的カテーテル挿入は1944年
Warren JVら51）である。Forssmann Wの方法に準じて
長径100㎝のNo.8～9 Cournand心カテをCournand A
の指導を受けて右心房から IVCに送り込み，左右腎静
脈に挿入して採血を行い酸素飽和度やパラアミノ馬尿
酸を末梢静脈血，動脈血と比較しているが造影はして
いない。その後Farinãs PL13）が IVCにB-カテを挿入して
腎静脈流出部の同定が可能なことを示唆している。こ
こまでの発達経緯は肝静脈と同じであるが，腎静脈造
影法にはB-カテの使用のみならず様々な方法があるの
で，造影法の成り立ちを留置したカテーテルの位置か
ら動脈留置，静脈留置，IVC留置，その他に分類し方
法の経緯とその概要について述べた。ついでB-カテ
使用の有無などカテーテルの種類，穿刺，挿入法，操
作性など侵襲度，カテーテル本数など経済対価，腎
静脈の何処まで造影されるかなど造影能をTable 1，
Table 2にして造影法のまとめとした。特に造影能に
ついては逆行性に腎内静脈の“何処まで描出されてい
れば良いのか”の基準が得られていない。また日本人
体解剖学52）の腎静脈血管解剖名と異なり部位に静脈名
をつけるなど部位名と血管名が混同しているが，ここ
では文献内掲載図を参考に考察する。
動脈留置
ⅰ）選択的腎動脈性静脈造影法（selective renal arterial 

Fig.27 The mechanism of distal part of the balloon catheter (a). In an operable case of liver metastasis of rectal 
cancer. There are a filling defect and displacement of right hepatic veins but middle and left hepatic veins 
are visualized clearly (b).

a b
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Fig.26 Experimental study in total hepatic 
venography. Position of catheter used in 
panhepatography, introduced through 
the right internal saphenous vein up to 
the level of the upper border of the elev-
enth dorsal vertebra (a). Panhepatogra-
phy of the dog. Catheter was introduced 
through the right femoral vein. The 
smallest branches of the hepatic veins are 
opacified (b).

a b
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venography）；腎動脈造影の静脈相である。なんで今
更と思われるかもしれないが，血管造影の初期には動
脈相，毛細管相，静脈相，すなわち三相の考え方はな
く動脈相一相のみで読影，診断されていた。血管造影
の読影に三相の概念が生まれたのは1951年Bierman 

HRらのarterial portographyの報告53）が始まりで，動
脈造影の静脈相によりその臓器静脈の変化を見る
“Arterial portography”の考え方が確立したのは1963
年Boijsen Eが門脈圧亢進症の診断54）に用いてからで
ある。腎動脈造影静脈相は大量の造影剤を緩徐に注入

Table 1 腎静脈造影（手技を中心に）

留置部位 造影方法 穿刺部位 挿入技術
（難易度）

カテ操作性
（難易度）

カテの種類
（部位） 利点・欠点

動　　脈

選択的腎動脈性静脈造影法 鼡径部 易 易 Cカテ（動） 描出能不良

DSA（ドーパミン静注法）
　　（average mask法） 〃 〃 〃 〃 描出能70％改善

Bカテ閉鎖下腎動脈性
静脈造影法 〃 〃 〃 Bカテ（動）

Cカテ（静） 血管収縮剤使用不可の患者

薬理学的腎動脈性静脈造影法 〃 〃 〃 Cカテ（動）
Cカテ（静） 手技が容易で描出能良好

静　　脈

選択的腎静脈造影法 鼡径部
上腕部 左腎やや難 左腎やや難 Cカテ（静） 描出能不良（静＞動）

Bカテ閉鎖下腎静脈造影法 〃 〃 〃 Bカテ（静） 強制造影となる

薬理学的Bカテ
閉鎖下腎静脈造影法 〃 〃 〃 Cカテ（動）

Bカテ（静） 描出能は良いが煩雑

下大静脈

IVC・Bカテ閉鎖下腎静脈造影法 〃 易 易 Bカテ（IVC） 手技は容易だが描出能不良

区域下大静脈造影法 〃 〃 〃 Bカテ（IVC） 両側腎静脈同時描出

大動脈・IVC・Bカテ
閉鎖下腎静脈造影法 〃 左腎やや難 〃 Bカテ（AO，IVC）

Cカテ（静） 煩雑

そ の 他
腎実質性静脈造影法 腎実質 易 易 生検針 片側描出

精索静脈経由腎静脈造影法 鼡径部
（精索静脈） 〃 〃 カテ（－）

Cカテ（静） 片側描出

AO：大動脈，IVC：下大静脈，Cカテ：Conventional cathe.，Bカテ：Balloon cathe.

留置部位 造影方法 静脈描出能 合併症 経済対価 総合評価 主要文献No.

