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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

Rashkind動脈管開存閉鎖システムによる経静脈的動脈管閉鎖術を1989年5月から1990年1月にかけて

32例に試み30例（94％）で閉鎖栓留置に成功した．1例で閉鎖栓が左肺動脈内へ脱落したが，その場でカ

テーテルにて回収，新たな閉鎖栓を留置した．成功例は，男9例：女21例，0．9～54．5歳（中央値2．8歳），

体重6．7～57．Okg（中史値12．5kg），動脈管内径は1．2～9．3mm（中央値3．1mm）．全例6ヵ月以上color

flow　Dopplerにて観察、残存短絡の有無を確i認した．術後6ヵ月時，明らかな短絡を認めた3例（10％）

は，2個目の閉鎖栓留置術を行ない，全例無事成功した．僅かな短絡の6例（20％）と完全閉鎖の21例

（70％）は無症状で経過観察されている．本法は，乳幼児から成人に至るまで安全に施行できる有効な方

法であることが証明された．

　　　　　　　　　緒　　言

　初めてカテーテル法による動脈管閉鎖法を開発した

のはドイツ，東ベルリンのPorstmannである1）2）．この

Porstmann法は，とくにドイツ及び日本で発展し、先

天性心疾患の治療に新局面をもたらしたが、動脈管径

より大きなplastic　foamの閉鎖栓を大腿動脈から挿

入する方法のため，あまり大きな動脈管や小さな小児

には使用できなかった3｝～7）．新しく開発されたRash－

kind動脈管開存閉鎖システム（USCI　Rashkind　PDA

Occlusion　System）の特長は，傘のように開閉できる
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2枚のdiskをもつ閉鎖栓（double　disk　occlusion

device）を使用し，小さな血管を通しても大きな動脈管

が閉鎖できるようにしたこと，また長い鞘（long

sheath）を使用することで，すべての操作を大腿静脈

側から行なえるようになってたことである8）9）．現在，

本法はアメリカでの治療を終了し，ヨーロッパ，カナ

ダではすでに臨床使用が承認されている．今回，我々

はこのRashkind動脈管開存閉鎖システムを治験する

機会を得たので6ヵ月にわたる経過観察の結果も含め

て報告する．

　　　　　　　　　対　　象

1989年5月から1990年1月にかけて，32例の動脈管開

存を主体とする心疾患患者にRashikind動脈管開存
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閉鎖システムによる経静脈的動脈管閉鎖術（以下Ra・

