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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　最小径が3mm以上ある動脈管開存（以下PDA）2例に対しラシュキント動脈管開存閉鎖システムを

用いた経皮的閉鎖術（ラシュキント法）を行った．2例ともラシュキント法のみでは残存短絡を認めた

ため，detachable　PDA　coi1を用いたコイル閉鎖術を追加した．1例はまもなく短絡の消失を認めたが，

1例は溶血所見を認めた．経過観察したが溶血所見は改善しなかったため，42日目に再度コイル閉鎖術

を行った．再閉鎖術後1週間後に残存短絡の消失を認めた．2例とも他の合併症は認めなかった．ラシュ

キント法では術後の残存短絡が高率に見られることが問題点の一つとして指摘されているが，術後の残

存短絡に対するdetachable　PDA　coilを用いたコイル閉鎖術は安全でかつ有効な治療法と考えられた．

　　　　　　　　　　はじめに

　動脈管開存（以下PDA）の経皮的閉鎖術は1989年に

ラシュキントら1）が開発した閉鎖システム（以下ラ

シュキント法）の登場により欧米を中心に広く世界で

行われるようになったが，残存短絡が高率に見られる

ことが問題点の一つとして指摘されてきた2）3）．一方，

本邦においては本システムは認可を受けていないので

コイルによる閉鎖術が近年盛んに行われている4）．し

かし，コイルのみで閉鎖しうる動脈管のサイズには限

界があることが報告されている5）6）．著者らはコイル閉

鎖術が困難な太いPDAの2例に対してラシュキント

法による閉鎖術を行い，さらに残存短絡に対してコイ

ル閉鎖術を行うことで良好な結果を得たので報告す

る．

　なおラシュキント留置術施行にあたっては事前に札

幌医科大学医学部倫理委員会での認可を受け，さらに

両親あるいは本人に本法は日本ではまだ認可されてい

ないこと及びその危険性，合併症等につき充分に説明

し同意を得た上で施行した．

別刷請求先：（〒077－8511）北海道留萌市寿町1丁目19

　　　　　番地
　　　　　留萌市立総合病院小児科　　辰巳　正純

　　　　　　　　　　症　　例

　症例1

　4歳女児．出生直後より心雑音，哺乳力低下を認め

PDAと診断された．2歳7カ月時当科入院，心臓カ

テーテルを施行し，左右短絡率52％，最小径3．2mm，

形態はKrichenkoら7）の分類のタイプAと診断した

（図1A）．3歳7カ月時，3歳9カ月時に当科にてコイ

ル閉鎖術を試みたが，いずれもコイルの脱落により不

成功に終わった．今回，家族が強くカテーテル治療を

希望するためラシュキント法による閉鎖術の目的で入

院となった．入院時現症は身長107cm，体重14、3kg，

第2肋間胸骨左縁にLevine　3／6の連続性雑音を聴取

した．胸部X線では心胸郭比が57％と軽度の心拡大を

認め，心電図上左室肥大を認めた．

　17mmのラシュキント閉鎖栓を用い動脈管の閉鎖を

試みた．しかし閉鎖栓留置後も明らかな残存短絡を認

めたため（図1B），逆行性アプローチにより8mm，4

ループのCook社製のdetachable　PDA　coilを1個，

5mm，5ループのdetachable　PDA　coilを2個留置し

た（図1C）．残存短絡は減少し，心雑音も聴取しなく

なったため，手技を終了した．術翌日のドプラエコー

ではわずかな残存短絡を認めたが（図2A），3週間後

のドプラエコーでは短絡は消失していた（図2B）．以
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　　　　　　　　　　　　　　　図1　症例1の大動脈造彰

A：ラシュキントの閉鎖栓留置前．動脈管の最小径は3mmであった．　B：ラシュキントの閉鎖栓留

置後．明らかな残存短絡が認められる．C：3個のdetachable　PDA　coil留置後，わずかな短絡は

認められたが，心雑音も消失したため手技を終了した．
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　　　　　　　　　　　図2　症例1のドプラーエコー