動　　脈

選択的腎動脈性静脈造影法 本幹～腎内V僅か 通常血管造影に準ずる － － 特になし

DSA（ドーパミン静注法）
　　（average mask法） 上記より70％改善 〃 ± ± 54，55

Bカテ閉鎖下腎動脈性
静脈造影法 皮質V ～被膜V Bカテ抜去時血栓

（遮断時間15秒） ± ＋ 58，59

薬理学的腎動脈性静脈造影法 皮質V ～辺縁V 通常血管造影に準ずる ＋ ++ 63，64

静　　脈

選択的腎静脈造影法 右（本幹～腎内V僅か）
左（本幹） 特になし － － 67

Bカテ閉鎖下腎静脈造影法 皮質V 腰部鈍痛，血腫
血栓 ± ＋ 72，73

薬理学的Bカテ
閉鎖下腎静脈造影法 皮質V ～末梢 Bカテ抜去時血栓 ＋ ++ 65，74

下大静脈

IVC・Bカテ閉鎖下腎静脈造影法 腎内～葉間V 特になし ± ＋ 67，75

区域下大静脈造影法 腎皮質V ～末梢 特になし（実験） ＋ ++ 15，16，17

大動脈・IVC・Bカテ
閉鎖下腎静脈造影法 葉間細V 特になし － ± 76

そ の 他
腎実質性静脈造影法 IVC ～本幹～腎内V 血尿 ± ± 77

精索静脈経由腎静脈造影法 カテ使用で皮質V 静脈外漏出 ＋ ± 80

経済対価：見合う（＋），不明（±），見合わない（－），総合評価：excellent（++），good（＋），fair（±），poor（－）

Table 2 腎静脈造影（描出能，合併症，評価など）
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しても腎内静脈が僅かに描出されるのみであるが，最
も生理的な画像である。IADSAの出現以降はドーパ
ミンの点滴静注55）やaverage mask法56）による画像処理
で約70％の症例で腎内静脈または葉間静脈まで描出
可能となり，診断能の向上が認められている。
ⅱ）腎動脈B-カテ閉鎖下静脈造影法（renal venography 
following renal occlusion by balloon catheter）；腎動脈
内にB-カテを挿入して腎内血流量，血流圧を減少させ
る試みは1969年，1970年Havering M57，58）により行われ
たが腎実質損傷による動静脈瘻の発生を危惧して動物
実験のみで，臨床での試みは9年後の1975年Georgie 
Mら59）により最初に報告された。その方法は大腿動・
静脈を穿刺して腎動脈にSwan-Ganz B-カテ7.5Fを挿
入後，生食0.2～0.3㎖でバルーンを拡張させ，腎静脈
内のカテーテルより造影剤（Angiografin）25㎖を手圧注
入する。造影能は極めて良好で皮質～被膜静脈まで描
出される。合併症はなく腎悪性腫瘍の静脈浸潤，特に
腎盂癌の場合に有効としている。最も注意が必要な場
合は腎動脈内カテーテル抜去時で，バルーンを収縮さ
せ血液の逆流を確認したのちヘパリン生食でカテーテ
ル内部を十分に洗浄する。この操作により血栓形成あ
るいは血栓の動脈内流入を防止するが，バルーンの遮
断時間は15秒以内とされている。その後Kadir S（1979
年）60）は血管収縮剤（epinephrineなど）が使用できない
高血圧，頻脈，心電図上虚血性心疾患が疑われる患者
が適応で，腎静脈造影には盲端で側孔付きカテーテル
が造影剤の噴出（endhole jet）による腎葉間損傷を防止
する上で望ましいとしている。本邦に於いても小林久
隆（1991，1994年）ら61，62），Nakamura H（1991年）63）らに
より同様の報告が行われているが，小林らは検討症例
は少数ではあるが高血圧の有無にかかわらず葉間静脈
より更に末梢の静脈まで描画できるとし，Nakamura 
Hらは腎癌に対する動脈塞栓術の術前検査として有用
であることを強調している。
ⅲ）薬理学的腎動脈・静脈造影法（pharmaco-arterial 
venography）；1964年 Abrams HLは血管収縮剤
（epinephrineなど）に対する血管反応は正常血管では

反応するが腫瘍血管では反応しないこと（Fig.28a,b）
を実験と臨床から立証し，この報告64）が薬理学的血
管造影法の骨子となる。翌1965年Olin TBとReuter 
SRは“A pharmacoangiographic method for improving 
nephrophlebography”を発表し65），その中で薬理学的腎
静脈造影を20回（epinephrine 14例，angiotensin 6例）
施行して収縮剤未使用の血管造影像と比較している。
その方法は薄壁，KIFA redカテーテルを鼠径部動・静
脈より腎動・静脈内にそれぞれ挿入し腎動脈内に血管
収縮剤（epinephrine 6～8㎍又はangiotensin 4～9㎍）を
数秒間で注入する。収縮剤動注20秒後に腎静脈内カ
テーテルより造影剤（urographin）10～20㎖を注入する。
合併症はなく，20例全例に皮質静脈からさらに末梢静
脈が描出された。収縮剤の種類に差はなく，要点は動
注薬剤量の上限でより末梢静脈まで描出されること，
静脈内カテーテルの位置が大切で静脈分岐部より1～
2㎝末梢まで挿入することである。この為にはカテー
テルの屈曲部から先端までの長さが右腎静脈用より左
腎静脈用は約2倍の長さが必要であること（Fig.29），

Fig.28
Selective renal angiography for carcino-
ma of the kidney. The cluster of tumor 
vessels is now more prominent, and 
capsular branches (lateral arrows) sup-
plying the tumor may be seen extend-
ing beyond the projected margin of the 
kidney (a). Epinephrine study. A small 
branch of the dorsal renal artery (white 
arrow) supplying the tumor is faintly 
opacified, but other branches are not 
filled.

