
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver.10.3) 

 

Ohta General Hospital Foundation 

Ohta Nishinouchi Hospital 

 T R A U M A 

 I V R 

 protocol 



1 

 

太田西ノ内病院・救命救急センター 

外傷 IVR プロトコル 

（H28 年 5 月 ver.10.3） 
 

当院の外傷マニュアルの一部として作成しました。 

まだまだ未完成な内容ですが、より実践的な外傷プロトコルを目指していますので、 

是非、御意見・御感想を下記アドレスまで宜しくお願い致します。 

toki007-lightning@poem.ocn.ne.jp 

 

外傷学会分類の表・図につきましては日本外傷学会ホームページより抜粋させて頂きました。 

AAST/OIS の表・図につきましては Advanced Trauma Operative Management Surgical Strategies for 

Penetrating Trauma 2nd Edition(Cine-Med)より抜粋させて頂きました。 

あと様々な成書から図を抜粋させて頂きました。 

記載されている器具については当院に実際あるものを具体的に表示するようにしています。 

 

率直な御意見・御感想、そして厳しい御指導・御鞭撻のほど宜しくお願い致します。 

 

福島県郡山市 

太田綜合病院附属 

太田西ノ内病院救命救急センター 

石田 時也 

toki007-lightning@poem.ocn.ne.jp 
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【基本】（目標：病着→CT：30 分、病着→IVR：45～60 分） 

・挿管の適応を考慮（積極的に挿管・人工呼吸管理とし必要に応じて筋弛緩薬も使用する） 

・ER でのシース挿入についての注意点 

  ①以下の 2 点を満たす場合にシース挿入を試みてもよい（無理に入れる必要はない。） 

・IVR が必要になりそうな外傷 

・循環動態不安定もしくは不安定になりそう or 血腫のために穿刺困難になりそうな場合 

②両側大腿動脈どちらでも選択 OK 

③5Fr ショートシース（J 型ガイドワイヤーを使用）を使用 

④IVR 施行までは、ルートもしくは A ラインとして使用可 

⑤もし大腿静脈に誤挿入したとしても抜かずにラインとして使用する。 

・IVR 施行が決まったら（Ns 向け）→外傷 IVR-Ns マニュアル参照 

  ①外傷 IVR プロトコルチェックリスト（Ns 用）にチェックをつけながら以下を進める 

②２ルート確保（100cm 以上に延長しておく） 

③A ライン準備・介助 

④挿管の必要性を Dr に確認（挿管・呼吸器の準備）   

  ⑤尿道カテーテルを挿入（Dr による陰部診察後に挿入許可が出たら施行） 

挿入後に肉眼的血尿が認められた場合は Dr に報告。抵抗がある場合は Dr が逆行性尿道造影施行。 

  ⑥輸血チェック・FFP・MAP 準備。FFP 加温開始。 

  ⑦両鼡径部を除毛（剃らずに短くするだけでもよい。時間がないときは剃らなくてよい。） 

  ⑧医師の指示のもと以下を準備 （商品名で記載しています） 

鎮痛剤：トラマール、ソセゴン、ロピオン  麻薬：フェンタニル 

鎮静薬：ミダゾラム            筋弛緩薬：エスラックス、マスキュラックス 

   嘔気止め：プリンペラン          止血剤：トランサミン１g 

   抗菌薬：セファメジン（CEZ）       

・IABO や左開胸大動脈遮断術を施行した場合は、輸血や局所でのバルーンカテーテル使用などありとあら 

ゆる手段を講じて、平均血圧 60mmHg 以上 or 収縮期血圧 90mmHg 前後（外傷性脳損傷を伴う場合は 

収縮期血圧 110mmHg 前後）を目標に、できるだけ速い完全デフレートを目指す。（目標は 30 分以内） 

・凝固機能を可能な範囲で必ず測定し、線溶系の異常亢進が疑われた場合は最低でも Fib150mg/dl 以上を 

目標に積極的に FFP を投与し、さらに NBCA の使用も考慮する。凝固異常の参考値としては FDP 高値（特

に D-dimer の 2 倍以上の高値）や Fib 低値（150mg/dl 未満）等を目安とする。 

・NBCA は、大動脈遮断（IABO 含め）の有無により、同じ濃度でも流れ方が変わることに注意する。 

・IVR 終了後 

①IVR 後は基本的にはシースは抜去せず、翌日のバイタル、L/D(血算・凝固など)、エコー所見を元に 

止血良好と判断されてから病棟にて抜去する。 

②シースの抜去基準は、循環動態、凝固機能（Fib,FDP,D-dimer,Plt 等）を指標に判断する。具体的には

FFP の投与量に比して Fib の上昇が著明である場合（かつ、Fib>150）に抜去可とすることが多い。 

③血管内容量の評価のために経肺熱希釈法が必要な場合は、5Fr11cm ショートシースを留置している場

合は EV1000 の 5Fr20cm ボリュームビューカテーテルであればシースを介して挿入可能である。 



3 

 

《目次》 

【頭頚部】   ① 外傷性鼻出血                        4 

【胸腔内】   ② 胸部外傷（肺挫傷・肋間動脈損傷・外傷性気瘤）  8  

③ 参考資料：喀血（内因性）                   13 

            ④ 鎖骨下動脈・腋窩動脈損傷                 15 

【腹腔内】   基本原則                                19 

⑤ IABO について                       20 

⑥ 鈍的肝損傷                             23 

            ⑦ 鈍的脾損傷                         26 

            ⑧ 鈍的腎損傷                             29 

            ⑨ 横隔膜損傷                             32 

            ⑩ 背部軟部組織損傷・高位後腹膜出血            35 

（腰動脈損傷・腸腰筋血腫 他） 

            ⑪ 骨盤骨折                               36 

            ⑫ 鈍的膵損傷                             39 

        ⑬ 損傷臓器不明の腹腔内出血             42 

 

 

 

 

 



4 

 

 

【頭頚部】外傷性鼻出血 血管解剖： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventional Radiology                     

図１ 

図２ 

図３ 

図４ 
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①外傷性鼻出血 

適応： 下記のプロトコルに準じる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRAMS’ Angiography Interventional Radiology  THIRD EDITION より改編 

 

器具： ★ 4Fr ガイディングシース（4Fr カテーテル使用可・外径は 6Fr 相当） 

    ★ 5Fr ロングシース（5Fr ガイディングカテーテル使用可） 

    ☆ 5Fr ガイディングカテーテル（4Fr カテーテル使用可） 

・ 5Fr ヘッドハンターカテーテル 

・ 4Fr ベンソン・ハナフィー・ウイルソン 2 改良型カテーテル 

・ 4Fr シモンズカテーテル 

※ マイクロカテーテル 

・ 塞栓物質：マイクロコイル、ゼラチンスポンジ（２㎜角）、（NBCA：極力使用しない） 

 

目的： 出血点の局所の血圧を低下させることを第一の目標とする。完全な止血にこだわらない。 

    （外傷性鼻出血は顔面骨骨折を伴うことが多く後日手術を要することが十分考えられるため、 

    局所の血行を遮断し過ぎないようにすることも理由の一つ。） 

 

手技上の注意点： 

 ①気道確保し全身麻酔下で手技を開始する。 

 ②ヘパリン加生理食塩水（5000 単位/500ml）を使用（持続潅流用も含め） 

 （持続潅流を施行できない時だけ ACT200 以上になるようにヘパリンを投与） 

 ③その他の外傷 IVR の流れで手技を施行する場合を除き、基本的には 4Fr ガイディングシースもしくは 

  5Fr ガイディングカテーテルを用いる（ともに 4Fr カテーテルが通過可能） 
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④前部出血（anterior epistaxis）では、顎動脈（internal maxillary A）のみではなく顔面動脈（facial A） 

も考慮する 

 ⑤後部出血（posterior epistaxis）では、顎動脈の終枝の一つである蝶口蓋動脈（sphenopalatine A）が 

主な出血源であることが多い。 

 ⑦dangerous anastomosis に注意する！ 

   内頚動脈（internal carotid A）  → 血管造影にて吻合が確認できなくても必ず存在すると考える！ 

   椎骨動脈（vertabral A） 

     眼動脈（ophthalmic A） 

   眼窩下動脈（infraorbital A） 

   眼角動脈（angular A） 

   〈吻合例〉①顎動脈 → 眼窩下動脈 

顎動脈 → 中硬膜動脈（middle meningeal A） 

副硬膜動脈（accessory meningeal A）他 → 眼動脈・内頚動脈 

        特に蝶口蓋動脈の近くまでカテ先を運んだときに注意すべきは 

顎動脈 → 正円孔動脈（artery of foramen rotundum） 

            翼突管動脈（artery of pterygoid canal） → 眼動脈・内頚動脈 

        ②上行咽頭動脈（ascending pharyngeal A） → 椎骨動脈・内頚動脈 

        ③顔面動脈 → 眼角動脈→眼動脈・眼窩下動脈 

  

⑧dangerous anstomosis 対策 

  ・ マイクロコイルを使用する 

   （外傷では再発対策より短時間での塞栓を優先するべきであるため、顎動脈近位のコイル塞栓も有効）  

 ・ ゼラチンスポンジは 250μm 以上のサイズで使用する 

  ・ ゼラチンスポンジを使用するときは Free Flow Embolization（FFE）に心がける！ 

    FFE：・ 順行性の流れがなくなったらそれ以上塞栓しない 

       ・ wedge position は避ける 

       ・ 血管攣縮が生じたら無理に塞栓しない 

       ・ 圧入しない 

       → とにかく塞栓し過ぎない！ 

 

