
日本小児循環器学会雑誌　14巻3号　436～440頁（1998年）

体重5Kg未満の乳児に対する動脈管コイル閉鎖術の経験
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　体重5kg未満の乳児の動脈管開存（以下PDA）に対してCook社製detachable　PDA　coilを用いて閉

鎖術を行った．症例は2例で，1例にEbstein奇形を，1例に弁性肺動脈狭窄と心房中隔欠損を合併して

いた．いずれも新生児期から哺乳力低下，多呼吸および体重増加不良を呈し心不全の状態であった．心

エコーによる追跡で肺動脈の発育を待ち，左肺動脈が4mm以上となり，分岐部狭窄がないことを血管造

影にて確認し，コイル閉鎖術を行った．動脈管最小径はそれぞれ2mmと1．6mmで，経動脈的に径5mm

のコイルを各々1．5巻2個，3巻1個を留置した．大きな合併症はなかった．術直後には極少量の残存短

絡を認めたが，心不全は軽減しそれぞれ2週間後，4カ月後に完全閉鎖を確認した．体重の小さな乳児

に対しても動脈管コイル閉鎖術は安全に施行でき，今後乳児PDA治療の一翼を担っていくと思われる

が，肺動脈狭窄をきたさぬようにその時期と方法に関して検討が必要と考える．

　　　　　　　　　はじめに

　動脈管開存（以下PDA）に対するコイル閉鎖術は

広く普及しつつあるが，体重が小さい乳児例は限ら

れている’）～3）．Hijaziらは8kg未満の乳児に

Gianturco　coilを用いたシリーズで有効かつ安全で

あったと報告している4）．今回，我々は5kg未満の乳

児2例にdetachable　PDA　coil（Cook社製，

Bloomington，　USA）を用いた動脈管閉鎖術を行い

有効であったので報告する．

　　　　　　　　　症　　例

　対象はPDAによる心不全を呈した女児2例，症

例1はEbstein奇形を合併しており，出生時から心

不全を呈し利尿剤と血管拡張剤を投与し，生後2カ

月時の体重が3．5kgであった．症例2は心房中隔欠

損（以下ASD），弁性肺動脈狭窄（以下v－PS）を合

併しており，生後5カ月時の体重が4．1kgであった．

2例とも多呼吸，哺乳力低下，体重増加不良を呈して

おり，胸部X線単純写真における心胸郭比はそれぞ
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れ60％と62％であった．