Fig.29 Appearance of the catheters for nephrophlebog-
raphy. The segment of the catheter beyond the 
bend is almost twice as long for the left renal 
vein as for the right.

a b
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また右腎静脈本幹は短く複数分岐なので注意が必要で
あるとしており，以後この方法が臨床での薬理学的血
管造影法の基準となる。Kahn PC（1969年）66）は100例
の腎静脈造影を対象に腎実質病変に対する診断的価値
を検討し，辺縁静脈まで描出される為，腎盂腎炎，腎
硬化症，水腎症の診断に有用としながら腎腫瘍の診断
には血管収縮剤動注の必要はないと述べ，腎腫瘍の静
脈浸潤，切除適応診断については触れていない。
静脈内留置
ⅳ）選択的腎静脈造影法（selective renal venography）；
腎静脈造影法の中で最も一般的な造影法である。しか
し流出圧に逆らうため十分な腎内静脈が描出できない
ことが最大の欠点であり，この欠点を補う為に，様々
な腎静脈造影法が考案されたとも言える。Angelino PF
（1951）ら67）はWarren JV（1944年）ら51）の方法を参考に
して選択的腎静脈造影を行っているが，論文の主体は
静脈圧，血中O2，CO2濃度測定であり，造影剤（70％
Diodone）以外に注入量，注入圧などの記載はなく，部
位確認の為に造影したと思われる。腎腫瘍診断の目的
で静脈造影が行われたのはDell Palma LとSerrello M
（1956年）68）で左右腎静脈の中枢と末梢にカテーテルを挿
入して腎静脈造影像と摘出腎病変の比較検討を行って
いる。しかしその造影像を見ると右腎は腎内静脈まで
僅かに確認できるが下極は造影不良で，左腎は本幹し
か描出されていない（Fig.30a,b）。1950年後半～1960年
前半は腎静脈造影の発達にとり画期的年代で，Steiner 
RE，Fuchs WAらにより腎静脈造影像による画像診
断の意義や適応が69，70）報告されている。またPeart WS
（1959年）71）による IVCからの分岐角度に対応できるナイ
ロン糸によるカテーテル先端形成の工夫（Fig.31a〜c）
やOlin TBら（1965年）65）によるカテーテルのくびの長
短により左右腎静脈を使い分ける工夫などの挿入技術
が報告されている。

ⅴ）B-カテ閉鎖下腎静脈造影（selective occlusive renal 
phlebography）；最初に腎静脈本幹末梢にB-カテを選
択的に挿入したのは1964年Galmarini Dら72）と言われ
ているがその詳細は原著が手に入らず不明である。そ
の後Takaro T（1970年）73）やNovak D（1976年）74）により
追試報告されているがその方法は口径4～9Fのシー
スイントロデューサを介しB-カテ（Swan-Ganz Dotter 
CT，Takaro Tらの自作）を腎静脈本幹末梢に挿入，バ
ルーン拡張後66％ヨード造影剤15～25m／5～10㎖／
秒で注入する。合併症はバルーン拡張時の腰部鈍痛
（4.3％），造影剤漏出による血腫（3.4％）などであるが，
造影能は良好で腎内静脈すべてがほぼ皮質静脈まで描
画される。
ⅵ）薬理学的B-カテ閉鎖下腎静脈造影法（pharmaco 
selective occlusive renal phlebography）；Kahn66），Novak 
D（1978年）75）はB-カテ閉鎖下造影に血管収縮剤を腎動
脈内注入する薬理学的造影を併用してさらに造影能を
向上させている。適応は腎静脈血栓症（疑い），肺血栓
症の原発不明の場合，腎や後腹膜腫瘍の腎静脈巻き込
み，無機能腎の評価，先天性腎欠損と萎縮腎の鑑別，
腎動脈造影でも部位不明の腎外傷，S-R短絡の開存確
認，腎静脈samplingなどとされる。
IVC内留置
ⅶ）IVC・B-カテ閉鎖下腎静脈造影法（balloon occluded 
cavo-renal venography）；腎静脈造影の前に左右腸骨静
脈合流部から肺動脈流入部までの IVC全域を造影する
のが常識であるが，ここでは腎静脈に関連したB-カテ
造影について述べる。1956年Dall Palma LとServello 
M68）によりバルーン付きCournandカテーテル（No.9～
11）を腎静脈下 IVCに留置する腎静脈造影が行われた。
その後，高島信雄（1958年）76）が二腔性B-カテを用いて
追試している。合併症の報告はないが問題点はB-カ
テの留置位置と造影能である。留置位置の優劣は拡張