手技手順： 

 ①患側の総頚動脈造影施行（側面）：「6ml/秒・10ml」 

 ②患側の外頸動脈造影施行（側面）：「2ml/秒・5ml」もしくは「手押し」 

 ③－1（超緊急）マイクロカテーテルにて顎動脈直前からゼラチンスポンジ（２㎜角）にて塞栓 

（止血対象が多いときや、バイタルが不安定なとき等、手技に時間をかけられないとき） 

 ③－2（バイタル安定）マイクロカテーテルにて顎動脈を選択し、可能な限り中硬膜動脈の末梢側より 

            ゼラチンスポンジ（２㎜角）またはマイクロコイルにて塞栓 

 ③－3（予定止血：バイタルも時間もあり）マイクロカテーテルにて CT で予測された出血血管もしくは 

                     その近くまで選択しマイクロコイルにて塞栓 
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 ④顔面動脈の関与が疑わしい時は顔面動脈もマイクロカテーテルにて選択し近位側よりゼラチンスポ 

ンジ（2mm 角）またはマイクロコイルにて塞栓 

 ⑤患側の外頸動脈の確認造影（側面）：優しく「手押し」！（逆流の可能性あり） 

 ⑥基本的には、対側についても①～⑤と同様の手技を施行する 

 

成績：  

・TAE → 臨床的成功率 93～100％ 

      脳梗塞・単眼盲：1％未満 

 ・surgical ligation → transmalar approach 合併症率 40％・失敗率 15％ 

 ・endoscopic cauterization → 失敗率 12～33％  

「ABRAMS’ Angiography Interventional Radiology THIRD EDITION」より 

 

合併症： 

 ・TAE：局所痛、頭痛、軟部組織壊死、顔面神経麻痺、開口障害、筋虚血、脳梗塞、単眼盲 他 

 ・nasal packing（20～60％）：局所痛、ストレス大、感染、壊死、呼吸器障害 他 

 ・endoscopic cauterization：鼻漏、粘膜の痂皮化、潰瘍化、穿孔 他 

・surgical ligation（endoscopic cauterization も）：動眼神経麻痺、口腔上顎洞瘻、鼻中隔穿孔、 

眼周囲感染、知覚障害 他 

 

FOLLOW UP： 

 ・手技後に凝固系の改善（FFP に依存しない Fib の増加や FDP・D-dimer の増加停止など）を認め、 

臨床的にも止血が予想されたら ENT specialist と相談の上、nasal packing の除去を考慮する 

 ・できるかぎり 48 時間以内の nasal packing を目指す 

 

参考文献（引用文献）： 

 ・ABRAMS’ Angiography Interventional Radiology  THIRD EDITION 【LWW】（図４引用） 

 ・IMAGE-GUIDED INTERVENTIONS  SECOND EDITION 【ELSEVIER】 

  ・Handbook of Interventional Radiologic Procedures  Fourth Edition  【LWW】 

 ・血管内治療のための血管解剖 外頸動脈 【秀潤社】 

 ・脳・脊髄血管造影マニュアル 【南江堂】（図１～３引用） 

 ・脳神経外科医のための血管内治療 その実際と今後の展望 【先端医療技術研究所】 
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【胸腔内】 

②胸部外傷（肺挫傷・肋間動脈損傷・外傷性気瘤） 

背景： ・ 鈍的胸部外傷は、両肺全肺野に肺損傷があると考えるべき病態である。 

・ 片側肺全摘除は、術後の呼吸不全、右心不全、肺水腫をきたすことが多い。 

手術動画とシェーマでわかる外傷外科手術スタンダード 【羊土社】 

・ 【死亡率】 肺実質の縫合のみ： ９％ 

          Pulmonary tractotomy（損傷部開放、止血、縫合）： 13％ 

          楔状切除： 30％ 

          肺葉切除： 43％ 

               片肺全摘除： 50％                                                                                                             

ACUTE CARE SURGERY  1stedition  L.D.Britt,etc 【LWW】 

・ できるだけ鈍的肺損傷においては肺全摘除をさけるべきである 

・ 肺挫傷は肺炎・ARDSへ増悪することがあり、ARDSを合併すると著しく死亡率が上昇する 

・ 肺挫傷の範囲が全肺野の 18％以上になると合併症や死亡率が有意に上昇する 

Deunk J, Poels TC, Brink M, et al. The clinical outcome of occult pulmonary contusion on  

multidetector-row computed tomography in blunt trauma patients. The Journal of trauma  

2010;68:387-394. 

診断： ・ 肺挫傷は、典型的には受傷後 4～6時間で出現し始め、24～48時間で増大明瞭化する。 

・ 肺挫傷のCXRでの診断率は受傷24時間で42.3％から 93.7％まで増加するとの報告あり。 

・ CT で診断された肺挫傷のうち約 30％は CXRでは診断できなかったという報告もある。 

  

適応： バイタル・身体所見→CXR→CT にて評価し、下記のプロトコルに準じる 
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【※１： 気管挿管の適応】（①～④のいずれか一つでも満たした場合） 

① 人工呼吸器を必要とする低酸素血症、高二酸化炭素血症 

（①のみの場合は NPPV も考慮可） 

② 気道の異常（顔面外傷の合併など） 

③ 喀血を疑う時 

④ 以下の条件を満たす時 

・ Glasgow Coma Scale（GCS）＜14 

・ 肺挫傷が全肺の約 30％以上 

・ 肋骨骨折：5本以上 

         3つ全て満たす   → 気管挿管必須 

（ 1～2つ満たす → 気管挿管考慮 ） 

         3つ全て満たさない → 気管挿管必要なし 

de Moya MA, Manolakaki D, Chang Y, et al. Blunt pulmonary contusion: admission computed  

tomography scan predicts mechanical ventilation. The Journal of trauma 2011;71:1543-1547. 

 

【※２： DLT（double lumen tube）の適応】 

       ・ 喀血あり（例え少しでも疑った場合） 

       ・ 挿管チューブから持続的に血液吸引 

       ・ CXR or/and CT にて数 cm以上の Pneumatoceleあり 

     １つでも満たす → DLT で気管挿管し分離肺換気 

     １つも満たさない → SLT（single lumen tube）で気管挿管を考慮 

 

【※３： 大量血胸】 

・ ドレナージ直後に 1000mlの吸引 

・ ドレナージ開始 1時間で 1500mlの吸引 

・ 2～4時間で 200ml/h 以上の吸引 

     １つでも満たす → 緊急開胸を検討 

                         外傷初期診療ガイドライン（JATEC） 改訂第 4 版 【へるす出版】 

 

【※４： 喀血】   

大量 （以下のいずれかを満たす場合） ・ 50ml/回以上（床：20×20cm 大） 

                        手術動画とシェーマでわかる外傷外科手術スタンダード 【羊土社】 

                              ・ 痰混じりではない血液が持続的に吸引される 

                              ・ 数 cm以上の Pneumatoceleを伴う 

少量 （大量喀血の条件を満たさない前提） ・ 吸引にて痰に血液が混じる程度 

                                 ・ 持続的に吸引されない 
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【※５： 肋骨骨折】 

Parallel ｄisplacement（PD）： 肋骨の骨折部の先端のズレの距離： 10mm 以上 

Transverse displacement（TD）： 骨折した肋骨間のずれの比： 1 倍以上（肋骨 1 本分以上） 

Hagiwara A, Yanagawa Y, Kaneko N, et al. Indications for transcatheter arterial embolization  

in persistent hemothorax caused by blunt trauma. The Journal of trauma 2008;65:589-594. 

PD：１０mm以上                 TD：1倍以上（肋骨 1本分以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【※６： VV-EVMO の適応】 

外傷においては、ECMO：Extra Corporeal Membrane Oxygenation の使用は極力避ける。 

以下の場合にのみ VV-ECMO を考慮する。 

・人工呼吸器を用い APRV等を適切に使用しても、FiO2＞90％にて PaO2/FiO2＜80  

      ・吸気圧＞30mmH2O でも二酸化炭素が蓄積し呼吸性アシドーシスが制御できない時 

      ・胸腔ドレナージにて制御できない重度のエアリーク症候群 

   当院の禁忌： 重傷頭部外傷による明らかな脳挫傷、硬膜下血腫、硬膜外血腫 

 

 

【IVR関連】 

器具： 

肋間動脈： ・ ５Fr ロングシース 

・ ５Fr シェファードフックカテーテル、コブラカテーテル、ミカエルソンカテーテル 

・ マイクロカテーテル  

・ 塞栓物質：ゼラチンスポンジ、マイクロコイル、NBCA《12.5％(1：7)～20％(1：4)》 

     

喀血・Pneumatocele（外傷性気瘤）：  気管支動脈など 

・ 以下の一般的な【喀血】時と同様 
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手技上の注意点： 

肋間動脈： 

１．造影 CT にて原因血管を特定しておき、その血管を直接選択する。 

      ２．造影 CT で原因血管が特定できない場合は、 

        損傷部の前後一肋間の肋間動脈を一つずつ選択し確認する。 

      ３．肋間動脈の起始部が不明な場合は、大動脈造影を施行する。 

        （造影剤の使用量・速度は 15～20ml/秒・total 40～45ml とする） 

        ただし、大動脈造影にて肋間動脈末梢の血管外漏出像が 

        確認されることは比較的稀であるため、損傷の有無の判断には使わない。 

４．「右第４～７肋間動脈」、「右気管支動脈と肋間動脈の共通幹」は、 

特に脊髄動脈の分岐頻度が高いため注意必要。 

カテ先をできるだけ椎間孔内の分岐をこえる位置まで進め塞栓する。 

         ５．内胸動脈については造影 CT にて血管外漏出像もしくは 

        損傷が明らかでない場合は予防的な TAE は施行しない。 

      ６．ゼラチンスポンジ（ポンピング法 10 回にて細粒を形成し使用）を第一選択とし、 

逆流や損傷位置により、コイルや NBCAを考慮する 

 