shkind法）が試みられた．男11名，女21名であり，年

齢はO．9歳から54．5歳（中央値2．9齢），体重6．7kgから

57kg（中央値12．5kg）であった（表1）．32例中動脈管

開存単独は20例であるが，12例に心合併疾患を，また

5例に心外合併疾患を認めた．いずれの合併疾患も軽

症であり，外科治療を必要としない．心症状は13例

（41％）に認めたが，その内訳は心不全7例，発育不全

7例，反復感染6例であった．19例は無症状であった．

理学所見では，連続性雑音を30例に認めたほか，拡張

期ランブル10例，bounding　pulseを21例に認めた．胸

部X線で心拡大（心胸郭比55％以上）は15例に認めら

れた．心電図異常は16例に認め，左室肥大8例，両室

肥大5例，右室肥大3例であった．

　全例で，Rashkind法施行に先立ち患者本人あるい

は親権者に対し，本法は厚生省から使用の許可を得て

いるが治験段階であること，代替手段として外科的開

胸閉鎖術があり危険性は十分低いこと、どちらの方法

を選択しても患者に何ら不利益がもたらせないことを

説明し，文書による承諾を得た．

表1　Rashkind法

症例 性別 年齢 体重 身長 合併疾患および心症状 心胸郭比 心電図

12mm閉鎖栓留置成功
1 m 2．1 11．6 86．5 染色体異常（9p＋，11p－） 0．49

2 f 2．8 12．2 91．0 PSバルーン拡張術後 0．57

3 f 1．4 6．7 72．2 先天性風疹症候群，AS，末梢PS，発育不全 0．58 左室肥大

4 f 1．7 12．8 83．2 肺静脈狭窄，反復感染 0．60

5 m 1．7 11．6 83．0 反復感染 0．55 左室肥大

6 m 2．1 9．4 80．8 MR，発育不全 0．49

7 f 11．5 35．8 136．4 0．41

8 m 1．0 8．2 76．0 0．55

9 f 1．3 9．9 80．0 PSバルーン拡張術同時施行 0．55 右室肥大

10 f 2．7 11．5 87．8 0．54

11 m 6．5 17．8 113．0 0．48

12 m 10．5 26．0 134．8 TGA，　Senning手術後，心不全 0．57 右室肥大

13 m 2．8 18．0 107．2 0．49

14 f 1．0 6．7 70．8 心不全，発育不全 0．57 左室肥大

15 f 9．9 25．2 128．5 0．44

16 f 7．4 23．4 119．2 0．45 左室肥大

17 f 5．6 18．4 108．4 0．47

17mm閉鎖栓留置成功
18 f 0．9 9．1 74．3 心不全 0．61 左室肥大

19 f 1．7 10．4 75’0 MR，反復感染 0．54 両室肥大

20 f 45．8 57．0 150．0 0．51

21 f 17．0 50．0 140．5 Down症候群AR，　VSD 0．60 左室肥大

22 f 5．0 16．2 106．0 0．54

23 f 1．7 8．2 72．0 MR，心不全，発育不全 0．64 両室肥大

24 m 1．9 9．7 82．3 反復感染 0．55 両室肥大

25 f 54．5 51．0 151．0 心不全，反復感染 0．54 左室肥大

26 m 5．9 19．2 110．5 0．52 左室肥大

27 f 3．0 9．8 81．3 MVP，　MR，心不全，発育不全，反復感染 0．59 両室肥大

28 m LO 8．3 74．0 MS，　MR 0．62 右室肥大

29 f 10．5 27．0 134．5 0．51

30 f 9．3 27．2 124．0 MVP，　MR 0．50

閉鎖栓留置不成功

31 m 0．9 7．0 71．9 合趾症，心不全，発育不全 0．61 両室肥大

32 m 3．4 15．6 94．3 0．42

略語：AR大動脈弁逆流，　AS大動脈弁狭窄，　MR僧帽弁逆流，　MS僧帽弁狭窄，　MVP僧帽弁逸

脱，PS肺動脈弁狭窄，　TGA大血管転位，　VSD心室中隔欠損
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　尚，今回の症例の一部はすべに症例報告されてい
る10）11）．

　　　　　　　　　　　方　　法

　Rashkind法の患者選択基準

　Rashkind法の選択基準は臨床所見，心エコー図な

いし心血管造影法で動脈管開存が確認されている体重

5kg以上の患者で，体重10kg未満では動脈管最小内径

が5mm末満，体重10kg以上では，動脈管最小内径が10

mm未満であることとされた．体重5kg未満や動脈管

最小内径が10mm以上，重篤な肺血管病変があるもの，

逆短絡の動脈管などは本法の適応外とされた．体重5

kg以上10kg未満で動脈管最小内径が5mm以上10

mm未満は，相対的適応とされた．

　Rashkind法の用具（図1）と操作手順（図2）

　Rashkind法の用具，手技については，　Rashkindら

の原著に詳しいし9），我々の方法の詳細はすでに報告

しているので10），ここでは概略を示す．

　USCI　Rashkind動脈管開存閉鎖システムは，挿入用

具（Delivery　System）と閉鎖栓（Occlusion　Implant）

からなる（図1）．

施行患者所見

動 脈　管
最　終　結　果症例 Pp／Ps Qp／Qs 技術的問題点

形　態 内径 長

1 0．35 L40 funnel 3．0 7．0 直後閉鎖

2 028 1．48 tortUOUS 2．6 9．6 退院時閉鎖

3 0．54 1．70 f皿nel 2．5 5．0 1ヵ月後閉鎖

4 0．31 2．16 funnel 3．1 4．0 1週間後閉鎖

5 0．21 2．80 funnel 3．6 4．4 小短絡

6 0．31 2．47 funnel 2．5 5．6 退院時閉鎖

7 0．22 2．05 funnel 2．5 2．6 1週間後閉鎖

8 0．28 2．46 funnel 3．7 4．2 小短絡

9 0．31 1．50 funnel 1．2 3．7 ワイヤー逆行性通過 退院時閉鎖

10 0．18 1．26 funnel 2．3 5』 直後閉鎖

11 022 1．18 funnel 2．3 7．0 3ヵ月後閉鎖

12 0．70 2．86 tortUOUS 2．7 14．0 ワイヤー逆行性通過 1ヵ月後閉鎖

13 0．27 1．30 tubular 3．2 3．7 直後閉鎖

14 0．24 2．34 funnel 3．3 3．4 小短絡

15 0．19 1．79 funnel 1．9 6．5 1ヵ月後閉鎖

16 0．22 1．44 funne1 3．0 10．0 直後閉鎖

17 020 1．30 funnel 3．0 10．0 肺動脈内塞栓・回収 1週間後閉鎖

18 0．35 2．10 window 6．6 1．5 中短絡，9ヵ月後12mm閉鎖栓留置
19 0．67 3．74 tubular 3．4 5．3 3ヵ月後閉鎖

20 0．20 1．42 funnel 4．0 7．0 直後閉鎖

21 ⑪．27 3．00 window 4．7 2．2 3ヵ月後閉鎖

22 0．29 1．88 funnel 2．3 5．7 1ヵ月後閉鎖

23 0．71 3．39 window 7．7 3．6 大短絡，6ヵ月後17mm閉鎖栓留置
24 0．47 2．80 window 7．4 3．1 小短絡

25 0．46 3．12 window 6．0 5．0 直後閉鎖

26 0．27 2．08 funnel 3．1 10．9 閉鎖栓通過（肺動脈側） 小短絡

27 0．45 2．49 funnel 4．5 7．3 小短絡

28 0．71 4．79 window 9．3 7．0 大短絡，6ヵ月後17mm閉鎖栓留置
29 0．21 1．18 funnel 4．0 6．6 閉鎖栓通過（大動脈側） 1ヵ月後閉鎖

