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動脈管開存に対するCoil塞栓術

Snare法とdetachable　PDA　coilの比較
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　18例の動脈管開存に対し，Coil塞栓術を試みた．10例では先に報告した静脈側から挿入したSnare

catheterによりCoilの先端を把持する方法を（以下Snare法），8例ではdetachable　PDA　coilを用い

た（以下detachable法）．

　Snare法では全例でCoil塞栓術が可能であった．2例で塞栓術直後にわずかな残存短絡を認めたが，

いずれも24時間以内に完全閉鎖した．他の8例では塞栓術直後に完全閉鎖した．

　detachable法のうち1例では動脈管の径が大きくCoilが安定しないため，1例ではdetachにともな

いCoilが回転して脱落し，回収に長時間を要したため，塞栓術を断念した．塞栓術を行い得た6例中2

例では術直後に完全閉鎖を得た．4例で，術直後にはわずかな残存短絡を認めたが，1例は24時間以内，

1例は4カ月後に完全閉鎖した．

　Snare法とdetachable法は，いずれもCoilの肺動脈末梢への脱落を防止し，最適な位置に留置する上

で有用な方法と考えられたが，detachable法ではdetachする際にCoilが回転することが問題となるこ

とがあり，注意が必要である．

　　　　　　　　　はじめに

　動脈管開存に対するCoil塞栓術は，比較的小さな動

脈管の非開胸的閉鎖法として北米を中心に広く普及し

てきており1｝～3），本邦でも小林ら4）や井埜ら5）により報

告された．著者ら6）は，肺動脈末梢にCoilが脱落すると

いう合併症を防止し，Coilを最適な位置に置くことを

容易にするため，静脈側より肺動脈内に挿人した

Snare　catheterで，　Coilの先端を把持しながら留置す

るという方法（以下Snare法）の有用性について先に

報告した．

　一方，最近Coilの近位端にねじ込み式のdetach機

構を有する動脈管閉鎖用のCoil（detachable　PDA

coil，　Cook）が開発され，その有用性が期待されてい

る7）8）．著者らもこのCoilを用いて動脈管開存に対す
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るCoil塞栓術を行い，手技上の問題点につきSnare

法と比較したので報告する．

　　　　　　　　　対　　象

　対象は18例の動脈管開存で，10例ではSnare法によ

り，8例ではdetachable　PDA　coi］を用い（以下

detachable法），　Coil塞栓術を行った．

　Snare法を行った症例の年齢分布は1歳10カ月から

6歳1カ月（平均4歳5カ月）で体重は
9．8～19．0（15．2±3．0，平均値±標準偏差）kgであっ

た．最小径はO．5～2．8（1．7±0．7）mm，長さは

3．4～13．3（7．4＋3．2）mmであった．　Krichenkoら9）

による動脈管の形態分類ではtype　A　6例，　E　3例，　C

1例であった（表1）．

　detachable法を行った症例の年齢分布は4カ月

～ 7歳7カ月（平均3歳9カ月）では体重は
3．9～20．8（13．2＋4．9）kgであった．最小径は

0．8～4．6（2．4±12）mm，長さは2．3～8．8（6．0＋2．1）
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Table　l　　Patients　profiles

No． Age Weight
（kg）

Diameter
　（mm）

Lellgth
（mm） Type

L、R　shunt
ratio（％） Con Route Procedure

time（mil1）
Result

Snare　method
1 6y　lm 19．o L9 13．3 E 4．0 5×5 R 30 NS
2 5y　3m 15．0 2．0 8．4 A 23．〔｝ 5×5 R 25 NS
3 2y　3m 9．8 L4 7．6 A 16．0 5×4 R 45 NS
4 5y　2m 17．0 2．4 4．4 A 24．0 5×5 R 45 NS
5 4y 14．2 0．5 ll．5 E 4．0 5×5 R 40 NS
6 5y　61n 17．0 0．8 8．4 E 9．o 5×4 R 50 NS
7 3y　8m 17．0 L6 5．0 C 6．0 5×3 R 25 NS
8 1y10m 10．6 1．2 7．2 A 4．0 5×4 R 15 NS
9 5y　6m 17．2 2．4 3．4 A 22．4 5×4 R 20 TS→NS

