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Background: In Japan, surgery is usually recommended for patent ductus arteiosus (PDA) in early infancy.
Purpose: The purpose of this study is to analyze the efficacy and safety of transcatheter occlusion of PDA in patients up to 6
months of age.
Subjects: We retrospectively analyzed the data of 16 patients up to 6 months of age in whom coil occlusion was attempted by
Tomita or Haneda. The median age and weight were 3.9 months and 5.0 kg, respectively. The median minimum diameter was
3.3 mm, and there were 11 patients with type A, two each with types C and E, and one with type B. The median Qp/Qs was
2.4, while nine patients were complicated by pulmonary hypertension. In five patients, coil occlusion was attempted before
introducing a 0.052-inch Gianturco coil, but in 11 patients, transcatheter occlusion was performed after introducing the coil.
We determined whether any factor such as age, body weight, minimum PDA diameter, angiographic type, operator, or use of a
0.052-inch Gianturco coil was related to the occurrence of an adverse event.
Results: There were three major adverse events, and minor adverse events occurred in two patients. The PDA was completely
closed in 13 patients who were not complicated by major adverse events (a clinical success rate of 81%). In nine patients
whose minimum diameter was smaller than 3.5 mm, only one patient was complicated by a minor adverse event, but in seven
patients whose minimum diameter was 3.5 mm or larger, there were three major adverse events and one minor event.
Conclusion: Transcatheter coil occlusion of a PDA is feasible in selected patients up to 6 months of age as long as the minimum
diameter is less than 3.5 mm, while PDA with a minimum diameter of 3.5 mm or larger should be immediately sent for surgery.
要

旨

背景：わが国では乳児期早期の動脈管開存は外科治療の適応とされることが多い．
目的：本研究の目的は 6 カ月以内の動脈管開存におけるコイル閉鎖術の成績を検討することである．
対象と方法：対象は富田または羽根田がコイル閉鎖術を試みた動脈管開存 16 例で，月齢
（中央値，以下同）
は 3.9 カ月，
体重は 5.0 kg，動脈管開存の最小径は 3.3 mm で type A 11 例，C，E 各 2 例，B が 1 例であった．肺体血流量比は
2.4 で，9 例は肺高血圧を合併していた．5 例は 0.052 インチ Gianturco コイル
（052）導入前，11 例は導入後の症例
で，adverse events に関与する因子として月齢，体重，動脈管の最小径，形態分類，術者，コイル閉鎖術の施行時
期
（052 導入前後），052 使用の有無について検討した．
結果：Major adverse events は 3 例，minor adverse events は 2 例に認めた．major adverse events 以外の 13 例では完全
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閉鎖し，臨床的成功率は 81％であった．最小径 3.5 mm 未満の 9 例では 1 例で minor adverse event を認めるのみで
あったが，3.5 mm 以上の 7 例では 3 例で major adverse events，1 例で minor adverse event を伴っていた．
考察と結語：6 カ月以下でも 3.5 mm 未満ではコイル閉鎖の可能性があるが，3.5 mm 以上は現状では外科治療を優
先すべきと考えられる．

はじめに
わが国では，乳児早期の動脈管開存は外科治療の対

コイル閉鎖術の施行時期（052 導入前後）などが，これ
らの adverse events に関与しているかどうかを単変量
および多変量ロジスティック回帰分析で解析した．ま