A：ラシュキントの閉鎖栓留置後1日．わずかな残存短絡を認める．B：ラシュキント

の閉鎖栓留置後3週間．短絡の消失が確認された．

後経過は良好で，合併症もなく経過している．

　症例2

　61歳女性．平成7年4月頃より咳漱が出現し近医を

受診した際に初めて心雑音を指摘され，PDAと診断さ

れた．血圧は140／80であり息切れ，易疲労感等の自覚

症状は認めなかった．心臓カテーテルでは，左右短絡

率47％，最小径4．4mm，形態はKrichenkoらの分類の

タイプAであった．肺高血圧症はなかった．家族及び

本人がカテーテル治療を強く希望するためラシュキン

ト法目的に当院第2内科に入院となった．入院時現症

は身長142cm，体重52kg，第2肋間胸骨左縁にLevine

2／6の連続性雑音を聴取した．胸部X線では心胸郭比

48％，左第1弓，第2弓の突出を認め，軽度の心拡大

と肺血管陰影の増強を認めた．また心電図上左室肥大

を認めた．

　17mmのラシュキント閉鎖栓を用い動脈管の閉鎖を

試みたが，閉鎖栓留置後も明らかな残存短絡を認めた

ため（図3A），逆行性アプローチにより8mm，4ルー

プのdetachable　PDA　coilを1個留置した（図3B）．

残存短絡は減少し，心雑音も消失したため手技を終了

した．しかし術後30分よりヘモグロビン尿がみられ，

AST，　LDHの上昇，ヘモグロビンの低下などの溶血所
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　　　　　　　　　　　　　　　　図3　症例2の大動脈造影

A：ラシュキントの閉鎖栓留置後．閉鎖栓留置後も明らかな短絡が認められる．B：1個のdetach－

able　PDA　coil留置後．残存短絡の減少が確認された．　C：再塞栓術直後．わずかながら残存短絡が

認められたが，術後1週間のドプラエコーでは短絡の消失が確認された．
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　　　　　　　　　　図4　症例2の初回塞栓術以降の経過

短絡の減少を期待して保存的に経過観察したが，短絡は持続し，溶血性貧血も改善せ

ず，ヘモグロビンは7．5mg／dlまで低下したため5回の輸血を要した．　LDHは4，990

1U／Lまで上昇し，間接ビリルビンも3．5mg／dlまで上昇した．

見が認められた．保存的に経過観察したが，溶血所見

は改善せず5回の輸血を要した．経過中のヘモグロビ

ンよ最低値は7．5g／d1，　LDHの最高値は4，9901U〃，間

接ビリルビンの最高値は3．5mg／dlであった（図4）．

術後40日が経過しても短絡は残存し，溶血所見も改善

を認めないため，42日目に再度コイル閉鎖術を施行し

た．逆行性アプローチにより8mm，4ループのdetach一

able　PDA　coilを1個，5mm，5ループのdetachable

PDA　coi1を2個，さらにSnare　catch法8）9）により5

mm，4ループのGianturcoを1個留置した．4個のコ

イル追加によってもわずかな残存短絡を認めたが（図

3C），ガイドワイヤーがPDAを通過しなくなったため

やむなく手技を終了した．再閉鎖術後はヘモグロビン，

ビリルビン，LDHともすべて速やかな改善が認めら
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れた．術後1週目のドプラーエコーにて残存短絡の消

失を確認した．17mmの閉鎖栓に加え，最終的には5

個のコイルを留置することになったが，他の合併症は

認められなかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　1989年以降，PDAに対する経皮的閉鎖術としては欧