10 4y10rn 15．4 2．8 4．4 A 41．9 5×4 R 35 TS→NS
2個

Detachable　method

11 4y　gm 14．3 2．⑪ 8．4 E 27．0 5×5 A 30 TS→NS
］2 4m 3．9 4．6 6．5 E 79．2 8×4 A 70

2個
13 2y　7m 11．0 1．2 6．2 A ND 5×5 R 10 NS
］4 2y　3m 10．8 0．8 2．3 A ND 5×5 R 15 NS
15 3y 13．6 3．2 4．4 A 52．0 5×5 A，R 24〔〕

2個
8×4

16 3yllm 13．8 2．4 5．1 A 33．0 5×5 A 15 TS
17 5y　8m 17．0 2．6 6．2 A 29．4 5×5 A 40 TS→NS

2個
18 7y　7m 20．8 2．4 8．8 D 27．9 5×5 R 一　一

／o TS
5×3＊

ND；not　detected，　Coil；diameter×loop、　R；retrograde，　A；antegrade，　Procedure　time；Coil留置，

でに要した時間，NS；no　shunt，　TS；tiny　shunt，㌔Gianturco　coil

または留置開始から回収ま

mmであった．形態分類はtype　A　5例，　E　2例，　D　1

例であった（表1）．

　最小径はdetachable法の症例で大きな傾向にあっ

たが（p－0．13）統計学的には有意ではなく，年齢，体

重，動脈管の長さや，形態の頻度には2群間に有意差

を認めなかった．

　　　　　　　　　　方　　法

　Coil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を得た．

　Snare法の詳細については先に報告した6）．用いた

CoilはいずれもCook社製Gianturco　coil（MWCE－

38－5－5，MWCE・38・7・5，　MWCE－38－8－5）であった（表

1）．症例10は5mm径のCoilを2個留置した．すなわ

ち，逆行性に2本の5Fr－Multipurposeカテーテルを動

脈管に通過させた．経静脈的にMicrovena社製
Goose－neck　snare（ループ外形10mm）を2本挿入し，

2本のMultipurposeカテーテルの遠位端を把持し

た．片方のMultipurposeカテーテルを動脈管の肺動

脈端付近まで引き戻し，SnareでCoilの遠位端を把持

しながら，1本留置した．同様の操作で，他方のMulti－

purposeカテーテルから2本目のCoilを留置した．大

動脈造影により残存短絡がごくわずかで，自然閉鎖の

可能性が高いことを確認した後，SnareからCoilを解

放した（図1）．

　detachable法を行った症例のうち，4例では順行性

にカテーテルを挿入しCoilを留置した．すなわち肺動

脈より順行性に5Fr－Multipurposeカテーテルを動脈

管に通過させ，下行大動脈でCoilを押し出しながら肺

動脈側ヘカテーテルを引き戻しCoilを留置した．症例

13，14は順行性にカテーテルを動脈管に通過させるこ

とが困難なため，また，症例18は順行性の操作では

Coilを適切な位置に置くことが困難なため逆行性に

アプローチした．すなわち大動脈側から逆行性に5Fr－

Multipurposeまたは右冠動脈造影用カテーテルを動

脈管に通過させた．肺動脈内でcoilを押し出しながら

大動脈側にカテーテルを引き戻しCoilを留置した．用

いたCoilはCook社製detachable　PDA　coilで，引き

延ばした時の直径はo．038inch，ループ外径とループ数
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　　　　　　　　図1　症例10のSnare法によるColl塞栓術

1．2本のMultipurposeカテーテルを逆行性に動脈管を介して，2本のGoose－neck

snare用ガイドカテーテルを順行性に，それぞれ肺動脈に挿入した．2，3．　Snareで

Multlpurposeカテーテルの遠位端を一本ずつ把持した．4．1本のMultlpurposeカ

テーテルを動脈管の肺動脈端付近まで引き戻し，COIIを進めた．5．　COIIの遠位端を把

持したまま，1本のCoil留置を終えた．6．同様の手順で，2本目のCollを留置した．

麹

は外径5mmで5巻き（MWCE－38’5－PDA5），8mmで

4巻き（MWCE－38－8－PDA4）であった．症例12，17で

は順行性に2個，症例18ではdetachable法とSnare

法の併用により逆行性に2個，症例15では順行性に2

個，逆行性に1個Coilを留置した（表1）．

　　　　　　　　　　結　　果

　Snare法：

　症例9，10の2例で塞栓術直後にわずかな残存短絡

を認めたが，ドプラエコー上24時間以内に消失した．

合併症を認めた症例は無かった．初期の症例では

SnareからのCollの解放にやや時間を要したが，極力
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図2　症例10のCoi］塞栓術前（左）と術後（右）の大動脈造影．わずかな残存短絡を

