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２．緒言 
1. 論文の背景 
	 冠動脈 CT は虚血性心疾患を診断する非侵襲的な方法として臨床活用されて

おり、時間分解能、空間分解能の改善により常に拍動している心臓においても、

微小血管を描出することが可能となってきている。臨床的に重要な心臓の微小

血管として、慢性冠動脈閉塞（chronic total occlusion：CTO）を有する冠動脈

に供給されている側副血行路が挙げられる。 
	 近年、冠動脈の CTO に対する経皮的冠動脈形成術（percutaneous coronary 
intervention : PCI）において、側副血行路を利用した retrograde approach 法

が開発され、それにより冠動脈 CTO に対する PCI の手技成功率の改善が得ら

れている 1-5。Retrograde approach 法において、側副血行路に guide wire を通

過させることは、手技全体の中で最も重要な要素であり、側副血行路に guide 
wire を通過させることに成功した場合は、最終的に約 90%の割合で手技が成功

すると報告されている 6-9。それ故に、retrograde approach 法にとって適切な側

副血行路を事前に選択することが非常に重要で、従来その選択の方法は侵襲的

なカテーテルによる冠動脈造影検査（coronary artery angiography: CAG）の

みであった 10-11。しかし、retrograde approach 法の経験豊富な術者が CAG の

結果を参考にして手技を行ったとしても、側副血行路に guide wire を通過させ

ることができない割合は 17.7〜26.8%と報告されており、さらに側副血行路に

関する手技合併症発生の割合も 8.4%と報告されている 12-15。 
従来の CAG による側副血行路の評価に加えて、別のモダリティによる評価を組

み合わせることにより、retrograde approach 法の手技成功率を改善し、合併症

発生率を低減させることが、現在必要とされている。そこで今回、冠動脈 CT
による評価法に着目をした。冠動脈 CT は、CAG とは異なり３次元の空間的情

報を有し、血管とそれを取り囲む心筋や脂肪などの周囲組織との関わりも評価

できる。さらに非侵襲的で、CAG と比較してより生理学的に自然な状態で側副

血行路を評価できるという利点があるが、空間分解能が CAG よりも劣るという

点と、体動や息止め不良や高心拍などによる画像アーチファクトの影響を強く

受けることが問題とされる。 
 現在までに、冠動脈 CT によって側副血行路を観察することが可能であったと
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いう段階までの報告が散見されているが 16-20、	 実際に CTO に対する PCI に
おける retrograde approach法で使用された側副血行路を冠動脈CTで評価した

報告はない。 
2.	 この研究の目的 
	 CTO に対する PCI における retrograde approach 法で使用された側副血行路

の描出能を冠動脈 CT によって評価し、侵襲的冠動脈造影（CAG）と比較検討

すること。CT で描出可能であった側副血行路と描出不良であった側副路血行路

間におけるガイドワイヤー通過率成績および、生じた合併症の頻度を比較検討

すること。 
３．方法 
	 本後ろ向き研究では、CTO に対する retrograde approach 法による PCI にお

いて使用された側副血行路の冠動脈 CT による描出能を従来の CAG を gold 
standard として感度、特異度、陽性的中率、陰性的中率、正診率を求めた。冠

動脈 CT で描出可能であった側副血行路と描出不良であった側副路血行路間に

おけるガイドワイヤー通過の成否率と、それに伴う合併症の頻度の違いを検討

した。 
４．この研究で明らかになったこと 
	 Retrograde approach 法で使用された側副血行路の冠動脈 CT における描出

能は従来の侵襲的冠動脈造影法と比較しても良好であった。CT で描出可能であ

った側副血行路には、epicardialと septal collateralの二種類があった。epicardial 

collateral の方が septal collateral よりも CT での描出能が優れていた。そして、冠

動脈 CT によって描出された側副血行路は、描出不良であった側副血行路に比べ

て、guide wire の通過成功率が高く、さらに側副血行路に関する合併症の頻度

が少なかった。その結果、冠動脈 CT によって側副血行路を評価することは、臨

床的に有用であることが示唆された。 
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３．略語表 
 
CTO: chronic total occlusion 
ECG: electrocardiogram 
LAD: left anterior descending artery 
LCX: left circumflex 
PCI: percutaneous coronary intervention 
RCA: right coronary artery 
TIMI: thrombolysis in myocardial infarction 
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４．方法 
【対象】 
	 本研究開始当初は、北海道社会保険病院（現・地域医療機能推進機構北海道

