
日本小児循環器学会雑誌　14巻1号　21～31頁（1998年）

着脱式コイルによる動脈管塞栓術

一治療成績・合併症とその対策一

（平成8年10月29日受付）

（平成10年1月26日受理）

岡山大学医学部小児科学教室（主任　清野佳紀教授）

　　　　　鎌　田　　政　博

key　words：動脈管開存症，コイル塞栓術，動脈管分類，動脈管ガラス模型，スネア型異物除去カテーテル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　動脈管開存症32例に対しPDA塞栓用着脱式コイルを用いて塞栓術を行い，29例で動脈管の完全閉塞

を得ることができた．動脈管の最小径は1．0～3．1mm（平均1．9mm）であった．動脈管へのアプローチ

は26例で肺動脈側から，6例で大動脈側から行い，使用したコイル数は2例（2本）以外1本であった．

合併症としては，三尖弁腱索へのコイル脱落を2例で，軽症の左肺動脈狭窄（≦6mmHg）を3例で認め

た．その他，大動脈側（1例）・肺動脈側（3例）へのコイル突出が原因で，塞栓をやり直した症例が4

例あった．後者に左肺動脈狭窄合併例を加えた6例では，肺動脈内にコイルが2．5巻以上突出していた．

また，コイルが塊状になったものも認められたが，その着脱様式に起因するものと考えられ，動脈管の

ガラス模型を作成し，コイル離脱時のコイルの運動を直視下に検討した．その結果，コイルとデリヴァ

リワイヤの連結が堅固な場合，両者の結合が解除されるより右巻コイルが左回りに変形する方が容易で，

左回りの回転をかけられた右巻コイルの手前側螺旋が遠位側螺旋内に入り込み塊状になることが明らか

になった．コイルとデリヴァリワイヤの連結強度は必要最小限にすべきで，結合巻数は2～3巻で十分

である．

　PDA塞栓用着脱式コイルの使用により，最小径が2～3mm前後の動脈管を容易に閉鎖することが可

能になった．しかし，より安全に塞栓術を行うためには，1）動脈管形態の正確な評価と，2）肺動脈・

大動脈内に過剰なコイルが突出・変形しないようなデリヴァリワイヤ・コイルの組立・操作が必要で，

われわれの動脈管分類についても報告した．

　　　　　　　　　はじめに

　感染性心内膜炎予防のため，動脈管は小さくても手

術した方が良いとされてきた．しかし，短絡量の小さ

い動脈管を開胸して閉鎖することに抵抗がないわけで

はなく，Porstmannら1）の報告以来，動脈管に対するカ

テーテル治療が試みられている．そして，Rashkind

ら2）の動脈管閉鎖システムの開発後は，カテーテル治

療による症例数も増え3｝，着脱式バルーン4），Gianturco

コイルを用いた治療剤も散見されるようになっ
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た5）～7）．今回は，最近開発されたPDA塞栓用着脱式コ

イル（Cook社製：以下着脱式コイル）を用いて閉鎖術

を行った動脈管症例の治療成績と合併症につき検討し

た．そしてその問題点および対策をわれわれの動脈管

分類，また動脈管のガラス模型を用いた観察結果をふ

まえて報告する．

　　　　　　　　　対　　象

　対象は当科において動脈管の経皮的カテーテル塞栓

術を行った38例のうち，着脱式コイルを用いて塞栓術

を施行した32例である（1995年8月～1997年8月）．年

齢は7カ月～13歳0カ月（平均4歳3カ月），体重

7．3～31．Okg（平均15．6kg）であり，10kg未満の症例
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が7例あった（表1）．いずれも術前心エコー検査では，

