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PCI用支援ロボット CorPath GRXシステム
導入活用事例
札幌心臓血管クリニック

札幌心臓血管クリニックは札幌市東区にある24時間救急救命体制の、高度心臓血管治療専門施設・循環器専門施設です。心臓はもち
ろん、足や腎臓など動脈硬化になりやすい血管はすべて治療を行っています。また、これまで治療が困難だった高齢者の方にも対応でき
る、最先端の技術と設備を整備されています。CorPath GRXが国内第1号機として導入され、年間100例以上に到達するペースで
行われています。今回は院長の藤田勉先生にCorPath GRX導入のメリットから課題、臨床上のピットフォールなどさまざまな視点か
らお話をうかがいました。

術者の身体的負担を大幅に軽減しPCIデバイスの遠隔操作を可能に

CorPath GRX導入の決め手はどのような
ものだったのでしょうか。
　新規搭載された冠動脈内ワイヤリング、
デバイス送達機能である「technIQ」の動画
を見て、これは使えると思ったのがきっかけ
でした。CorPath GRXでこのような血管内
での微細なガイドワイヤー、デバイスの動
きができるのかと思い驚いたことを記憶し
ています。そして今は、この Robotic-PCI の
分野で 1 番の症例数を狙いたいと思って
います。 

Robotic-PCIとマニュアルPCIのラーニン
グカーブの比較について教えてください。
　Robotic-PCIを30例ほど経験すると、ど
のような装置か分かるようになりました。 
ただし、途中でCorPath GRXに触れない期
間があると感覚が鈍るのでなるべく月10例
以上はCorPath GRXでRobotic-PCIを行
うようにしています。それくらいのペースな
らば感覚を維持することができ、通常のマ
ニュアルPCIと遜色ない結果が望めると思
います。そしてマニュアルPCIは、当然なが
ら手技を熟知した先生が行うため、その点
を考慮してもやはり30例が一つのライン
になると考えています。しかし、例えばまっ
たくPCIをやったことの な い 先 生 が

CorPath GRXを扱うのであれば30例以上
は必要だと思います。

technIQ 機能の CTO 病変や高度石灰化
病変などへの適性はいかがでしょうか。 
　CTO 病変については、現状のカセットで
はマイクロカテーテルが使用できず、ガイド
ワイヤ ー操作が制限されるため正直難しい
ですが、実臨床経験から subtotal閉塞や 

AMI ならできると考えています。マイクロカ
テーテルが使えるようになり、CAG が 

CorPath GRX でもできる、つまり診断カ
テーテル（0.035inch）からマイクロカテー
テル、OCTや IVUSに至るまで、すべて 

CorPath GRXで使えるようになればいいで
すね。また、ガイドワイヤーの位置がデバイ
ス交換時に少し動いてしまうのも若干気に
なります。ダブルワイヤー時に 1 本がロック
された状態で、もう 1 本のガイドワイヤー
が出し入れできるようにできれば、もっと良
くなると思います。現状のカセット機能では
ガイドワイヤーが動いてしまうので、その点
が改善されるといいと思います。そうなれ
ば、さらに複雑な症例にも使えるようになる
でしょう。

今後の適応拡大に関する方向性については
どのようにお考えでしょうか。
　EVT で使用できるようになることを希望
しています*。EVT では PCI からの応用が
利くと考えています。たとえば EVT の CTO 

病変の場合、マニュアル EVT でガイドワイ
ヤーを病変通過させてから CorPath GRX 

に切り替え、残りの手技を完遂すれば、放射
線被ばく量も低減できます。そうした使い方
も CorPath GRX はできると思いますし、個
人的にはニーズも高いと考えています。特
にこの時代、さらには将来に向けて、術者の
放射線被ばく量の低減が実現できるという
のはとても大きいと思います。 

CorPath GRX は術者へのベネフィットと
して放射線被ばく低減が実現できますが、患
者へのベネフィットについてはどのようにお
考えでしょうか。　
　たとえば、術中にカテ台を上げた状態で
手技を行い、X 線管から距離（高さ）を意図
的に取ることで、患者にとっての放射線被ば
く低減の可能性が挙げられます。あとは手
技時間の短縮です。マニュアル PCI の場合、
どうしてもデバイスなどが動いてしまいま
すが、CorPath GRXで手技中のデバイスが
固定され、余計な透視を出さなくて済みま
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す。結果的に手技時間の短縮に寄与する可
能性があります。 

