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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　動脈管開存（PDA）の5例に対し，コイル塞栓術を試み，全例で完全閉鎖を得た．大腿動脈からの逆

行性アプローチによりGianturco　coil（Cook社，　USA），ループ外径5mm，伸展したときの長さ7又は

8cmを留置した．4例では大腿静脈より肺動脈内にスネアカテーテル（Amplatz社製Goose－neck

snare，またはTarget社製Retriever－18）を挿入し，コイルの肺動脈端を把持しながらコイルを留置し

た．選択したコイルのサイズが不適切であったり，ループが不整のため残存短絡のあった症例では，ス

ネアカテーテルにより静脈側からコイルを回収した後，再度コイルの留置を行った．また，肺動脈側と

大動脈側でループ数のバランスが悪くコイルが不安定な症例では，スネアカテーテルによる巻き数の調

節を行った．合併症はなかった．スネアカテーテルを併用することにより，動脈管開存に対するコイル

塞栓術の有効性と安全性は向上するものと考えられた．

　　　　　　　　　はじめに

　動脈管開存に対する非開胸的カテーテル閉鎖術とし

ては，Porstmannら1）により開発された，大腿動脈より

Ivalon　sponge製の閉鎖栓を挿入する方法，　Rashkind

ら2）により報告された，2枚の傘からなる閉鎖栓を経

静脈的に挿入する方法など，いくつかの報告がある．

しかし，Porstmannらの方法は主として年齢的制約か

ら本邦では広く普及するには至らず，また，Rashkind

らの動脈管閉鎖システムは，いまだ一般には使用でき

ない．最近，北米を中心に金属コイルを用いた動脈管

塞栓術が，特に小さな動脈管の閉鎖法として有用であ

るとの報告3）～5）があり，本邦でも小林ら6）や井埜ら7）に

より報告された．Cambierら3｝による原法では，逆行性

に大動脈側よりコイルを留置するが，この方法では，

時に肺動脈末梢にコイルが脱落するという合併症が報

告されている．Sommerら8）はこの合併症を防ぐため，

静脈側より肺動脈内に挿入したスネアカテーテルで，
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コイルの先端を把持しながら留置するという新しい方

法を報告した．著者らも，この方法による動脈管のコ

イル塞栓術を行い，その有用性を確認したので報告す

る．

　　　　　　　　　対　　象

　対象は5例の動脈管開存で，症例5は心室中隔欠損

の術後に動脈管開存に気づかれた．年齢分布は2歳3

カ月から6歳1カ月（平均4歳7カ月）で体重は9．8か

ら19．Okg（15．0±3．5kg，平均値±標準偏差）であった．

左右短絡率はいずれも30％未満で，動脈管の最狭窄部

径はいずれも3mm以下であった．　Krichenkoら9）によ

る動脈管の形態分類ではtype　AとEが各2例，　type

Cが1例であった（表1）．

　　　　　　　　　方　　法

　コイル塞栓術に先だって両親に，文献上報告されて

いる本法の成績と肺動脈への脱落などの合併症，また，

本法が新しい治療法であり遠隔予後については不明で

あることなどを説明し承諾書を得た．

　用いた金属コイルはいずれもCook社製Gianturco

coilで，引き延ばした時の直径はo．038inch，伸展した
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表1　対象症例の概要と用いたコイルのサイズを示す