病院）にて、2008 年６月から 2013 年３月の間に冠動脈 CTO に対して PCI を
施行した 214 症例の中から retrospective に解析しようと考えたが、2010 年６

月を境に CTO PCI において使用する guide wire の性能が大幅に改善したため、

その前後での治療成績に大きな改善が認められた。本研究の主目的の一つであ

る、冠動脈 CT にて描出された側副血行路に対する guide wire 通過の成功率を

検討するにあたって、使用する guide wire は同一のものであることが望ましい

と考えたため、今回は 2010 年 6 月から 2013 年 3 月までの冠動脈 CTO に対す

る PCI を施行した 134 症例の中から対象症例を抽出することとした。本研究に

おける CTO の定義は、3 ヶ月以上 TIMI 分類 grade 0 となっている冠動脈病変

とした。閉塞期間を推定するにあたり、狭心症の病歴や、以前施行されたＣＡ

Ｇや冠動脈 CT の所見と時期を参考にした。134 例中、retrograde approach 法

を試みたのは 75 症例であり、そのうち PCI 施行前の 5 週間以内に冠動脈 CT が

施行された 49 症例を本研究の対象とした。本臨床研究は、北海道社会保険病院

（現・地域医療機能推進機構北海道病院）の倫理委員会にて倫理的に問題が認

められないと判断された。 
 

【冠動脈造影による側副血行路の評価】 

	 使用した血管造影装置は、INNOVA 2000 (GE Heathcare, Milwaukee, Wisconsin)、

または、Aulla XPER FD-10 (Philips Medical Systems, Best, the Netherlands)で、全て

の対象症例においてCTOに対するPCIより以前にCAGを施行した。4Frまたは5Fr

の診断カテーテルを用いて、造影前には全症例において硝酸薬の冠動脈内投与

を行った。実際にretrograde approach法で使用した側副血行路を、CAG所見から

以下の２つグループに分類した10。① invisible collateral群；CAGではドナー血管

とレシピエント血管の間にはっきりとした連続性が認められない側副血行路、

② visible collateral群；CAGによってドナー血管とレシピエント血管に連続性が

認められる側副血行路。CAG読影の臨床経験が豊富な二人の観察者によって、
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患者の臨床背景などを盲目的に側副血行路の評価を行い、二人の評価が異なる

症例については討議によって評価を統一した。 

 