動脈管の最小径が3．2mm以下と計測された症例で

あった．現在のところわれわれは心血管造影検査で動

脈管最小径が3．5mm以下と計測された症例をコイル

塞栓術の適応と考え，塞栓術を行っている．

　　　　　　　　　　方　　法

　コイル（太さ0．038’）には，直径／長さがそれぞれ5

mm／5cm（3巻），5mrn／8cm（5巻），8mm／12cm（5

巻）のものを使用し，デリヴァリカテーテルには，クー

ルナンド型カテーテル（5F），ベレンシュタイン型カ

テーテル（4F）を用いた．動脈管へのアプローチは原

則として肺動脈側から行った．

日小循誌　14（1），1998

　（1）　臨床例における塞栓方法

　塞栓術前には大腿動脈から挿入した造影用カテーテ

ルを用いて動脈管を造影し，その形態（最狭部径，最

大径，長さなど）を評価，動脈管形態（ベル型，漏斗

型，窓型，管型）に塞栓方法を加味したコイル塞栓術

のための動脈管分類についても試みた．造影用カテー

テルとしては，万一コイルがカテーテルにひっかかっ

た時，はずしやすいように，ビッグテイル型ではなく

NIH型カテーテルを使用した．体重10kg未満で大腿

動脈塞栓が危惧される患児では，大腿動脈穿刺前にヘ

パリンNa　25単位／kgを投与した．鎮静には原則とし

てケタミン4～5mg／kg（筋注）を用い，適宜セコバル

ビタールNa（静注）の追加投与を行った．

表］　症例のまとめ

群
症例
No

年齢
（月）

体重
（kg）

PDA
最小径
（mm）

型 QP／QS
アプローチ
　　側

コイル
　数

コイル
径（mm）～巻数 完全閉鎖

　時期
再開通→

再閉鎖時期
PA内
巻数

　PS
（mmHg）

再塞栓
（回数）

透視時間
　（分）

1 7 7．7 2．0 3 ］．6 PA 1 5～5 6rn 1．5 0 26

2 ］1 8．4 1．8 4 1．2 PA 1 5～5 Od 1 0 22

3 12 7．7 2．5 2 1．7 PA 1 5～5 Yet 1 0 19

4 20 9．8 L6 1 1．0 PA 1 5～5 ld 1 0 2 50

5 22 7．3 2．0 2 1．3 PA 1 5～5 Od 2 0 36

6 30 11．0 2．5 2 1．5 PA 1 5～5 3m ld→3m 1．5 0 10

7 30 14．2 3．ユ 2 1．8 PA 2 5～5 Od 2 0 23

8 32 12．1 2．1 2 1．6 PA 1 5～5 Od 1 0 13

9 32 14．2 2．6 2 1．2 PA 1 5～5 Od 1 0 10

10 35 11．0 2．5 3 1．3 PA 1 5～5 Od 0．5 0 16

11 39 13．1 2．6 2 ／．5 PA 1 5～5 1d ］ 0 14

12 42 13．5 2．2 3 1．1 PA 1 5～5 Od 1．5 0 30

1 13 44 14．2 2．0 1 1．2 PA 1 5～5 Od L5 o 13

14 45 13．0 1．6 3 1．2 PA 1 5～5 Od 0 25

15 49 14’0 L4 3 1．1 PA 1 5～3 Od 0．5 0 40

16 54 15．1 2．3 2 1．3 PA 1 5～5 Od 1 0 16

17 58 17．0 1．0 5 1．2 PA 1 5～3 Od 0．5 0 41

18 62 19．0 2．3 2 1．3 PA 1 5～5 Od 1 0 16

19 69 19．8 1．5 3 1．1 PA 1 5～5 Od 2．5 0 2 55

20 73 22．8 2．2 3 12 PA 1 5～5 Od 1 0 14

21 76 19．1 2．7 1 1．4 PA→Ao 2 5～8．5 3m 2．5 0 51

22 83 17．0 1．7 2 ］．1 PA 1 5～3 Od 1 0 14

23 84 25．5 1．2 4 LO PA 1 5～3 Od 0．5 0 2 37

24 86 23．1 1．9 2 1．2 PA 1 5～5 Od 3 5 2 32

25 95 21．3 2．0 2 1．2 PA 1 5～3 Od 1．5 0 24

26 132 3／．0 1．4 2 1．2 PA 1 5～5 ⑪d 1 0 29

27 14 9．5 ］．6 3 1．o Ao 1 5～3 Od 1 0 38

28 16 8．4 1．8 2 1．8 Ao 1 5～5 Od 3 5 32

I
I

29 50 16．7 1．o 5 Lo Ao ＊ 5～3 ＊ ＊ 0 ＊ ＊

3〔｝ 58 13．9 2．1 3 1．1 Ao 1 5～5 ⑪d 2．5 6 41

31 75 18．8 ］．7 3 1．1 Ao 1 5～3 Yet 1d→Yet 1 0 28

32 118 28．6 1．2 2 ］．1 Ao 1 5～5 Od 2 0 19

Qp／Qs：肺体血流比，　Ao：大動脈，　PA：肺動脈，　PS：左肺動脈狭窄，　d：日，　m：月，型：図5参照，・：外科的処置により該当せず
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　《着脱式コイルの組立》まず，コイル装着用カート

