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症例報告

心臓カデーテル検査時に肺動賑解離を起こしたビーグル犬の 1例

安東賢太郎，中村裕ニ，高原章，杉山篤

山梨大学・大学院・医学工学総合研究部・薬理学

干409-3898山梨県中央市下河東 1110番地

(受理 2009年 3月31日)

A Case of Pulmonary Artery Dissection during a Cardiac Catheterization 
Study of a Beagle Dog 

Kentaro ANDO， Yuji NAKAMURA， Akira TAKAHARA and Atsushi SUGIYAMA 

Deρartment 01 Pharmacology， Interdisciplinary Graduαte School 01 Medicine and Engineering， University 01 

Yamαnαshi， Chuo， y，αmanashi 409-3898， Japan 

Abstract. We experienced a case of cardiac sudden death during a catheterization procedure 

A male b巴agledog was anesthetized with 1% halothane vaporized with 100% oxyg巴n. A 

thermodilution catheter was positioned at the pulmonary artery through the right f巴moralvein， 

then a pig-tail catheter was positioned at the 1巴ftventricle through th巴rightfemoral artery. No 

significant changes were induc巴din the hemodynamic measurements during the procedure. 

Howev巴r，when a quad司polarrecording electrodes catheter was inserted to record His司bundle

electrogram through th巴leftfemoral artery toward non-coronary cusp， th巴bloodpr巴ssurewas 

abruptly lowered to zero following a sense of r巴sistancefrom the catheter. The catheter was 

immediately r巴moved，while the dog fell in a cardiovascular collapse. Necrotomy was carried 

out immediately. A fossa was confirmed on the intima of arch of aorta， communicating with the 

dissection hematoma at the pulmonary artery via ligamentum arteriosum. These observations 

suggest that the electrode catheter was inserted into the fossa by chance， which might have 

partly re-opened the ductus arteriosus， 1巴adingto the onset of dissection hematoma of pulmo-

nary artery and acute circulatory failure. 

Key words: beagle dog， pulmonary artery dissection， ductus arteriosus， catheter. sudden 

death 

われわれはハロセン麻酔犬モデルに心臓カ

テーテル検査手法を導入し，薬物の心臓血管作

用を 10年以上にわたって評価してきた1-3)。そ
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の結果，本モデノレを用いることで薬物の QT間

隔延長作用を高感度および高精度に検出できる

ことが明らかになり，現在，底薬品候補化合物
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の催不整脈リスクの評価に広く応用されてい

る4)。本モデルで用いる心臓カテーテノレ検査法

は， ヒト臨床における手技を応用したものであ

り，同じ個体に対する検査を逓単位で繰り返す

ことも可能である。この方法を用いて，現在ま

でに 500回以上の実験を行ってきたが，今回初

めて電極カテーテル挿入中にピークゃル犬が突然

死する事態に遭遇した。通常の獣医臨床におい

て，心臓カテーテル検査を実施する頻度は低

く，合併症に関する臨床的な報告も少ない。し

かし，~床で心臓カテーテル検査を実施する上

で注意を喚起しうる内容であると思われるの

で，本症例を報告する。

症例

症例は 2004年 9月 17日生まれの雄性 Hra

系ビーグノレ犬であり， Covance Research Inc. 

(Princeton， NJ， USA)より購入した。 2006年 8

月2日の時点での体重は 11.0kgであり，一般

状態，食欲とも良野であった。向日，ハロセン

麻酔下で候補化合物による心臓電気生理学的作

用の評価を行うため，チオペンタール (30mg/ 

kg)を静脈内に投与して全身麻酔を導入し，

100%酸素通気下， 1%ハロセンを吸入させ

て，麻酔を維持し，第二誘導体表面心電図をモ

ニターした。右大腿静脈より熱希釈カテーテル

(5 Frサイズ)を肺動脈に挿入した。者大腿動

脈にカテーテノレシースイントロデューサー (7

Frサイズ)を留置し，動脈圧を測定した。さら

にこのカテーテルシースイントロデューサーよ

りビッグテールカテーテル (6Frサイズ)を左

室に挿入した。以上のカテーテル操作は，ポリ

グラフシステムのモニター画面を確認しながら

行ったが，動脈圧に変化を認めなかった。次い

で大動脈弁の無冠尖部から His束心需図を記
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図 1 関胸した際の心臓全体像.ti房と右室の

著明な拡大，友房と左室の虚脱および肺

動脈の腹脹を認めた.柿動脈にはうっ血

部分を認めた(→).

RA:右房 RV:右室 PA:肺動脈 LA:
左房;LV::左室 Ao:大動脈.

図 2 摘出した際の心臓全体像.摘出したこと

により，生体位心で観察された右房と右

室の著明な拡大，左湧と左室の虚脱およ

び肺動脈の腫脹は軽減した.腕動脈には

うっ血部分を認めた(→).

RA:右房 RV:右室 PA:肺動脈 LA:
ti.房;LV:左室 Ao:大動脈.

録するため，左大腿動脈より逆行性に臨床用電

極カテーテル (4撮， 6 Frサイズ)を挿入した。

その際にカテーテルの先端が大動献弁に達する

前に，先に進めることができない抵抗を感じた

直後，動脈圧が急激に低下した。麗ちに，カ

テーテ jレを 10cm ほど引き戻したが，回復す



カテーテル誘発脈動脈解離

図3 肺動脈および大動脈弓の部分の近接像.
大動脈弓から締動脈にかけてのうっ血を
認めた(→).この部分が動脈管であった
ことも確認できる.
PA:肺動脈 Ao:大動脈.

図4 うっ血部分の腕動脈内経腕動脈を切開
すると肺動脈解離による邸臆を認めた
(→). 