【冠動脈CTによる側副血行路の評価】 

本研究での冠動脈CTは、64列CT装置 (Light Speed VCT, GE Healthcare, 

Milwaukee, Wisconsin)を使用して行われた。心拍が不整、または心拍数が60回/

分以上の患者に対しては、2mgから20mgのpropranololを静脈内に投与した。撮像

直前に心拍数が60回/分未満であった患者に対しては、step and shoot technique 

(Snapshot Pulse, GE Healthcare, Milwaukee, Wisconsin)による低被爆プロトコルで

撮像した。撮像直前に心拍数が不整または心拍数が60回/分以上の患者に対して

はヘリカル撮像を行った。CT装置の撮像条件は、slice collimationは64 × 0.625 mm、

gantry rotation timeは0.35 ms、table feedは7.2–8.2 mm/rotation、tube energyは120 kV、

tube currentは600–800 mAとした。スクリーニング目的で撮像された21人の患者

の冠動脈CT撮像の際には非イオン性ヨード造影剤 (350 mgI/mL of iohexol, 

Omnipaque-350, Daiichi-Sankyo, Tokyo, Japan)を280mgI/kgの量を使用した。冠動脈

CT撮像前にCTOが既知であった患者28人に対しては、同種の造影剤を320mgI/kg

から350mgI/kgの量で撮像した。平均の造影剤使用量は61.4±9.9mlであった。造

影剤注入方法としてTest-bolus tracking法を用いた21。撮像された画像は、

retrospective ECG gate法によって最適化されたアルゴリズムを使用して再構成さ

れ、それによって得られた画像はCT解析用のワークステーション (Ziostation 2, 

Ziosoft Inc., Tokyo, Japan) に転送され、volume rendering (VR) image、curved 

multiplanar reformation (CPR)、maximum intensity projection (MIP)、cross-sectional 

imageが各症例で作成された。再構成された冠動脈CTの画質を評価し、以下の４

段階に分類した。Grade 0；２本以上の主要冠動脈にmotion artifactが認められる、

Grade 1；１本の主要冠動脈にmotion artifactが認められ狭窄評価が困難である、

Grade 2；全ての主要冠動脈にmotion artifactが認められず狭窄評価が可能である、

Grade 3；全ての主要冠動脈の画像が鮮明である。冠動脈CTによる側副血行路の

描出能の評価については、CAGでの評価に基づいて以下の２つに分類した。① 

invisible collateral群；冠動脈CTではドナー血管とレシピエント血管の間にはっき

りとした連続性が認められない側副血行路、② visible collateral群；冠動脈によ

ってドナー血管とレシピエント血管に連続性が認められる側副血行路。冠動脈
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読影の臨床経験が豊富な二人の観察者によって、患者の臨床背景などを盲目的

に側副血行路の評価を行い、二人の評価が異なる症例については討議によって

評価を統一した。側副血行路は走行によって、septal collateralとepicardial collateral

に分けられた。冠動脈CTで描出される２種類の側副血行路を図１に示した。 

図１. 冠動脈CTにて描出された側副血行路 

（左） 左冠動脈前下行枝の慢性完全閉塞に伴う、右冠動脈からのseptal collateral。 

（右）左冠動脈前下行枝の慢性完全閉塞に伴う、右冠動脈からのepicardial 

collateral。 

 

【Retrograde approach法】 

Retrograde approach法は、CTO病変の遠位部に供給されている側副血行路にguide 

wireを通すことによって、antegaradeとretrogradeの両方向からCTO病変のwire通

過を試みる手技である。使用する側副血行路の選択は術者に依存し、micro 

catheterをサポートにして、選択した側副血行路にguide wireの通過を試みた。側

副血行路にguide wire通過が成功してCTO病変の閉塞端遠位部まで到達した場合
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は、retrograde wire crossing法、kissing wire法、またはreverse controlled antegrade and 

retrograde subintimal tracking (reverse CART)法によってCTO病変のguide wire通過

が試みられた。 

 

【統計学的手法】 

連続数については平均値±標準偏差を用いて表記し、その差についてはStudent 

t-testを用いて比較した。離散変数に対しては絶対数と％で表し、その違いは

Fischer exact testとχ２乗法によって解析した。冠動脈CTによる側副血行路の描

出能をCAGと比較し、感度、特異度、陽性的中率、陰性的中率、正診率を計算

した。全ての統計解析は両側検定にて行い、p値が0.05未満の際に統計学的に有

意な差と判断した。統計ソフトはJMP Pro vesion 11.0.0 (SAS Institute, Cary, NC)

を使用した。 
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５．結果 
【患者・手技特性】 

	 冠動脈CTの画質評価を前述の方法で分類し、Grade 0または1の症例について

は側副血行路の評価が困難と判断した結果、6例が除外され、最終的に43症例が

解析の対象となった (図2)。解析の対象となった症例の患者背景を表１に示した。 

側副血行路にguide wireを通過させることが出来た症例は33症例（76.7%）であり、

そのうち28症例（84.8%）では最終的にCTO病変を再疎通することに成功した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.	 患者選択の流れ 

	 最終的に、治療前の良好な冠動脈CT画像を有する、CTOに対してretrograde 

approach法によるPCIを施行した43症例が解析対象となった。 
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表１.	 患者・病変背景 

 n = 43 

Age (years) 65.4 ± 9.4 

Male sex 36 (83.7%) 

Diabetes 26 (60.5%) 

Hypertension 35 (81.4%) 

Dyslipidemia 33 (76.7%) 

Smoking 23 (53.5%) 

Dialysis 

Body height (m) 

Body weight (kg) 

5 (11.6%) 

1.63 ± 0.1 

67.2 ± 12.9 

Body mass index (kg/m2) 25.2 ± 3.7 

Prior attempt at CTO 18 (41.9%) 

History of CABG 3 (7.0%) 

CTO vessel  

          LAD 9 (20.9%) 

          LCX 4 (9.3%) 

          RCA 30 (69.8%) 

Image quality of coronary CTA 

Estimated radiation dose (mSv) 

Duration between coronary CTA and PCI (days) 

