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はじめに

症例1

症例：79歳、男性
　4年前、前立腺癌治療時に瘤径32mmの腹部大動脈瘤を偶然
発見された。その後経過観察され、瘤径45mmまで増大。脊柱
管狭窄症のため歩行困難であり、他院での手術術前に腹部大動
脈瘤に対する治療を依頼され当科入院となった。
　術前造影CT検査では、右CIAが9.2mm長、左CIAが8.0mm長
であり、ともにSG脚のランディングゾーンとしては短く（Fig.1, 

2）、両側ともにEIAランディングを予定したため術前に左IIAコイ
ル塞栓術を行った（左IIA内腔術前計測：4.6-5.5mm）。
　局所麻酔下に、右大腿動脈から6Fペアレント プラス（メディキ
ット）を挿入し、0.035inchラジフォーカス®ガイドワイヤー（テ
ルモ）および付属の子カテーテルを用いて左CIAまで進めた
（Fig.3）。全身ヘパリン化ののち、Renegade™-18 Microcatheter 
2マーカーを0.014 inch Cruise™ガイドワイヤー（朝日インテック）
を用いて左IIA内に誘導。殿筋跛行予防のため、上殿動脈・下
殿動脈の交通を温存しながら左IIA本幹に1st coilとしてGDC
™18-360° 7mm x 15cmを用いてframeを形成し、2nd coilとして
GDC™18-360° 6mm x 15cmを留置した。
　この時点で血管撮影を行ったところ、完全に順行性血流が消
失はしていないものの有意な血流の減少を認めたためコイル
塞栓を終了とした（Fig.4）。
　また対側IIAについては起始部に高度狭窄を認め、SG脚によ
り起始部が被覆されることが期待されたためコイル塞栓は行わ
なかった。
　1週間後、EXCLUDER™（ゴアテックス）を用いてEVARを施行
した。右側アプローチでMainbody（PXT231412）およびIliac 
extender（PXL161007）を追加留置する事で右EIAランディン
グとし、対側はContralateral leg（PXC121000）およびIliac 
extender（PXL161207およびPXL161007）を追加留置する事
で左EIAランディングとした。SG留置直後の血管撮影ではわず
かに右IIAからのtype II endoleakを認めたが（Fig.5）、術後1週
間での造影CTでは瘤内への造影剤の流入を認めず（Fig.6, 7）、
殿筋跛行・虚血性腸炎の合併もなく軽快退院となった。

Fig.1： 術前造影3D-CT

腎動脈下腹部大動脈瘤
両側総腸骨動脈長は8-9mmと短い

Fig.2： 術前血管撮影

Fig.3： 左腸骨動脈血管撮影
右大腿動脈より6Fガイディングシースを留置

左CIA（矢印）、左IIA（矢頭）

Fig.4： 左内腸骨動脈コイル塞栓
GDC™18-360°（矢印）

Fig.5： EVAR後血管撮影
わずかに右IIAからのtype II endoleak

を認める（矢印）

Fig.6： 術後造影3D-CT

Fig.7： 術後造影CT

Endoleakを認めず

　本邦でも2006年より腹部大動脈瘤（AAA）治療用の市販ステ
ントグラフト（SG）デバイスが保険償還され、症例は年々増加して
いる。欧米と比較し、本邦のAAA症例の特徴として総腸骨動脈
（CIA）が短い、または拡張・瘤化合併例の頻度が高いことがあげ
られ、このことからSG脚の外腸骨動脈（EIA）へのランディングを
考慮せざるを得ない症例も少なくない。この際、血管外科医にと

って内腸骨動脈（IIA）に対するコイル塞栓は必須の手技であり、
その重要性もAAAに対するステントグラフト内挿術（EVAR）症
例の増加とともに高まってきている。
　本レポートでは、GDC™コイルの中でも最新の製品群に属
する360°の有用性を中心に、EVAR症例におけるGDC™360°を
用いたIIAコイル塞栓術を紹介する。

■使用アクセス
ガイディングシース: 6Fペアレント プラス（メディキット）
マイクロカテーテル: Renegade™-18 2マーカー
マイクロガイドワイヤー: Cruise™0.014inch（朝日インテック）

■使用コイル
左側IIA
   1stコイル: GDC™18-360° 7 x 15
   2ndコイル: GDC™18-360° 6 x 15
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症例2