30 026 1．30 funnel 3．1 8．3 1ヵ月後閉鎖

31 0．61 2．70 window 5．7 4．8 大腿静脈狭小 外科的切離術

32 0．25 1．00 funnel 1．0 14．0 ワイヤー不通過 無処置
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図2　Rashkind動脈管開存閉鎖システムの操作手
　順．説明は本文参照，

　閉鎖栓にはdisk径が12mmと17mmの2種類が有

り，それぞれに太さ8Fないしは11Fの挿入用具が用い

られる．12mm閉鎖栓は，動脈管最小内径4mm未満，

17mm閉鎖栓は動脈管最小内径4mm以上の患者に使

用された．閉鎖栓には各々3ないし4本のspring　arm

に支えられた2枚のpolyurethane　foam　diskが向か

い合わせに付いていて，挿入用具手元のknuckle　con・

trol　mechanismの操作で，挿入用具先端に固定され

る．閉鎖栓は更にloading　deviceを用いて2つのdisk

が互いに反対方向に傘のように折り畳まれ，control

rodを引き込むことで挿入用具先端のpodに収納され

る．

　患者は気管内挿管による全身麻酔をうける．大腿静

脈穿刺により挿入された先端孔を持つ血管造影用カ

テーテルが，動脈管を経て大動脈に至り，シネ大動脈

造影が正側2方向で行われ，動脈管の形態及び最小内

径が確認され（図2－1）．2種類の閉鎖栓のうちの一方が

選ぼれる．exchange　guidewireを使用して血管造影用

カテーテルと入れ替えに挿入用具誘導用の10ng　sheth

が挿入され，大動脈に至る．このときlong　sheathは，

予めカテーテルの走行に合わせて沸騰水からの高温

（摂氏100℃ほど）の水蒸気を用いて形付けしておく．

閉鎖栓を先端に内装したi挿入用具がsheathの中を三

尖弁の位置まで進められ，control　rodを押し込むこと

で閉鎖栓がpodからsheathの中へ押し出される（図

2－2）．sheathの先からまず閉鎖栓の先端の傘のみが大

動脈内で出て開く（図2－3）．側面のX線透視下に

sheathと挿入用具が一体としてゆっくり引き戻され

ると，先の傘が動脈管内に模入する．気管の位置を指

標にしながら閉鎖栓の中心が先に造影された動脈管の

最小径部と一致した事を確認しつつ，sheathのみが引

き戻されると，手前の傘も開き，2つの傘で動脈管を

挾むように閉鎖栓が固定される（図2－4）．閉鎖栓が

knuckle　control　mechanismの操作により分離iされる

（図2－5）．大腿動脈から逆行性に挿入された小径の

血管造影用カテーテルで大動脈造影が正側2方向で行

なわれ，閉鎖栓の位置と残存短絡の有無が確かめられ

る（図2－6）．術直前と，その後6時間毎に計4回の抗

生剤静脈内投与がなされる．
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　Rashkind法後の経過観察基準

