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はじめに

　血管造影法はSeldinger先生が1953年に発表 1）され
て以来，Seldinger法として現在に受け継がれている。
1953年当時とは，血管造影の基本は変わってはいな
いが，今日では単に血管造影のみでなく，IVRをも行
うようになったため，マイクロカテーテルを用い，よ
り末梢，より分岐が複雑な血管にカテーテルを挿入す
る必要がでてきた。このため，これから行おうとする
血管造影の目的をしっかり持ち，カテーテルなど器具
の特性を理解して血管造影を行うべきである。
　本邦で行われている血管造影法はまったく同一でな
く，各施設により，また，指導してくれた先輩によっ
て様々なやり方で行われているはずである。本稿では，
福岡大学で行っている方法を紹介する。

穿刺からシース挿入まで

1．穿刺動脈の確認
　血管造影時，術者は患者の右に立つため，通常は右
鼠径動脈から穿刺を行うが，両側の動脈の拍動の強弱
を確認し，基本的に拍動の強いほうを穿刺する。また，
動脈硬化が強い症例では腸骨動脈分岐部での屈曲が少
ない左からの穿刺を行うこともある。さらに，鼠径ヘ
ルニアの有無や瘢痕，手術の痕など穿刺前の観察は十
分に行う。穿刺の部位は，鼠径部の皮膚割線の部位か，
それより末梢一横指付近で行うようにしている。
2．術野の消毒
　穿刺する動脈が決まれば術野の消毒を行うが，穿刺
する側だけでなく，反対側の消毒を行う。消毒の方向
は中から外に向かって行う。消毒が終われば不潔にな
らないように注意してシーツを掛ける。
3．局所麻酔
　麻酔は穿刺する部位にツベルクリン注射のように膨
隆するように皮内に行う。皮下の軟部組織に行っても
麻酔の効果はない。動脈壁にも痛みを感じるため動脈
周囲に麻酔をすることもあるが，慣れない初心者には
勧めない。
4．穿刺
　要は左手の指でしっかり動脈を固定して穿刺する。
固定の仕方は二本の指で挟み込むようにして行う方法
と，穿刺部位より中枢側を動脈に沿って（上から押さ
えつける要領で）押さえて固定する方法とがあるが，

術者によって様々である。はじめは挟み込む方法が確
実に行える。
5．シース挿入
　多くの施設でシースとガイドワイヤーがセットに
なった製品を使用していると思われる。お勧めは，ガ
イドワイヤーが J型になったものである（図1）。アン
グルタイプの製品もあるが，アングルタイプは親水
コーティングがなされているものがほとんどで，腹壁
の細い動脈に抵抗なく入り，知らないうちに動脈を
破って腹壁の出血を引き起こすことがあるため，筆者
らは使用していない。ガイドワイヤーを挿入する際は，
透視を見ながら行うことを原則とし，同じスピード，
同じ力で挿入し，少しでも抵抗があれば挿入を中止し
確認する。血管造影でのトラブルのほとんどが穿刺時
に起こっていることを胆に命じておくべきである。
＜穿刺・シース挿入に伴うトラブル＞
1）動脈が触れにくい，動脈に刺さりにくい
　　細径のカテラン針をガイドとして使用する。それ
でも穿刺できなければ，術者を交代し手を替える。
（術者には穿刺の角度や穿刺の方向など微妙な癖が
あることを知っておくべきで，熟練した術者でも，
5回穿刺を試みてできなければ，他の術者と交代す
ることをためらってはいけない。）

2）ガイドワイヤーがつかえる，もしくは抵抗がある
　　Subintimaに注意し，透視下での挿入を怠らない。
ガイドワイヤーの先端がやわらかい（例えばTSFB
など）ものに換える。