症例 年　齢 性
体重
（kg）

短絡率
（％） PI）A　type

最小径
（mm）

最大径
（mm）

長さ
（11m1）

コイル径
（mm）

コイル長
（mm）

残存短絡 合併症

1 6ylm F 19．o 17 C 1．9 10．7 5．2 5 8 一 　

2 5y3m F 15．0 23 E 2．0 8．8 8．4 5 8 一 一

3 2y3m F 9．8 16 A L4 ll．6 7．6 5 7
一 　

4 5y2m M 17．O 24 A 2．4 11．2 4．4 5．8 8．12 一 一

5 4y M 14．2 8 E 0．5 2．7 ll．5 5 8 一 一

ときの長さ7または8cm，ループ外径5mmのもの
（MWCE・38・7・5，　MWCE－38・8・5）を用いた（表1）．

　コイル塞栓術の方法は下記のとおりである．

　1）チオペンタールによる静脈麻酔下に大腿動静脈

を穿刺し，静脈には6F，動脈には4Fのイントロデュー

サーを挿入し，ヘパリン100u／kgを静脈内投与．

　2）通常の方法により，両心の血液ガス分析と圧測定

を行った後，正側2方向の大動脈造影を施行．

　3）動脈側より4F・Judkins右冠動脈造影用のカテー

テル（以下Judkinsと略）を挿入し，動脈管を通過さ

せて主肺動脈まで進めた．

　4）静脈側よりスネアカテーテル（ループ外径10又は

15mmのAmplatz社製Goose・neck　snare，又はTar－

get社製Retriever－18，いずれも以下スネアと略）を挿

入し，主肺動脈内でJudkinsを把持した．スネアによ

りJudkinsを把持したまま，気管の陰影をマーカーと

して，動脈管の肺動脈開口部付近までJudkinsを引き

戻した．

　5）この状態でコイルをJudkinsより挿入し，　push－

illg　wireにて先端まで進めた．カテ先からわずかにコ

イルが出た時点でスネアを引き戻し，コイルの先端を

把持した．コイルの先端が把持できたことを確認して

更にコイルを進め，肺動脈内に2巻き程度のループを

作った．スネアとJudkinsを全体に大動脈側に引き，

肺動脈側のループが動脈管の肺動脈開口部にあること

を確認してスネアを固定した．更にJudkinsを引き戻

しながらコイルを進めると，下行大動脈内でJudkins

より押し出され，大動脈側の膨大部にループを作り留

置された．

　6）4F－Pigtai1にて大動脈造影を行い，コイルが良好

に固定されていることと残存短絡がないことを確認

し，スネアよりコイルを解放した．スネアを大きく開

き，挿入，引き抜きとともに多少の回転を加えること

によりスネアからのコイルの解放は比較的容易であっ

た．しかし，コイルを深くつかみすぎると解放に手間

取ることがあり注意が必要である．2例で，コイルに

編み込まれたダクロン糸がスネアに絡むことがあった

が，スネアカテーテル挿入用のガイディングカテーテ

ル内に糸を引き込むことにより容易に切断することが

出来た．

　7）両心の血液ガス分析，圧測定，大動脈造影と肺動

脈造影を行い，残存短絡や肺動脈狭窄の有無を最終的

に確認．

　8）動静脈のイントロデューサーを抜去し，圧迫止血

して終了．

　終了後はセファクロール30mg／kgを3日間経口投

与した．また翌日，胸部X－P，心エコー，一般検血，

血液生化学，一般検尿などの検査を行い，コイルの固

定状態，残存短絡，溶血の有無などについて確認後退

院した．

　　　　　　　　　結　　果

　症例1，2では初回のコイル留置にて完全閉鎖を得

た（図1）．スネアからコイルを解放する際に多少時間

がかかる以外，手技的には比較的容易で，コイル留置

に要する時間は約30分であった．症例3は，初回に留

置したコイルのループが不整で残存短絡を認めた．こ

のため，コイルを把持したままスネアを引き抜くこと

によりコイルを回収した．再度同様の方法でコイルを

留置し完全閉鎖を得た（図2）．症例4は今回のシリー

ズ中では最大径の動脈管であり，初回はループ外径8

mm，伸展長12cmのコイルを留置した．しかしコイル

の巻き方が緩く不整であり，大動脈端が下行大動脈内

に大きく突出した．また，大動脈造影で残存短絡を認

めた．このため，症例3と同様にコイルを回収し，改

めてループ外径5mm，伸展長8cmのコイルを留置し

た．2回目の留置で，コイルは良好に固定し，大動脈

造影でも残存短絡を認めなかった（図3）．症例5は今

回のシリーズ中最小径の動脈管で，肺動脈へ脱落する

危険はないと考えられたため，Cambierらの原法に準

じて，ループ径5mm，伸展長8cmのコイルを留置した．
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図2　症例3．ヒ段は術前大動脈造影．中段はコイル

　を留置し，スネアを解放する前の大動脈造影．ルー

　プが不整で，矢印に示すようにわずかな残存短絡を

　認めた．．ド段はコイル留置後の大動脈造影．完全閉

　鎖した．

管状に長く，大動脈膨大部がほとんど無い形態の動脈

管であったため，動脈管内でどの程度コイルが引き延

ばされた形になり，その前後で何巻きするかを予測す

図1　症例2におけるスネアを併用したコイル塞栓
　術．1二段より術前大動脈造影．Retrivier・18によるカ

　テーテルの把持．スネアを引き抜いてコイルを把持

　する所．コイルの把持．コイル留置後の大動脈造影

　で完全閉鎖した．
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図3　症例4．ヒ段は術前大動脈造影．中段はコイル

　を留置し，スネアを解放する前の人動脈造影．ルー

　プが不整で，白矢印に示すようにわずかな残存短絡

　を認めた．また，黒矢印に示すように，コイルの大

　動脈端は大きくド行大動脈内に突出していた．ド段

　はコイル留置後の人動脈造影．完全閉鎖した．

図4　症例5．ヒ段は術前の大動脈造影で長い管状の

　動脈管を認めた．二段目はコイル留置後の大動脈造

　影．残存短絡は認めないものの，次の三，四段に示

　すごとく大動脈端の2ループがバネ状の運動をし

　た．ド段はスネアによりコイルを1／2巻き肺動脈内に

　引き込んだ後の大動脈造影．残存短絡はなく，バネ

　状の運動も認めなかった．
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ることが困難であった．肺動脈側に1巻きのループを