　患者は術当日は臥床安静としたが，翌日には制限を

解除，術後2日目に退院とした，術後検査は，まず術

直後に逆行性大動脈造影により残存短絡を見る．その

後は，聴診による心雑音の確認，胸部X線による動脈

管閉鎖栓の位置の確認，およびcolor　How　Doppler（以

下CFD）による残存短絡の確認を行なった．聴診と

CFDは，退院時，術後1週間，1ヵ月，3ヵ月，6カ

月と1年に行なった．それに加えて，胸部X線は，退

院時，術後1ヵ月と1年で施行した．術後長期管理上

の指針としては，術後1年間は感染性心内膜炎予防の

指針にしたがう．聴診上明らかな連続性雑音と拡張期

ラソブルを示す残存短絡に対しては6ヵ月ないし1年

で本法を再施行するか外科的閉鎖術を行なうか，本人

あるいは親権者に選択させる．CFDでのみ検出される

か僅かな収縮期雑音のみの残存短絡に対しては感染性

心内膜炎の予防指針を守りながら経過を観察し，1年

以後，本法の再施行か外科的閉鎖術を考慮することと

した．

　統計学的検討

　Rashkind法施行後の残存短絡の有無について，

種々の因子との関連を，KruskalWallis検定，　Mann－

Whitney検定，あるいはカイニ乗検定を用いて検討

し，危険率0．05未満を有意と判定した．

　　　　　　　　　　結　　果

　心臓カテーテル検査

　Rashkind法に先だって，あるいは同時に行なわれ

た心臓カテーテル検査で，肺体血流比は1．00～4．79（中

央値2．13），肺体収縮期血圧比はO．18　一一　O．71（中央値

0．29）であった（表1）．

　動脈管の形態

　全例で動脈管を通して大動脈に挿入された血管造影

用カテーテルによる大動脈造影で，動脈管の形態が明

確に示された．漏斗状で肺動脈側に狭窄を認めるもの

（漏斗型，funnel　type）がもっとも多く21例，太く短く

て動脈管最小内径が動脈管長よりも大きいもの（窓型，

window　type）が7例，細長くて狭窄の無いもの（管

型，tubular　type）が2例，長く蛇行し肺動脈側に狭窄

を認めるもの（蛇行型，tortuous　type）が2例であっ

た（表1）．閉鎖栓の選択にとってもっとも重要な動脈

管の狭窄部における最小内径は1．0～9．3mm（中央値

3．2mm）であった，動脈管長は1．5～14．Omm（中史値

47mm）であった．いずれの動脈管も本法の患者選択基

準に合致するものであったが，そのうち4例は，体重

515－（73）

表2　Rashkind法施行後6ヵ月時の残存短絡の要

　因分析

要 因

危険率
12mm閉鎖栓＊ 17mm閉鎖栓＊＊

p＜0。01 動脈管最小内径 年齢

体重

身長

体表面積

p〈0．05 年齢 心胸郭比

身長 動脈管最小内径

体表面積

Qp／Qs

有意差なし 体重 Qp／Qs

心胸郭比 Pp／Ps

Pp／Ps 動脈管形態

動脈管形態 動脈管長

動脈管長

＊：Mann・Whitney検定　”：Kruskal・Wallis検定

5kg以上10kg未満で動脈管最小内径が5mm以上10

mm未満の相対的適応患者であった．

　動脈管閉鎖術

　Rashikind法を試みた32例中，30例（93．8％）で閉鎖

栓の留置に成功した（表1）．2例では不成功であった

が，その理由は1例では動脈管が径1．Ommと細く，肺

動脈側，大動脈側からのいずれの方向からもguid－

ewireの通過が得られなかったためであり（症例32），

他の1例では，体重7．Okgの乳児の5．7mmの動脈管に

対し，17mm閉鎖栓のための11F　long　sheathが大腿静

脈内を上行できなかった（症例31）．

　閉鎖栓留置成功30例中，27例では1個の閉鎖栓使用

で留置に成功した．しかし2例では閉鎖栓の切離以前

に閉鎖栓の2つの傘とも大動脈側で開いたり（症例

29），あるいは開傘後肺動脈側へ通過してしまったため

（症例26），sheathの中へ回収され，1例では、閉鎖栓

の切離後，閉鎖栓が脱落，左肺動脈内に塞栓を来たし

たため，snare　catheterを使用してやはりsheath内に

回収された（症例17）．これら3例はいずれもその場で

新たな閉鎖栓を使用し留置に成功している．これらの

動脈管は，いずれも6．6～10．9mmと比較的長く，閉鎖

栓を切離すべき部位が同定しにくい形であった．

　2種類の閉鎖栓のうち，12mm閉鎖栓が使用された

のは，体重6．7～35．8kg（中央値12．2kg），動脈管最小

内径1．2　一一　3．7mm（中央値2．7mm）の17例，17mm閉

鎖栓が使用されたのは体重8．2～57．Okg（中央値は
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　残存短絡率％
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　　術直後

図3　Rashkind法施行後の残存短絡率の経時変化．

　全症例30例について（●），および本法選択基準外の

　4例を除いた26症例について（○）．

16．2kg）．動脈管最小内径2．3～9．3m（中央値4．5mm）

の13例であった．動脈管内径の適応上限は10mm未満

と言われており，我々は10mm以上の症例には試みて

いない，

　30例中2例では，動脈管のguidewire通過に，大動

脈側から逆行性カテーテル法を必要とし，大腿静脈か

ら挿入したsnare　catheterでguidewireを肺動脈内

で捕え，静脈側に引きだした（症例9，12）．

　経過観察

　閉鎖栓留置に成功した30例は，1990年7月現在

5．5～13．6ヵ月（中央値8．2ヵ月）経過観察されている．

　30例中，閉鎖術直後の大動脈造影で残存短絡が無く

完全閉鎖が確かめられたのは6例のみであるが，翌々

日の退院時までに更に3例が閉鎖，術後1週間までに3

例，術後1ヵ月までに6例，術後3ヵ月までに3例が

CFDにより新たに完全閉鎖が確かめられた．結局，術

後6ヵ月までにCFDにて21例（70％）の完全閉鎖が確

かめられたが，9例（30％）に残存短絡を認めた（図

3）．9例の残存短絡症例中，17mm閉鎖使用の3例と

12mm閉鎖栓使用の3例，計6例（20％）は僅かな短

絡で，収縮期雑音を示すのみで無症状であり，21例の

完全閉鎖例と共に経過観察されている．残りの3例

（10％）はいずれも17mm閉鎖栓使用例で，連続性心雑

音と拡張期ランブルを伴う明らかな短絡があるため

（症例18，23，28）いずれも術後6ヵ月を過ぎてから，

Rashkind法を再施行され，2個目の閉鎖栓が無事留

置された．

　Rashkind法再施行は，前回に留置した閉鎖栓が完

全に血管内膜で覆われ固定されるのを待つため，6カ

月以後に行なった．その方法は，初回時と全く同様で，

いずれも前回の閉鎖栓の上縁からの短絡ルートに肺動
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　　　　　　　　動脈管最小内径（mm）