CorPath GRX の適応病変や、マニュアル 

PCI と比較してカテーテル操作時の手の「感
触」がないことに疑問を抱く先生方もいらっ
しゃいますが、どのようにお考えでしょうか。 
　先ほども述べましたが、特に CTO症例の
場合はマイクロカテーテルが使用できない
こともあり、まだ CorPath GRXで治療を行
うのは難しいです。現状では CTO病変だと
マニュアル PCIでガイドワイヤーを病変通
過させたあとに CorPath GRXに切り替え、
残りの手技を行うのが主流になるのではな
いかと思います。そのように手間が増えてし
まうと Robotic-PCI に対して否定的になる
先生もいらっしゃると思います。特に冠動脈
治療をされている先生方は、マニュアル PCI 

の手法が確立しており技術的にも成熟して
いるため、そのように感じるのではないで
しょうか。だからこそ Robotic-PCI はチャン
スだと考えています。実際に使用してみな

いと分からないことは必ずありますので、私
は CorPath GRXを使用し続けています。実
際に使用してみると良さを感じますし、おそ
らく若手の先生のマニュアルワイヤリングよ
り、早く操作できているのではないでしょう
か。またマニュアル PCI時にはガイドワイ
ヤーやデバイスの感触が手にあり、この感
触とともにモニタを目で見ながら手技を遂
行しますが、Robotic-PCIは感触がない分、
目で見る感覚が非常に鋭くなります。その
おかげでマニュアル PCIにおいても視覚が
研ぎ澄まされるようになり、自身で行うマ
ニュアル PCI がさらに上達していると感じ
ます。手技中、ガイドワイヤーやデバイスの
作用反作用のコントロールが必要ですが、
それらも目で見てよく分かるようになりま
す。このような相乗作用がある点でも、やは
りCorPath GRXを使用していてよかったと
思います。それにCorindus社のウェブチャ
ンネルにも上がっていますがDK クラッシュ
（Double Kissing Crush Te c hnique）もで
きますね。それができるということは、CTO 

病変以外の治療は、ほぼできるというこ 

とです。さらに KBT (Kissing Balloon Tec-

hnique) もできますので、通常の治療は 

CorPath GRXで放射線被ばくなしでできる
と思っています。

臨床とそのピットフォールについて、注意さ
れている点、工夫されている点はどのような
ところでしょうか。
　CorPath GRX は複雑な症例ではまだ使
用できません。したがって 3 番や 4 番など
の RCA 末梢部位、回旋枝やその末梢部位
も、簡単そうではない限りあえて使用しない
ようにしています。一方で分岐部病変につ
いては、入口部より手前の病変であれば、今
後の練習のためにもCorPath GRX でトラ
イするようにしています。そのため、適応 

症例については CorPath GRX を導入し 

ている先生方がやられている Robotic- 

PCIと、さほど変わらないと思ってい 

ます。また最初からロータブレーター
（PTCRA:Percutaneous Transluminal 

Coronary Rotational Athere ctomy）が必
要だとわかっている患者には Ro botic-PCI 

をやらないようにしていますが、それでも放
射線被ばく量を可能な限り抑えるために、
CorPath GRX で病変にガイドワイヤーを
通過させた後OCT をマニュアルで行い、バ
ルーンカテーテル拡張やステント留置な
ど、残りの手技は再度CorPath GRXをセッ
トして行うこともできます。 

subtotal 閉塞や AMI に対しての Co-

rPath GRXの適応はいかがでしょうか。 
　AMIも簡単にできると思います。そしてほ
とんどのMI（心筋梗塞）でもガイドワイヤー
は通ります。やはりガイドワイヤーをどう
持っていくかということと、マイクロカテー
テルが現状のCorPath GRXでは使えない
のでバルーンカテーテルをマイクロカテー
テル代わりに使用してガイドワイヤーと同
時進行で進めて行くと大体通ります。つまり
MIの場合だと時間の制約があり早くガイド
ワイヤーを通したいなどがあり、また準備や
手技時間などもありますがそこも問題なく
使用できます。

操作室にて遠隔で術野とを結ぶ

CorPath GRXのコンソールボックス

（写真左から）循環器内科ロボットPCIグループの杉江　多久郎先生、藤田　勉先生、松名　伸記先生、竹内　剛先生

今後 CorPath GRXに対して期待するの
はどのようなところでしょうか。 

　すべての発展を期待しています。特に人
工知能（AI）、画像診断、遠隔システムを搭載
した上で CorPath GRXを用いてデバイス
などの持ち込みができれば、手技が一貫し
て遠隔治療として確立するはずですし、その
ように発展して欲しいと願っています。

Siemens HealthineersがCorindus社を
買収したのもそういう理由があってのこと
だと思っています。
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CorPath GRXカセット部の各機能と名称