　症例1ではEbstein奇形を伴っており，手術侵襲

のリスクが大きいこと，症例2は合併するASD，

v－PSに対しても将来的に全てカテーテル治療で治

癒可能であることからカテーテル治療を第一選択に

考え，両親にコイル閉鎖術ならびに外科的結紮術に

ついて説明し，コイル閉鎖に対する同意を得た．

　　　　　　　　　方　　法

　気管内挿管，全身麻酔下で大腿静脈に5Fのイント

ロデューサを留置し，右心カテーテル検査を行い，経

静脈的に造影した動脈管の形態および径からコイル

閉鎖の適否と使用するコイルを決定した．酸素飽和

度に上下大静脈の平均値と主肺動脈の値を用い，

Fick法で肺体血流比を求めた．コイル閉鎖術を決定

した後に大腿動脈に4Fのイントロデューサを留置

し，直孔のマルチパーパスカテーテルを通して逆行

性にコイルを留置した．デタッチ後の大動脈造影で

残存短絡があった場合，肺動脈狭窄をきたさぬこと

を造影で確認後，追加のコイルを留置した．抗凝固療

法は動脈へのイントロデューサ留置時にヘパリン

100U／kgを静注した．
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　　　　　　　　　結　　果

　動脈管の最小径は2mmと1．6mmでいずれもKri－

chenko分類5）のA型であった．コイルは直径5mm，

3巻のデタッチャブルコイル（Cook社製detach－

able　PDA　coil）を用いた．症例1は左肺動脈径が4．7

mmで，肺動脈狭窄と過度の大動脈への突出を防ぐ

ため，肺動脈内に1／2巻，大動脈側1巻となるように

コイルの先端を2cm切断して用いた．1つめのコイ

ル留置後，有意の短絡を認めたため，同様に処置した

コイルを追加したところ，短絡は極少量となった．症

例2の左肺動脈径は5．7mmで，肺動脈側2／3巻，大動

脈側2巻となるようにコイルはそのまま用いた．大

動脈造影で極少量の残存短絡を認めたが，症例1で

は2週間後のカラードプラ法で，また，症例2では4

カ月後の血管造影で動脈管の完全閉鎖を確認した．

尚，症例2はv・PSによる乱流でカラードプラの評

価が困難であった．いずれも所要時間は2時間10分，

透視時間は26分，大腿動脈へのイントロデューサ留

置時間はそれぞれ75分，50分であった．症例1では術

後，全身麻酔に伴うと思われるEbstein奇形の心不

全の増悪があり，1日哺乳力低下と末梢循環不全を

生じた．閉鎖術に伴う合併症は一過性の大腿動脈拍

動の減弱を症例1に認めた以外になく，いずれも2

日後に退院した．術後の肺体血流比はそれぞれ1．0と

1．7で，心不全は軽減し，その後の投薬は症例1でア

ンギオテンシン変換酵素阻害剤を服用しているのみ
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である．10カ月のフォローアップ中に左肺動脈狭窄

は出現していない．

　　　　　　　　　考　　按

　PDAに対するコイル閉鎖術はわが国においても

定着しつつある6）7）．コイル閉鎖術はその他のデバイ

スを用いた経皮的動脈管閉鎖術に比べ細いイントロ

デューサで施行できるが，乳児については未だ定着

していない3）8）．Hijaziらは8kg未満の乳児に

Gianturco　coilを用いたシリーズを報告し，低体重

による合併症の増加はなく，乳児においても安全か

つ有効であったと述べている4）．今回我々も5kg未満

の乳児2例にデタッチャブルコイルを用いて閉鎖術

を行い，合併症なく有効であった．乳児に対するコイ

ル閉鎖術で特に懸念される合併症として，コイルの

肺動脈ならびに大動脈への突出が考えられる．今回

我々は，直径5mmのコイルの1／2から2／3巻を肺動脈

側に置くことを前提に，術前に心エコーで左肺動脈

径が4mm以下であることを確認した．その結果，2

個までの留置で左肺動脈狭窄はみられなかった．

　Hijaziらのシリーズ4）では最小径4mm以上の動

脈管に対しては2例で留置断念，2kgと6kgの2例

で多数のコイルを留置し左肺動脈狭窄を合併してい

る．富田らも体重3kg，最小径4．6mmで直径8mmの

コイル2個の留置で左肺動脈に狭窄をきたし，断念

している9）．一方Hijaziらの最小径4mm以上の動脈

管に対する報告’°）では，体重8kg以上の場合左肺動
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図1　症例1のコイル閉鎖術．

　2mmであることを確認し閉鎖術を施行した．

　（C）2個目のコイル留置後の造影では遺残短絡は極少量となり手技を終了した．
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（a）経静脈的にカテーテルを進め大動脈造影を行い，A型，最少型

　　　　　　（b）1個留置後の大動脈造影で遺残短絡を認めた．
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図2　症例2のコイル閉鎖術．（a）経静脈的にカテーテルを進め大動脈造影を行い，A型，最小径