　　　　　　17mm閉鎖栓の残存短絡

　　　　60
　　　　　　　　o
　　　豆5°　　　○　○
　　　蓼1：

　　　　　　○　　0
　　　　20　　　■
　　　　　0

　　　　1iに＿＝∴
　　　　　2345678910　　　　　　　　　　　動脈管最小内径（mm）

図4　12mm閉鎖栓および17mm閉鎖栓についての，

　残存短絡の程度別の動脈管最小内径と体重の散布図

　○：完全閉鎖，■：小短絡，▲：大短絡

脈側からカテーテルを通し，guidewire，　long　sheath

の順に入れ替え，挿入用具を進めて，前回の閉鎖栓の

上に重ねるように新しい閉鎖栓を留置した．再施行時

には前回の閉鎖栓の位置を指標にできるため，初回よ

りもむしろ容易であった．短絡ルートの内径により，

症例18では12mm閉鎖栓を，症例23及び28では17mm

閉鎖栓を使用した．

　残存短絡を来たす要因

　術後6カ月を経過した時点での残存短絡の種々の要

因との関連について検討した．使用された閉鎖栓のサ

イズで見ると，12mm閉鎖栓では，17例中3例（18％），

17mm閉鎖栓では13例中6例（46％）に残存短絡を認

めた．そこで閉鎖栓サイズ別に種々の要因と残存短絡

の有無との関連を統計学的に検定したところ（表2），

12mm閉鎖栓，17mm閉鎖栓のいずれの場合も，残存

短絡を示す患者では完全閉鎖を示す患者に比べて，動

脈管最小内径が有意に大きく，年齢，身長，体長面積

などの体の大きさを示す要因が有意に小さかった．一

方，動脈管の形態や長さ，肺体収縮期血圧などには有

意差を認めなかった．

　さらには各閉鎖栓について，動脈管最小内径と体重

に関する散布図を，残存短絡の程度毎に分けて示すと

（図4），まず12mm閉鎖栓では，動脈管最小内径3．3

mmを境として，それ未満14例では全例完全閉鎖であ

り，それ以上では，3例全例が残存短絡を示している，
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17mm閉鎖栓使用例では，13例中3例が僅かな短絡を，

3例が大きな短絡を示したが，動脈管最小内径6．6mm

を境として，それ未満9例では7例が完全閉鎖である

のに対し，それ以上4例では全例が残存短絡を示して

いる。特に大きな短絡を示した3例は，いずれも体重

8．2～9．1kgで動脈管最小内径6．6～9．3mmであり，本

法の患者選択基準からみると，相対的適応の範囲にあ

る．ここで仮に体重10kg未満，動脈管最小内径5mm以

上の4症例を，絶対的適応ではなかったとして除くと，

残存短絡率は減少し，術後6ヵ月の時点で26例中5例，

19％となる（図3）．

　我々の本法施行例では動脈管内径9．3mmが最大で

あるが，この症例は大きな短絡を残し，閉鎖栓の大動

脈側のarmの1つが肺動脈側に外れていた．幸い2個

目の閉鎖栓が6ヵ月後，無事留置された．それ以外の

8mm未満の動脈管では，一旦留置し閉鎖栓のarmが

反対側へ外れるということはなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　動脈管開存が非開胸的にカテーテル法で安全に閉鎖

できるならば，その効用は多大である．患者は開胸に

よる痛みから開放され，開胸術による出血，感染，呼

吸不全などの種々の合併症を回避できるため，外科手

術のriskの高い小児患者への適応拡大が計れる．また

成人の動脈管は脆く手術時出血の危険が高いことは，

心臓外科医の良く知るところであるが，カテーテル法

はその危険性を減じうる．他の先天性心疾患に合併し

た動脈管開存では，あらかじめ動脈管を閉鎖しておく

ことで，開心術の安全性を高められる．入院期間の短

縮は，患者の精神面に好影響をあたえ，医療の経済面

からの利点もある．最後に胸部に手術創が残らないと

いう美容上の利点は，この疾患が女性に多いことを考

えると大きい．

　初めてカテーテル法による動脈管開存の閉鎖法を開

発したのはドイツ，東ベルリソのPorstmannであ

る1）2）．このPorstmann法は，その後とくにドイツ及び

日本で発展したが，広くの世界には普及しなかっ

た3）”’7），その大きな理由は，動脈管径より大きな

polyvinyl　alcohol　foamの閉鎖栓を大腿動脈から挿入

するため，大腿動脈内膜の損傷血管閉塞の危険があ

り，あまり大きな動脈管や小さな小児には使用できな

いためであった．さりとて動脈管を開胸によらず閉鎖

できる利点は計り知れない．Rashkindはより年少児

にも安全に使用できる方法をめざして，開発に着手し

改良を重ねた．Rashkindの方法の特長の第一は，傘の
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ように開閉できる閉鎖栓を使用することで，小さな血