2.5 ± 0.5 

	 	 	 	 24.7 ± 7.2 

	 	 	 8 (range, 2–28) 

 	  

 

 

 

【側副血行路の評価】 

  Retrograde approach 法によって guide wire 通過を試みた側副血行路は、43 症例

中に計 55 本であった。使用された側副血行路の特性については、表２に示した。

冠動脈 CT の CAG に対する側副血行路描出の感度、特異度、陽性的中率、陰性
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的中率、正診率は、それぞれ 100.0%、50.0%、65.9%、100.0%、74.5%であった。

冠動脈 CT における epicardial collateral の描出能は septal collateral よりも高く、

epicardial collateral の感度、特異度、陽性的中率、陰性的中率、正診率は、それ

ぞれ 100.0%、66.7%、87.5%、100.0%、90.0%に対し、septal collateral はそれぞれ

100.0%、48.0%、60.6%、100.0%、71.1%であった。冠動脈 CT を施行する際に造

影剤量を多く使用した群の側副血行路の描出率は 59.3% (epicardial collateral 

83.3%, septal collateral 53.8%)であったのに対し、通常の造影剤量で行った群の側

副血行路の描出率は 34.8% (epicardial collateral 50.0%, septal collateral 31.6%)であ

ったが統計学的に有意な差ではなかった（p=0.102）。 

 

 

表 2.	 使用した側副血行路の特性	 

CTO vessel Channel used All collateral 

channels (n = 55) 

 Septal channel 45 (81.8%) 

RCA    LAD – septal branch – RCA  34 

LAD    LAD – septal branch – LAD  4 

LAD    RCA – septal branch – LAD  7 

 Epicardial channel 10 (18.2%) 

RCA    LCX LA branch – RCA PL 5 

LAD    RCA conus branch – LAD  1 

LCX    LCX LA branch – distal LCX 1 

LCX    Diagonal branch – LCX  1 

LCX    Distal LAD – LCX  1 

LCX    RCA PL branch – LCX  1 

 

 

 

【側副血行路における guide wire 通過に対する評価】 

	 冠動脈 CT によって描出されていた側副血行路を retrograde approach 法に使用

した場合は、冠動脈 CT で描出されていない側副血行路を使用した時と比較して、
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有意に guide wire 通過の成功率が高かった（74.1% vs.46.4%, p = 0.034）。また、

guide wire が通過した後に続く、側副血行路に micro catheter を通過させる手技の

成功率についても、有意に冠動脈 CT で描出可能であった側副血行路の方が、成

功率が高かった（70.4% vs.39.3%, p = 0.021）。また、guide wire が通過した群だ

けでみた場合、guide wire 通過に要した時間は、冠動脈 CT で描出可能だった側

副血行路では平均 19.0 分であったのに対し、描出不能だった側副血行路で平均

25.4 分であった（p = 0.312）(表 3)。Septal collateral のみに着目した場合、心室

中隔心筋内の走行が右室よりであった collateral と、中心から左室よりであった

collateral で guide wire 通過の成功率を比較したところ、心室中隔の中心から左室

よりに走行していた collateral の方が、guide wire 通過成功率が高い傾向にあった

（69.2% vs. 100.0%, p =0.101）。 

 

 

表 3.	 側副血行路に対する guide wire / micro catheter の通過成績 

 

All collateral  

(n=55) 

CT invisible 

collateral (n=28) 

CT visible 

collateral (n=27) p value 

Guide wire 

      cross 33 13 20 
0.0346 

  no cross 22 15 7 

     Time for cross 

(min) 21.5 25.4 19.0 0.3122 

     Micro catheter 

      cross 30 11 19 
0.0206 

  no cross 25 17 8 
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【側副血行路の合併症】	 

	 冠動脈 CT で描出されていた側副血行路は、描出されなかった側副血行路と比

較して、有意に合併症の発生率が低かった｛11.1%(3/27)	 vs.	 32.1%	 (9/28),	 p	 

=	 0.041｝。側副血行路の合併症の詳細を表 4にまとめた。コイル塞栓術を要す

る perforation は１例のみに認められ、その症例は心タンポナーデを来すこと

無く直ちに止血を行うことができた。その他の合併症についても、経過観察の

みで状態が悪化することは無く、追加で処置を要することは無かった。	 

	 

	 