Fig.30 Right and left renal phlebography without balloon-occlusion 
in a polycystic kidney. In the right side, intrarenal branch-
es are visualized slightly but in the left side only the main 
branch is visualized.

a b
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時バルーンの大きさ，造影剤噴出孔の位置，造影能に
関連する。一般的にはバルーンが大きい程，先端孔で
良好な腎静脈下 IVC造影像が得られる。造影能につい
てはDall Palma Lの原著論文が入手できず対比できな
かったが，高島信雄の論文では腎内～葉間静脈まで描
出されている。
ⅷ）区域 IVC造影法（segmental cavography）；1961年，
1963年Gillot Cら15～17）によりIVCに流出する静脈が造影
可能な“区域 IVC造影法”による肝，腎静脈の造影実験
が行われた。その方法は上下2ヶ所にバルーンを装着
させ，その間に側孔を開けたカテーテル（Fig.14a,b）で
IVCを造影する。肝，腎静脈の造影を試みているが，
人の場合肝静脈流入部と右心房間は短距離でB-カテ
の固定が不安定となるため臨床での造影は腎静脈のみ
である。具体的には局麻下に鼠径部を切開，大伏在
静脈を露出切開してB-カテを挿入し，L3-L4に留置し
てヨード造影剤50～70㎖を注入する。合併症はなく，
造影能は腎内静脈～葉間静脈までで，症例により皮質
静脈までも描出される（Fig.14d）。本法の利点は一回
の手技で両側腎静脈が同時に末梢まで十分に造影され
ることにある。
ⅸ）大動脈・IVC B-カテ閉鎖下腎静脈造影法（balloon-
occluded aortiocavo-renal venography）；1966年Takaro 
TとKivirand AI77）により行われた流出圧を減少させ流
入圧を増加させ，しかも選択的に腎静脈を造影しよう

とする試みである。B-カテを用いて大動脈の腎動脈
流入部と IVC流出部を閉鎖し，さらに腎静脈内にもカ
テーテルを挿入して造影（Fig.32）する方法で，合併症
はなく，その造影能は葉間細静脈まで描出されている。
しかし理論的には理想的な方法ではあるが手技が煩雑
で，実際の臨床には使えないのではなかろうか。
その他
ⅹ）腎実質性腎静脈造影法（transparietal renal venogra-
phy）；腎を直接穿刺して造影剤を注入し静脈像を得る
腎実質経由静脈造影は，経脾門脈造影時の偶発事故
後に合併症がないことが発想の転機となり，1957年
Leger Lら78）により行われた。造影範囲は穿刺部を中心
とした腎内静脈，腎静脈本幹，IVCは無論，副腎～生
殖腺静脈まで造影される（Fig.33a,b）。その後Beres JA
ら（1964年）79），Gilzanz Vら（1965年）80）により追試され
ているが，その手技の詳細は術前の腹部単純X-P，IVP
により腎の位置，大きさ，形態の概要を把握する。腎
生検針（Vim Silvermann，口径2.5㎜）で穿刺して部位
を確認後外筒針（内径1.5㎜，長径12㎝）に入れ替え，
血液の逆流を確かめて76％造影剤（IVPに用いたのと
同じ）22㎖を10～15秒で手圧注入する。本法による合
併症は血尿であるが，生検に比較して少量であり乏尿，
無尿は認められない。血尿も12～24時間で顕微鏡的血
尿も認められなくなる。造影像を検討すると穿刺部側
は腎内皮質静脈から本幹，IVCまで造影されるが，穿

Fig.31 Catheter with controlled tip. Traction 
on the nylon thread bends the tip of the 
catheter in the desired direction(a). The 
catheter tip lies in the mouth of a right 
sided vein passing vertically downwards 
and thought to be the right gonadal 
vein(b). Right renal venogram. The tip 
of the catheter is too distal and lies in a 
renal segmental vein(c).

a
b c

Fig.32 Diagram to show the method of producing 
renal phlebogram by selective catheterization 
of the right renal vein and retrograde injection 
of contrast medium into the renal vein. During 
the injection, momentary renal venous and arte-
rial occlusion was obtained by balloon catheter 
appropriately positioned in the inferior vena cava 
and abdominal aorta. Note venous valves at junc-
ture of renal veins and vena cava.