Fig.8： 術前造影3D-CT

AAAおよび両側総腸骨動脈瘤を認める
Fig.9： 血管撮影
右総腸骨動脈へ

6Fガイディングシースを留置

Fig.10： 右内腸骨動脈コイル塞栓
GDC™18-360°（矢印）

Fig.11： 血管撮影
6Fガイディングシースを
左総腸骨動脈へ留置

Fig.12： 左内腸骨動脈コイル塞栓
GDC™18-360°（矢印）

Fig.13： EVAR術前血管撮影
両側内腸骨動脈の順行性血流は

消失している

Fig.14： EVAR術後血管撮影
IIAからのtype II endoleak認めず

Fig.15： 術後造影3D-CT

コイル留置部分の
アーティファクト（矢印）

Fig.16： 術後造影CT

両側総腸骨動脈瘤内に
造影剤の流入認めず（矢印）

■使用アクセス
ガイディングシース: 6Fペアレント プラス（メディキット）
マイクロカテーテル: Renegade™-18 2マーカー
マイクロガイドワイヤー: Cruise™0.014inch（朝日インテック）

症例：77歳、男性
　2年前、胆石性膵炎で前医入院加療中に偶然、瘤径50mmの
AAAを指摘された。その後、55mmまで増大したため、手術目的
に当科入院となった。心筋梗塞および冠動脈に対するステント留
置術の既往がある。
　AAAに加え、両側CIA瘤（右31mm、左48mm）合併例であっ
たため（Fig.8）、両側ともにEIAランディングを予定し、術前に両
側IIAコイル塞栓術を行った。術前の造影CTによる計測では右・
左IIA内腔径は各々9.3-12.7mm、9.7-13.8mmであった。
　局所麻酔下に、左大腿動脈より6Fペアレント プラス（メディ
キット）を挿入し、0.035inch Radifocusガイドワイヤー（テルモ）
および付属の子カテーテルを用いて右CIAまで進めた（Fig.9）。
全身ヘパリン化ののち、Renegade™-18 2マーカーを0.014 
inch Cruise™ガイドワイヤー（朝日インテック）を用いて右IIA内
に誘導した。殿筋跛行予防のため、上殿動脈・下殿動脈の交通を
温存しながらIIA本幹に1st coilとしてGDC™18-360° 18mm x 
40cmでframeを形成し、順次12mm径までGDC™18-360°の

サイズダウンを行った。最後により高い塞栓効果を得るため
GDC™18 Fibered VortX™Shape 5mm x 8cmを充填し、最終造
影で順行性の血流がほぼ消失したことを確認した（Fig.10）。
　次いで左IIAのコイル塞栓を行うために6Fペアレント プラスを
左CIAへ誘導し（Fig.11）、Renegade™-18を用いて左IIA本幹に
1st coil：GDC™18-360° 20mm x 33cmにてframeを形成。以後、
順次8mm径までGDC™18-360°をサイズダウンし、最後に右IIA
同様、GDC™18 Fibered VortX™Shape 5mm x 8cmを充填し
た。最終造影時、順行性の血流はほぼ消失したことを確認した
（Fig.12）。
　その後、1週間後にEVARを施行。EXCLUDER™を用い、左側
アプローチでMainbody（PXT261218）およびIliac extender
（PXL161007）を追加留置することで右EIAランディングとし、対
側はContralateral leg（PXC121400）およびIliac extender
（PXL161007）を追加留置し左EIAランディングとした。術中血管
撮影ではIIAからのtype II endoleakは両側ともに認めず（Fig.13, 

14）、術後1週間での造影CTにおいてもAAAおよび両側CIA瘤
内への造影剤の流入は認めなかった（Fig.15, 16）。臀筋跛行・虚
血性腸炎の合併も認めず軽快退院となった。

左側IIA
   1stコイル: GDC™18-360° 20 x 33
   2ndコイル: GDC™18-360° 20 x 33
   3rdコイル: GDC™18-360° 20 x 33
   4thコイル: GDC™18-360° 18 x 40
   5thコイル: GDC™18-360° 16 x 40
   6thコイル: GDC™18-360° 14 x 20
   7thコイル: GDC™18-360° 12 x 20
   8thコイル: GDC™18-360° 10 x 20
   9thコイル: GDC™18-360° 8 x 20
 10thコイル: GDC™18 Fibered VortX™Shape 5 x 8