表 4.	 側副血行路の合併症	 

All collateral 
Total  

(n=55) 

CT invisible 

collateral (n=28) 

CT visible 

collateral (n=27) 
p value 

All collateral injury 12 (21.8%) 9 (32.1%) 3 (11.1%) 0.041 

 Perforation 6 5 1 
 

 AV fistula 1 1 0 
 

 RV fistula 2 1 1 
 

 Aneurysmal change 3 2 1 
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６．考察 
	 本臨床研究における主な結果は以下の通りである。冠動脈 CT による側副血行

路の描出能は、CAG と比較すると正診率 74.5％と良好であり、epicardial collateral

の方が septal collateral よりも CT での描出能が優れていた。また、冠動脈 CT で

描出可能であった側副血行路は、描出できなかった側副血行路と比較して、guide 

wire の通過成功率が有意に高かった。さらに、冠動脈 CT で描出可能であった側

副血行路は、描出できなかった側副血行路と比較して、側副血行路に関係する

合併症の頻度が有意に低かった。現在まで、臨床的に治療で使用する側副血行

路を冠動脈 CT によって詳細に検討した報告は本研究が初めてである。 

	 虚血性心疾患において、側副血行路の存在は患者の生命予後を左右する 22-24。

また、CAG において高度の屈曲を有し、完全な連続性が認められない側副血行

路は、retrograde approach 法を用いた冠動脈 CTO に対する PCI において、側副血

行路への guide wire 通過不成功の独立した予測因子と報告されている 9。しかし、

CAG だけでは側副血行路への guide wire 通過成功を予測することはできず、合

併症に関しての予測はされていない。臨床的に重要であるにもかかわらず、非

侵襲的な画像診断による側副血行路の評価方法については制限がある。冠動脈

CT は、一般的に冠動脈狭窄病変の有無を診断する非侵襲的な診断方法として現

在臨床活用されており、従来の診断方法である侵襲的な CAG にとって変わる存

在となってきている。最近の CT は、多列化が進むにつれて画質が向上し、主要

な冠動脈の狭窄の有無を診断するだけでなく、末梢血管のような細い血管につ

いても評価が可能となって来ている 25-27。本臨床研究で対象となった側副血行路

についてはその最たるもので、CAG で評価するよりも、より生理学的に自然な

条件で評価をすることができる。CAG を行う際は、カテーテルが冠動脈入口部

に楔入して造影剤を注入することにより冠動脈内圧の状態は自然な状態とは言

えない。今回、実際に retrograde approach 法で使用した側副血行路を冠動脈 CT

で評価したところ、septal collateral よりも epicardial collateral の方が良好に描出

された。その理由として考えられるのは、epicardial collateral の周囲組織は脂肪

組織であり、脂肪組織の CT 値は造影された血管に比べ有意に低いため、コント

ラストがつきやすい。一方、septal collateral は心筋中隔内を走行しており、心筋

は脂肪組織よりも CT 値が高く、また側副血行路に造影剤が充満しているタイミ
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ングでは周囲の中隔心筋も染まっているため、コントラストがさらにつきづら