作ってJudkinsを大動脈側に引き抜いた所，大動脈側

には2．5巻のループができ，動脈管は閉鎖された．しか

し，大動脈側のループの固定が悪く，大動脈端2巻き

のループが，拍動にともないバネ状に下方に向かって

運動するのが認められた．このため，静脈側よりスネ

アを挿入し，コイルの肺動脈端を把持して約1／2巻き分

コイルを肺動脈側に引き込んだ．これによりコイルは

良好に固定され，残存短絡も認めなかった（図4）．

　左肺動脈や下行大動脈内に圧較差の生じた症例はな

く，他に特記すべき合併症も無かった．全例塞栓術の

翌日に離床可能で，術後の在院日数は2日間であった．

　　　　　　　　　　考　　察

　動脈管のコイル塞栓術は，手技的に比較的容易で，

コイル留置に用いるカテーテルも細いことから，最狭

窄部が3mm前後までの動脈管開存では極めて有力な

治療戦略として注目されている．しかし，Lloydら4）の

報告では24例中2例，Mooreら5｝の報告では29例中2

例で，術中にコイルが肺動脈末梢に脱落したとされて

いる．Hijaziら1°）は順行性に肺動脈側からコイルを複

数留置する方法により6mm程度の動脈管まで閉鎖が

可能としているが，彼らの報告でも33例中3例で肺動

脈への脱落を合併している．いずれの報告でも，ほと

んどの場合経カテーテル的にコイルを回収出来たとさ

れているが，まれに回収不能であったとの報告5）もあ

る．現在までのところ遠隔期におけるコイルの破損や

脱落の報告はなく，術中のコイルの脱落と10％前後に

認められる残存短絡が本法の主要な問題点と考えられ

る．

　Sommerら8）は12例にスネアを併用した逆行性のコ

イル塞栓術を行い，肺動脈末梢への脱落を完全に防止

し得たと報告した．著者らの検討でも，手技はやや煩

雑になるものの，本法の主要な合併症の一つを防止す

るという点からは，極めて有用と考えられた．また，

コイルの巻き方が不整であったり，選択したコイルの

サイズが不適切なため残存短絡がある場合，コイルが

不安定な場合，などにはコイルを回収して繰り返し塞

栓術を行いうること，スネアを引き戻すことによりコ

イルの巻き数を調節できることなど，スネアを併用す

ることにより本法の確実性が向上するものと考えられ

た．症例5では，当初，肺動脈にコイルが脱落する可

能性は無いと考え，スネアを用いずにコイルの留置を

行ったが，巻き数を調節し固定を改善するためスネア

を用いた．コイルを確実に把持するためには，他の症

日本小児循環器学会雑誌　第ll巻　第6号

例のごとく始めからJudkinsを把持しておくことが

望ましく，肺動脈に脱落する可能性の少ない症例でも，

コイルの固定に問題が起きる可能性のある場合は，最

初からスネアを併用する方がより安全と考えられた．

　金属コイル自体は1975年から臨床応用されている川

とはいえ，これを動脈管に留置した場合の遠隔予後に

ついては未だ不明であり，今後も慎重に経過観察する

必要があろう．また現状では，コイルを複数留置して

も，完全閉鎖できる動脈管のサイズには限界がある．

しかし，著者らの印象では，閉鎖しうる動脈管のサイ

ズについては，コイルのサイズと形状を工夫する事に

よりかなりの程度乗り越えられる可能性があるものと

考えられ，今後とも検討する予定である．
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Snare　Assisted　Coil　Embolization　for　Patent　Ductus　Arteriosus

　　　　　　　　Hideshi　Tomita，　Shigeto　Fuse　and　Shunzo　Chiba

Department　of　Pediatrics，　school　of　Medicine，　Sapporo　Medical　University

　　　This　report　presents　coil　embolization　for　the　small　patent　ductus　arteriosus（PDA）using　a

snare　catheter（Goose－neck　snare；Amplatz　Co．，　or　Retriever－18；Target　Co．），　delivered　via　the

venous　side，　to　hold　and　manipulate　the　coil　as　it　is　delivered　from　arterial　side　of　PDA．　We

performed　successful　coil　embolizations　in　five　consecutive　patients　of　PDA　whose　minimal

diameter　was　less　than　3　mm．　In　four　of　them，　we　used　this　modified　technique，　and　in　the　last

patient，　we　used　snare　after　coil　delivery　to　reposition　loops．　Snare　catheter　worked　well　to

prevent　coil　migration　to　the　peripheral　pulmonary　artery，　to　aid　the　positioning　of　the　coil，　and

to　facilitate　coil　retrieval　in　the　event　of　unstable　or　unfavorable　position　after　delivery．　There

were　neither　residual　shunt　nor　complications．　Combined　use　of　snare　seemed　to　make　the　coil

embolization　of　PDA　safer　and　more　reliable．
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