　認めたが，24時間以内に消失した．

Coilの遠位端を把持するように工夫することにより，

スムーズな解放が可能であった．2個のCoilを留置し

たのは症例10のみであるが，Coilの解放はスムーズで

完全閉鎖を得た（図2）．

　coil留置に要した時間は15～50（33．o±11．8）分で

あった（表1）．

　detachable法：

　1）最小径が4．6mmで肺高血圧をともなった4カ月

の乳児例（症例12）では，順行性に径8mm，4巻きの

Coil　2個を動脈管内に3巻き，肺動脈側に1巻きとす

ることにより短絡は著明に減少した．しかし，動脈管

内のループが安定せず，脱落の危険が大きいと考えら

れたこと，心エコーでの観察により左肺動脈への突出

が大きいこと，などによりCoil塞栓術を断念して回収

した．

　2）症例15は順行性に8mm，4巻きと，5mm，5巻

きのCoi1を，大動脈側に3巻き，肺動脈側にそれぞれ

1巻き，2巻きとしたが，有意の残存短絡を認めた（図

3中段）．3個目のCoilを逆行性に肺動脈側，大動脈側

ともに2巻きとした所，短絡は減少したが（図3下段），

detachする途中にCoilが一塊となって回転し，肺動

脈側に脱落した．3個のCoilは全て回収できたが，長

時間を要し，再度の塞栓術は断念した．

　これら2例のCoil留置開始から回収までに要した

時間は，それぞれ70分，240分であった（表1）．

　3）Coil留置が可能であった6例のうち，2例では

術直後に完全閉鎖した．4例では術直後にわずかな残

存短絡を認めたが，症例11は24時間以内に，症例17は

4カ月後に消失した．症例17は2個のcoilをともに大

動脈側3巻き，肺動脈側2巻きとし，detachする前の

大動脈造影では完全閉鎖と判断した（図4）．しかし，

detach途中で2個のCoilが回転し，位置がわずかに

ずれたことにより，術後のドプラエコーではわずかな

残存短絡を認めた．

　4）症例16は最小径2．4mm，　type　Aの動脈管に対し

5mm径のCoilを1個留置したが，術後1カ月までわ

ずかな残存短絡を認めている．Coil近位端のループが

やや緩いことが原因と考えられるが，心雑音は聴取せ

ず，肺動脈狭窄所見やCoilの動きもないため，遠隔期

に自然閉鎖する可能性もあると考え，2個目のCoil留

置は行わず経過観察中である．

　5）症例18は肺動脈側と大動脈側に2ヵ所の狭窄を

有するtype　Dの症例で，肺動脈側の狭窄径は2．4mm，

大動脈側のそれは3．2mmであった（図5－1）．順行性に

5Fr－Multipurposeカテーテルを挿入し，大動脈内で2

巻きループを作った後肺動脈側に引き戻すと，大動脈

と動脈管中央の膨大部の間にループを作り，肺動脈内

ではループを作らなかった．また，有意の残存短絡を

認めた（図5－2）．Coilを肺動脈と動脈管中央の膨大部

との間に置くべく肺動脈側に引き戻すと，大動脈側の

ループも延びて固定が悪くなったため一旦回収した．

逆行性にカテーテルを挿入し，肺動脈側で1巻きルー

プを作った後，大動脈側に引き戻すと，中央の膨大部

にはループを作らず，短絡も消失しなかった（図5－3）．
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図3　症例15の術前大動脈造影（上段），8mm径と5