管を通しても大きな動脈管が閉鎖できることを目指し

たことである．1979年の3．5kgの乳児例では，まず

hookの付いた一枚傘の閉鎖栓から初め8｝，やがて

hook無しの二枚傘式閉鎖栓に改良された．さらに

Mullinsが開発した長い鞘（long　sheath）を使用する

方法で，すべての操作を大腿静脈側から行なえ，大腿

動脈の損傷の可能性がなくなり，Rashkind法は完成
した9｝．

　このようにRashkind法は，先発のPorstmann法の

欠点をほぼ完全に克服し，小児への適応を大きく広げ，

本法の世界各国への普及をもたらしたといえ
る12）～15）．

　但し，この新しい方法にも検討を加えるべき問題が

いくつかある．過去の治療成績を振り返ってみると，

Rashkindら自らによる1976年7月から1986年1月ま

での治験期間中，総数146例に本法が施行され，112例

（77％）で閉鎖栓の留置を成功しているが，15例（10％）

では閉鎖栓を留置できず手技を中止している．19例

（13％）に閉鎖栓の脱落による塞栓がある．閉鎖栓留置

に成功した症例中96例（86％）で動脈管は完全閉鎖し

たが，16例（14％）では残存短絡を認めた．用具の最

終改良が完了した1984年1月以後の症例についてみる

と，本法施行79例中，留置成功69例（87％），中止3例

（4％），塞栓7例（9％），留置成功例中動脈管完全閉

鎖64例（93％），残存短絡5例（7％）と明らかな改善

を示しており，用具の改良と技術の習熟が成績改善に

大きな要因であることが解かるが，本法の問題点が依

然，適応の限界，閉鎖栓の脱落・塞栓，および残存短

絡の3点にあることは変わりがない．Rashkindら以

後，本法の治験結果が各方面から出され，成績の向上

と共に，これらの問題点についての考えが示されてい

る12）一一15）．我々の成績は，32例中留置成功30例（93．8％），

中止2例（6．2％），塞栓1例（3．1％），留置成功例中

6ヵ月までの経過観察で完全閉鎖21例（70％），残存短

絡9例（30％）であった．我々も今回の経験を踏まえ

て，前述の3つの問題点について考えてみたい．

　Rashkind法適応の限界

　第1の限界は本法をどれほど小さな患者に適応でき

るかであり，挿入用具誘導用のlong　sheathを受け入

れるには，ある程度の大腿静脈の太さが必要なこと，

心臓があまり小さいと心臓内でlong　sheathが折れ曲

がってつぶれてしまうことによる．今までの報告では，

8Fのlong　sheathについては，体重4kg台でも不可能
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ではないが，一般に6kg未満では難しいといわれてい