いということが考えられる 20。今回我々が使用した造影剤注入方法は、対象血

管に至適な造影効果を確証し、良好なイメージクオリティを得ることができる

造影方法であり、側副血行路を描出するための造影剤注入方法として適切であ

ると考えられる 28。 

	 冠動脈 CT で描出が可能であった側副血行路の方が、描出不能であった側副血

行路に比べて、guide wire 通過成功率が高かった理由としては、側副血行路の血

管サイズと guide wire のサイズと CT の空間分解能の関係で説明できると思われ

る。CTの空間分解能は約 0.6mmであるのに対し、guide wireの先端の径は 0.35mm

であることを考えると、CT で描出可能な側副血行路は guide wire を抵抗無く通

過させることができる血管径を有しているとこととなる 29-30。また、retrograde 

approach 法で通常使用する micro catheter（Corsair, Asahi Intec, Nagoya, Japan）の

先端の直径も 0.42mm と CT の空間分解能よりも小さいため、CT によって描出

可能な血管径を有している側副血行路に対しては、micro catheter を guide wire の

サポートとして使用することによりバックアップが強化され、さらに屈曲の強

い血管に対しても micro catheter を挿入することにより直線化することができ、

guide wire の挿入を容易にすることができる。また、micro catheter があることに

より、いつでも guide wire 先端の形状を変えながら手技を行うことができるとい

う利点もある 31。よって、retrograde approach 法において、側副血行路を選択す

る上で重要な点は、屈曲の有無よりも十分な血管径を有するかどうかというこ

とになる。そして、CAG にはない CT の利点は、３次元情報が得られるという

点である。CAG は２次元の情報なので他の血管との重なりも考慮しなければな

らなく、それによって側副血行路が見える透視角度は限られてしまう。またそ

の透視角度は、必ずしも guide wire 操作をする際に適した、血管が最も進展した

角度から観察しているとは限らない。それに対し冠動脈 CT の場合は、３次元情

報から側副血行路が最も進展している角度を事前に選択することができ、実際

の guide wire 操作時にその透視角度を採用することで手技が容易になる。また、

複数の側副血行路がある場合にも、ドナー血管とレシピエント血管との側副血

行路の分岐角度や血管閉塞部位との位置関係も正確に把握することができるた

め、より適切な側副血行路を事前に選択することができる。 
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	 欧米での multicenter registry では、retrograde approach 法を行った手技の 1.3%

において、心嚢ドレナージや外科手術を要する perforation や血腫を形成する側

副血行路の合併症が認められたと報告されている 6。最新の日本の registry にお

いても、1.4%の症例において上記のような major な合併症が発生している 8。本

臨床研究では、1 例（1.8%）のみでコイル塞栓術を要する、側副血行路の合併症

が生じ、21.8%の症例において血管造影上で認められる minor な合併症が認めら

れた。その発生割合については、冠動脈 CT で描出される側副血行路では有意に

少なかった。やはり、血管のサイズがデバイスより小さいと、合併症の危険性

が高まると考えられる。 

	 本臨床研究にはいくつかの limitation が考えられる。一つ目として、本研究は

後ろ向きの解析であるということが挙げられ、対象となった側副血行路は実際

に retrograde approach 法で使用を試みた血管のみとなっている。Retrograde 

approach 法に適している可能性がある未使用の側副血行路については評価をし

ていない。今後、事前に冠動脈 CT で描出された側副血行路を前向きに調査して、

本当に治療の成功率に影響しているかを調べる必要がある。二つ目として、本

臨床研究は症例数が十分ではなく、単施設での評価のため、症例選択や術者の

経験に偏りがある可能性がある。三つ目として、本臨床研究では、CT 撮像前に

CTO の存在が既知であった 25 症例（58.1%）に対しては、高容量（320-350mgI/kg）

の非イオン性ヨード造影剤を投与しており、統計学的に有意な差では無いが、

通常容量（280mgI/kg）で撮像した症例に比べて側副血行路の描出能が改善して

いる傾向が認められた（59.3% vs. 34.8%, p = 0.102）。今後造影剤投与量を統一

したプロトコルが必要と考えられる。最後に、今回は 64 列 CT を使用した研究

であったが、最近は 128 列以上のマルチスライス CT が臨床的に使用可能となっ

ており、それらを使用することによって側副血行路の描出能が更に改善する可

能性がある。 
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７．総括および結論 

 
	 本臨床研究全体で得られた新しい知見は以下の通りである。 

①	 冠動脈 CT による側副血行路の描出能は、CAG と比較すると正診率 74.5％と

良好であり、epicardial collateral の方が septal collateral よりも CT での描出能

が優れていた。 

②	 冠動脈 CT で描出可能であった側副血行路は、描出できなかった側副血行路

と比較して、guide wire の通過成功率が有意に高かった。 

③	 冠動脈 CT で描出可能であった側副血行路は、描出できなかった側副血行路

と比較して、側副血行路に関係する合併症の頻度が有意に低かった。 

 

	 Retrograde approach 法による CTO に対する PCI は、いまだに術者の経験と感

覚による不確定な要素が手技の成否を左右する手技であり、世界で幅広く普及

しているとはいえない。本研究で示唆されたように、事前に CT で retrograde 

approach に適した側副血行路を把握し、適切な透視角度で guide wire 操作を行う

ことが出来れば、手技の成功率が高まり、合併症を軽減することができる可能

性がある。冠動脈 CT で側副血行路を評価することは、retrograde approach 法に

よる CTO PCI を、より標準化させることができる一つの手段となり得る。 
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