 RRA and RRV; right renal artery and vein.
 LRA and LRV; left renal artery and vein.
 IVC; inferior vena cava.
 Ao; abdominal aorta.
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刺部より遠のくに従い描出静脈は減少し不鮮明となる。
本法で懸念されることは造影剤が一塊となって腎内に
停滞した場合，病変により両側穿刺が必要となること，
右側穿刺で肝辺縁穿刺の可能性が高いことである。
ⅺ）精索静脈経由腎静脈造影法（transspermatic renal 
venography）；精索静脈より腎静脈を造影する本法は
Gospodinow GVrとTopalow JB（1959年）81）により行わ
れた（Fig.34）。検査対象腎を損傷することなく，できる
だけ生理的な腎静脈像を得たいと考えたからであろう
か。本法はその後Viola Peluffo JCら（1963年）82）により
追試されているが，手技は検査対象側の鼠径部を局麻
下に切開し，精索静脈を露出して穿刺，あるいはカテー
テルを挿入する。合併症はないがその造影能は精索静
脈分岐側の腎内静脈，腎静脈本幹，IVCまで，カテー
テルを挿入すれば腎内皮質静脈まで造影可能だが，吻
合部の遠位は薄く一部不鮮明となる。適応は腎癌の腰

部又は睾丸部への転移，移植腎の生着状態判定，IVC
の動静脈瘻，脾腎短絡の診断である。これまで述べて
きたように，腎静脈造影法には変法も含めて12通りも
の方法があり整理が必要である。Table 1に造影手技を
主体に，Table 2に評価を主体にまとめた。総合評価で
最も高いのは薬理学的腎動脈性静脈造影法，薬理学的
B-カテ閉鎖下腎静脈造影法，区域 IVC造影法である
が，静脈描出能，合併症，通常カテーテル（C-カテ）を
基準とした経済対価を加味すると血管収縮剤動注後に
腎静脈を造影する方法が有用であるが，いずれも片側
造影である。しかしこれら造影法の比較で最も大切な
ことは対象疾患に対応した静脈描出能が要求されるこ
とで，腎細胞癌に対する塞栓術では塞栓対象となる腫
瘍栄養動脈に対応する静脈，腎盂癌では本幹～葉間静
脈，腎浸潤では皮質～辺縁静脈の描出などが腎静脈造
影の必要条件となる。
⑦副腎静脈
　副腎静脈へのカテーテル挿入は造影目的で施行され
ることは稀で，venous sampling目的で行われることが
多い。副腎静脈の血管解剖学的特徴は左右で異なり，
右流入枝は極めて細く右腎静脈の IVC直上付近から，
左副腎静脈は長い左腎静脈本幹の中央付近から上向き
に流入する。従って挿入には首の長さが異なる2種類
のカテが必要となる。副腎静脈からの採血に当たって
は静脈内圧が低く，また副腎から体外までの距離があ
るため長尺カテを用いて内圧を高め吸引・採血する必
要があり，これらの諸条件を考えるとB-カテ閉鎖下に
採血することが最良の方法と考えられる。症例が少な
く未だ報告はしていないがB-カテ閉鎖の有無で採血量
が大きく異なり，また通常カテーテルを使用した場合
にはカテーテルが長く時間もかかるため，よく起こる
カテ内凝血の頻度も少なく選択的B-カテ閉鎖下造影が
必要となる所以である。
⑧骨盤内静脈
　骨盤内静脈を造影する目的は外傷後の部位不明骨盤

Fig.34 Trans-spermatic renal- phlebography. Catheter 
is inserted into the spermatic vein to the intrare-
nal vein. All renal veins, especially cortical vein, 
IVC, and right hepatic vein are visualized.
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Fig.33 Parenchymal renal venography. After contrast medium was injected into the right renal parenchyma, 
the branches of intrarenal veins, main branch and IVC are opacified (a: early phase). In late phase, the 
right supra renal veins are opacified (b).

a b
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Fig.35 Schematic drawing of various types of occlusion phlebography.
 Hepatic phlebography (a). Renal phlebography (b). Spontaneous splenorenal shunt (c). Occlusions 

azygography (d). Occlusions-Cavography (e). Operative splenorenal shunt (f).

a
d

c
f

b
e

Fig.36 Schematic drawing of infrarenal cavography, ascending lumbar and internal iliac phlebography (a).
 Occlusion-cavography (b). Occlusions on common iliac phlebography (c). Occlusions pelvic phle-

bography (d). Iliolumbar phlebography (e).

a
c
e

b
d
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Fig.37 Occlusions-phlebography of the IVC (a) and partial pelvic vein. Left common iliac 
vein is compressed by a giant mass and opacified widely and poorly (b, c).

a cb

内出血，子宮を始めとする生殖臓器の良性，悪性判定
と化学療法などである。しかし，骨盤から流出する静
脈は複雑で逆行性造影となるため全体像を得るには流
入圧を低下させる必要がある。血管収縮剤の動注やバ
ルーンによる動脈閉鎖は閉鎖する動脈が複数となり煩
雑で時間がかかり行われていない。Ducuing J（1951年）
らは“Les diffe＇rentes voies d＇exploration pelvienne par 
la phle＇bographie”83）の中で静脈造影による各種骨盤内
検査の詳細を述べ，Novak Dら（1977年）は先に述べた
論文24）の中で，腎静脈下 IVC造影，総腸骨静脈，内・外
腸骨静脈などのB-カテ閉鎖下造影の概略（Fig.35，36）
を紹介している。具体的な臨床例は挙げていないが，
掲載された造影像を見る限り（Fig.37a〜c）内・外腸
骨静脈のB-カテ閉鎖下造影で骨盤静脈，傍腰椎静脈
まで描画されている。山口真司ら（1977年）10）はsingle 