リッジの中で，コイル内にマンドリルを挿入，デリヴァ

リワイヤとコイルの螺旋部分を結合させる．その際，

i）肺動脈側から塞栓を行うときには，動脈管内に残し

たいコイルの巻き数分の長さだけ（大動脈側膨大部が

浅い場合以外4巻）マンドリルを入れない部分をコイ

ル先端に残し，ii）大動脈側から塞栓を行う場合には，

コイルが伸展した状態になり，細い動脈管を通過でき

るようにコイル先端までマンドリルを挿入した．i）の

場合には，マンドリルが動いてその先端がずれないよ

うに，ピンバイス装着側のマンドリルにテープで印を

付けた（図1）．

　《コイルの動脈管内留置からデリヴァリワイヤの抜

去》

　A：肺動脈側からの塞栓

　i）動脈管の大動脈側基部が5mm以上あり，しかも

コイルが螺旋形を保ったまま動脈管内に十分収まる長

さ（≧5mmが望ましい）を有する場合（図2－1）：胸部

下行大動脈内でコイルを4巻押し出したところで（先

端4巻分にはマンドリルを入れてないためコイルは自

然に丸まってゆく），コイルを動脈管内まで引き戻し，

大腿動脈側から留置したNIHカテーテルにより位置

確認のため造影を行う．その後，コイルが肺動脈側に

引っ張られ動脈管内での巻き数が減らないように，デ

リヴァリワイヤを適宜押し出しながら，カテーテルを

肺動脈側にまで引き戻す．コイルの最後の1巻分（こ

の部分にはマンドリルが挿入されているためコイルは

伸展している）が肺動脈内に抜けたことを確認して後，

デリヴァリワイヤを反時計方向に回してコイルを離

脱，マンドリルをコイル内から抜き去る．

　ii）動脈管の大動脈基部は5mm未満であるが，コイ

ルが螺旋形を保ったまま動脈管内に収まる長さ・形態

を有する場合（図2－2，3－1）：胸部下行大動脈内でコイ

ルを半巻させたところで，造影を行いながら動脈管内

の適切な位置にまでカテーテルを引き戻す．そして，

カテーテルを適宜肺動脈側に引き戻しながらワイヤを

押し出し（この場合にも先端4巻分にはマンドリルを

入れてないためコイルは自然に丸まってゆく），動脈管

内でコイルを4巻分巻いた後造影を行う，最後の

o．5～1巻が肺動脈内にあることを確認して後，i）と同

様にコイルを離脱させる．

　iii）動脈管の大動脈側膨大部がほとんど無く，動脈

管体部自体も非常に細いため，コイルが動脈管内で伸

展してしまう場合（図2－3，3－2）：5mm／5cmのコイル

23－（23）

　　　　図1　デリヴァリシステムの作成

肺動脈内に残したいコイルの長さ分（肺動脈内からの

アプローチでは1巻：15mm未満）だけ，コイル内に

マンドリルを挿入する．動脈管内に残るコイルの巻数

分は自然にまるまるため，動脈管内コイルの巻数が容

易にわかり，不要なコイルが突出しにくい．マンドリ

ルの長さが変化しないように，手前側マンドリルに

テープで印を付けておく．

」

2－1）d＜b

　　　　図2

」 」

2－2）b＜d 2－3）a≒b《d

肺動脈からの動脈管塞栓法

2－1）b＞d．大動脈内で出したコイルを動脈管内に引

き込める場合．2－2）b〈d．動脈管内でコイルを出す必

要があるが，コイルの形状は保たれる場合．2－3）b

《d．動脈管が管状に細く，内部でコイルが伸展して

しまう場合．

a：動脈管最小径，b：動脈管最大径，　c：動脈管長，　d：

コイル径

を使用し，少なくとも大動脈内にコイルが突出しない

ように，肺動脈側からアプローチし，大動脈内にコイ

ル1巻を残した．

　B：大動脈側から塞栓を行う場合

　動脈管のタイプにかかわらず肺動脈側開口部が非常
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　　　　図3　動脈管体部が細い場合の塞栓（上段：塞栓前，ド段：塞栓術後・術中）

3－1）b＜d．肺動脈からのアプローチ（症例23）．3－2）b《d．肺動脈からのアプローチ（症例］7）．

3－3）b《d．大動脈からのアプローチ（症例29）．

b《d例では，コイル留置後にその張力により動脈管は弓状に変形し，長さが短縮したように見える．

b：動脈管最大径，d：コイル径

に細く，肺動脈側から動脈管内にカテーテルを進める

のが困難な場合のみ選択した．まず，肺動脈内にデリ

ヴァリカテーテル先端を留置しておく．動脈管が細く

カテーテルが動脈管を通過しない場合には，0．38’のガ

イドワイヤが動脈管内を通過することを確認する．そ

の後，先端までマンドリルを挿入，伸展させたコイル

をカテーテルから肺動脈内に進め，動脈管の肺動脈側

開口部からこれを十分出したところで，コイルが1巻

するまでマンドリルを抜去する．下行大動脈に留置し

たNIHカテーテルにより造影を行いながら，コイル

の螺旋部が肺動脈の動脈管開口部に位置するまでカ

テーテルを引き戻す．次に肺動脈内コイルの位置が変

わらないように注意しながら，カテーテルを動脈管・

大動脈内に引き戻し，マンドリルをゆっくり抜いて動

脈管内で残りのコイルを巻いた後，コイルを離脱させ

る．

　（II）ガラス管を用いた実験

　コイル離脱時，コイルが絡まり塊状になった症例が

あった．これはネジ式の離脱方法をとる着脱式コイル

に特有の現象と考えられ，その原因を明らかにするた

め，内腔の最小径2mrn，最大径7mm，長さ10mmの動

脈管ガラス模型を作成，コイルの動きを立体的に観察

しながら検討を行った（図4）．

　　　　　　　　　　結　　果

　（1）臨床例における結果

　動脈管開存症32例中31例でコイルを留置，29例で動

脈管の完全閉塞を得ることができた．他の3例中2例

では遺残短絡を認めたが，心雑音を伴わない僅かなも

のであった．1例では三尖弁腱索へのコイル脱落をき

たし，キャッチングスネアでの回収を試みたがかなわ

ず，外科的に回収せざるを得なかった．心血管造影所

見上の動脈管最小径は1．0～3．1mm（平均1．9±0．5

mm），最大径2．2～15．Omln（平均8．1±3．Omm）であ
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　　　　　　　　図4　ガラス模型内で観察したコイルの運動［4－1）→4－4）］