る．我々の症例の最小体重は6．7kgであり，この体重で

あれぽ，特に難しさは感じなかった．6kg以上であれ

ば，まず可能であろう．11Fのlong　sheathについて

は，一般的には，体重10kg以上が好ましいと言われて

いる．我々の経験では，体重7．Okgの乳児1例で，

sheathが大腿静脈を上行せず断念したが，体重8kg

以上の症例はいずれも閉鎖栓留置に成功している．

　第2の限界は動脈管内径である．動脈管内径が小さ

すぎてguidewireが通過できなけれぽ本法は施行で

きない．一般に動脈管のguidewire通過には，その形

態からして肺動脈側からよりも大動脈側からの方が容

易であり，肺動脈側からの通過が困難な場合は，大動

脈側からの通過を試みるべきであり，そのような例が

我々でも2例ある．しかしそれでも通過が困難なほど

小さい動脈管開存も1例あった．

　動脈管内径の適応上限は閉鎖栓が安全に留置でき脱

落しない限界であり，一般には10mmと言われ，さら

に9mm以下にするべきだとの報告もある13）．我々の経

験では動脈管内径9．3mmの症例が最大であるが，大き

な短絡を残し，幸い2個目の閉鎖栓が無事留置された

が，最初の閉鎖栓の大動脈側のarmの1つが肺動脈側

に外れていた．8mm未満の動脈管ではそのようなこと

はなく安全に留置できると考えられる．

　閉鎖栓の塞栓

　初期の経験では高かった塞栓の頻度も，最近では0

～ 4％程に低下しており，明らかに熟練の結果と思わ

れる12）～15）．しかし，閉鎖栓塞栓は，本法の手技に不慣

れであれぽ当然であるが，習熟した術者でも常にその

危険性がある．その原因は閉鎖栓の分離の場所が適切

でなかったり，実際の動脈管のサイズが推定したサイ

ズより大きかったり，閉鎖栓を分離した後，挿入用具

の先端が閉鎖栓のpolyurethane　foamの傘に引っ掛

かることに因っている．我々の症例では，塞栓の1例

とその前段階とも言える閉鎖栓の動脈管通過の2例

は，いずれも比較的長い動脈管で，閉鎖栓を分離する

部位の同定に戸惑う形であった．

　閉塞栓を正しい部位で分離するためには，予め行な

う大動脈造影を十分な造影剤の量と注入速度（lml／kg

以上を1秒以内）で行ない鮮明な動脈管側面像を得る

こと，その像より動脈管最小内径部と気管の前縁との

位置関係を正確に把握し，閉鎖栓分離位置の指標とす

ること，閉鎖栓分離時には人口呼吸の1回換気量を出

来るだけ減らして動脈管の呼吸による移動を減じるこ
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と，閉鎖栓を分離するとき挿入用具の先端が閉鎖栓の

傘に引っ掛からないように挿入用具を若干引きぎみに

することなど幾つかの工夫が必要である．Wesse1ら12｝

は更に，閉鎖栓分離時に大動脈に挿入した小径の造影

用のカテーテルから造影剤の用手注入を適宣繰り返す

ことで閉鎖栓の位置を確認することを推奨しており有

用だと思われる．彼らはまた，閉鎖栓を分離するとき

long　sheathを閉鎖栓に挿し当てて挿入用具の先端が

傘に引っ掛かることを防ぐとしているが，この方法は

むしろ閉鎖栓に余分な力を加えることとなり，閉鎖栓

の移動を来たすことを経験し，我々は行っていない．

　塞栓が起きた場合，今までの実験および臨床報告で

は，閉鎖栓のdisk状の形態から血管の完全閉鎖などの

事態にならなかったといわれる9）．しかし，そのような

事態が絶対起らないとは断言できない．本法の術者は

このような事態にも対処できるよう，snare　catheter

やgrasping　forceps　catheterなどの異物回収用カ

テーテルの操作にも習熟しておくことが必要である．

我々も本法の治験に先立ち，犬を使用して肺動脈内に

脱落した閉鎖栓のカテーテルによる回収の練習を行

なったが，その経験が今回の治験で1例経験した閉鎖

栓の肺動脈内塞栓のカテーテルによる回収に役立っ

た．

　残存短絡

　本法施行患者のうち心症状を持つ者の多くは，本法

施行後ただちに症状が消失しており，本法の大きな利

点である．しかし，むしろ最初から無症状な患者も多

く，本法の目的の1つが感染性心内膜炎の予防にある

ため，残存短絡の問題は重大である．

　本法の術直後に短絡を認めても6ヵ月から1年で完

全閉鎖に至ることが多いといわれるが，それでも7

～ 21％前後に短絡が残るといわれる9）12）～15）．

　我々の経験では，術後6ヵ月時で30％に残存短絡を

認めた．過去の報告に比べて，かなり高いが，その理

由は，手技の未熟さによるというよりも，むしろ残存

短絡を検出する方法の精度によると思われる．残存短

絡検出方法は，初期の治験例では専ら聴診所見により，

その後の報告でも，せいぜいpulsed　Dopplerを使用し

ているに過ぎない．我々は，color　flow　Dopplerを全

例で最初から用いているが，通常のpulsed　Dopplerに

比べcolor　How　Dopplerは検出精度が高いことは，特

に本法の術後のように残存短絡血流が通常とは異なる

方向に吹くことのある場合，十分推測される．我々同

様にcolor　flow　Dopplerによる観察を行なったMus一
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eweらの報告では，術後6ヵ月で残存短絡率は27％で