lumen-balloon-catheterを開発して骨盤内静脈の臨床
応用について述べ，その中で肝静脈下 IVCの先込式造
影で卵巣静脈の流入部位が同定可能で（Fig.38），その
後のB-カテによる卵巣静脈への選択的挿入が容易であ
るとして進行子宮癌（Ⅱ～Ⅲ期）の子宮頸部静脈網の欠
損と不正断裂を認めた（Fig.39）と述べている。しかし
これらB-カテ閉鎖下造影の中で最も重要なことは外傷
後の部位不明出血であり，部位判定後ただちに塞栓術
に移行し得る84）。骨盤内静脈出血に対するB-カテ閉鎖
下造影の診断率とUS，RI，3DCTなどを比較した報告
はなく，唯一深部静脈血栓に対してフィブリン標識造
影剤を用いたMRIの実験成績が報告されている85）。合
併症はバルーン拡張時の空気注入やバルーン破裂によ
る空気塞栓，バルーンの過拡張による局所痛や造影剤
の血管外漏出などで，施行前のB-カテとシースの相

Fig.38 Bal loon -occ luded le f t 
renal venography in tro-
phoblastic disease. The 
left ovarian vein is opaci-
fied selectively.

Fig.39 Selective right ovarian venography. 
The defect and irregularity of venous 
network of the cervical vein are visi-
ble in cervical carcinoma (stageⅡ～
Ⅲ).
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性，バルーン拡張と収縮が円滑に行われ得るかの確認
が重要である。

6）胸〜腹部大動脈
　胸～腹部大動脈でのB-カテ使用の目的は血管内に
造影剤を集積・集中，停滞させて造影能を向上させる
ことである。大動脈内でのB-カテ留置部位について
1963年渡辺昭86）は自作二腔性B-カテを横隔膜部と左右
総腸骨動脈分岐部の2ヶ所で留置・拡張させる対比実
験と臨床結果から腸骨動脈分岐部では動脈圧，脈拍数，
呼吸数に殆んど変化を認めず，神経反射も軽微であっ
たが，横隔膜部の高さの閉鎖では実験犬で数分間両肢
硬直，反射亢進，筋硬直をそれぞれ認めたため臨床応
用を断念している。このように大動脈内B-カテ使用は
留置部位により症状が異なるので，上行～胸部大動脈
と腹部大動脈とを別々に解説する。
①上行～胸部大動脈
　1930年頃より虚血性心疾患と冠動脈との関係が明ら
かとなり，冠動脈を造影したいという願望が生まれた。
実験では最初に大動脈弁上部にカテーテルを置き冠動
脈を描出したのは1933年Roustöi P（Fig.40）87）で，頸動
脈より長針を上行大動脈に挿入して大動脈弁直上で造
影剤を注入しているが，B-カテは使用していない。そ
の後Dotter CTとLukas DS（1951年）5）はGibbson JHJr
らの4）特殊カテーテル（B-カテ）と区域肺機能測定を参
考にして実験犬に肺性心を作製し，この発想に基づい
てDotter CTとFrisch LH（1958年）は大動脈弁上にB-
カテを留置して実験犬ではあるが冠動脈末梢までの造
影に成功している88）（Fig.41a,b）。しかし大動脈弁直上
をB-カテで閉鎖する“亜選択的冠動脈造影”とも呼ぶ

べき臨床上のまとまった報告は見当たらない。上行～
胸部大動脈へのカテーテル挿入は橈骨動脈露出ルート
が1948年Radner S，Broden B，Jansson Gらによりそ
れぞれ個別に89～91），また Jansson Gら92）により同年頸動
脈穿刺ルートが報告されており，上行～胸部大動脈へ
の基本的カテーテル挿入ルートであった。両者間では動
脈の太さから頸動脈が選択される傾向にあったが，橈
骨動脈では造影後露出血管を結紮放置することが問題
であった。最初に胸部大動脈内にB-カテを用いたのは
1954年Nordenström B30）で，B-カテ閉鎖下肺動脈造影
により気管支動脈が描出されたことを示し（Fig.42a,b），
1962年には経皮的挿入可能な5種類のB-カテ（typeⅠ～
typeⅤ）を開発し（Fig.8），1966年には胸部大動脈内横
隔膜部でB-カテ閉鎖下造影を行い明瞭な気管支動脈，
肋間動脈を得ている93）。
②腹部大動脈
　腹部大動脈内でのB-カテ使用は経腰的大動脈造影
法が一般的に行われていたので，胸部大動脈に約20年
遅れて始まった。遅れの原因はカテーテルによる大動
脈造影法が1936年市川篤二の外腸骨動脈筋枝94），1941
年Farinãs PLの大腿動脈を切開露出して尿道カテーテ
ルを挿入するいわゆるカテーテル大動脈造影法14）が報
告されてから可能になったこと，カテーテル挿入血
管が比較的太い動脈に限られていること，上行～胸部
大動脈に比して分岐部位不明の細い動脈が少ないこと
である。腹部大動脈内に最初にB-カテを挿入したの
は1960年Watkin EJrらであるが，造影目的ではなく
骨盤動脈への製癌剤注入目的であった95）。その後1966
年Nordenström Bは自身の開発した経皮的B-カテを
用いて閉鎖下大動脈造影を行い，気管支動脈の描出に

Fig.40 Balloon-occlusions aortog-
raphy in the dog. Coronary 
arteries are visualized clear-
ly. This roentogenogram is 
the first angiogram of the 
coronary artery.