最小径2mm，最大径7mm，動脈管長10mmの動脈管模型を作成し，塞栓術施行時のコイルの運動を

3次元的に観察した．コイルとデリヴァリワイヤを強固に連結した場合，コイルを離脱すべくデリ

ヴァリワイヤを左同りに回転させると，コイルの右巻きを解く方向に力が加わり，コイルの近位部

（手前側）が左巻方向に変形してゆく．そして同様の力を加え続けると，コイルが途中で裏返り，近

付部が遠付部に巻き付く形で塊状になる．

x 　．∴
　　asべ

り，肺高血圧を伴った症例はなく，計算上の肺体血流

比は1．0～1．8（平均1．3±0．2）であった．

　【動脈管の分類】前述した動脈管の塞栓方法に準じ，

コイルが伸展せずにその形状を保てるだけの動脈管の

太さがあるか否か，動脈管内でコイルがその形状を保

てるなら，使用数が圧倒的に多い着脱コイルの直径5

mm以上の最大径を動脈管が有しているか否か（図2）

を，動脈管形態に加味した結果，図5のように自験例

を分類できた．そしてその頻度は，①型3例，②型15

例，③型10例，④型2例，⑤型2例と，②型が最も多

かった（47％）．

　【動脈管へのアプローチ】肺動脈側からアプローチし

たもの26例（大動脈側からコイルを追加した1例を含

む），大動脈側から行ったもの6例であった．そして，

肺動脈側からアプローチを行ったもののうち“コイル

の動脈管内留置からデリヴァリワイヤの抜去”の項目

ですでに述べた，1）の方法をとったものは23例，1i）の方

法をとったもの2例，iii）をとったもの1例であり，多

くの症例で動脈管の大動脈側基部は5mm以上，しかも

コイルが螺旋形を保ったまま動脈管内に十分収まる長

さを有していた．また，大動脈側からアプローチした

6例中，5例では肺動脈内にカテーテルを挿入できた

が，他の1例ではガイドワイヤ（コイル）のみ通過さ

すことが可能であった．

　【使用したコイル数】動脈管の最小径が2　．　8mm以上

であった2例で2本使用したが，その他の症例では1

本のみであった．コイルを2本挿入した症例に関して，

1例（①型）ではまず肺動脈側から8mm／12cmのコイ
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　　　　　　　　図5　動脈管分類

～ C＼

：rs

a：動脈管最小径，b：動脈管最大径，　c　動脈管長，　d

コイル径

ルを挿入，少なくない短絡が残存していることを確認

して，5mm／5cmのコイルを大動脈側から追加した．他

の1例（2型）では肺動脈側からアプローチし5mm／8

cmのコイルを同時に2本挿入する方法をとったが，

ともに完全閉塞を得た．

　【動脈管の閉塞時期】塞栓術を行った動脈管の閉塞時

期については，当日24例（うちカテーテル検査室で施

行した心エコー検査で閉鎖が確認されたもの22例），翌

日2例，3カ月後2例，6カ月後1例であり，6カ月

を過ぎて遺残短絡を認めるのは2例のみで，心雑音を

伴わず短絡量は僅少であった．

　【合併症・問題点】

　1）左肺動脈狭窄：カテーテル検査時，塞栓術前後を

比較して主肺動脈・左肺動脈間の圧較差の増大（以下，

左肺動脈狭窄）を3例で認めたが，いずれも6mmHg以

下と軽症であった．これら3例における肺動脈内のコ

イル巻数は2．5巻以上で塊状となり（図6－1），うち2例

は着脱式コイルによる塞栓術を開始した初期の症例で

あった．また，心エコー検査による左肺動脈狭窄の経

過観察（いずれも1年）において，圧較差が増大した

症例，新たに乱流シグナルの出現を認めた症例はな

かった．

　2）三尖弁腱索へのコイル脱落：2例（症例19，29）

で合併した．初期の1例では動脈管内でコイルを3．5巻

させ，デリヴァリカテーテルを肺動脈側に引き戻す際，

コイルが肺動脈側に抜け出てきたため，動脈管内での

巻き数が2巻になった．塞栓をやり直すためコイルを

肺動脈から右房側へと抜き去ろうとしたが，コイルを

カテーテル内に収納しないまま引き戻したため，三尖
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　　　　図6　動脈管からのコイル突出