象となることが多いと考えられる．最近，使用可能と

た 2 群間の差は Fisher の正確確率検定により行った．

なった Amplatzer® duct occluder（ADO，AGA Co）は

いずれも危険率
（p）<0.05 を有意とした．

動脈管開存のカテーテル治療をよりやさしく，安全に
し，適応拡大に寄与すると期待されている．適応外使

コイル閉鎖の方法

用の報告は散見されるが，ADO の適応は公式には 6 カ

コイル閉鎖は detachable PDA coil（Flipper® コイル，

月，6 kg 以上とされている ．したがってわが国で

Cook Co.），0.035 インチプラチナコイル，または 052

は，年齢による適応の制限を受けない動脈管開存閉鎖

コイルを 3F 生検鉗子で把持しながら留置する方法で

用のデバイスは，現在でもコイルのみである．

行った．留置の原則は既報の prograde approach quick

1）

本研究では，適応に年齢制限が設けられていない，

detach 法 で3，4）， 適 宜， 大 動 脈 側 か ら の 留 置 も 用 い

コイルを用いた動脈管開存閉鎖術の乳児期早期におけ

た．留置する 1 個目のコイルの径は動脈管最小径の 2

る成績を後方視的に検討し，この年齢層における治療

倍以上のものを選択した．prograde approach quick de-

選択について考察した．
対象と方法

tach 法では，閉鎖に必要と想定されるコイルの数のカ
テーテルをあらかじめ，肺動脈側より動脈管に通過さ
せて大動脈造影を行う．挿入したカテーテルが動脈管

私たちの動脈管開存に対する治療方針は，低出生体

壁に密着しているのを確認後，Flipper コイルまたは

重児や，コイルを留置できる十分な膨大部がない太い

052 コイルを肺動脈側より 1 本ずつ留置する．留置に

動脈管開存を除き，症状のある動脈管開存は乳児期早

あたっては肺動脈内に残すループ数に相当する長さを

期であってもコイル閉鎖が第一選択である．対象は原

カテーテル内に残し，残りのすべてのループを大動脈

則的にこのような治療選択に基づいて，1997 年 9 月〜

内に形成する．大動脈内に形成したループを膨大部に

2008 年 12 月に富田または羽根田がコイル閉鎖を試みた

引き込み，残りの部分が肺動脈に引き込まれた時点で

6 カ月以内の動脈管開存 16 例である．
月齢は 1〜6
（中央値 3.9）カ月，体重は 1.2〜8.0
（5.0）

カテーテルを引き戻すことにより残りの部分を肺動脈
内に露出する．大動脈に留置した Pig tail カテーテル

kg，動脈管開存の最小径は 1.0〜4.6
（3.3）mm で，血管

により適宜試験造影を行い，大動脈側のループが膨大

造影による形態分類2）は type A 11 例，C，E 各 2 例，

部に安定していることを確認したら，肺動脈内では

B が 1 例であった．肺体血流量比は 1.0〜12.5
（2.4）
で，

ループを形成せずにコイルを離脱する．コイルの復元

9 例は平均肺動脈圧 25 mmHg 以上の肺高血圧を合併

力により肺動脈内のループが形成される．

していた．治療時期を 0.052 インチ Gianturco コイル

用いたコイルは Flipper のみ 9 例
（うち 2 例は留置で

（052）導入前の 5 例と，導入後の 11 例に分類した．症

きず）
，052 のみ 1 例，052 と Flipper 4 例，プラチナコ

例 3，5 は 2.5 kg 未満であったが，コイルを留置でき

イル 2 例で，留置したコイルの数は，1 個 7 例，2 個

る十分な膨大部があることから外科医と協議のうえ，

3 例，3 個 3 例，8 個 1 例であった．

コイル閉鎖術を先行させた
（Table 1）
．
Major adverse events は外科治療が必要であった事象，
minor adverse events を経カテーテル的に回復できた事

結

果

16 例中 14 例でコイルを留置できた．2 例
（No. 1，2）

象と，治療を要しないごく軽度の左肺動脈狭窄の合併

ではコイルが不安定なため回収し，外科治療を行っ

とした．

た．1 例（No. 12）では 8 個のコイルを留置したが溶血

年齢，体重，動脈管開存の最小径，形態分類，術者，
平成22年 3 月 1 日

が持続するため，外科的に回収し閉鎖した．コイルを
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Table 1
No. Gender

Patient profiles

Months

Weight
(kg)

Qp/Qs

mPA
(mmHg)

Diameter
(mm)

Type

AE

Number
2

1

F

6

5.7

2.7

55

4.2

A

Major

2

F

3

4.6

4.9

53

4.6

A

Major

2

3

F

1

1.2

5.9

38

3.3

B

None

1

4

M

1

3.7

2.9

34

4

C

Minor

2

5

M

1

2.1

12.5

49

4.4

C

None

3

6

F

4

5.4

1.7

59

4.1

A

None

3

7

F

6

7.4

2.3

27

3.2

A

None

3

8

F

6

6.1

1.5

17

2.8

A

None

2

9

F

6

6.3

1.1

16

2.1

E

None

1

10

M

5

6.4

1.8

18

2.5

A

Minor

1

11

M

5

8

1

10

1

E

None

1
8

12

F

1

2.6

6.3

52

3.9

A

Major

13

F

1

3.4

3.6

36

3.5

A

None

1

14

F

6

5.4

1

15

1.3

A

None

1

15

F

3

3.4

1

12

1

A

None

1

16

F

1

4.3

2.5

13

2

A

None

2

No.: patient number, Qp/Qs: pulmonary to systemic ﬂow ratio, mPA: mean pulmonary pressure, Diameter:
minimum diameter, Type: angiographic type of patent ductus arteriosus, AE: adverse events, Number:
number of coils used