喀血・Pneumatocele（外傷性気瘤）： 

・ 以下の一般的な【喀血】時と同様  

・ 外傷性気瘤（Pneumatocele）については現在研究中 

IVR適応： 上記のプロトコルに追加として 

「Pneumatocele内に液体と気体の niveauを形成」 

かつ「niveauを形成したままの状態で Pneumatoceleが増大傾向」 

   

FOLLOW UP： 

・ 術後（IVR含め）は毎日 CXR撮影し、増悪を疑う場合は胸部 CT（単純）も撮影。 

・ Pneumatoceleの性状（感染の有無など）やサイズについては胸部 CT で評価。 

・ CT の撮影はルーチン撮影としての受傷翌日、7日後に加えて、「症状・CXR所見の増悪時」、 

「呼吸状態良好のため SLT へのチューブ交換や抜管を考慮したい時」。 
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 【気管チューブの抜管基準】 

DLT の場合： 以下を全て満たした場合に SLTへチューブ交換 

       Pneumatocele(＋)の場合： ・ 拡大傾向の消失 

                        ・ Pneumatocele内の気体成分の消失 

                       ・ Pneumatoceleの感染所見（ｰ）：膿瘍化の否定 

喀血： （以下を気管支鏡にて確認）   ・ 活動性の喀血の停止 

                                 ・ 少量でも持続的な喀血の停止 

 

SLT の場合： 以下の呼吸器設定で基準を全て満たした場合に抜管 

（人工呼吸設定： CPAP＋PS、PEEP：5以下、PS：5以下、FiO2：0.35以下） 

基準：・ P/F：290 以上、A-aDO2：99以下 

             Bilello JF, Davis JW, Cagle KM, et al. Predicting extubation failure in blunt trauma patients  

with pulmonary contusion. The journal of trauma and acute care surgery 2013;75:229-233. 

  （ただし、NPPV（nasal high flow を含め）を考慮する場合は上記の限りではない） 

・ GCS：10 以上 

・ 咽頭・気管反射あり 

・ 舌運動良好 

・ 一回換気量： 理想体重×0.6以上 

・ RSBI（rapid shallow breathing index：RR（回）/一回換気量（L））：105未満 

・ （ 十分条件として： Leak test：leak(＋) ） 
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参考資料 

③【喀血】（内因性） 

術前検査： 

・気管支鏡 

・CT（3D、CTA、MPR、肺動脈相 CTA） 

塞栓物質： 

・ゼラチンスポンジ：IVR マニュアルでは第一選択 

・NBCA《14.3％(1：6)～20％(1：4)》 

・無水エタノール：禁忌 

・金属コイル：IVR マニュアルでは準禁忌 

       近位塞栓となり遠位側に側副路を形成し再出血を来す可能性あり 

       （IVR 手技、合併症とその対策（改訂版）） 

カテーテル： 

・５Fr ロングシース 

・ピッグテールカテーテル 

・SHK、コブラ、ミカエルソン、シモンズ、専用のカテ 

 

責任血管： 

①ほとんどは気管支動脈：【90％】 

 ・左右 2～3 本ずつ存在する可能性あり 

 ・多くの破格がある 

（内胸動脈、鎖骨下動脈、上行大動脈、腹部大動脈、下横隔動脈、冠状動脈？など） 

 ・第 5，6 胸椎の高さ（主気管支の高さ）の胸部大動脈から直接分岐 

 ・左右共通幹のことあり 

 ・右気管支動脈は肋間動脈と共通幹の可能性もあり 

 ・右気管支動脈→・胸部大動脈の右側面から分岐（7％） 

         ・右第 3 肋間動脈からの分岐が多い（74％） 

         ・大動脈と右第 3 肋間動脈から分岐（18％） 

  左気管支動脈→・胸部大動脈の前面から分岐 

           ・ほとんど大動脈から直接分岐  

②肺動脈（大喀血症例のうち約 11％未満）【5％】→ 肺動脈相 CTA にて診断 

③non-bronchial systemic artery【5％】 

   （肋間動脈、内胸動脈、外側胸動脈、背側胸動脈、下横隔動脈など）   

特に、上葉：鎖骨下動脈 

       中葉：肋間動脈 

       下葉：下横隔動脈 など 

【】内の頻度は「OXFORD SPECIALIST HANDBOOKS IN RADIOLOGY」より抜粋 
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手技： ①胸部大動脈造影 

    ②気管支動脈造影は手動で注入         

    ③親カテーテルから塞栓する場合は大動脈への塞栓物質の漏洩に注意 

    ④マイクロカテーテルから塞栓する場合はカテを抜く際の塞栓物質の逆流に注意 

     ・可能であればマイクロカテを目的位置まで進めた後で親カテを目的血管(気管支動脈など) 

より外して大動脈壁に置いておくと血流が稼げて塞栓物質のバックフローが防ぎやすくなる。 

 ⑤塞栓後の造影では、あまり圧をかけすぎないように！（内膜下注入の可能性あり） 

    ⑥血管拡張、血管増生、肺動静脈などへのシャント→責任血管と判断（EV は少ない） 

 

術後管理： 

  ・下肢の知覚・運動障害の有無をチェック 

  ・喀血の再発のチェック 

成績： 

  ・1 カ月間の喀血制御率は 73～98％ 

・長期成績は基礎疾患により差があるが、全体での喀血制御期間は平均 22 か月という報告もあり 

 

合併症： 

  ・内膜剥離：動脈内膜剥離・大動脈壁からの EV（縦隔出血）【1～6％】→たいてい数日で治癒 

 ・胸痛：たいてい一過性【24～90％】 

・嚥下障害：食道動脈の塞栓による【0.7～18％】 

・肺梗塞：【rare】 

・全身塞栓症：ゼラチンスポンジの使用においてはほとんど報告なし【rare】 

・末梢塞栓：小腸壊死、腎梗塞、四肢末梢の虚血変化【rare】 

・脊髄動脈（特に Artery of Adamkiewicz）塞栓に伴う脊髄損傷・脊髄虚血： 

・頻度不明【1～6.5％】  

 ・カテをできるだけ末梢に進め塞栓する（椎間孔内の分岐をこえる位置まで） 

  ・「右第４～７肋間動脈」、「右気管支動脈と肋間動脈の共通幹」 

→ 脊髄動脈の分岐頻度高いため注意！ 

   ・基本的には 64 列以上の造影 CT であれば Artery of Adamkiewicz の位置は特定できるはずだが、 

    常に特定困難な場合を前提に、分岐が疑われる位置より末梢側より塞栓するように心がける。 

【】内の頻度は「OXFORD SPECIALIST HANDBOOKS IN RADIOLOGY」より抜粋 

 

【参考文献】 ・IVR マニュアル第 2 版 【医学書院】 

       ・IVR 手技、合併症とその対策（改訂版） 【MEDICAL VIEW】 

       ・即断即決！できる救急 IVR -手技のコツとポイント-  【MEDICAL VIEW】 

       ・OXFORD SPECIALIST HANDBOOKS IN RADIOLOGY 

  INTERVENTIONAL RADIOLOGY         【OXFORD UNIVERSITY PRESS】 

       ・HIGH-YIELD IMAGING Interventional 【SAUNDERS】 
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鎖骨下動脈・腋窩動脈損傷   血管解剖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventional Radiology                     

図３ 

図１ 

図２ 

図３ 
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④鎖骨下動脈・腋窩動脈損傷 

・鎖骨下動脈損傷の病院前致死率が 50～80％との報告がある。 

・鎖骨下動脈損傷の生存来院した患者のうち 15％が治療中に死亡するとの報告がある。 

Demetriades D, Rabinowitz B, Pezikis A, Franklin J, Palexas G. Subclavian vascular injuries. The British journal of surgery  

1987;74(11): 1001-1003. 

・鋭的鎖骨下動脈損傷の 50％近くに鎖骨下静脈損傷が合併している。 

Abouljoud MS, Obeid FN, Horst HM, et al. Arterial injuries of the thoracic outlet: a ten-year experience. The American  

surgeon. 1993 Sep;59(9):590-5. PubMed PMID: 8368667. Epub 1993/09/01. eng. 