6－1）左肺動脈狭窄合併例（症例30）．コイル離脱時，

過剰のコイルが肺動脈内に抜け出たのみならず，塊状

に絡まったため左肺動脈狭窄（6mmHg）を合併した．

6－2）大動脈内へのコイル突出（症例23）．最初は大動

脈側からアプローチした．コイルの離脱に際し，デリ

ヴァリワイヤとの連結が強固で，コイルが塊状になり

大動脈内に突出したため一旦抜去して再塞栓（肺動脈

側から）を行った．

弁の腱索にコイルが絡まり，その抜去途中でデリヴァ

リワイヤが反時計回転し，コイルが離脱した．キャッ

チングスネアを用いてコイルを回収（図7），再度，塞

栓術を行い動脈管の完全閉鎖を得ることができた．他

の1例は⑤型で動脈管が非常に細く，肺動脈側からの

アプローチが困難であったため，5mm・3巻きのコイ

ルを使用して大動脈側からアプローチした．大動脈

側・肺動脈側の膨大部ともに殆ど認めず，大動脈内に

残る巻き数をできるだけ少なくするように努めたが，

動脈管が細くコイルが動脈管内で伸展していたことも

手伝って，大動脈内に残すべく巻き数が過小評価され

（図3－3），コイルが固定せず肺動脈内に脱落した．6Fr
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　　　　図7　コイル離脱例（症例19）

キャッチングスネアによるコイルの回収．コイル先端

（▲）が三尖弁腱索に絡まっている（↑：キャッチング

スネア先端）

直孔のデリヴァリカテーテルとキャッチングスネア

（Target社製；Retriever　18）を用いて回収を試みた

が，コイルをカテーテル内に回収できなかった．その

まま引き戻したところ，三尖弁の腱索にコイルが絡

まった．キャッチングスネアをゆっくりと引き戻した

が，途中でスネアの輪が切れてはずれてしまった．他

のスネアを使用して再度抜去を試みたがかなわず，さ

らにはスネア自体もコイルから離れず，開心の上外科

的にこれらを除去し，動脈管を閉鎖した．

　3）大腿動脈の閉塞：体重10kg未満の7症例を含

め，大腿動脈閉鎖を認めた症例はなかった．

　4）塞栓のやり直し：4例で塞栓をやり直した．その

内訳は肺動脈内3例（症例4，19，24），大動脈内1例

（症例23）へのコイル突出（図6－2）であった．いずれ

も放置すれば血管の狭窄や血栓形成の原因になる可能

性があり，塞栓のやり直しにより，良好な結果が得ら

れると考えられた症例であった．コイルの過剰突出・

変形は，すべて動脈管にアプローチした側（肺動脈側

からのアプローチでは肺動脈内，大動脈側からのアブ
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ローチなら大動脈内）に発生した．なお，コイル離脱

前にコイルの過剰突出（抜け出てきた）に気づき，デ

リヴァリワイヤ内にコイルを収納，再度塞栓術をやり

直したのは2例（症例4，24）であった．他の2例（症

例19，23）では，コイルを離脱した後，キャッチング

スネアを用いてコイルを回収した．症例23では8Frの

long　shiethを挿入し直し，肺動脈内でコイルを収納し

た（症例19については前述）．

　5）透視時間：検査開始後，塞栓後の造影終了までに

要した透視時間は，正面・側面合わせて10分　55分（平

均27±13分）であった．50分以上を要した症例は3例

あったが，1例は2個コイルを使用して塞栓を行った

症例，2例は塞栓のやり直しを行った症例であった．

また，透視時間は，肺動脈側アプローチ（平均25．3±

14．2分）と大動脈側からのアプローチ（平均30．0±9．1

分）で有意差を認めなかった．

　6）塞栓後の再開通：塞栓術10分後の大動脈造影検

査，30分後の心エコー検査（カラードプラ法）では動

脈管の完全閉塞を認めたにもかかわらず，翌日の心エ

コー検査でわずかな遺残短絡が確認された症例が2例

あった（症例6，31）．うち1例では3カ月後に完全閉

塞が再び確認されたが，他の1例では6カ月後の心エ

コー検査でも，わずかな短絡が残存していた．

　（II）ガラス模型を用いた実験

　コイル離脱時のデリヴァリワイヤとコイルの運動：

まず，コイルをデリヴァリワイヤにしっかりと（スク

リュー7巻分）連結した後，ガラス模型肺動脈側より

アプローチした．方法i）と同様の手技で動脈管内にコ

イルを出し，コイルを離脱すべくデリヴァリワイヤを

左回りに回転させた．その後のコイルの運動を観察す

ると，1）離脱時に加わる左回りの回転力は，コイルの

右巻きを解く方向に加わり，コイルの最も近位部（手

前側）が逆廻りに変形していった．同様の力を加え続

けると，2）変形は次第に遠位側へと広がりコイルが途

中で裏返り，近位部が遠位部に巻き付く形で塊状に

なった（図4）．この間，コイルをデリバリワイヤー側

に引っ張る力が加わると，コイルは肺動脈側に抜け出

てきた．同様の操作を異なった条件で反復検討したと

ころ，1）の段階でコイルとデリヴァリワイヤの連結部

のスクリューが1巻分解ければ，1）の力はリセットさ

れ，コイルは本来の形態を取り戻した．すなわち，コ

イルを離脱させようとする左回りの力は，コイルとデ

リヴァリワイヤの連結部が1巻ずつ解けない場合，両

者が一体化して運動するためコイルの変形を促すこと
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になる．その際左回りに回りだした右巻コイルは，反