3）シースが途中から入らない

連載❺

血管造影の基本理論

図1  先端J型ガイドワイヤーシースセット
シースのガイドワイヤーは先端が J型になったものを
使用する。アングル型になったワイヤーは推奨しない。
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　　シースから注意して造影を行い，ガイドワイヤーと
カテーテルで誘導し挿入する。
　　動脈硬化のため，外腸骨動脈が屈曲蛇行，狭小化
していることある。このような時，左から穿刺する
とスムースに挿入できることがある。

選択的カテーテル挿入術の実際2，3）

　血管造影の目的にもよるが，一般に使用するカテー
テルとしては，4～ 7Fの造影用のカテーテル（コアキ
シャルカテーテルシステム時の親カテーテルとなり得
る）と，主にIVR施行時に用いるマイクロカテーテル（子
カテーテル）や各種バルーンカテーテルなどがある。
　造影用の親カテーテルとしては，先端形状によりツ
イスト，コブラ，ミカエルソン，などの各種カテーテ
ルがある。ミカエルソンカテーテルは気管支動脈，下
横隔動脈，副腎動脈，肋間動脈などの挿入には有用で
ある。
　マイクロカテーテルに関しては，近年，その種類
が増加し，造影重視のhigh flowのものと，血管選択
性重視のものに大別できる。多くの施設で使用するカ
テーテルがある程度決まっている場合でも，使用する
カテーテルの特性をよく理解しておくことが重要であ
る。カテーテル挿入時に用いるガイドワイヤーにも，
いわゆるコイル状のガイドワイヤーや親水性など各種
コーティングを施したものがあり，用途によって使い
分けを行うが，コーティングされたものを使用する頻
度が高い。
1．大動脈主幹分枝動脈カテーテル挿入
　上腸間膜動脈，腹腔動脈，腎動脈など大動脈の主幹
動脈へのカテーテル挿入は，まずそれらが分岐する位
置をよく理解しておく必要がある。すなわち椎体と分
岐位置の関係を理解した上でカテーテルを操作すべき
で，目印としては第12胸椎と第1腰椎を透視で確認す
る。（通常，第12胸椎と第1腰椎の間付近に多くの症例
で腹腔動脈の分岐がある。）目的の分枝にカテーテルが
挿入できたら。ガイドワイヤーを用いて造影を行う位
置までカテーテルを誘導する。
　用手的に少量の造影剤で確認造影を行った後，イン
ジェクターで造影を行うが，この時，必ずバックフロー
があることを確かめておく。これを怠ると，カテーテ
ル先端が当初の位置からずれて，細い血管にウエッジ
していたり，動脈の壁に先端があたったりしている場
合があり，血管破裂や subintimaなど重大事故の原因
となる。
2．マイクロカテーテルによる超選択的カテーテル挿入法
　マイクロカテーテルが本邦に導入されて約20年にな
る。マイクロカテーテルは，それまで名人と言われる
人にのみ挿入可能だった血管にまで，比較的初心者で
も簡単に挿入を可能にする画期的な器具といえる。マ
イクロカテーテルには前述したhigh flow重視，血管選
択性重視のもの以外に，先端付近にブレードが入って