あり，我々の結果に近い16）．彼らの結果では，1年後に

は19．7％に減少したとのことで，我々の症例でも更に

減少することが期待できる．もっともcolor　flow　Dop－

plerでのみ検出される僅かな短絡の臨床的意義につ

いては更に検討して行かなけれぽならない．

　我々のcolor　flow　Dopplerによる残存短絡の観察

と，その結果の分析から言えることは，残存短絡を来

たす主要因は動脈管最小内径の大きさと患者の身体の

大きさ，特に動脈管最小内径である．今回の治験では，

動脈管最小内径が3mmまでであれぽ12mm閉鎖栓で

確実に，また6mmまでであれぽ17mm閉鎖栓でほぼ確

実に閉鎖しうることが解かったが，一方，動脈管最小

内径3mmを越える症例は12mm閉鎖栓では残存短絡

を示し，17mm閉鎖栓でも6mm以上では短絡の残存す

る可能性が高い．但し一方で，2個めの閉鎖栓留置を

も良しとすれば，本法の適応基準は動脈管内径8mmに

まで広げられる．しかし，動脈管内径9．3mmをもつ症

例の術後の残存短絡の大きさから察するに，動脈管最

小内径9mm以上は17mm閉鎖栓にても適応から除外

するべきと考えられた．

　残存短絡の頻度を減らすための工夫として，Wessel

らは，全身へのheparin投与を行わず，閉鎖栓を予め

thrombin液に浸し，閉鎖栓切離後，診断用balloon

catheterをしばく肺動脈側ないし大動脈側から閉鎖

栓に押し当てて血流を遮断し，血栓形成を促進するこ

とを推奨している12｝．我々も初め本法にはheparinを

使用せず，閉鎖栓をthrombin液に浸していたが，やが

てlong　sheath内での血栓形成による末梢動脈の塞栓

が懸念されるにいたり，最近は，heparinを使用し

thrombinを使用しないようにしている．その後残存短

絡が増加したとの印象はない．balloon　catheterをあ

てがい血栓形成を促進する方法は，初め3例に試みた

が，閉鎖栓の位置がずれることでむしろ残存短絡量を

増加させることを知り，やはり現在では行なっていな

い◆

　結局，残存短絡を決める要因は，やはり動脈管の太

さと言え，残存短絡率を減らすためには，厳密な患者

選択基準を適応することが最も大切である．

　患者選択基準への提言

　本法施行後残存短絡を最小限に拝iさえることを第一

に考えた場合，12mm閉鎖栓は，体重6kg以上の患者の

径3mm以下の動脈管に，17mm閉鎖栓は体重8kg以上

の患者の計6mm以下の動脈管に使用することを提言
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したい．尤も，この選択基準はいささか厳密すぎる帰

来が無いとは言えない．動脈管内径が6mm以上でも8

mm以下であれぽ，17mm閉鎖栓を安全に留置できる．

しかしその場合は残存短絡に対して2個目の閉鎖栓留

置術が必要となる可能性がある．少なくとも我が国で

これから本法を普及させていく当初においては，この

指針を参考にしていただきたい．

　Rashkind法は世界各国ですでに600例を越える使

用経験があり，本法に因る死亡は未だ例を見ない．数

多くの使用経験から得られた信頼性と安全性が，本法

の過去10数余年に渡る動物実験，臨床治験をへて改良

された自己拡張式の二枚傘式閉鎖栓の基本構造の完成

度の高さを証明している．我が国でも本法がいち早く

承認され，数多くの患者に使用されて，本法施行者の

熟練度が進む中で，将来的には適応患者の拡大や，新

生児や乳児早期の患者にも使用できるような用具や術

式の改良に進むよう大いに期待する．

　　　　　　　　　　結　　語

　ラシュキント動脈管開存閉鎖システムによる経静脈

的動脈管閉鎖術は，外科的動脈管閉鎖術に代わりうる

可能性を持つ有用な方法であると考えられる．しかし

そのためには，適応を厳密にし，塞栓の危険性と残存

短絡の頻度を最小限に抑さえることが必要である．
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　　　A‘‘double　disk”occlusion　device（Rashkind　PDA　Occlusion　System）has　been　available　toJapan　on

an　investigational　basis　since　May　1989．　Transvenous　catheter　occlusion　of　the　patent　ductus

arteriosus（PDA）with　this　device　was　attempted　in　32　patients　between　May　1989　and　January　1990，

and　was　successful　in　30　patients（male　9；female　21，　aged　O．9～54．5　yrs，　median　2．8　yrs，　weight

6．7～57．O　kg，　median　12．5　kg）．　The　ductus　was　too　small　to　cannulate　in　one　patient　and　the　femoral

vein　was　not　large　enough　to　accept　the　delivery　system　in　the　other　patient．　There　was　a　single

episode　of　device　embolization　to　the　left　pulmonary　artery；however，　the　device　was　retrieved　by　a

snare　catheter　and　another　device　was　successfully　placed　during　the　same　procedure．

　　　Seventeen　12－mm　and　thirteen　17－mm　diameter　devices　were　placed　in　the　ductus（internal

diameters　1．2　to　9．3　mm，　median　3．1　mm）．　Occlusion　of　the　PDA　was　confirmed　by　aortography

immediately　after　the　procedure　and　by　color　flow　Doppler　at　subsequent　follow－up　periods．　Residual

ducta1　shunt　was　observed　in　800ro　of　the　patients　immediately　after　procedure；however，　it　decreased　in

gpatients（30％）in　6　months．　Six　of　them　had　small　residual　shunt　and　has　been　asymptomatic．

Successful　reocclusion　in　3　patients　with　significant　residual　shunt　reduced　further　the　prevalence　of

residual　shunting．　Rashkind　PDA　Occlusion　System　is　proved　to　be　effective　and　safe　with　acceptable

risk　of　residual　shunt．
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