転し裏変えることにより右巻に戻ろうとし，結果とし

てコイルとデリヴァリワイヤの連結部が遠位側に入り

込み塊状に変形してゆくことが明らかになった．

　　　　　　　　　　考　　察

　動脈管をカテーテル治療により閉鎖しようとする試

みは，Porstmalm（1967年）1），　Rashkindら（1979年）2）

により実用化され，後者のシステムでは83％例で完全

閉塞，95％例で満足な結果が得られたと報告されてい

る3）．そして，動脈管開存症のうち明らかに手術適応と

なるのは，動脈管が大きく心不全状態にある7～8kg未

満の乳児例のみで，8kg以上まで内科的管理が可能な

症例では，カテーテル治療が第一選択との考えさえあ

る8〕．

　しかし，Rashkindらの閉鎖システムでは，7～8Fr以

上のイントロデューサーが必要で，年少児例では使用

しにくい側面があった．この点，最近報告が散見され

るようになったGianturcoコイルによる動脈管閉鎖

術5）～7）は，対象が3mm前後の動脈管ではあるが，

5～5．5Frのデリヴァリカテーテルを用いて塞栓術を

施行でき，手技も他の方法に比して容易である．Hijazi

ら6）は4Frのデリヴァリカテーテル・複数個の

Gianturcoコイルを使用して，33例中31例で完全閉塞

を得ることができ，5．2mm径の動脈管塞栓にも成功し

たと報告している．そして，最近ではわが国において

もPDA塞栓用着脱式コイルが容易に入手できるよう

になり，その使用例も散見されるようになってき
た9）一一11）．

　今回，筆者らはPDA塞栓用着脱式コイルを用いて

塞栓術を施行した32例につき，施行上の問題点・合併

症を中心に報告した．32例中29例では完全閉鎖を得る

ことができ，他2例でも心雑音を聴取しない程度の遺

残短絡を残したのみであったが，その一方で，左肺動

脈狭窄，コイルの三尖弁腱索への脱落などを経験した．

これらの合併症は，透視時間，塞栓術のやり直しなど

の問題も含め，動脈管形態の正確な評価と手技の習熟

により回避・改善できるものと考えられたので，以下

にその反省点と完全閉塞を得るための注意点につき記

載する．

　前述したように，筆者らはコイル塞栓術の適応とな

る動脈管の分類に関して，動脈管の基本形態（ベル型，

漏斗型，窓型，管型）に，動脈管の塞栓方法を加味し

たものを用いている．これは，まず，1）動脈管内でコ

イルが巻けず伸展してしまうほど動脈管が細いかどう
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か，2）動脈管内でコイルがその形状を保てるのなら，

コイル（5mm径）を大動脈内で出して動脈管内に引き

込めるだけの最大径が動脈管にあるかどうかを考慮し

て分類したものであるが，われわれの適応例中に窓型

は含んでいないため，ベル型，漏斗型，管型が基本形

態となった．それぞれの頻度は，①型3例，②型15例，

③型10例，④型2例，⑤型2例と，②型が最も多く，

①～③型で88％を占め，塞栓術に適した形態を有する

症例が多かった．筆者らのようにコイル塞栓術の適応

を，動脈管最小径3．5mm程度に絞った場合，同分類は

術式の選択に有用と考えられた．そして，症例17，29

の様に⑤型で大動脈・肺動脈側に膨大部を有さない症

例が，コイルの巻数設定などの点で難しかった．大動

脈・肺動脈内に過剰のコイルを残さない，また逆に大

動脈・肺動脈内のコイル巻数を過大評価し，コイルを

落とすことのないよう注意が必要である．

　合併症としては，左肺動脈狭窄が臨床上最も問題に

なりやすい合併症の一つと考えられた．自験例では，

いずれも圧較差6mmHg以内と軽症であったが24例中

3例で合併し，他にもコイルが肺動脈内に突出したた

め塞栓術をやりなおした症例が2例あった．これら5

例の肺動脈側に残ったコイルの巻き数は2．5巻以上で，

コイル離脱時に肺動脈内コイルの巻数が多くなった

り，コイルのスクリュー部が肺動脈壁に支え，コイル

が肺動脈内に立ち上がったり，コイルが互いに絡まり

塊状になった症例であった．特に初期には肺動脈内に

2巻残そうと試みたために，肺動脈内の巻数が多くな

り肺動脈狭窄が起こりやすかった．しかし，動脈管が

主肺動脈に連結していた症例，動脈管の肺動脈膨大部

が大きい症例では，2．5巻き程度のコイルが肺動脈側に

残っても，肺動脈狭窄の合併はなく，コイルが絡まら

ず肺動脈壁に平行に位置した場合にも，殆ど圧較差は

生じなかった．したがって，左肺動脈狭窄の発生は，

肺動脈コイルの巻数のみで規定されるものではない

が，必要条件として肺動脈内に突出するコイルの巻数

が関与しており，動脈管内に残すコイルの巻数は4巻

（肺動脈内1巻以内）にしている．しかし，動脈管体部

径が5rnmよりかなり太く①②型を呈する症例では，コ

イルを固定しているのはコイルが動脈管狭部を挟み込

む力のみで，③④型と異なりコイルが動脈管壁に圧迫

されて固定する力は弱い．コイル離脱時にネジを戻す

ようにコイルが抜け出てくる場合があり注意を要す

る．さらに，コイル離脱時にコイルが肺動脈内に立ち

上がったり，コイルが互いに絡まり塊状になった症例
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があった．これを解明するため，前述したような動脈