米を中心に広く世界ではラシュキント法が第1選択と

して行われてきたが，本邦ではラシュキント動脈管開

存閉鎖システムの認可が遅れたこともあり金属コイル

による閉鎖術が主体となってきた4）．しかしコイルで

閉鎖しうる動脈管最小径は3～4mm前後とする報告が

多く5）6），それ以上の太いPDAに対しては適応できな

い点で限界があった．しかし本邦でもラシュキント動

脈管開存閉鎖システムが認可されつつあり，今後コイ

ルで閉鎖し得ないような大きな動脈管に対してはラ

シュキント法が選択されて行くものと考えられる．

　ラシュキント法ではその残存短絡が問題となる．残

存短絡の閉鎖には従来はラシュキント閉鎖栓を追加す

る方法がとられてきたが，閉鎖栓が脱落あるいはずれ

て残存短絡が消失しないことも少なくなく，また肺動

脈，大動脈に突出し新たな狭窄を生じる危険も指摘さ

れていた2）3）．そのため最近になってコイルを用いて残

存短絡を消失させる試みがなされるようになっ
た1°）11）．Hijaziら11）はラシュキント法では術後7～38％

に残存短絡を認め，それに対してGianturco　coilを用

いたコイル閉鎖術を行い有効であったと報告してい

る．またコイルを用いた閉鎖はコストの面でも，ラシュ

キント閉鎖栓を追加する方法に比べ有利であると思わ

れる．しかし，小池ら1°）は，同様の方法にて肺動脈に脱

落したGianturco　coilが閉鎖栓に絡んで回収不能と

なり，緊急手術を要した症例を報告しているので注意

が必要と考えられる．今回我々はラシュキント法後に

短絡を残した2例に対し，detachable　PDA　coilを用

いてコイル閉鎖術を行い，良好な結果を得た．1例は

術後に著明な溶血性貧血を認めたが，再度のコイル閉

鎖術により残存短絡は消失し，溶血所見も見られなく

なった．何れも特に大きな合併症は見られなかった．

　我々の経験は2例ではあるが，ラシュキント法によ

る動脈管閉鎖術後の残存短絡に対してのコイル閉鎖術

は安全でかつ有効な治療法であると考えられた．

　本法施行に当たり協力を承ったTexas　Children’s　Hos－

pital，　Baylor　College　of　MedicineのCharles　E　Mullins

日本小児循環器学会雑誌　第14巻　第5号

博士に深謝いたします．
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Coil　Occlusion　for　Residual　Leak　Following　Transcatheter　Closure　of

　　　　　　　　　　　PDA　with　Rashkind　PDA　Occluder　System

　　　　　　　　Masatoshi　Tatsumi，　Hideshi　Tomita，　Shigeto　Fuse，

　　　　　　　　　　　　　　　Yuki　Kuroiwa　and　Shunzo　Chiba

Department　of　Pediatrics，　School　of　Medicine，　Sapporo　Medical　University

　　　We　attempted　the　coil　occlusion　for　2　patients　who　had　persistent　residual　leak　after

transcatheter　closure　of　patent　ductus　arteriosus（PDA）with　Rashkind　PDA　occluder　system．

　　　The　first　case　was　a　4－year－old　girl　who　had　Krichenko’s　type　A　PDA．　The　minimum

diameter　of　PDA　was　3　mm．　As　the　coil　occlusion　by　multiple　detachable　coils　had　failed　twice，

we　attempted　PDA　closure　with　the　Rashkind’s　system．　Residual　leak　persisted　despite　of　proper

placement　of　the　device．　Subsequently　we　performed　coil　occlusion　using　detachable　PDA　coils

（Cook　co）．　We　confirmed　complete　closure　1　week　after　the　coil　occlusion　by　Doppler　echocardio－

graphy．

　　　The　second　case　was　a　61－year－old　woman　who　had　type　A　PDA．　The　minimum　diameter　of

the　PDA　was　4．4mm．　Although　PDA　closure　using　the　Rashkind’s　system　and　detachable　PDA

coil　was　performed，　there　remained　small　residual　leak，　and　sereve　hemolysis　occurred　30　minites

after　the　procudure．　Subsequently　we　performed　second　coil　occlusion　after　42　days　from　the　first

intervention．　Hemolysis　recovered　shortly　after　the　seocnd　intervention　with　complete　elimina－

tion　of　residual　leak．

　　　We　conclude　that　the　coil　occlusion　by　the　detachable　PDA　coil　for　residual　leak　after

transcatheter　PDA　closure　with　Rashkind　PDA　occlusion　system　is　feasible　and　safe　procedure．
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