・損傷形態としては、動静脈瘻、仮性動脈瘤、肢虚血（血栓、塞栓、内膜損傷など）等がある。 

・上肢は豊富な側副血行路を有するため肢虚血は比較的稀である。 

 

基本事項： ○Signs of Traumatic Vascular Injury（末梢動脈損傷を積極的に疑う徴候 by JATEC） 

        以下のうち一つでもあれば陽性 

・末梢動脈の拍動減弱 or 消失 

        ・大量の外出血 

        ・進行性に増大する血腫 or 拍動性血腫 

        ・thrill の触知と持続性雑音の聴取（外傷性動静脈瘻など） 

        ・末梢の虚血症状（疼痛、蒼白、冷感、知覚異常、運動麻痺） 

      ○血管内治療の適応について（by Moore & Ahn ENDOVASCULAR SURGERY） 

適応： 仮性動脈瘤、動静脈瘻、内膜損傷、限局的な損傷 

相対禁忌：腋窩動脈(第三部)損傷、静脈離断・断裂、ショック（non responder） 

神経・血管圧迫を伴う上肢コンパートメント症候群 

絶対禁忌：損傷範囲が広い・損傷部の前後の血管に正常部がない場合、(不)完全動脈離断 

      ○鋭的損傷はバルーンカテーテルで止血（準備）した上で外科的治療が第一選択。 

 

適応：下記のプロトコルに準ずる 
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器具： ★ 4Fr ガイディングシース（4Fr カテーテル使用可・外径は 6Fr 相当） 

     ★ 5Fr ロングシース（5Fr ガイディングカテーテル使用可） 

     ☆ 5Fr ガイディングカテーテル：Envoy（4Fr カテーテル使用可） 

・ 5Fr ヘッドハンターカテーテル 

・ 4Fr ベンソン・ハナフィー・ウイルソン 2 改良型カテーテル、シモンズカテーテル 

※ マイクロカテーテル 

・ バルーンカテーテル：5.2Fr セレコン MP バルーン 9mm 径 10mm 長(5Fr カテーテル使用可) 

・ 塞栓物質：マイクロコイル、NBCA《20％(1：4)～50％(1：1)》 

【カバードステント使用時】・ 8(or 9)Fr ロングシース 

・ Niti-S™ Comvi Stent：8mm 径 50mm 長(カバー40mm)、10mm 径 50mm 長(カバー40mm) 

  【材質】ePTFE：expanded polytetrafluoroethlene          《保険適応外》 

     ・ 0.035inch ハーフスティッフタイプガイドワイヤー250cm    

・ PTA バルーンカテーテル（0.035inch ガイドワイヤー型、8～10mm 径 40mm 長） 

※血管内治療（開存目的） ○持続潅流下（生食 500ml にヘパリン 5000 単位）で手技を施行する。 

  ○基本的にカバードステントの使用を考慮する。（ただし可動部への留置であることを忘れない） 

   注：開存目的の場合は抗凝固療法・抗血小板療法が必要となるため、重症の頭部外傷や多発外 

傷の場合は閉塞・止血目的の血管内治療や外科的治療（バイパス術など）に切り替える必要あり！ 

  ○外科的治療が可能な損傷で心臓外科が短時間で準備できる場合は、カバードステントを入れたりしない 

でバルーンカテーテルのみ留置し外科手術を優先する。 

  ○損傷部の末梢側からの逆行性造影を考慮。（４Fr のショートシース・マルチパーパスカテーテル使用） 

  ○カバードステント使用時は術後には条件がそろえば抗凝固療法・抗血小板療法を積極的に行う。 

   ・FFP に依存せず Fib が自力で上昇を始めたらヘパリン化を考慮（目標 ACT200 以上） 

   ・血小板が自力で上昇を始め、全身の損傷状態が許せば、抗血小板薬を考慮。 

   ・抗血小板薬はアスピリンとクロピドグレルの 2 剤を併用。3 ヶ月後に 1 剤へ減量。 

   ・抗血小板薬開始から 3～5 日でヘパリン終了。 

※※血管内治療（閉塞・止血目的） 

 ○時間的に可能であれば、持続潅流下（生食 500ml にヘパリン 5000 単位）で手技を施行する。 

○コイル、（NBCA、カバードステント）を使用。 

○損傷部の末梢側からの逆行性造影を考慮。（４Fr のショートシース・マルチパーパスカテーテル使用） 

○鎖骨下動脈(第 1部)損傷など椎骨動脈塞栓の可能性がある場合は頭頚部血管の血流・吻合を直前に確認。 

 ・右：椎骨動脈（手押し）、総頚動脈（6cc/秒・10cc）を造影し対側との交通の有無を確認する 

 ・左：椎骨動脈（手押し）を造影し対側との交通の有無を確認する。 

  注１：椎骨動脈が後下小脳動脈に終わる variation が存在するので分岐様式を確認する。 

  注２：椎骨動脈は損傷（解離）しやすいのガイドワイヤー・カテーテル操作は慎重に。 

・対側との交通が確認された場合は止血を最優先とし、最悪は椎骨動脈の起始部での塞栓も考慮。 

・対側との交通がない場合は内胸動脈などにアンカリングし椎骨動脈の温存を目指す。 

○カバードステント使用時は仮に閉塞しても仕方ないと考えて使用する。 

○カバードステント使用時も抗凝固療法・抗血小板療法は基本的には施行しない。 

（急性期を脱し全身状態が安定した時期にカバードステントが開存していた場合は考慮する。） 
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✽外科的治療（バイパス術等） 

 ○大伏在静脈グラフトが使用できる場合（下肢に損傷があったとしても）はバイパス術などを考慮。 

  《自家静脈グラフトであれば術後の抗凝固療法は必須ではない。》 

 ○多発外傷のため時間的制約により、または損傷のために静脈採取が困難な場合は人工血管を用いる。 

  《バイパス術中術後と抗凝固療法（ヘパリン→ ワーファリン＋抗血小板薬 1 剤）が必須》 

✽✽外科的治療（止血目的） とにかく開いて止血 

・右腕頭動脈：median sternotomy（図４A） 

  ・右鎖骨下動脈：median sternotomy with supraclavicular extention(with/without clavicular resection) 

（図４B 似：鎖骨部の切除方向が逆） 

  ・左鎖骨下動脈：the third intercostal space anterolateral thoracotomy across the sternum（図４E 似） 

         または infraclavicular approach(with/without cavicular resection) 

  ・腋窩動脈（first/second part）：infraclavicular approach: transverse infraclavicular incision 

(with/without clavicular resection)（図５似） 

       （second/third part）：axillary approach（図６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血管内治療の成績： 

・致死的な鎖骨下動脈・腋窩動脈損傷におけるカバードステントの長期予後のデータは欠如している。  

・鎖骨下動脈損傷における血管内治療と外科的治療の１年開存率が同等であるとの報告がある。 

・腋窩動脈損傷における血管内治療は外科的治療と比較して開存率は同じだが、手術時間が短く出血量 

も少なくなるとの報告がある。 

Xenos ES, Freeman M, Stevens S, Cassada D, Pacanowski J, Goldman M. Covered stents for injuries of subclavian and  

axillary arteries. Journal of vascular surgery. 2003;38(3):451-4. 

参考文献（引用文献）： 

・あたらしい人体解剖学アトラス 【MEDSi】(図１～３引用) 

・RUTHERFORD’S VASCULAR SURGERY  8TH EDITION 【SAUNDERS】（図４引用） 

・Moore & Ahn ENDOVASCULAR SURGERY  FOURTH EDITION 【ELSEVIER】 

・TRAUMA  SEVENTH EDITION 【Mc Graw Hill】 

・外傷初期診療ガイドライン（JATEC） 改訂第 4 版 【へるす出版】 

・即断即決！できる救急 IVR -手技のコツとポイント- 【MEDICAL VIEW】 

・重要血管へのアプローチ 第 3 版 【MEDSi】（図５、６引用） 

図４ 
図５ 図６ 
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【腹腔内】基本原則 

適応：大前提として、以下は緊急開腹が第一選択 

 ①free air あり 

          ②腸間膜損傷           

③non responder（骨盤骨折合併症例も含む）  

④鋭的胸腹部損傷（必ず横隔膜損傷も検索する） 

       

ただし、以下のような状況では IVR を開腹術に先行させる場合もある。 

       １．「バイタル安定」かつ「IVR で止血可能な臓器損傷あり」 

       ２．腹腔内損傷よりも骨盤骨折の方が明らかに重症 

       ３．高位後腹膜出血（腰動脈損傷など）等の IVR でしか止められない損傷 

         が主要な出血源の場合 
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現在は 7Fr シース対応の Rescue Balloon®を採用している。 

 【以前のブロックバルーンとの大きな変更点】 

・シースが 10Fr から 7Fr になった。より細い血管にも適合し、用手圧迫での止血も簡便となった。 

・カテーテルのシャフトが細くなり、折れやすくなった。慎重な操作が必要。 

 血管内でスタイレットワイヤーなしでインフレートすると、それだけで折れる可能性あり！ 

・ガイドワイヤーが 3 本入っていること。 

0.035inch80cm（シース挿入用）・0.025inch145cm（本番用）・0.025inch240cm（カテ交換用） 

・IABO カテそのものを固定する固定具がないこと。現在は速さを重視しテープ固定としている。 

 