　1．6mmであることを確認し閉鎖術を施行した．（b）術後3分の大動脈造影でごくわずかな残存

　短絡を認めた．（c）4カ月後の大動脈造影では短絡は消失していた．コイルの厚みは術直後に比

　べて小さくなっている．

表　ASDは心房中隔欠損，　v－PSは弁性肺動脈狭窄．肺

　体血流比はFick法で求めた．

症例1 症例2

体重 3．5kg 4．1kg

合併奇形 Ebstein奇形 ASD，　v－PS

動脈管最小径 2mm 1．6mm

動脈管長さ 10mm 7mm
コイル 5mm×1．5巻×2個 5mm×3巻×1個

術直後残在短絡 極少量 極少量

肺体血流比 2．6→1．0 3．1→1．7

合併症 一過性の足背動脈拍
　　触知不良

なし

完全閉鎖 　2週間後
（カラードプラ）

　4か月後
（大動脈造影）

脈狭窄を起こさずに多数のコイルを留置している．

肺動脈径にもよろうが，現時点で体重の小さな乳児

の場合左肺動脈狭窄をきたさない動脈管の安全域は

最小径4mm以下と考えられる．

　今回我々は肺動脈側でのコイル巻数を2／3巻以下

とすべく，逆行1生にアプローチした．症例1では動脈

管の長さを考慮して切断するコイルの長さを決めた

が，実際にはコイル留置に伴い動脈管が短縮し，大動

脈側は予定よりも1／2巻過剰となった（図1）．また症

例2では閉鎖術直後に比べ，4カ月後の造影でコイ

ルの厚みが小さくなって，膨大部に納っていた（図

2）．この動脈管の短縮とループ形態の変化は術前に

予想がつかず，肺動脈側の巻数を正確にコントロー

ルするためには逆行性アプローチが有利であろう．

　その他の合併症として，動脈損傷や透視時間の延

長も考えられる．今回一過性の動脈触知不良を認め

たがウロキナーゼの使用で改善している．透視時間

は従来のコイル閉鎖術の報告と大差なかった1）1°）．

　今回体重5kg未満の乳児PDAに対してもコイル

閉鎖術は大きな合併症なく施行が可能であった．特

にEbstein奇形の如く手術のリスクが高い場合にコ

イル閉鎖術の有用性は高いと考えられる．閉鎖の成

否自体は動脈管の最小径や形態と関連し，体重とは

あまり閉係がない．しかし体格が小さいことに伴い，

要求される操作の緻密性ならびに動脈損傷や左肺動

脈狭窄など合併症の危険性は増すことが予想され

る．乳児の場合コイルの肺動脈内へのわずかな突出

で有意な狭窄を起こしかねず，狭窄による血流障害

が末梢側肺動脈の成長に影響する可能性も指摘され
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ている11｝．今後，乳児PDA治療の一翼を担っていく

と思われるが，肺動脈狭窄を生じないように，動脈管

の最小径や形態に加え肺動脈径や施行の時期と方法

についても検討が必要と考える．
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Transcatheter　Closure　with　Detachable　Coil　of　Patent　Ductus

　　　　　　　Arteriosus（PDA）in　lnfants　Weighing＜5kg

Motoki　Takamuro，　Yoshihito　Higashidate　and　Tetsuya　Tsuda

Department　of　Pediatric　Cardiology，　Hokkaido　Children’s　Hospital

　　　We　report　our　experience　of　coil　occlusion　of　patent　ductus　arteriosus（PDA）with　detachable

PDA　coils（Cook，　Bloomington，　USA）in　two　infants　who　weighed　3．5kg　and　4．1kg　respectively．

The　first　patient　aged　two　months　old　had　Ebstein’s　anomaly．　The　second　one　aged　with　five

months　old　had　atrial　septal　defect　and　valvular　pulmonary　stenosis．　Both　patients　had　tachyp－

nea，　poor　feeding，　and　poor　weight　gain　since　neonatal　period．

　　　We　intended　to　avoid　pulmonary　artery　stenosis　after　coil　occlusion，　so　we　followed　them

with　echocardiography　and　expected　for　their　growth　of　pulmonary　artery．　We　recognized　that

the　diameter　of　left　pulmonary　artery　was　larger　than　4　mm　and　there　was　no　stenosis　on　the

bifurcation　of　pulmonary　artery　with　cineangiogram　before　coil　occlusion　procedure．

　　　The　minimum　PDA　diameter　measured　with　cineangiogram　were　2　mm　and　1．6　mm

respectively．　In　the　first　case　two　coils　which　were　5　mm　of　diameter－one　and　half　loop　were

implanted．　In　the　second　case　a　5　mm　of　diameter－3100ps　coil　were　implanted．　Both　patients

underwent　the　procedures　with　transarterial　approach　under　general　anesthesia　with　endotra－

cheal　intubation．　Angiogram　of　the　aorta　after　coil　implantation　showed　trace　shunts　through

PDA　in　both　cases、　In　the　first　case，　two　weeks　after　color－flow　Doppler　echocardiogram　showed

the　residual　shunt　flow　signal　had　completely　disappeared．　In　the　second　case，　angiogam　after

four　months　showed　no　shunt　through　PDA．　In　both　cases，　no　pulmonary　artery　stenosis　was

developed．　Transcatheter　closure　of　PDA　could　be　performed　safely　and　effectively　even　in

infants　weighing　less　than　5　kg．　Indication　of　transcatheter　closure　of　PDA　in　infants　should　be

well　considered　to　avoid　pulmonary　stenosis　due　to　coil　protrusion．
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