管のガラス模型を作成し検討を行ったところ，コイル

が変形しないためには，離脱時にコイルとデリヴァリ

ワイヤの連結が容易に解けることが最も重要と考えら

れた．両者の摩擦をできるだけ小さくするためにも，

スクリュー部の連結巻数は可及的少なくする必要があ

り，2～3巻の結合で十分と考えている．なお，左肺

動脈狭窄例のその後の変化については，3例とも心エ

コー検査法により1年観察しているが圧差の変化はな

く，その他の症例においても術後新たに乱流所見を認

めたものはなかった．自験例のように軽症の左肺動脈

狭窄例では，左肺動脈が年齢とともに成長すれば，突

出したコイルの影響は相対的に小さくなり，圧較差は

減少する可能性があると期待している．

　また，我々は慣れの問題もあり肺動脈側からのアプ

ローチを原則としているが，大動脈側からアプローチ

している施設も少なくない．その場合，肺動脈内の巻

数を設定するのは容易で，特に大動脈側にコイル径よ

り大きな膨大部がある場合，動脈管内ではたとえコイ

ルが塊状になっても問題なく，肺動脈側からのアプ

ローチに比して優位な点もある．しかし，1）造影用の

カテーテルを含め，両側大腿動脈にシースを挿入しな

ければならず，2）⑤型動脈管でコイルが動脈管内で伸

展する場合，大動脈側に過剰の巻数が残らないよう注

意する必要がある．したがって，このような場合には，

規格のより豊富なGianturcoコイルなどを使用する

か，コイルを切断して用いるなどの工夫9〕が必要と考

えられたが，血流は大動脈から肺動脈側にコイルを押

し出す方向に働くため，大動脈側に残るコイル巻数を

症例29のように過大評価した場合，コイルを肺動脈側

に落とす可能性もあり注意が必要である．

　三尖弁へのコイル脱落は2例で合併したが，肺動脈

内にコイルが脱落した場合，動脈管内てのコイル巻数

が不十分で塞栓をやり直す場合などに注意すべきであ

る．コイルを外科的に除去した症例29の場合，コイル

は三尖弁のillterchordal　spaceで腱索に絡まり，この

スクリューの溝の間に細い腱索がくい込んでいた．デ

リヴァリカテーテルとして使用したクールナンド型カ

テーテルなどは，バルーンカテーテルと異なり，三尖

弁のinterchordal　spaceを経て右室・肺動脈へ挿入さ

れている可能性がある．したがって，塞栓をやり直す

場合には，必ず肺動脈内でコイルを完全にデリヴァリ

カテーテル内へ収納すべきで，肺動脈内に迷入したコ

イルをスネアで回収する場合にも，できれば8Frの

29－（29）

1（mg　shiethなどを挿人した方が良いと考えている．

　その他，合併症ではないが，透視時間をみた場合，

50分以上の透視時間を要した3例中2例が塞栓のやり

直しを行った症例であり，塞栓をやり直した4例の原

因は肺動脈（3例）・大動脈（1例）へのコイル突出で

あった．

　したがって，左肺動脈狭窄の発生，三尖弁腱索への

コイルの脱落，塞栓のやり直し，長い透視時間など，

動脈管コイル塞栓術の合併症・問題点の多くは，コイ

ルの大動脈・肺動脈側への不要な突出・塊状変形が要

因となっており，逆に動脈管内でのコイル巻数をでき

るだけ多くとることは遺残短絡を残さないためにも重

要と考えられた．具体的には，1）動脈管形態の正確な

評価の他，2）設定したコイル巻き数を正確に動脈管内

に残せるように，設定分だけマンドリルを抜いておく，

3）デリヴァリカテーテルを動脈管から抜いてゆく際

には，ワイヤを同時にゆっくりと押し出し，動脈管内

でのコイルの巻き数が変わらないようにする，4）デリ

ヴァリワイヤとコイルのスクリュー部分の結合も2

～ 3巻程度までとどめておく，などが挙げられる．

　また，自験例で複数個のコイルを使用したのは2例

のみで，動脈管の最小径は2．7，3．1mmであった．後

者の場合，最小径が3mm以上と大きかったため，初め

から2個のコイルを用いてアプローチした．しかし前

者はベル型で膨大部径が8mmもあったため，最初に8

mm径のコイルを使用，明らかな遺残短絡を認めたた

め，5mm径5巻のコイルを追加した．　Hijaziら6）は動

脈管最小径の2倍以上のコイルを使用すべきと述べて

おり，この意見に従えば，最小径2．5mm以上の症例で

は複数個のコイルを使用する必要性が生じてくるが，

我々の症例では最小径が2．5・2．6mmと計測され，5

mm径のコイル1個で塞栓を完了した症例がそれぞれ

2例ずつであった．この点に関しては，動脈管形態（最

狭部近傍が管状に細いか，局所的に細いかなど），小数

点以下の計測の信頼性などの問題もあり，なお検討の

余地があるが，最小径2．5mm以上と計測された症例で

は，複数個のコイルを使用することも十分考える必要

がある．さらに使用するコイルの個数に関して，　Hij　azi

ら6）は複数個（≦5個）のGianturco　coilを使用して最

小径5．3mmまでのPDAを閉鎖しているが，動脈管が

短く，しかも最小径（≧4．3mm）が大動脈側にあった

症例では不成功に終わっている．コイルを2個使用し

た自験例では，比較的簡単に塞栓を終えることができ

たが，PDAはさほど大きいものではなかった．着脱式
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コイルを使用すればコイルが脱落する危険率が低下

し，今後はより大きな動脈管の閉鎖についても期待さ

れる．しかし，その一方でコイル離脱時，他方のコイ

ルの位置がずれて脱落する危険性，コイルの位置が悪

く再塞栓を期してスネアなどで回収する場合，複数の

コイルが絡まり合えば，カテーテル内に収納し難く，

回収が困難になる可能性もあり（三尖弁に絡まるな

ど），充分な注意が必要と考えられた．

　その他，塞栓術後，動脈管の閉塞時期については，

3カ月以後の検査で完全閉塞していた症例が3例あっ

た．遺残短絡量が僅少な場合，数カ月以降に閉じる可