         以下のポイントが理解できない人は IABO を施行してはいけない 

【手技のポイント・準備編】 

 ①バックボードで来た患者は、そのままスペーサーの上に置いてバックボードを外さないで治療していく。 

 ②台（カート・オーバーテーブル等）に清潔シート（白・大）を引く。その上に清潔下で上記内容を出す。 

  最初から外に出ている 240cm のカテ交換用ガイドワイヤーは清潔なままで一番下にしまっておく。 

③患者に消毒後に穴あき清潔覆布（青）をかけ、さらに清潔シート（白・大）を足元にかける。 

④IABO の準備している間に、5Fr ショートシース（ER に常備）を大腿動脈に挿入しておく。 

⑤空の 30ml シリンジを本体の三方活栓に装着し、30ml の陰圧を３回繰り返す（90ml 分の陰圧）。 

 ⑥三方活栓にヘパリン生食をつけて、30ml シリンジ内（max 約 40ml）に 30ml 満たす。 

 ⑦バルーンのラッピング（カバー）を外さずに、シリンジの内筒（押子）を手で抑えながら、三方活栓を 

回してシリンジとバルーンを開放する。強い陰圧がかかるので手で抑えながら、ゆっくりバルーン側に 

ヘパリン生食を流す。 

 ⑧もう一度、シリンジを引いて空気とヘパリン生食を置換させて、三方活栓で陰圧の状態でロックする。 

 ⑨本体、シース、ガイドワイヤーなど全てに生食を通す。 

【使用物品】 ・大動脈閉鎖バルーン（ロックバルーンカテーテル） 保管場所：ＥＲ（Ａベット） 
 

⑤IABO：Intra-Aortic Balloon Occlusion 
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 【手技のポイント・留置編】 

⑩5Fr シースに 145cm ガイドワイヤーを挿入し、左第２肋間の高さまで進める。 

 抵抗があったら手を止めて、エコーか XR か透視にて確認する。 

⑪ガイドワイヤーに沿って専用 7Fr シースに交換する。 

⑫体外にて左第２肋間までの距離を確認しその長さを記憶する。（メモリは 5cm 刻みで、2 重線は 55cm） 

その長さのままだと少し手前での留置となるが、ちょうど横隔膜より頭側となり良い位置となる。 

⑬バルーンのラッピング（カバー）を回転させずにまっすぐそっと外し、できるだけシースに近い部分を 

 優しく保持して回転させず丁寧にゆっくり目標の長さまで挿入していく。抵抗があったら手を止めて 

 エコーか XR か透視にて確認する。 

⑭目標の位置まで進んだら、ガイドワイヤーを抜いてスタイレットワイヤーを挿入する。抵抗があったら 

 手を止めてエコーか XR か透視にて確認する。 

 ⑮本体が抜けてこないように手で抑えながら、収縮期血圧が 90mmHg 前後となるまでインフレートする。 

  （輸液・輸血負荷を最大限施行していることが前提） 

 ⑯その位置を保持したまま幅広テープで本体とシースをそれぞれ皮膚に固定する（下図参照）。 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

【管理のポイント】 

 ・IABO インフレート中も輸液・輸血負荷を緩めない。 

・収縮期血圧が 110mmHg 前後以上となるようなら、積極的に 5ml ずつデフレートしていく。 

・インフレート、デフレートするたびに時間を記録していく。（スタッフにしっかり伝える） 

・IABO の効果は非常に鋭敏に現れるため、A line にて秒単位で評価する気持ちが大切。 

・完全遮断だろうと部分遮断だろうと臓器虚血は確実にやってくる。1 秒でも早いデフレートを目指す。 

・IABO が必要なくなったら、治療が落ち着き次第、本体を完全にデフレートして陰圧にした状態で、 

 そっとシースから抜いてみる。バルーンのあたりで抵抗があった場合は少し戻して少しインフレート 

 したりデフレートしたりを繰り返した後、再度陰圧にしてそっとシースから抜いてみる。抜けない時は 

 抵抗があるところで固定し、凝固系が安定し次第シースと一緒に抜去する。 

・シース抜去後の圧迫止血は、血圧が触れないくらいの圧力で 10 分、ギリギリ触れる圧力で 10～20 分、 

止血を確認後に圧迫帯を用いて 3 時間圧迫を継続し、3 時間後に丁寧に圧迫帯を除去し止血していれば 

安静解除で OK。 

・「救命する」と同じくらいに「絶対に合併症を作らない」という信念を有し準備をする者 

だけが、救急医療における極めて侵襲的な手技を行う資格がある！
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【使用適応（添付文書上）】 

 ・ 血管手術などで血流の遮断及び血管の閉塞をする必要があるとき 

 ・ 手術、外傷などで起こる出血を軽減するとき 

【当院における使用適応】 

  後腹膜腔内出血（骨盤骨折など）、下肢外傷、腹腔内出血のうち下記①②いずれかの状態 

   ①Non responder： 細胞外液 2000mlの全開投与に加え、輸血を開始しても循環動態が 

                 不安定で CT室、手術室への移動も困難な状態 

   ②Transient responder： 細胞外液 2000ml未満の投与で一時的に循環動態が安定するが、 

                     維持速度では維持できない状態（CT室、手術室への移動に不安 

                     がある状態） 

注：当院における IABO の適応となりうる循環動態不安定の定義（当院） 

  ・ 意識変容や、呼吸数（10/分以上 30/分未満）などの臨床所見により、 

 現場の医師が循環動態不安定であると判断する状態 

  ・ shock index（脈拍数 / 収縮期血圧）の 1 以上 

  ・ 平均血圧：60mmHg 未満 

  ・ 頭部外傷合併例においては収縮期血圧が 120 ㎜ Hg 未満 

    （最低でも平均血圧 60mmHg 以上が保てない場合）   

適切な初期治療にもかかわらず、上記のいずれかの状態が遷延する状態と定義する。 

【使用禁忌】 《禁忌》  ・アクセスルート（シース刺入部）が確保不可能な閉塞性動脈硬化症 

               ・大動脈解離、大動脈瘤 

      《相対禁忌》  ・大動脈から骨盤部領域の動脈にかけて重篤な蛇行および石灰化を伴う症例 

               ・バルーン留置部より中枢側（頭部や上肢など）に出血源が存在する症例 

               ・重篤な血液凝固異常 

               （添付文書、参考文献１ より改編） 

  

【合併症】IABOについての詳細な報告がないため、IABPに準じて記載する 

      （様々な報告があるが、全体として合併症発生率は約 10～30％） 

 ①Cohen らの報告（Am Heart J. 2000; 139: 282-287）：ｎ＝1119、prospective study 

   ハイリスク群：約 15％、ノーリスク群：約 3％ 

   重症合併症：約 11％  

    ・著明な出血：4.6％ 

    ・著明な虚血：3.3％ 

    ・バルーン破裂：2.8％ 

    ・外科的手術を要する：0.5％ 

    ・切断を要する：0.15％ 

    ・大動脈破裂：0.09％ 

  ②Fergusonらの報告：From the Benchmark Registry(J Am Coll Cardiol. 2001;38:1456-1462) 

   重症合併症：約 2.6％   

    ・大量出血：0.8％ 

    ・重症下肢虚血：0.9％（下肢虚血全体：約 2.8％） 

    ・バルーンリーク：1％ 

    ・院内死亡 

   

リスク： 末梢血管病変を有する（閉塞性動脈硬化症など） 

      女性、糖尿病、体格が小さい（ＢＳＡ＜1.8㎡） 

      低心機能（ＣＩ＜2.2L/min/㎡）、脳梗塞・ＴＩＡの既往 など 

リスク：０→6.4％、１→18.6％、２→23.1％、３→39.1％、４→75％ 

リスク：  

 ・女性 

 ・末梢血管病変（閉塞性動脈硬化症など） 

 ・ＢＳＡ＜1.65㎡ 

 ・75歳以上 
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肝損傷の分類 

  AAST-OIS             日本外傷学会臓器損傷分類 

GradeⅠhepatic injury 

hematoma < 10% 

Tear < 1cm 

GradeⅡhepatic injury 

hematoma < 50% 

Laceration < 3cm, < 10cm long 

GradeⅢhepatic injury 

hematoma >50% 

Laceration > 3cm 

GradeⅣliver injury 

Hemtoma ruptured  

With disruption < 75% of a lobe 

GradeⅤ& Ⅵ hepatic injury 

Disruption > 75% of a lobe and 

Juxtahepatic vein injury 

Interventional Radiology                     
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⑥鈍的肝損傷 

  適応：バイタル→FAST→CT にて評価し下記のプロトコルに準じる 

 

 

 

器具：・５Fr ロングシース 

    ・５Fr シェファードフックカテーテル・コブラカテーテル・RH カテーテル 

    ・マイクロカテーテル 

    ・バルーンカテーテル（5.2Fr セレコン MP バルーン） 

    ・塞栓物質：ゼラチンスポンジ（２㎜角）、マイクロコイル、NBCA《16.6％(1：5)～25％(1：3)》 

 

【プロトコルのポイント】 

 致死率  (by ATOM 2nd ) 

AAST/OIS)  grade1: essentially none, grade2: <10%,  

grade3: 25%, grade4: 45%, grade5: >80%, grade6: near100%   

  

手技上の注意点： 

①上腸間膜動脈・門脈造影をまず施行し、門脈損傷・形態異常の有無を評価する。 

   ②門脈本幹（右枝・左枝）の存在が確認されていれば、左右肝動脈からの TAE も考慮され得る。 

   ③血管外漏出像があればその部位をゼラチンスポンジ（２㎜角）にて TAE。 

   ④血管外漏出像がなければ CT で認めた損傷領域に軽めにゼラチンスポンジ（２㎜角）にて TAE。 

⑤「⑨横隔膜損傷」のプロトコルに準じて右下横隔動脈も確認しておく。 

⑥可能であれば、胆嚢動脈より末梢側で TAE を施行する。 
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FOLLOW UP 

【NOM における安静度】 

AAST/OIS： 

grade1,2→ 最低 24 時間はベット上安静 

        24 時間経過後の「Hb・循環動態・凝固の安定」、「FAST での出血の増量なし」を満たす場合、 

安静度フリー（日常生活動作 OK）、経口摂取フリーとして、症状増悪なければ退院可。 

  grade3,4,5→ 最低 24 時間はベット上安静（理想は ICU） 

       24 時間経過後の「Hb・循環動態・凝固の安定」、「FAST での出血の増量なし」を満たす場合、 

安静度フリー（日常生活動作 OK）、経口摂取フリーとして経過観察し、症状増悪なければ、 

受傷 7 日後の造影 CT にて経過良好であれば退院可。 

  all grades→ 3 か月間はコンタクトスポーツ・重労働は禁止 

（当院としては原則として FOLLOW 終了時期まで禁）   

    

         Parks NA, Davis JW, Forman D, et al. Observation for nonoperative management of 

    blunt liver injuries: how long is long enough? The Journal of trauma 2011;70:626-629. 