　mm径のCoilを留置後の大動脈造影（中段），3個目

　のCoilを追加後の大動脈造影（下段）．中段では著明

　な残存短絡があり，逆行性に5mm径のCoilを1個

　追加し，短絡は著明に減少した（下段）．しかし，

　detach途中にCoilが回転し肺動脈内に脱落した．

このため，一旦このcoilは回収し，逆行性に5Fr－

Multipurposeと4Fr一右冠動脈用カテーテルを挿入し

た．Multipurposeから2カ所の狭窄を介して5mm径

で5巻きのdetachable　PDA　coi1を1本，右冠動脈造

影用カテーテルから肺動脈側の狭窄を介しSnare法

E」本小児循環器学会雑誌　第12巻　第5号

にて51nm径3巻きのGianturco　coilを1個挿入し

た．依然わずかな短絡が残存するものの（図5－4），心

雑音は消失し，造影上自然閉鎖が期待できると考え手

技を終えた．本症例は術後2カ月の時点でもドプラエ

コー上わずかな残存短絡を認めている．

　Coil留置が可能であった症例で，留置に要した時間

は10～75（30．8±24．4）分であった（表1）．

　今回のシリーズでは，Snare法，　detachable法とも

Coil留置後に左肺動脈分岐部の狭窄を認めた症例は

なかった．

　　　　　　　　　　考　　察

　動脈管開存に対するCoil塞栓術は手技的に比較的

容易で，Coil留置に用いるカテーテルも細いことか

ら，最小径の小さな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1）～5）．著者らはCoilを留置

する際の肺動脈への脱落を防止し，また最適な位置に

留置することを容易にするため，Sommersら1°）が報告

したSnare法，またはdetach機構を有するdetach－

able　PDA　coilを用いて塞栓術を行っている．

　今回の検討で，Snare法の症例はCoil塞栓術導入初

期の症例が多く，動脈管の最小径も小さな症例を選択

したため，成績は良好である．detachable法導入後は

Coilを複数個留置することにより，比較的太い動脈管

に対してもCoil塞栓術を試みたため，2群間の単純な

比較は出来ず，最小径2．Omm以下程度で，　type　A，　C，

EなどCoil塞栓術が比較的容易な形態の動脈管開存

では，いずれの方法を用いても良好な成績が得られる

と考えられる．

　逆行性にしか動脈管を通過できないような症例で，

Snare法を用いればSnareでCoilを把持したまま大

動脈造影により残存短絡の確認が出来るのに対し，

detachable法では同様の確認を行うためには，動脈

ルートを2本確保する必要がある点，Snare法がやや

有利とも言える．一方，detachable法はSnare法に比

べて手技的には容易であり，またカテーテルの通過が

困難な程度に細い動脈管に対しても，O．38inchのワイ

ヤーが通る太さがあれば，Coi］を引き延ばしたまま動

脈管を通過させ，留置することが可能であるなどの有

利な点も有している8）．

　Snare法とdetachable法の本質的差は，　Coilを留

置した後の解放機構にあると考えられる．detachable

PDA　coilのdetach機構はねじ込み式となっているた

め，Coilを複数個留置した症例で，　detachする際に，

互いのCoi］が絡み合って大きく回転し，位置がずれる
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図4　症例17の術前大動脈造影（左）と5mm径のCoilを2個留置しdetach前の大動

　脈造影（右）．この造影では，残存短絡なしと判断しCoi1をdetachしたが，わずか

　に位置がずれ，術後のドプラエコーで残存短絡を検出した．
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図5　症例18のCoi1塞栓術
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1．術前大動脈造影．矢印の部位2カ所に狭窄を認めた．2．順行性にCoilを留置後の

大動脈造影．Coilは大動脈と動脈管中央の膨大部の間にあり，肺動脈側にループを作

らなかった．また，著明な残存短絡を認めた．3．逆行性にCoi1を留置後の大動脈造影．

中央の膨大部内にはループを作らず，残存短絡を認めた．4．detachable法とSnare法

の併用により2個のCoilを留置後の大動脈造影．残存短絡はわずかとなった．
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ことにより，残存短絡の出現や脱落の原因となった症