いるもの，いないものの種類がある。最近開発された
マイクロカテーテルには，ブレードが入っているもの
がほとんどである。ブレードの有無は，後述する蒸気
によるカテーテル先端形状付けに影響し，ブレードが
入っているものは形状が付きにくい傾向がある。
　マイクロカテーテルの血管内挿入には，マイクロガ
イドワイヤーと組み合わせて行うのが一般的で，通常
はガイドワイヤーを先進させてマイクロカテーテルを
ガイドワイヤーにかぶせてカテーテルを進めていく。
最近，アングル型に先端形状が付いたマイクロカテー
テルが開発されているが，これもカテーテル単体では
血管内を進めず，原則はガイドワイヤーと併用する。
　超選択的カテーテル挿入法で比較的難しい血管形態
に鋭角に分岐した血管形態がある。ガイドワイヤーが
目的血管に挿入できても，マイクロカテーテルが跳ね
て入らない症例には，マイクロカテーテルの先端を蒸
気でU字近くまで形状をつけておき（図2），先端を一
度分岐の先まで入れてゆっくり引きながらカテーテル
先端を分岐に引っ掛けるようにして挿入する方法があ
る（図3）。前述したごとく，ブレードが入ったマイク
ロカテーテルは形状が付きにくく，ブレードが入って
いないカテーテルを一本用意していると重宝する。蒸
気による形状付けは2次元ばかりでなく，3次元の形
状付けも行うことがある（図4）。例えばリザーバー埋
め込み時の肝動脈一本化のため，右胃動脈のコイル塞
栓が必要な場合，通常のガイドワイヤー・マイクロカ
テーテルの組み合わせでは右胃動脈に挿入できないと
き，総肝動脈，固有肝動脈，右胃動脈の立体的な位置
関係を想定し，それに合わせてカテーテルの先端を3
次元に形状付けして用いると，鋳型のように右胃動脈
に挿入することが可能である。
　マイクロカテーテルと同様にマイクロガイドワイヤー
の先端も指やペアンで種々の形状をつけて用いると，
鋭角に分岐した動脈や屈曲蛇行した動脈への挿入が可

図2  超選択的カテーテル挿入法
蒸気でU字型に形状づけをしたマイクロカテーテル
を目的血管の末梢まで挿入し，ゆっくり引き抜いて
くると目的血管の分岐に入れることが出来る。
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能となる。形状のつけ方にはU字型のほかアングル型，
ダブルアングル型など目的とする血管の分岐に合わせ
た形がある。
　マイクロカテーテルの進め方として，ガイドワイヤー
に被せてカテーテルを押し進める方法が一般的である。
この方法で目的の血管に挿入できない時には，カテー
テルに伝える押す力は入れすぎず，軽いテンションを
かける程度の力で保持しおく，逆にガイドワイヤーを
ごくゆっくり引き抜いてくるとカテーテルが進むこと
がある。
＜その他，カテーテル挿入法の「コツ」， 「工夫」＞
1）呼吸による血管の角度変化（図5）
　　血管によっては分岐角度が，呼吸により大きく変
化するものがある。大動脈の分枝を例に挙げると，
吸気では分枝の角度は尾側に傾き，呼気では頭側に
傾く。鼠径部のカテーテル手元から見ると，吸気で
は，血管の分岐角度は大きくなり，呼気では小さく
なる。このことを利用して目的血管への挿入をやり
易くすることができる。この方法は，総肝動脈と固
有肝動脈など大動脈の分枝以外でも応用がきく。

2）シースの位置と親カテーテルの動き
　　鼠径部からの血管造影で使用されるシースは長
さ数センチのショートシースではなく，20数セン
チのロングシースが多用される。ロングシースは
ショートシースに比べ操作性は格段によい。しかし
ながら，シースの先端位置により親カテーテルの操
作性に支障をきたすことがある。総腸骨動脈と大動
脈の角度の具合でシース先端が大動脈壁に近いか接
している時や，身長が低い患者さんで，シースの長
さが長すぎてツイストカテーテルなどの形状がシー
ス内に残り，大動脈の壁に親カテーテルの先端が届

かず分枝に挿入できないなどの事態が起こり得る。
このため，カテーテルばかりではなく，シースの位
置についても十分に留意する必要がある。

3）親カテーテルの位置によるガイドワイヤーやマイク
ロカテーテルの入り易さ

　　親カテーテルの位置によりマイクロカテーテルや
マイクロガイドワイヤーの方向性が変わることがあ
る。留意したい点は，親カテーテルをより深く挿入
しても必ずしも目的とする血管へのマイクロカテー
テル挿入が容易になるわけではないことである。親
カテーテルと目的とする血管の距離がマイクロカ
テーテル挿入成功の可否を握ることがある（図6）。