*日本国内でのCorPath GRXの適応症例はPCIのみ（2022年4月19日時点）

取材日：2022年4月19日

CorPath GRX導入後の周辺環境の変化
（特に患者に関して）はいかがでしょうか。
　当施設は外科用手術支援ロボットを導入
しており、他施設からの手術支援ロボットで
手術して欲しいという要望で患者を受け入
れています。同様に Robotic-PCIも導入し
ているからということで患者が集まればい
いと思っています。また患者集客という意味
では、病院の宣伝広告をいかに上手く行う
かというところが大きいと思います。現状、
PCI をされているほとんどの先生は、この 

Robotic-PCIについては否定的だと考えて
います。しかし実はそこがチャンスだと思っ
ています。Robotic-PCIを行うとわかるので
すが、1 mm単位の正確なサイズ測定が可
能になります。ここも CorPath GRX のとて
も大きな武器になります。IVUSの場合、現
状ではアンギオ装置との相乗効果が得られ
ず、おおまかな目安でのサイジングとなって
しまいます。その点 CorPath GRXで正確に
病変長が分かるのは、とても素晴らしいこと
だと感じています。

CorPath GRXを導入され、ご施設の皆様
の反応はいかがでしょうか。
　「藤田先生の趣味の道具が増えたな。」 
ぐらいにしか思っていないでしょう。
CorPath GRXのようなものは周りから理解
されにくいのではないでしょうか。やはり日
本人の性格上、このような Robotic-PCIの
コンセプトは否定的になりますよね。外科用
手術支援ロボット手術のように、人間の手
を凌駕するようなシステムでなければ、な
かなか受け入れ難いという人も多く、
Robotic-PCI を導入すること自体が意味な
いと感じるかもしれません。これは日本人の
場合は仕方がないことでしょう。逆にいうと
海外の先生は飛びつくのではないでしょう
か。

Siemens Healthineers が Corindus 
社を買収した主な理由の一つが、CorPath 

GRXに投資してアンギオ装置と融合させる
ことだと考えますが、その時に重要なポイン
トは何でしょうか。
　アンギオ装置上のX線画像に、例えばガ
イドワイヤーが自動追従して進んでいくよ
うなものを想像していますし、将来的にそう
なると思います。いまの人工知能（AI）の進
化を考えるとそういう時代が来るのではな
いかと思います。だからこそ Siemens 

HealthineersはCorindus社を買収したと
思いますし、CTフュ―ジョンや IVUS フュ―
ジョンなどを機能として取り入れて、冠動脈
を評価しながらガイドワイヤーやバルーン
カテーテルを入れたら自動で進めていくよ
うになるのではないかと思います。海外の
先生は RoR 機能（technIQ）を多用してい
てそれも良いのですが、日本の医師から言
わせると、もう少し繊細に動いてワイヤリン
グできればもっといいと思います。おそらく
海外ではそのニーズが弱いのだと思います

が、それができるようになれば CTO 病変に
も CorPath GRXを使用できるようになる
のではないでしょうか。

最後にこれからCorPath GRXを導入され
る先生方、導入を検討されている先生方に
対して一言お願いします。
　遠隔治療を今後考えて行くのであれば、
やはり CorPath GRXの使用は避けて通れ
ないと思います。まだ完成品ではありませ
んが、病院が導入に協力してくれるのであ
れば、放射線被ばく量の低減にも繋がりま

循環器内科グループの皆さま

（写真左から）藤田　勉先生、シーメンスヘルスケア(株 )　AT事業本部長　荒川　泰一郎

すし、医師のマニュアル PCI 技術も向上で
きます。やはりCorPath GRXを導入して同
時に技術を磨いた方がいいと私は考えま
す。また、放射線被ばく量低減についてです
が、これから女性の医師も増えていきます。
循環器内科としてやっていくにあたっての
一番の問題は放射線被ばくだと思っていま
す。そういった意味でもCorPath GRXが導
入されることで、PCI を行いたいという先生
がたくさん出てくることを期待したいと思い
ます。私はどちらかというと Robotic-PCIの
テクニックを上げることに勤しんで行く方で

すが、やはり女性の医師にとって放射線被
ばくゼロでカテーテルができる環境という
のは、今後非常に重要になってくると思いま
す。先ほども言いましたが、この Ro botic-

PCI は一つのチャンスだと私は思っていま
す。誰もまだやってないですし、好きなこと
ができるこんな楽しい世界はないと思って
います。それにもっとエキセントリックな使
い方している海外の先生と交流をも って、
もっと楽しみたいなと思いますね。