                             以上を参考に大幅に改変し当院仕様に作成 

 

【画像】 

①受傷７日後に造影ＣＴ（ＣＴＡ、Dynamic 撮影）→・仮性動脈瘤・再出血・膿瘍・胆汁漏の有無を確認 

                          ・梗塞範囲の確認  

②受傷 1,3,6 カ月後に造影ＣＴ（ＣＴＡ、Dynamic）→・仮性動脈瘤・再出血・膿瘍・胆汁漏の有無を確認 

 （3 か月後は現段階ではまだ研究目的）             ・梗塞範囲の確認  

 

 FOLLOW 終了時期      

  原則として、画像上、明らかな損傷部位・壊死部位が確認できなくなった場合とする。 

  受傷後 6 ヶ月後の CT でまだ損傷部位が存在する場合は、以後 6～12 ヶ月間単位で CT での FOLLOW 

  継続し、損傷の消失を確認する。（現在研究中）。 
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脾損傷の分類 

  AAST-OIS                日本外傷学会臓器損傷分類 

GradeⅠ 

Subcapsular hematoma < 10% surface area 

Laceration/ capsular tear < 1cm deep 

GradeⅡ 

Subcapsular hematoma 10-50% surface area 

Intraparenchymal hematoma < 5cm 

Laceration 1-3 cm without vessel involvement 

GradeⅢ 

Subcapsular hematoma >50% surface area 

Intraparenchymal hematoma > 5cm  

Ruptured hematoma 

Laceration > 3 cm with trabecular vessel 

involvement 

GradeⅣ 

Laceration of segmental or hilar vessel causing 

Major devascularization to > 25% of spleen 

GradeⅤ 

Shattered spleen  

Injury of hilar vessel with completely 

 devascularized spleen 

Interventional Radiology    
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⑦鈍的脾損傷 

適応：バイタル→FAST→CT にて評価し下記のプロトコルに準じる 

 

器具：・５Fr ロングシース 

    ・５Fr シェファードフックカテーテル・コブラカテーテル・RH カテーテル・RS カテーテル 

    ・マイクロカテーテル       ・バルーンカテーテル（5.2Fr セレコン MP バルーン） 

    ・塞栓物質：ゼラチンスポンジ（２㎜角）、マイクロコイル、ＮＢＣＡ《16.6％(1：5)～25％(1：3)》 

【プロトコルのポイント】 

Nonoperative management(NOM)の失敗率 

AAST/OIS  grade1 grade2 grade3 grade4 grade5 

EAST2000* 5% 10％ 20％ 33％ 75％ 

UF2012** 1％ 2％ 5％ 11％ 26％ 

P 値 0.01 0.01 0.002 0.002 0.02 

・EAST2000*ではほとんどTAEが施行されておらず、UF2012**ではNOMの19％にTAEが施行されていた。 

UF2012**におけるTAEの有無とNOMの失敗率 

AAST/OIS  grade1 grade2 grade3 grade4 grade5 

TAE 施行 0% 0％ 0％ 3％ 9％ 

TAE 非施行 1％ 2％ 6％ 23％ 63％ 

P 値 np np Np 0.04 0.03 

  ・循環動態が安定していたとしてもhigh gradeにおいてはTAEを施行したほうがNOMの成功率が高まる。 

*Peitzman AB, Heil B, Rivera L, et al. Blunt splenic injury in adults: Multi-institutional Study of the Eastern Association for the 

Surgery of Trauma. The Journal of trauma 2000;49:177-187; discussion 187-179. 

**Bhullar IS, Frykberg ER, Siragusa D, et al. Selective angiographic embolization of blunt splenic traumatic injuries in adults 

decreases failure rate of nonoperative management. The journal of trauma and acute care surgery 2012;72:1127-1134. 
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手技上の注意点： 

①脾動脈本幹塞栓（大動脈～脾門部）と脾動脈末梢塞栓（脾門部～）の成績には差がない 

②脾動脈本幹塞栓：長所）手技が簡単・迅速 

短所）壊死性膵炎のリスク、側副血行路による再出血 

2 回目の TAE が困難、脾機能全廃の可能性 

③脾動脈末梢塞栓：長所）脾機能を部分温存可能 

         短所）時間がかかる 

Schnuriger B, Inaba K, Konstantinidis A, et al. Outcomes of proximal versus distal  

splenic artery embolization after trauma: a systematic review and meta-analysis.  

The Journal of trauma 2011;70:252-260. 

   ④血管外漏出像があれば積極的にバルーンカテーテルの使用を考慮する。 

    （IABO 使用時はバルーンカテーテルに切り替えて完全デフレートを目指す） 

⑤血管外漏出像があればその部位をゼラチンスポンジ・コイルにて TAE 

⑥血管外漏出像が大量で凝固破綻が明らかな場合はバルーンカテーテルと NBCA の併用も考慮する。 

   ⑦血管外漏出像がなければ CT で認めた損傷領域に軽めに TAE（大きめのゼラチンスポンジを少量） 

   ⑧「⑨横隔膜損傷」のプロトコルに準じて左下横隔動脈も確認しておく 

 

FOLLOW：【NOM における安静度】（by TRAUMA 7thを参考に作成） 

①基本的には 24～72 時間はベッド上安静（理想は ICU） 

 ②Ⅰa,Ⅰb (AAST/OIS:grade1,2)： 

24 時間経過後の「Hb・循環動態・凝固の安定」、「FAST での出血の増量なし」を満たす場合、 

安静度フリー、経口摂取フリーとして、腹部症状も含め症状増悪なければ 72 時間で退院可能 

  ③上記以外の grade(Ib の grade3,4,5 も含む)もしくは TAE 施行例： 最低でも 7 日間は入院継続 

 ④FOLLOW 終了時期まではコンタクトスポーツ・重労働は禁止 

 

【画像】 

①受傷７日後に造影ＣＴ（ＣＴＡ、Dynamic 撮影）→・仮性動脈瘤・再出血・膿瘍の有無を確認 

                           ・梗塞範囲の確認  

②受傷 1,3,6 カ月後に造影ＣＴ（ＣＴＡ、Dynamic）→・仮性動脈瘤・再出血・膿瘍の有無を確認 

（3 か月後は現段階ではまだ研究目的）             ・梗塞範囲の確認  

 

FOLLOW 終了時期      

 画像上、明らかな損傷部位・壊死部位の消失した場合とする。 

 受傷後 6 ヶ月後の CT でまだ損傷部位が存在する場合は、以後 6 ヶ月間単位で CT での FOLLOW 

 継続し、損傷の消失を確認する。（現在研究中）。 

 

【肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ】ニューモバックスＮＰ 0.5ml 筋注 

  末梢塗抹にて Howell-Jolly bodies の消失が認められたら追加接種は必要なし（現在研究中） 
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腎損傷の分類 AAST-OIS                   日本外傷学会臓器損傷分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventional Radiology 

GradeⅢ Laceration > 1 cm depth with 

 no collecting system involvement 

GradeⅣ Laceration > 1 cm depth 

involving  the collecting system 

GradeⅤ Completely shattered kidney  

with avulsion of renal hilum  

that devascularized the kidney 

GradeⅡ laceration < 1 cm depth 

with a confirmed hematoma 

laceration:  < 1cm in depth of renal cortex 

Perinephrotic hematoma confined to 

retroperitoneum 

 GradeⅠrenal injury- subcapsular hematoma 

contusion: hematuria without x-ray abnormalities 

Subcapsular  hematoma : 

 no parenchymal laceration 
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⑧鈍的腎損傷 

適応：バイタル→CT にて評価し下記のプロトコルに準じる 

 

注：腎茎部血管損傷（動脈・静脈） 

Charbit J, Manzanera J, Millet I, et al. What are the specific computed tomography scan criteria 

that can predict or exclude the need for renal angioembolization after high-grade renal trauma in  

a conservative management strategy? The Journal of trauma 2011;70:1219-1227; discussion 

1227-1218. 

