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　腹部大動脈瘤に対する大動脈ステントグラフト内挿術（EVAR)
は、2007年に企業製ステントグラフトが保険適応となり急速に普
及している。その形態的な適応も拡大しつつあり、総腸骨動脈瘤
や内腸骨動脈瘤を合併した例のEVARでは、同側の内腸骨動脈の
塞栓術を先行してステントグラフトの脚を外腸骨動脈に留置する
戦略で治療を行う。
　今回は、最初に適正なサイズのGDC™3D shapeを用い

て framingを行い、次に「血管内に張り付くように広がる」と表
現されるGDC™360°を用いてpackingを行うことで内腸骨動
脈本幹（上臀動脈・下臀動脈分岐部より中枢）が短くても意図した
部位にコンパクトな塞栓を行えた症例（症例1）と、塞栓効果が不
十分にも関わらずコイル留置可能な残スペースが少なくなった
状況下にて、GDC™10タイプを追加充填することで完全な塞栓を
なし得た症例（症例2）を経験したので紹介する。

57歳 男性
　近医から腹部大動脈瘤で紹介され、外来経過観察中に拡大傾
向であったためEVARを予定した。瘤の最大径は54mmで、右総
腸骨動脈には径27mmの動脈瘤を形成し、右内腸骨動脈は動脈
瘤遠位端から分岐していた（Fig.1）。そこで右内腸骨動脈を塞栓
し、ステントグラフト右脚は外腸骨動脈にランディングさせる計画
を立てた。術前のCTで塞栓標的動脈の血管径は約7mm、内腸骨
動脈分岐部から上臀動脈・下臀動脈分岐部までの距離は55mm、
中枢側の分枝の上・下膀胱動脈と精管動脈の起始部までの距離
は38mmであった（Fig.2）。
　対側大腿動脈からのアプローチで、6Frコブラ型カテーテルを
内腸骨動脈の起始部に留置し（Fig.3）、マイクロカテーテル
（Renegade™-18 2マーカー)を上臀動脈・下臀動脈分岐部

手前に進めた。GDC™18 3D 8mm x 25cmでframingを行い、
GDC™18-360° 6mm x 15cm 1本,GDC™18 Fibered VortX™ 
Shape 6mm x 8cm 2本を挿入後、確認造影で遠位の動脈が
造影されたため（Fig.4）、GDC™18-360° 8mm x 20cm 1本, 
GDC™18-360° 7mm x 15cm 1本を追加した。この時点の確認
造影で遠位の動脈は塞栓された。また、上・下膀胱動脈と精管動脈
の起始部も閉塞するためにGDC™18-360° 6mm x 15cm 2本を
追加した。
　確認造影を行ったところ、各分枝はいずれも良好な塞栓が確認
できた（Fig.5）。
　2週間後、EVARを行い、ステントグラフトの右脚を外腸骨動脈
に留置した。術後の確認造影で内腸骨動脈の血流由来のタイプ2
エンドリークは認めなかった。
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症例2
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75歳男性
　狭心症のために近医より紹介された。冠動脈病変に対してPCI
施行。全身検索の結果、最大径47mmの腹部大動脈瘤、両側総腸
骨動脈瘤（右径32mm、左径31mm）（Fig.6）、右肺癌（T1N0）と
診断された。両側内腸骨動脈を塞栓し、ステントグラフトの脚は外
腸骨動脈にランディングさせる計画を立てた。まず、左側内腸骨
動脈の塞栓術を計画した。術前のCTで塞栓標的動脈の血管径は
6～8mmで内腸骨動脈起始部から上臀動脈・下臀動脈分岐部ま
での距離は21mmであった（Fig.7）。
　同側大腿動脈からのアプローチで、6 Fr JL10カテーテルを
内腸骨動脈の起始部に留置し（Fig.8）、マイクロカテーテル
（Renegade™-18 2マーカー)を上臀動脈・下臀動脈分岐部直前に