Fig.41 Dotter＇s special balloon-catheter in dogs (a). Total occlusion- 
ascending aorta in the dogs. Serial coronary arteriograms 
using 4ml Hypaque (0.5 seconds after injection)(b).

a b
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より肺癌の診断などを行っている93）（Fig.43a,b）。本邦
ではShishido Sら，小塚隆弘らがB-カテによる大動脈
造影を報告している。Shishidoらは選択的腎動脈造影
で最も鮮明な腎動脈像が描出可能としながらも，血管
カテーテル操作が煩雑で，時間がかかり，左右腎動脈
が同時に描画できないのが最大の欠点であるとして新
しい造影法を提案している。その方法は渡辺昭ら86）の
B-カテを用いた“大動脈閉鎖による選択的諸臓器動脈
撮影法”を参考にNo.7血管カテーテルの先端に薄いラ
バー製バルーン（拡張時容積20㎖）を装着させ，もう
一本のNo9～11血管カテーテルを前者の5㎝下方で合
体させる。この合体カテを切開露出した深大腿動脈よ
り両側腎動脈分岐部直下まで挿入して造影剤（76％ウ
ログラフィン）10～15㎖／1～1.5秒でバルーン閉鎖下
大動脈造影を行う96）。小塚らは経皮的挿入可能なB-カ

テの開発者Nordenström Bより贈与されたB-カテを
視認性の良いÖdman-LedinのKIFA7Fグリーンカテー
テルに変え，さらにラテック製単孔バルーンに改良し
て実験と臨床の結果から腹部大動脈内の分岐部位不明
の細い動脈の同定にはB-カテ閉鎖下大動脈造影法が
極めて有用で，特にNordenström Bの経皮的B-カテ，
Type-Ⅲが有用であると述べている（Fig.44）97）。

7）臓器動脈
　臓器動脈に対するB-カテ閉鎖下造影法は診断目的
で使用されることは極めて稀で，殆んどが“arterial 
portography”を目的として脾動脈，上腸間膜動脈な
どに頻用され，その他の使用例の多くが腫瘍に対する
塞栓術，一時止血，血流変更，塞栓物質の他動脈流入
防止など塞栓術の補助すなわち IVR領域で用いられて

Fig.43 Balloon-catheter is supported in the aorta with a stiff metal mandrin. Winding, 
distended right bronchial arteries with pathologic small vessels in a right-side 
squamous cell carcinoma (a). The tumor region before injection of the contrast 
medium was changed to faint tumor stains (b).

a b
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a bFig.42 Angiography of the collateral aortic circulation during temporary occlusion the thoracic 
aorta. A balloon catheter (TypeⅣ) is introduced through a carotid artery to the descend-
ing aorta. After occlusion of the aorta 1ml of 70% iodopyracet/kg/bodyweight was injected 
above the occlusion. Arrows indicate bronchial arteries (a; A-P, b; Lateral projection).
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いる。以下に各臓器動脈別にB-カテ使用の現状を述
べる。
①肋間動脈
　脊髄AVMや外傷による肋骨骨折に伴う動脈瘤の塞
栓術に用いたとの報告が数例98，99）ある。診断目的に行
うとすれば，腎動脈分岐上部大動脈や総腸骨動脈分岐
部大動脈閉鎖の場合には肋間動脈より主要な側副血行
路が形成されるため，その造影像は有用な診断法にな
ると考えるが，造影されたとのまとまった報告はない。
②気管支動脈
　喀血に対する気管支動脈塞栓術ではよく使用され
る。血管造影初期には気管支動脈描出目的で胸部大動
脈B-カテ閉鎖法が行われ，選択的気管支動脈造影が
可能になってからは診断のみで使用されたとの文献は
見当たらない。また気管支動脈は肋間動脈と共通幹を
有することが多いが，B-カテ使用の報告はなくdouble 
catheter systemにより気管支動脈のみの選択的挿入が
行われる。
③腹腔動脈
　肝，膵，脾など腹部主要臓器動脈を分岐する臓器動
脈の要である。この主要動脈をB-カテ閉鎖する場合
は2つあり，第一は進行した胃や膵体・尾部癌では腹
腔，総肝動脈根部まで浸潤するので根治性向上のため
腹腔動脈や総肝動脈を切離するAppleby手術100）が行わ
れる。このため術前に総肝，脾動脈血流の確認が必要
となる101，102）。第二は膵内血管の造影で，1970年代には
膵頭部アーケード，横行膵など膵内動脈描出の目的で
腹腔動脈B-カテ閉鎖術が行われた103）。現在ではdouble 
catheter systemの発達により膵内血管を直接造影可能
となっている。しかし実際に腹腔動脈にB-カテを留置