止血

　最近の傾向としては，できるだけ止血後安静時間の
短縮をはかることが努力されている。
　シース，カテーテルの細径化が図られ，これまでよ
りも短時間で安静解除がなされているようである。筆
者らの施設では5Fで6時間（砂嚢3時間，バンド圧迫6
時間）行っているが，長すぎるかもしれない。シース
を抜いたときの止血のコツは，圧迫する指に力をいれ
過ぎないことである。シース抜去時はある程度強く押
さえるが，圧迫開始から2分くらいで指先に拍動をよ
り感じ始める時期があり，それからは出血するかしな
いかの力で押さえると5Fシースの場合約10分で止血
できる。枕子（コロ）のおき方にも血管に沿って長軸方
向に置く方法と，血管に直角に置く方法とがある。し
かし，大きな枕子では，動脈に並走する静脈をも圧迫
してしまい，圧迫帯解除の際に肺血栓の危険性がある
ため注意深い観察が必要である。砂嚢は使用する施設
としない施設があるようである。圧迫帯も必要以上に
きつく締めないようにする。止血安静時，穿刺側下肢
の観察，足背動脈の触知，血腫，出血の有無などの観
察を怠ってはいけない。患者にも穿刺部の異常，穿刺
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図4  立体的形状付け
a : 通常多用するU字型形状
b : 目的血管に至るまでの血管走行に合わせた立体的
な形状

図3  マイクロカテーテルの蒸気による形状付け
通常は，マイクロカテーテルに付属の金属性心棒を
カテーテルの先端に挿入し形を作って蒸気に当てて
形状付けを行うが，微妙な形状は，写真のように用
手的に行うと付けやすい。ブレード入りのカテーテ
ルでは，付けようとする角度の2倍くらいに曲げて
蒸気に当てるとよい。

a b
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側下肢の異常があれば知らせるように周知させておく
必要がある。

放射線防御に関して

　原則は可能な限り不必要な放射線を照射しないこと
である。
　術者側は，プロテクター，血管造影装置に取り付け
る防御版などである程度放射線被曝から守られている
が，患者は無防備である。放射線治療ではなく主に検
査，IVRのための放射線照射であるならば，必要最低
限の照射で血管造影を行うことは，施行医の義務であ
る。そのためにも広い意味で腕を磨いてほしい。

まとめ

　血管造影の基本的手技とコツ・工夫について述べた。
基本的な手技は基本に忠実に，慣れに流されず行うこ
とが大切である。応用的な手技は各施設でいろいろな
工夫がなされているが，本稿で述べた内容が，今後の
血管造影の参考になれば幸いに思う。
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図5  呼吸による血管の角度変化
a : 吸気時
b : 呼気時
呼吸により，頭尾側方向の血管の角度は変化する。吸気時には角度は大きくなり，呼気時には小さくなる。図は大
動脈から分岐する血管を例として示しているが，その他に総肝動脈と固有肝動脈，固有肝動脈と左右の肝動脈など
でもこの変化は認められる。この変化を利用してカテーテル挿入に最適な角度を作り出すことが出来る。

a b

図6 親カテーテルの位置とマイクロカテーテルの入り
やすさ

a : 親カテーテルを目的血管の近傍まで挿入した図
 目的血管近傍まで親カテーテルを挿入しすぎると，
マイクロガイドワイヤー，カテーテルはたとえ形
状を付けていても直進しやすく，ガイドワイヤー
およびカテーテルの方向性が付け難い。急峻な角
度を持つ分枝への挿入に難渋することがある。

b : 親カテーテルを目的血管から距離をおいて挿入し
た図

 目的血管からある程度の距離を置いて挿入され
た親カテーテルから出されたマイクロガイドワイ
ヤーおよびマイクロカテーテルは，先端の立体的
操作性がよくなり急峻な角度を持つ血管分枝への
挿入も容易となる。

a b
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