 

器具：・５Fr ロングシース 

    ・５Fr シェファードフックカテーテル・コブラカテーテル 

    ・マイクロカテーテル 

    ・バルーンカテーテル（5.2Fr セレコン MP バルーン） 

・塞栓物質：ゼラチンスポンジ（２㎜角）、マイクロコイル、ＮＢＣＡ《14.3％(1：6)～20％(1：4)》 

      

手技上の注意点： 

   ①血管外漏出像があればバルーンカテーテルの使用を考慮する。 

   ②血管外漏出像があればその部位をゼラチンスポンジ（２㎜角）にて TAE。 

（ゼラチンスポンジにて塞栓され難い場合はコイル・NBCA、凝固異常著明時は NBCA にて TAE） 

    ③血管外漏出像が大量で凝固破綻が明らかな場合はバルーンカテーテルと NBCA の併用も考慮する。 

④TAE 後も循環動態が安定せずその原因が腎損傷である場合は、バルーンカテーテルを腎動脈本幹 

     に留置したまま開腹手術へ移行。 

   ⑤腎動脈茎部の内膜損傷においてはステント治療も考慮。 
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FOLLOW： 

【安静度】（TRAUMA 7thを参考に作成） 

 ①原則的に 24～72 時間はベッド上安静 

 ②24～48 時間はすぐに輸血ができるように準備しておく 

 ③AAST/OIS 

   grade1,2→ 24 時間経過後の「Hb・循環動態・凝固の安定」、「FAST での出血の増量なし」を満たす 

場合、安静度フリー、経口摂取フリーとして、症状増悪なければ 72 時間で退院可能 

grade3,4,5→ 48～96 時間は慎重な経過観察が必要。（当院では原則として最低 1 週間は入院とする） 

 ④FOLLOW 終了時期まではコンタクトスポーツ・重労働は禁止 

 

【画像】 

①受傷 7～21 日後に造影ＣＴ（ＣＴＡ、Dynamic 撮影）→・仮性動脈瘤・再出血・膿瘍の有無を確認 

                             ・梗塞範囲の確認  

②受傷 1,3,6 カ月後に造影ＣＴ（ＣＴＡ、Dynamic）→・仮性動脈瘤・再出血・膿瘍の有無を確認 

（3 か月後は現段階ではまだ研究目的）              ・梗塞範囲の確認  

 

FOLLOW 終了時期 

 ・画像上、明らかな損傷部位・壊死部位の消失した場合。 

 ・受傷後 6 ヶ月後の CT でまだ損傷部位が存在する場合は、以後 6 ヶ月間単位で CT での FOLLOW 

  継続し、損傷の消失を確認する。（現在研究中）。 

 ・将来的に腎血管性高血圧症が生じる可能性があることを本人・家族に伝えておく。 
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横隔膜損傷の分類 

AAST-OIS                                 

 

Interventional Radiology    

GradeⅠ 

contusion 

GradeⅤ 

>25 cm2 tissue loss 

GradeⅢ 

Laceration  

  2-10 cm 

GradeⅣ 

Laceration > 10 cm 

<25 cm2 tissue loss 

GradeⅡ 

Laceration <2cm 

    日本外傷学会臓器損傷分類 
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⑨横隔膜損傷 

  致死率が 6～28.6％という報告あり１）（UpToDate では 25％、TRAUMA7th では 18~40％） 

  ただし、横隔膜損傷単独の致死率ではなく、合併外傷の重症度に依存したものである。横隔膜損傷を診断 

する意義は、それ自体の治療のためだけではなく、合併外傷の診断率を上げるためでもある。 

 

【診断】 ・【CXR】横隔膜ヘルニアあり 感度 56～100%１） 

横隔膜ヘルニアなし 感度 0～44％１） 

        左）感度 27～62％２） 

        右）感度 18～33％２） 

・【CT】 横隔膜ヘルニアあり 感度 58～100％１） 

横隔膜ヘルニアなし 感度 0～44％１） 

感度：71～100％ 特異度：75～100％２） 

MDCT（MPR：矢状断・冠状断も含め）にてさらに成績上昇 

・【MRI】 明確なデータの報告は少ないが CT よりも感度、特異度が高いとされる。しかし、重症 

外傷においては、時間的にも循環動態的にも検査困難であり、標準的検査とは言い難い。 

また大量の腹腔内出血・血胸では精度が低下する。慢性期の精査に適している。 

 ・「横隔膜の挙上、腸管の位置、NGT の位置」に注意しながら読影する 

・診断率：術前診断）約 43.5％ 術中偶然診断）約 41.5％ 遅発性）約 14.6％３） 

１）Tiberio GA. et al. Traumatic lesions of the diaphragm. Our experience in 33 cases and review of the literature.  

Acta chirurgica Belgica. 2005 Feb;105(1):82-8. 

２）TRAUMA 7th 

３）Shah R. et al. Traumatic rupture of diaphragm. The Annals of Thoracic Surgery. 1995;60(5):1444-9.4 

【適応】：胸腹部外傷全例に横隔膜損傷の有無を考慮する（鋭的損傷は手術時に必ず横隔膜を精査する） 
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★【下横隔動脈造影基準】 

１）造影 CT にて、腹膜に覆われていない bare area、もしくはその周辺領域（S１、２、７等）に血管損傷 

  が疑われる肝損傷（循環動態が不安定でも確認は必須） 

２）循環動態が比較的安定している、もしくは治療により安定した肝損傷・脾損傷（外傷学会分類Ⅱ、Ⅲ型）、 

  腎損傷（外傷学会分類Ⅲ型） 

３）１、２の条件における損傷臓器と同側（患側）を造影施行（できるだけ積極的に施行） 

 

【治療】 

・AAST/OIS: gradeⅠと  外傷学会分類: Ⅰ型 → 保存的治療 

・上記以外全て → 手術治療 

ただし横隔膜ヘルニアを生じている状態（外傷学会分類Ⅲb 型）を除き、 

超急性期の循環動態が不安定な時期に無理に施行する必要なし 

・下横隔動脈損傷を認めた場合は TAE 施行。その上 grade1,Ⅰ型以上であることが確定するため、 

 手術治療へ移行する。 

 

【IVR】 

器具： ・５Fr ロングシース 

     ・５Fr シェファードフックカテーテル・コブラカテーテル・ミカエルソンカテーテル 

     ・マイクロカテーテル 

     ・塞栓物質：ゼラチンスポンジ（ポンピング法 10 回にて細粒を形成し使用） 

マイクロコイル、NBCA《12.5％(1：7)～20％(1：4)》 

 

手技上の注意点： 

①下横隔動脈は、腹腔動脈起始部、または、直上部より左右共通での分岐がほとんど 

          右下横隔動脈の約 10％は右腎動脈より分岐 

          腎動脈分岐部より頭側で大動脈側壁からの単独分岐もありうる 

          左胃動脈との共通分岐もありうる  

                   (by 腹部血管の X 線解剖図譜《医学書院》) 

②TAE の前に肺への血流分布（肺動静脈との吻合）の有無を確認すること。 

肺への血流のある場合はゼラチンスポンジや NBCA の使用に注意すること！ 

 

FOLLOW： 

・患者には、健診を定期的に受診するように徹底し、生涯「胸部レントゲンにおける横隔膜の挙上」に注意

するように指導する。突然の胸痛・呼吸苦などが出た時には救急車で来院するよう指導する。 

・最悪の場合は突然の心停止もありうることを説明しておく（特に左） 
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⑩背部軟部組織損傷・高位後腹膜出血（腰動脈損傷・腸腰筋血腫 など） 

診断：・外出血、CXR、骨盤 XR、FAST にて特定できない出血性ショック時に疑う 

   ・骨盤骨折、脊椎損傷（椎体骨折など）時に合併しやすい（腰動脈損傷） 

   ・単純 CT では後腹膜腔の左右差に注意して読影する 

・造影 CT（矢状断・冠状断も含め）にて、後腹膜血腫・血管外漏出像として診断される 

・水平断では見逃す時もあることに注意 

治療：・保存治療もしくは IVR が第一選択。手術治療は基本的に困難。 

・致死率が高い（50％）という報告もあるので診断したら積極的に IVR 施行。 

 

IVR 適応：血管外漏出像、高齢者の大量血腫（特に抗血小板薬・抗凝固薬内服中） 

器具： ・５Fr ロングシース、（ショートシース） 

   ・５Fr シェファードフックカテーテル・コブラカテーテル・ミカエルソンカテーテル 

   ・マイクロカテーテル 

   ・塞栓物質：ゼラチンスポンジ（ポンピング法 10 回にて細粒を形成し使用）、 

マイクロコイル、NBCA《12.5％(1：7)～20％(1：4)》 

手技上の注意点： 

①腰動脈は、 

・左右 1 対で、頭尾方向に椎体間の距離だけ間隔をおいて大動脈後面より分岐する。 

・L1～4 から分岐する 4 本（左右）が基本であり、第 5 腰動脈は正中仙骨動脈から分岐し最下腰動 

脈と呼ばれたりする。 

・大動脈後面より分岐し、いったん斜め頭側に走ったあと斜め尾側に走っていく。 

  （下部肋間動脈の走行と同様） 

 ・L1,2 の腰動脈から脊髄動脈やアダムキービッツ動脈（大前根動脈）が分岐している可能性が低い 

  ながらあるので、TAE する前に造影して確認を！（基本は造影 CT で分岐位置を確認しておく） 

 ・以下の血管との吻合が存在することを忘れない。 

①大動脈から分岐する下部肋間動脈、最下肋間動脈、 

②内腸骨動脈から分岐する腸腰動脈、 

③外腸骨動脈から分岐する下腹壁動脈、深腸骨回旋動脈 

（(by 腹部血管の X 線解剖図譜《医学書院》、Image-Guided Interventions《SANDERS》) 

②脊髄動脈の分岐をイメージし、斜め尾側に走行するところまでマイクロカテーテルを進め、そこから 

逆流に気を付けて TAE を施行する。逆流の可能性のある時はマイクロコイルを使用する。 

 ③腰動脈近位部を描出したいときは 30°斜位で撮影する（左腰動脈→LAO30°・右腰動脈→RAO30°） 

 ④肋間動脈と同様に大動脈造影にて起始部を確認することはできるが、腰動脈末梢の血管外漏出像が確認 

  されることは比較的稀であるため、損傷の有無の判断には使わない。 

 

・Yuan KC, Hsu YP, Wong YC, et al. Management of complicated lumbar artery injury after blunt  

trauma. Annals of emergency medicine 2011;58:531-535. 