能性も充分あるが，Gianturco　coilに比してダクロン

糸が少ない着脱式コイルでは，症例6，31のように一

旦完全閉塞が得られていたにもかかわらず，再開通す

る場合があり，心エコー法による経過観察が必要であ

る．

　　　　　　　　　　結　　語

　着脱式コイルの開発により，最小径が2～31nm前後

の動脈管をより安全・かつ迅速に閉鎖することが可能

になった．コイルの脱落・左肺動脈狭窄の合併を防ぎ，

透視時間を短縮，遺残短絡を残さないためには，動脈

管形態の正確な評価，適切な動脈管内コイル巻き数の

設定と，その巻き数が減らないような，またコイルが

塊状にならないような，デリヴァリカテーテル／ワイヤ

の操作が重要と考えられた．今後はより大きな動脈管

の経皮的塞栓術に関しても，成果が期待される．

　謝辞　稿を終えるにあたり，本研究に対して御校閲をい

ただいた清野佳紀教授に深謝いたします．
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Transcatheter　Closure　of　the　Small　Patent　Ductus　Arteriosus

　　　　　　　　　　　　　　　　Using　Detachable　Coils

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masahiro　Kamada

Department　of　Pediatrics，　Okayama　University　Medical　School，　Okayama

　　　We　reported　the　experience　of　transcatheter　closure　of　the　patent　ductus　arteriosus（PDA）

with　detachable　coils　in　32　cases．　Patient　weights　ranged　from　7．3to　31．Okg（mean　15．6kg）．　The

mean　PDA　diameter　at　the　narrowest　segment　was　1．9　mm（range，1．O　to　3．1　mm）．　We

performed　the　closure　from　the　venous　side　in　26　patients，　from　the　arterial　side　in　6；in　the　latter

cases，　antegrade　catheter　crossing　was　difficult．　The　coil　was　delivered　to　the　ductus　through　a

40r　5　Fr　end－hole　catheter，　and　29　patients　achieved　complete　closure．　Two　patients　with　a

diameter　over　2．7mm　at　the　narrowest　segment　required　2　coils．

　　　The　coil　migrated　to　a　choradae　of　the　tricuspid　valve　in　2　patierlts．　In　one　patient，　the　coil

was　retrieved　using　a　catching　snare，　and　a　coil　of　similar　size　was　successfully　implanted．　But

in　the　other　patient，　we　needed　the　surgery　to　get　the　coil　out　of　the　heart．　Fluoroscopy　lasted

over　50　minutes　in　3　patients，20f　whom　required　a　replacement　of　coil　because　of　excess

protrusion　into　the　pulmonary　artery　or　the　aorta．　Three　patients　showed　mild　obstruction　of　the

left　pulmonary　artery　with　a　gradient　under　6　mmHg．　All　of　them　had　the　protrusion　of　the　coil

into　the　left　pulmonary　artery．　We　made　the　glass　model　of　PDA　to　observe　the　movement　of　the

coil　during　its　detatchment　from　the　delivery　wire．　The　observation　revealed　that　tight　engage－

ment　of　the　thread　of　the　coil　with　that　of　the　delivery　wire　sometimes　caused　the　change　in　shape

of　the　coil，　resulting　in　the　excess　protrusion　of　the　coil　into　the　pulmonary　artery．　Therefore，　we

recommend　the　engagement　of　20r　3　threads　of　the　coil　with　that　of　the　delivery　wire．

　　　Transcatheter　closure　of　PDA　with　a　detachable　coil　is　a　safe　and　effective　therapy，　but

careful　attention　should　be　paid　to　the　ductal　morphology　and　the　maneuvering　during　detach－

ment．
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