■使用コイル
右側IIA
   1stコイル: GDC™18-360° 18 x 40
   2ndコイル: GDC™18-360° 18 x 40
   3rdコイル: GDC™18-360° 16x 40
   4thコイル: GDC™18-360° 14 x 30
   5thコイル: GDC™18-360° 12 x 30
   6thコイル: GDC™18 Fibered VortX™Shape 5 x 8
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考　察

EVAR症例におけるIIAコイル塞栓術に際しての留意点

　解剖学的適応基準に従えば、SG脚のランディングゾーンとして
CIAの長さは10mmあるいは20mm以上必要であり、その直径
はEXCLUDER™（ゴアテックス）：18.5mm、Zenith™（クック）：
20mm、Powerlink™（コスモテック）：18mm以下である必要が
ある。上記基準外となる"short CIA"または"dilated or 
aneurysmal CIA"であればEIAランディングおよびIIAコイル塞
栓術が原則として必要となる。欧米に比較し、short or dilated 
CIAに合併したAAA症例が多いとされる本邦では、EVAR症例の
増加に伴いIIAコイル塞栓術を要する症例も増加し、その手技は
血管外科医にとって必須になると思われる。
　電気離脱式のGDC™コイルは従来の IDC™コイルに比べて
離脱機構が安全確実で、「予期せぬ離脱が回避」されること、
「目標とする部位に留置できるまで繰り返し出し入れ可能」であ
ることから、コイル塞栓手技に習熟していない術者でも安全で
確実なコイル留置が可能である。さらにGDC™360°はその形状
特性から、framingの際にマイクロカテーテルの先端位置を変え
ることなく3次元形状のframeを形成しやすく初心者でも扱いや
すい。また、360°Shape特有の「外向きに拡がるコイル挙動」を
示すため留置コイルの安定性が高く、360°Shapeを重ねて留置
することにより外側からしっかりと殻を重ねるような安定した塞
栓を行うことができ、理想的な血管閉塞を可能とする。
　本レポートの「症例1」は"short CIA"症例であり、EVARに際
し、SG脚によりIIA orificeが被覆されることにより一定の血流遮

断効果が期待できる。このため完全な塞栓はなされていなかっ
たものの、GDC™18-360° 2本で有意な血流減少効果が得ら
れ、type II endoleakを防止することが可能であった。一方、「症
例2」は"aneurysmal CIA"症例であり、「症例1」のようなSG脚に
よるIIA orificeでの血流遮断効果は期待できない。このため、コ
イルによる“より完全な塞栓”を心掛けるべきである。筆者の経
験ではshort CIA症例では4-6本、dilated or aneurysmal CIA症
例では8-10本程度のコイルが必要となることが多い。
　また、IIAコイル塞栓術における合併症としては殿筋跛行があ
げられる。これを予防するためは、上殿・下殿動脈の交通を温存
し、IIA本幹にコイルを留置することが重要である。IIAは大動脈
の2次分枝であり血流量が多いため、特に1st coilによるframing
に際しては、よりanchoring効果の高いコイルが求められる。
GDC™18-360°はこの点においても、コイル形状の特性上、適し
ていると思われる。筆者は1st coilのサイズがIIA内径より2-4mm
程度大きいものを選択している。実際に留置を開始しサイズが
不適当であると判断されればすぐに回収し、別のサイズを選択し
留置し直せることも、GDC™コイルの優れた点と言える。
　本レポートでは症例を呈示できなかったが、IIAそのものが瘤化
している症例では上殿・下殿動脈さらにはその分枝にコイルを留
置する必要がある。この場合においても、GDC™コイルのサイズバ
リエーションの豊富さにより、適応となる用途は非常に広い。　

●臀筋跛行予防のため、IIA本幹にコイルを留置し、上・下殿動脈の交通を温存する。

●Short CIA症例ではコイル4-6本程度の使用を目安に留置し、
有意な血流減少が得られれば完全な塞栓の必要は必ずしもない。

●Dilated or aneurysmal CIA症例ではコイル8-10本程度の使用を目安に、
より完全な塞栓を心がける。

●1st coilはIIA内腔径よりも2-4mm程度大きいサイズを選択の目安とする。
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