適切に留置できた 13 例では全例で遠隔期に完全閉鎖
し臨床的成功率は 81％であった．コイル留置前に肺
高血圧を認めた例は全例，遠隔期に心エコー上，肺動
脈圧は正常化したものと判断された．
Major adverse events は前述のコイル留置不能 2 例，
溶血のため外科的に回収閉鎖 1 例の計 3 例で，minor
adverse events はカテーテルによるコイルの回収と再留
置， 軽 度 の 左 肺 動 脈 狭 窄 各 1 例 の 計 2 例 で あ っ た
（Table 1）
．大腿動脈の閉塞を合併した例はなかった．
解析した因子のなかで major，minor，total ともに，
adverse events の有意な危険因子となるものは検出でき
なかった．しかし major adverse events を合併したのは
全例，最小径 3.5 mm 以上の例であり，また 3.5 mm 以
上の 7 例中 3 例で major，1 例で minor adverse events を

Fig. 1

Patent ductus arteriosus (PDA) minimum diameter and
age (months) distribution in the subjects.

合併した．一方で 3.5 mm 未満であった 9 例では 1 例
で minor adverse event を合併したのみであり
（Fig. 1），

よれば，2007 年には 277 例の動脈管開存に対してコ

最小径 3.5 mm 以上の群では有意に major adverse events

イル閉鎖術が試みられ 263 例（95％）で成功したと報告

が多かった（p<0.05）
．

されている7）．一方，2008 年の日本胸部外科学会の調
考

察

Cambier らの報告5）や，着脱機構を持つ Flipper コイ

査8）によれば，2006 年の動脈管開存手術数は 644 例
で，このうち新生児・乳児例が 502 例を占め，わが国
では新生児・乳児の動脈管開存に対しては外科治療が

ルの発売以後，動脈管開存のコイル閉鎖術は，わが国

選択されることが多いと考えられる．また，限られた

でも標準的な治療戦略の一つとして定着してきた6）．

施設からではあるが，低出生体重児における胸腔鏡を

日本 Pediatric Interventional Cardiology 研究会の調査に

用いた動脈管クリッピングの有用性に関しても報告さ
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れている9，10）．

で，外科治療を第一選択にすべきと考えられた．

ADO が一般的に用いられている地域では，最小径
が 1〜2 mm の細い動脈管開存に対してはコイル，2〜
3 mm では ADO が用いられている

．日本でも販

売される 9-PDA-007 を用いれば最小径 8 mm 弱の動脈
管開存まで閉鎖が可能と考えられるが，乳児期早期・
新生児期の動脈管開存に対する ADO の使用は限定的
であり，当初の 6 カ月，6 kg 以上という適応から適応
拡大が図られた現在でも，5 kg 未満の乳児への使用は
一般的とは言えない13–15）．また，わが国で ADO の適
応をどこまで拡大し得るかは不透明である．デバイス
の柔軟性向上と，留置システムのダウンサイジングが
図られた ADO II を用いて新生児の動脈管開存を閉鎖
したとの報告も見られるが16），この手技がどこまで一
般的となるかは明らかではない．
乳児期早期の動脈管開存を閉鎖するための留置型デ
バイスに求められる要件は，
（1）小さな留置システム
（どんなに大きくても，動脈から留置する場合には 4F，
静脈からの場合は 6F くらいで留置できることが望ま
しい），
（2）静脈から留置する場合には急峻な右室流出
路のカーブを通過するための柔軟性，
（3）大動脈や肺
動脈に突出する部分が薄く，小さく，しかも最小径 4
〜5 mm くらいまでは閉鎖し得る形態，などであろう．
ADO は今のところいずれの点でも，乳児期早期の適
応に限界があるものと考えられる．一方，コイルは
（1）
，
（2）の点では ADO より優れた面も有しており，閉鎖で
きる最小径に限界はあるものの，よりコンパクトに動
脈管開存を閉鎖できることもあるものと考えられた．
全体の症例数自体が少なく，また adverse events を認
めた例も限定的であったため，adverse events を合併す
る有意な危険因子について明確にすることはできな
かったが，最小径 3.5 mm 未満でコイルを留置できる
膨大部のある動脈管開存では乳児期早期でも比較的安
全にコイル閉鎖術を行い得ていた．一方で 3.5 mm 以
上の例では major adverse events の危険性は高く，この
年齢層に適応を有する適切なデバイスが開発されない
限り，外科治療を第一選択とすべきと考えられた．
本論文の要旨は，第 45 回日本小児循環器学会総会・学術集
会（2009 年 7 月，神戸市）
において講演したものである．

結

論

乳児期早期の動脈管開存に対するコイル閉鎖術は最
小径が 3.5 mm 未満である限り，有効性，安全性とも
に十分と考えられた．3.5 mm を超える例では，乳児
期早期に適応できる適切なデバイスが開発されるま
平成22年 3 月 1 日
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