する場合，大動脈からの腹腔動脈分岐部が短い場合や
鋭角分岐の場合，短径や急峻な曲がりのバルーンが必
要となり，腹腔動脈から肝動脈が直接分岐する場合な
どの血管解剖学的変異があることを考慮すると非常に
難しい手技と考えるべきである。
④脾動脈
　脾機能亢進症，特に脾静脈系静脈瘤の疑いがある場
合には肝静脈圧やwedge pressure測定後に脾動脈の
B-カテ閉鎖法は必須の検査であり104）同時に静脈瘤や脾
臓の塞栓術も実施可能である。
⑤上腸間膜動脈
　いわゆる“arterial portography”を得る為に上腸間
膜動脈（SMAと略す）造影前にプロスタグランデンE1
（PGE1と略す）やトラゾリンなど血管拡張剤の動注，

SMAでのB-カテ閉鎖，これら両者の併用など様々な
方法が報告されている105～107）。無論，門脈系の描出能は
PGE1動注後，B-カテ閉鎖法すなわち併用法が最も優
れているが，以下に述べるような多くの問題点もある。
通常カテをB-カテに交換しなければならない煩雑さ
がある。約20％の頻度で存在するSMAから分岐する
右肝動脈を必ず超えて造影剤を注入しなければならな
い。B-カテに側孔を付けるか否か，また付けるとすれ
ばその位置は。造影剤の大動脈内溢出は偽動門脈短絡
の原因となる。門脈系の描出はSMAで良いが，脾静
脈系の胃冠状静脈，短胃静脈，食道静脈などはSMA
のB-カテ閉鎖法だけでは造影不可か不良である。B-
カテ閉鎖法を行うとすれば造影剤が大動脈や他動脈に
溢出することなく，またSMAからの肝動脈分岐枝な
どにも流入させないことが必須の条件である。本法が
最も良い適応となるのは直接門脈造影法（PTP）が拡張
胆管に妨げられて穿刺困難な場合が多い高度閉塞性黄
疸患者の場合である。いずれにしても門脈系の描出能
はUS下PTPが最も優れているが，侵襲度と技術的困
難を考慮すると，肝癌に対する塞栓術や胆管，膵癌に
よる門脈浸潤の術前診断にはPGE1-SMAで十分と考
える（Fig.45）。
⑥下腸間膜動脈（IMAと略す）
　IMAのB-カテ閉鎖法は結腸からの出血に対する塞
栓術の血流コントロールとして用いられるが，出血血
管はvasa rectaなのでdouble catheter法が併用される
ことが多い。下腸間膜静脈の描出だけの目的で IMA
に血管拡張剤を動注したとのまとまった報告は見当た
らない。

おわりに
　バルーンカテーテル（B-カテ）による血管造影の発達
をまとめようと思ったのには三つの要因がある。第
一はある文庫本にB-カテを最初に血管内で用いたの
はForssmann Wがカテーテルを右心房に到達させた
時と書かれていて“そんな馬鹿な”と思ったこと。第
二は北海道の血管造影の始まりは私の出身医局である
北大第一外科の先輩が二腔性B-カテを考案し，臨床
では欧米より早く全肝静脈造影を行い肝広汎切除の術
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Fig.44 This is a case of abdominal 
metastases of seminoma. The 
left renal ar ter y is completely 
obstructed by the tumor. The 
coeliac axis and right renal artery 
are clearly demonstrated.
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前診断に用い，その後肺動脈，腎静脈，冠動脈の造影
に応用していること。第三は本邦ではB-カテの論文が
少なく，まとまった刊行本としては中村仁信，澤田敏，
古井滋共著の“腹部血管造影・IVRに於けるバルーン
カテーテル・テクニック”があるのみで，B-カテの使
用は血管造影の小さな工夫のように扱われているこ
となどである。確かにB-カテを用いた血管造影はマ
ニアックなところがあり，欧米でもNordenström B
（Sweden），Novak D（German）など数人が実験，臨床
の成果を繰り返し報告している。泌尿器科領域で始ま
り IVRまでの血管造影に於けるB-カテは“血流，血圧
を自在にコントロールする”という目的に沿って発達
している。その要点は減圧して目的血管を明瞭に描出
する，血流を停滞させて目的血管の位置を知り，細い
血管を描出する，カテーテルの選択的挿入を容易にす
るなどである。従って1953年Seldinger SIの報告以降，
選択的血管造影が施行されるようになり，B-カテの
使用頻度は低下し，IVRの発達によりB-カテといえば
IVRに用いられるという時代になった。しかしその発
達を通覧すると，使用範囲は狭いが臨床側の要求が何
処にあるかを見極めればまだまだ多くの利点があり，
特に小児の心・大血管奇形，細い血管の流入・流出部
の同定，骨盤内動・静脈の出血診断などに有用な血管
造影の一手段である。
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