例があった．1個を留置した症例でも，detachにとも

ないCoilの位置が微妙に変わることを少なからず経

験した．最小径が小さな症例では，実際上の問題とは

ならなかったが，2．5mm程度で1個での閉鎖がぎりぎ

りの症例では問題となることがあり得ると考えられ

た．著者らはdetachable　coilの使用に際し，　Coilと

delivery　wireの問のねじ込みを5回転程度として使

用し始めた．しかし，初期の症例で偶発的にCoilがは

ずれることを経験し，以後は出来るだけ深くねじ込ん

だ状態で使用している．このことが，Coilの解放を難

しくした可能性はあると考えられる．ねじ込み機構に

問題がなければ，3巻程度のねじ込みにとどめる方が

良いとの推奨もあり，更に検討する必要を感じた．一

方，極力Coilの遠位端を把持するように注意すれば，

Snare法により把持したCoilの解放は，機構が単純で

あるだけに容易である．現在までの所，Coilの解放に

ともない大きな問題が生じた症例はない．

　これらのことから，Coi］を複数個留置する際には

Snare法の方が有利かもしれないとの考えに立ち，症

例10ではSnare法にて同時に2個のCoilを留置する

ことを試みた．Coilの固定は良好で解放にともなう位

置の変化もなく完全閉鎖を得た．今後も症例を増やし

て検討する予定である．

　Hijaziら1’）はGianturco　coilを複数個留置するこ

とにより径4mmまでの動脈管の閉鎖が可能であった

と報告したが，彼らのシリーズでも大動脈側に最狭窄

部のあるtype　Bに対するCoil塞栓術の成績は不良と

されている．著者らもtype　Dの1例では，　Coilを適切

な位置に置くこと自体に難渋した．大動脈側の径は比

較的大きいものの，最狭窄部である肺動脈側の狭窄部

と動脈管中央の膨大部との間にCoilを置くことがで

きれば，完全閉鎖が可能な径と考えられたが，このよ

うな位置にCoilを置くことがきわめて困難であった．

2カ所の狭窄を介してdetachable法により1個，

Snare法により1個，　Coilを留置することにより心雑

音は消失し，わずかな残存短絡を残すのみとなり，自

然閉鎖も期待できると考えられるが，動脈管の最小径

ばかりでなく，形態とCoi1塞栓術の適応については今

後の検討課題と考えられる．

　今回のシリーズ中2例では，術後1カ月，2カ月の

時点でわずかな残存短絡を認めている．Rashkind動

脈管閉鎖システムでの成績12）13）からみれば，術後6カ

月程度までは自然閉鎖がおこりうると考えられ，著者

日本小児循環器学会雑誌　第12巻　第5号

らのシリーズでも1例で術後4カ月での完全閉鎖をド

プラエコーにて確認した．いずれの短絡も臨床的には

問題ない程度と考えられるが，再塞栓術は可能と考え

られるため，6カ月程度まで経過観察を行った上で再

塞栓術につき検討する予定である．

　Snare法とdetachable法は肺動脈へのCoilの脱落

を防止し，最適な位置にCoilを留置する上で非常に安

全かつ有用な方法であるが，それぞれの長所と短所に

ついて熟知する必要がある．現在の所，著者らは，最

小径2．Omm以下で，　type　A，　C，　EなどCoil塞栓術が

比較的容易な症例では，いずれの方法でも術者が慣れ

た方法をとるのが良いが，複数個のCoilを必要とする

ような症例ではSnare法が優れている可能性がある

と考えている．
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Coil　Embolization　for　Patent　Ductus　Arteriosus：Comparison　between

　　　　　　　　　　　　Snare　Method　and　Detachable　PDA　Coil

　　　　　　　　　Hideshi　Tomita，　Shigeto　Fuse　and　Shunzo　Chiba

Departrnent　of　Pediatrics，　School　of　Medicine，　Sapporo　Medical　University

　　　We　attempted　the　coil　embolization　for　18　patients　of　patent　ductus　arteriosus（PDA）．　In　10

patients，　we　used　snare　assisted　method（Snare　method）in　that　we　delivered　the　snare　catheter

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

The　other　8　patients，　we　embolized　PDA　by　detachable　PDA　coil　that　had　the　screw　in　detach

mechanisrn　at　the　proximal　end　of　the　coil．

　　　In　the　snare　method　group，　all　ductus　was　occluded　completely　without　complication．　In　the

detachable　group，　we　could　not　embolize　2　ductus　because　of　too　large　diameter．　Among　6

patients　whose　ductus　embolized　successfully，　tiny　residual　shunt　was　detected　in　2　patients　l　and

2months　after　embolization．

　　　Both　methods　worked　well　to　prevent　coil　migration　to　the　peripheral　pulmonary　artery，　to

aid　the　positioning　of　the　coil，　and　to　facilitate　coil　retrieval　in　case　of　unstable　or　unfavorable

position　after　delivery．　Although　we　should　be　careful　to　the　rotation　of　the　coil　in　detachning

detachable　PDA　coil．
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