PA:肺動脈 Ao:大動脈.

ることなく l分以内に心停止に至った。この個

体での心臓カテーテル検査は今回が初めてで、

あった。

死亡誼後に開胸したところ，右房と右室の著

明な拡大と左房と左室の虚税を認めた(図1)。

肺動献は麗脹し(図 2，3)，締動脈を切開したと

ころ，肺動脈内膜下に血腫を認めた(図 4)。大

動脈を調べたところ，大動脈弓の左総頚動脈分
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岐部の対側に閉鎖が不完全な動脈管の関口部痕

が確認された(図 5A，5B)。この関口部痕に電

極カテーテルを挿入したところ肺動脈内膜下の

血腫内腔に達した(図 5C，5D)。

考察

本症例のどーグノレ犬の突然死は，挿入した

His束心電図記録用の電極カテーテルが閉鎖不

完全な動脈管関口部に迷入し，動脈管を部分的

に再開通することで肺動脈解離を誘発したこと

が発端と推測された。次いで，肺動脈解離が生

じた部分に圧力の高い大動脈血が流入し，血腫

が形成され，急性肺動脈問塞が発生し，右室か

らの血液拍出に支障をきたし，左心系への血液

還流および左心拍出量が激減し，急性循環不全

となり死亡したと思われた。最初にピッグテー

ルカテーテルを挿入したときに問題が起きな

かったのは， ピッグテールカテーテルの先端が

円型であるためと考えられた。一方， ヒス束心

電関記録用電極カテーテルの先端はストレート

型であり，また，硬性が高いため関口部痕に迷

入しやすいと思われた。

動脈管は胎生期に存在する大動脈と肺動脈を

連絡する特別な血管で， ヒ卜においても認めら

れる。動脈管は生後数日で閉鎖するが， この閉

鎖メカニズムにはプロスタグランジン E類と

酸素が関与している5)。胎盤からのプロスタグ

ランジン Eの供給が止まり，出生によって動脈

管内の血流の向きは逆になり，血液の酸素濃度

が急激に高まる。この変化により動脈管平滑筋

が収縮し血流が途絶え，その後，動脈管壁の線

維化と変性が生じて永久的に閉鎖すると言われ

ている。

犬の先天性心血管奇形として省大動脈弓遺残

症や動報管関存症，心房中隔欠損などが報告さ
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図5 動脈管関口部痕と肺動脈解離部との交通. (A)大動脈側からみた動脈管調口部痕.生体でヒス東心電図

記録用電極力テーテルを大腿動脈から挿入した際に， カテーテルが迷入しやすい位置および角度で動脈

管関口部の痕跡が残っていた. (B)大動脈末梢側から動脈管関口部の痕跡を観察すると，末梢側に向

かつてポケット状に関口していた. (c)カテーテルを動脈管関口部から搾し進めると抵抗なく挿入でき

た. (D)カテーテルをさらに押し進めていくと血騒部分に到達した.

RV:右筆 PA:肺動脈 Ao:大動脈.

れているが，なかでも動脈管関存症の発生率は

最も高いと言われている6)。犬種としてはポメ

ラニアン，プードル，コリーなどで発生頻度が

高いと報告されているが， ビーグル犬での発生

頻度が高いという報告はなく，今までのわれわ

れの検討でもビーグJレ犬における動脈管関存の

経験はなし、。今回の症例でも動脈管が開存して

いたわけではなく，動脈管の閉鎖が不完全で，

たまたま心臓電気生理検査を行ったために発見

されたものである。

本症例報告は，見かけ上は健常であっても動

脈管の閉鎖が不完全な個体が存在し，外的要園
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により肺動脈解離を合併すると突然、死をきたし

うることを示している O 心臓電気生理検査やア

プレーション等で大動脈内に逆行性に先端がス

トレート型の電極カテーテルや類似の先端形

状・硬疫を有するカテーテルを挿入する場合，

先端部が大動脈弓部通過時に抵抗をわずかでも

感じた場合にはいったんカテーテルを引き戻し

て先端部の向きを変えて進めるといったような

工夫が必要で、ある。



カテーテル誘発肺動脈解離

文 献

1) Sugiyama， A.， Ni， C.， Arita， J.. Eto， K.， Xue， Y. 

X. and Hashimoto， K. (1996): Effects of the 

antihypoxic and neuroprotective drug， lubelu-

zole， on repolarization phase of canine heart 

assessed by monophasic action potential re-

cording. Toxicol. Appl. Phαrmαcol.， 139， 109 

114. 

2) Ishizaka， T.， Takahara， A.， Iwasaki， H.， Mitsu-

mori， Y.， Kise， H.， Nakamura， Y. and Sugiyama， 

A. (2008): Comparison of electropharmacologi-

cal effects of bepridil and sotalol in halothan巴町

anesthetized dogs. Circ. J.， 72， 1003-1011. 

48 

3)杉山 篤 (2003):薬物の心筋再分極過程に対す

る作用:生体位心線での評価法. 日薬理誌， 121， 

393-400. 

4) Sugiyama， A. (2008): S巴nsitiveand reliable 

proarrhythmia in vivo animal models for pr・e-

dicting drug-induced torsades de pointes in 

patients with remodeled hearts. Br. J. Phαrmα-

col.， 154， 1528-1537. 

5)山田 修，神谷哲郎:小児循環.循環生理機能と

病態(二宮石雄，菅弘之編集)， 171-178頁，南江

堂，東京， 1993. 

6) Ettinger， S. J. and Suter， P. F.:犬の心疾患の発

生率.犬の心臓病一診断と治療の実際一(戸尾藤

明彦，鈴木賞，天国明男監訳)， 309-316頁，医

歯薬出版，東京， 1979. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