・Sofocleous CT, Hinrichs CR, Hubbi B, et al. Embolization of isolated lumbar artery injuries in  

trauma patients. Cardiovascular and interventional radiology 2005;28:730-735. 
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Interventional Radiology     

骨盤輪損傷の分類 
日本外傷学会臓器損傷分類 2008 
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⑪骨盤骨折 

・prehospital での骨盤診察→ER での XR にて診断。（CT 室まで移動可能であれば積極的に CT をとる。） 

・AO 分類【62：寛骨臼骨折】単独症例（【61：骨盤輪骨折】を伴わない場合）では、内腸骨動脈由来の 

明らかな EV を認めない限り原則 TAE は施行しない。 

 

Cullinane DC, Schiller HJ, Zielinski MD, et al. Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management  

guidelines for hemorrhage in pelvic fracture--update and systematic review. The Journal of trauma 

 2011;71:1850-1868. を参考に作成 

 

器具：・５Fr ショートシース 

    ・５FrMOHRI カテーテル・コブラカテーテル・シェファードフックカテーテル 

    ・バルーンカテーテル（5.2Fr セレコン MP バルーン） 

    ・マイクロカテーテル（コイル、NBCA 使用時） 

    ・塞栓物質：ゼラチンスポンジ（２㎜角）、マイクロコイル、ＮＢＣＡ《16.6％(1：5)～25％(1：3)》 

 

手技上の注意点：①穿刺側は以下の 3 点より判断する 

     ・血腫の無い大腿動脈（優先順位１） 

・下大動脈の蛇行に対して角度の少ない大腿動脈（優先順位２）→ 

・出血側の反対側の大腿動脈（優先順位 3） 

②手技の順番： １．出血の多い側の内腸骨動脈本幹より造影・TAE 施行 

        ２．反対側の内腸骨動脈本幹より造影・TAE 施行 

        ３．大動脈の腎動脈末梢側より骨盤血管造影を施行し、腰動脈、正中仙骨動脈、 

外腸骨動脈などからの出血を検索。血管外漏出を認めた場合は TAE を考慮 

③塞栓物質は極力ゼラチンスポンジを使用する。２㎜角弱もしくは塊状のものを作成し使用。 
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④腸腰動脈などの内腸骨動脈分岐直後からの血管外漏出に対してはコイル、もしくはバルーンカテー 

テルを考慮（バルーンカテーテル+ゼラチンスポンジ）。 

⑤確認目的の骨盤血管造影にて、TAE を施行した血管から血管外漏出の再発を認めた場合は、 

著しい凝固異常が予想されるため NBCA を考慮する。 

    ⑥肉眼的血尿を認めた場合は、TAE 後に逆行性膀胱造影を施行。 

200ml の希釈造影剤を注入し RAO・LAO35～45°で確認撮影。その後注入液を回収して量をチェ 

ック。回収液が濃厚な肉眼的血尿であった場合は血餅により膀胱損傷が隠れている可能性があるの 

で、回収液が濃厚な肉眼的血尿ではなくなるまで膀胱を洗浄し再度膀胱造影を施行（方法は 1 回目 

と同様）。濃厚な肉眼的血尿がなくならず、腎・尿管損傷が否定できている場合は膀胱損傷（破裂 

も含め）と判断する。（尿管損傷は尿道カテーテル挿入時に評価している） 

 

AO 分類おまけ：（B 分類は頻度が高く参考にする機会が多いので詳細も記載） 
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Interventional Radiology        

膵損傷の分類 AAST-OIS                   日本外傷学会臓器損傷分類 

 

GradeⅠpancreatic laceration hematoma. 

Laceration: minor contusion without duct injury 

Hematoma : superficial laceration without duct injury 

GradeⅡpancreatic laceration hematoma. 

Laceration: major contusion without duct injury 

Hematoma : major laceration without duct injury or  

tissue loss 

GradeⅢpancreatic injury- laceration through 

the distal pancreatic duct 

Laceration: distal transection  or parenchymal 

injury with duct injury 

GradeⅣ 

pancreatic injury- laceration proximal to the SMV 

Laceration: proximal transection or  parenchymal injury 

involving the ampulla 

GradeⅤ 

pancreatic injury with massive destruction of the head and duct 

Laceration: massive disruption of pancreatic head 
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⑫膵損傷 

適応：バイタル→FAST, CT, L/D(アミラーゼ等)にて評価し下記のプロトコルに準じる 

 

診断：・膵損傷単独は uncommon。(膵・十二指腸損傷の 90％に合併損傷あり) 

    肝）46％、胃）41％、脾）28％、腎）22％、大腸）17％など  (by TRAUMA7th) 

      ・血中アミラーゼ上昇：14～80％  

     ・腹部症状が、「無い」もしくは「不明瞭」：34％ 

   ・CT 感度：28～85％ 

   ・腹部症状が疑わしい時や、アミラーゼ高値の場合は、CT を繰り返すべき。 

   ・脾損傷を疑った場合は ERP(endoscopic retrograde pancreatography)の施行は必須。 

 (The Trauma Manual: Trauma and Acute Care Surgery 4th) 

器具：・５Fr ロングシース、（ショートシース） 

   ・５Fr シェファードフックカテーテル・RH カテーテル 

   ・マイクロカテーテル 

   ・バルーンカテーテル 

   ・塞栓物質：マイクロコイル、（NBCA、ゼラチンスポンジ） 

手技上の注意点： 

   ①上腸間膜動脈造影、腹腔動脈造影にて膵十二指腸アーケード（前後上下膵十二指腸動脈） 

    を評価。 

   ②腹腔動脈造影（必要に応じて脾動脈造影）にて背側膵動脈、大膵動脈、膵尾動脈を評価。 

   ③血管外漏出像を認めた場合は、まずはマイクロコイルでの塞栓を検討。マイクロコイルが 

    損傷部位まで到達不可な場合は NBCA も考慮。ただし塞栓範囲は厳密な検討が必要。 

        (前後上下膵十二指腸動脈はアーケードを形成しているため、４本中１～２本以上を完全に 

    塞栓しなければ膵頭部壊死を生じたという報告はない) 
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FOLLOW： 

【安静度】以下より、当院としては最初の 48 時間はベッド上安静とする。 

・膵損傷の死亡率は 14％、十二指腸損傷の死亡率は 14％、膵十二指腸損傷（合併例）の死亡率は 29％。 

・膵十二指腸損傷（単独例も合併例も）による死亡例の 73％は、最初の 48 時間以内に死亡する。 

・多くの場合、膵損傷による出血は最初の 24～36 時間以内に生じる。 

・膵十二指腸損傷の合併症としては、出血、膵液漏、十二指腸漏、十二指腸狭窄、腹腔内膿瘍、膵炎、 

仮性動脈瘤などがあり、膵損傷の 24～52％、十二指腸損傷の 7～55％に生じるとされる。 

(by TRAUMA 7th) 

・術後の管理については、基本的には非外傷性の膵臓手術後の管理に準じる。 

 

・膵臓の 80％以上を切除した症例は膵機能低下（内分泌機能低下）を考慮する。(by TRAUMA 7th) 

・非外傷性の膵体尾部切除における糖尿病発生率が、青年（平均 35.5 歳）の 10％以上、高齢者（平均 

65 歳）の 30～46％であるとの報告もあるので注意する。 

  

【画像】 

  ①ドレナージチューブからの血性排液出現時や増量時は造影 CT → 仮性動脈瘤・再出血の有無の確認 

  ②TAE 施行例は、受傷 7 日後、1、3、6 ヶ月後に造影 CT（CTA、Dynamic 撮影） 

   → 仮性動脈瘤・再出血・膿瘍の有無を確認 

 

FOLLOW 終了時期： 

 ・画像上、明らかな損傷部位・壊死部位・膵炎像の消失を認めた場合。 

 ・受傷 6 ヶ月後の CT で所見の残存を認める場合は、以後 6～12 ヶ月単位での CT での FOLLOW を 

  継続する。  

 

将来、当院に外傷外科医が登場する場合は以下のプロトコルを目標とする。 
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⑬損傷臓器不明の腹腔内出血 

適応：バイタル→FAST→CT にて評価し下記のプロトコルに準じる 

        

器具：・５Fr ショートシース 

    ・５Fr シェファードフックカテーテル・コブラカテーテル 

    ・マイクロカテーテル 

    ・バルーンカテーテル（5.2Fr セレコン MP バルーン） 

    ・塞栓物質：ゼラチンスポンジ（２㎜角）、マイクロコイル、ＮＢＣＡ 

  

手技上の注意点： 

①腹腔動脈造影→必要に応じて総肝動脈、胃十二指腸動脈、脾動脈も造影 

②上腸間膜動脈造影→門脈も見える範囲で確認する 

③下腸間膜動脈造影 

④横隔膜周辺を疑う場合→両下横隔動脈を造影 

⑤各臓器の周辺の場合は、各臓器の外傷 IVR プロトコルに準じて造影していく 

 

大原則：積極的に試験開腹を選択する（試験開腹の適応を限りなく下げておく） 

 

 

 

 

 

 

  