進めた。GDC™18-360° 8mm x 20cm 2本でframing後、7mm 
x 15cm 1本、GDC™18 2D 5mm x 20cm 1本、GDC™18 Soft 
4mm x 10cm 1本で塞栓後、GDC™18 Fibered VortX™ Shape 
3mm x 3cm 4本を追加した。確認造影を行ったところ末梢動脈
はまだ造影されており（Fig.9）、同時に内腸骨動脈起始部までの
距離が短かったためコイルの総腸骨動脈へのmigrationを防ぐ
塞栓方法が必要となった。そこで、隙間をよりタイトにパッキング
できるGDC™10 Soft 3mm x 10cm 2本を充填したところ、完全
な塞栓が得られた（Fig.10）。
　2週間後、右内腸骨動脈塞栓術とEVARを行ない、ステントグラ
フト両側脚は外腸骨動脈に留置した。術後の確認造影で内腸骨動
脈の血流由来のタイプ2エンドリークは認めなかった。
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考案

　現在本邦で腹部大動脈瘤に使用可能なステントグラフトはZenith® 
AAA Endovascular Graft (Cook)、GORE®EXCLUDER®

(GORE)、POWERLINK®(Endologix)の3機種である。EVAR
の基本的な適応はいずれのデバイスも末梢ランディングゾーン
を総腸骨動脈とし、適応最大径はZenith：20mm、Excluder：
18mm、Powerlink：14mmとされている。また、一側の総腸骨
動脈瘤または内腸骨動脈瘤合併例では、外腸骨動脈に瘤化あるい
は狭窄がなくランディングが可能な場合にEVARの適応とされて
いる。この際、内腸骨動脈からのタイプ㈼エンドリーク発生を予
防する目的で内腸骨動脈の血行遮断が不可欠であり、EVARを行
う上でコイル塞栓術は不可欠なIVR手技である。
　内腸骨動脈の主な血行供給先は直腸、膀胱、生殖器および臀筋
であるが、これらの臓器はいずれも側副血行路が発達しており、
一側の内腸骨動脈の近位部塞栓で重症な虚血症状を起こすこと
はない。塞栓術がやむを得ず末梢枝に及んだ場合や両側内腸骨
動脈塞栓の場合には、その影響は直腸虚血と臀筋跛行として現れ
ることが多い。そのため、左右内腸骨動脈の分枝間吻合を介した
側副血行が十分に機能するよう、内腸骨動脈塞栓術は分枝よりも
近位部を塞栓することが求められる。

　当院では、目的の部位に限局した塞栓を行うための最初のア
ンカーコイルとして、GDC™18 3D shapeを選択している。
3D shapeは最初の一巻きが通常径であり3次元形状も有して
いるため、内腸骨動脈のようなハイフロー血管ではよりアンカー
しやすいと考えている。続いてラディアルフォースを特徴に持つ
GDC™18 360°をGDC™18 3D shapeの内側から重ねる事
により、より強固なアンカー&ケージ形成を目指している。通常、
6mm径まではGDC™18 360°を用いてサイズダウンを行うこと
で、血管腔の外側に対して充分な塞栓を実施出来ている。その後、
電気式離脱が可能な唯一のFibered coilであるGDC™18 Fibered 
VortX™を畳み込むようにコントロールしながらケージの中に充填
する事で、より密に且つショートセグメントでの塞栓が可能とな
る。このように、より密な塞栓を目指す場合、電気を流さない限り
離脱されない「電気式離脱」は非常に安全であり、安心して使用す
ることが出来る。また、GDC™はサイズヴァリエーションが豊富
で、コイル長の長いものを用いることにより、少ない本数での目
的血管の塞栓が可能となる。コイル径も最大24mmであるため、
拡張している内腸骨動脈に対しても対応可能である。また、GDC
™10はGDC™18に比べプライマリー径が細いため、packingされる
容積は少ないももの、その細さと柔軟さによってコイルの隙間を
探すような動きを見せ、よりタイトな塞栓に非常に有効である。
　塞栓目的の血管の形状を術前に把握し、状況に応じコイルの性
質を活かす使用法をとることが、少ない本数で良好な塞栓術を行
うコツである。
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