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GDC™360°を用いた腎動脈瘤の塞栓術
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はじめに

症　例

58歳 女性  
　偶然発見された右腎動脈瘤。インフォームドコンセントで腎摘
出術とコイル塞栓術が呈示され、患者が塞栓術を希望して当科を
受診となった。動脈瘤は右腎動脈背側枝起始部から後方へ向かっ
て突出していた（Fig.1、2）。3D-DSAによる計測では瘤の長径
20mm、短径12mm、頚は5mmほどであった。CTで壁の石灰化
は確認されたが、瘤内に血栓は認められなかった（Fig.3）。
　局所麻酔下に右鼠径部穿刺で6F Vista Britetip®（H-Stick type,
Cordis）を右腎動脈に留置した。全身ヘパリン化のもとsteam 
shapingで先端を軽く曲げたExcelsior™1018マイクロカテーテル
を0.016インチのRadifocus GTワイヤー（テルモ）で瘤内へ誘導
した。1st coilとしてGDC18-360°20 x 33で瘤内にframeを
形成し（Fig.4）、順次9ミリ径のコイルまでGDC18-360°でサイ
ズダウンした。ついで、GDC10-360°に移行し、8 x 20から5 x 9
へ順次サイズダウンした。
　15本のGDCが留置された時点で、コイル塊にまだ粗な部分は残
るがbody filling、neck remnantとも無く、マイクロカテーテル先端
が瘤のneckまで戻されてきたので手技を終了とした（Fig.5、6）。
　ヘパリンはリバースせず、シースは抜去して用手的に圧迫止
血した。腎梗塞の出現は無く、治療後11ヶ月時点でも瘤の再開
通は認められていない。

■使用アクセス
ガイディングカテーテル：6F Vista Britetip®(H-Stick type, Cordis)
マイクロカテーテル：Excelsior™1018 2マーカー
マイクロガイドワイヤー：Radifocus GT16（テルモ）

　1997年以来 脳血管内治療の分野で主に動脈瘤塞栓用とし
て広く使われてきたGDCコイルであるが、このたびようやく末
梢領域で保険収載となりIVRで使用可能な塞栓物質が増えた
のは喜ばしい限りである。
　本レポートではGDCコイルのなかでも最新の製品群に属する
GDC360°の有用性を中心に体幹部血管病変への本コイル使用
例を紹介する。GDC360°は従来の3Dコイルよりもコイルの形状
記憶性が弱いので、瘤内でコイル塊が回転しながら3D形状を作
るようなことは無い。さらに従来の3Dコイルとは異なったコンプ

レックスタイプの形状なので、コイル留置時形状の自由度が高く
「瘤壁に内側から張り付くように広がる」としばしば表現される
framingが可能である。実際、複雑な形状の瘤でも容易に3D形状
のframeを作れることでコイルの特性は体感できる。このコイル
特性からGDC360°は瘤内でcompartmentを作りにくいとされる
が、これは術者の好みもあって意見の分かれるところである。筆
者はframingからfilling、場合によってはfinishingまでGDC360°
を好んで用いているので、1stコイルのframingからfinishingまで
GDC360°で完遂した腎動脈瘤の症例を呈示する。

■使用コイル
   1stコイル: GDC18-360° 20 x 33
   2ndコイル: GDC18-360° 18 x 30
   3rdコイル: GDC18-360° 16 x 30
   4thコイル: GDC18-360° 16 x 30
   5thコイル: GDC18-360° 12 x 30
   6thコイル: GDC18-360° 9 x 20
   7thコイル: GDC10-360°Soft SR 8 x 20
   8thコイル: GDC10-360°Soft SR 8 x 20
   9thコイル: GDC10-360°Soft SR 7 x 15
 10thコイル: GDC10-360°Soft SR 7 x 15
 11thコイル: GDC10-360°SR 6 x 15
 12thコイル: GDC10-360°Soft SR 6 x 11
 13thコイル: GDC10-360°Soft SR 6 x 11
 14thコイル: GDC10-360°Soft SR 5 x 9
 15thコイル: GDC10-360°Soft SR 5 x 9

Fig.1 : 右腎動脈DSA正面像 Fig.2 : 右腎動脈3D-DSA working 
　　　 angle (ほぼ側面像)
　　　  矢印は腹側枝を示す。動脈瘤
　　　  は背側枝から後上方へ突出。

Fig.3 : 造影CT
　　　  動脈瘤壁の石灰化を認める
　　　  (矢印)が、瘤内に血栓は認め
　　　  られなかった。

Fig.5 : last coil （15th coil）留置時
　　　  背側枝・腹側枝とも保たれて
　　　  いる。瘤のneck remnantなし。

Fig.4 : 1st coilのframing

Fig.6 : 塞栓術後DSA正面像
　　　  body fillingなし。
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考　察

GDCコイル使用に際しての留意点

　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」が回避されるので安全なコイル留
置が可能である。さらにGDCコイルは脳動脈瘤の塞栓に適した柔軟
な性質なので、当然末梢領域の血管病変にも安全に使用可能と考え
る。製品には大きく分けてGDC-10とGDC-18のプロファイルがあり、
standard、soft、UltraSoft™といった柔軟性のバリエーション、helical、 
2D、3D、360°というコイル形状のバリエーション、そして豊富なサイ
ズバリエーションを誇る製品群である。またStretch resistant（SR）
機能を有したコイルが多いことは、手技の後半でコイルの位置修正
時に起こりうるunravelを避けるうえで極めて有利と言える。GDCコ
イルによる効果的塞栓術には製品群毎の特性を理解して適所に用
いることが必要である。
　GDCコイルのなかでも最新の製品群に属するGDC360°の利
点は、留置に際してのコイル形状の可変性にあると筆者は考える。
例えばframingの際にGDC360°は、マイクロカテーテルの位置を
変えなくても瘤内で巻きなおすことで容易に違った形状のframe
を形成するので初心者も使いやすい。さらに上級者になれば、コ
イルの出し入れとマイクロカテーテルの先端位置を同時に制御す
ることでコイル形状をより積極的にコントロールできるようにな
る。これがコンプレックス形状であるGDC360°の最大の利点で
あろう。この場合は両手を用いてマイクロカテーテルとコイルを繊
細にコントロールする術が必要なので、Fig.7を参考にされたい。
　動脈瘤の塞栓術では瘤のなかでコイルがコンパートメントを作
らず、均等に充填されていくのが理想である。従来のIDCと違って
GDCコイルはたとえhelicalタイプを用いても密な瘤内塞栓が可

能であるが、GDC360°は留置の際にうまくコントロールしてやること
で、1st coilのframingのみならずfillingにもきわめて有効と考えて、筆
者は好んで用いている。本例はGDC360°のみで塞栓術を完遂した
が、実際に筆者は手技の後半までGDC360°を用いることが多い。
　GDCコイルの製品ラインナップは豊富すぎるきらいがあるので、
コイルの選択に際し、例えば柔軟性をstandardにするかsoftにす
るか、はたまたUltraSoftにするのか、慣れないと選択に迷うかもし
れない。しかし、コイル径と長ささえ適格に決定すれば、おのずと
選択できるコイルが限られてくる（そもそも手技に際して準備され
るコイルも限られる）ので、現実にはあまり迷うことはないであろ
う。ただし、手技の後半では先に留置したコイルにからまってコイ
ルのunravelが容易に起こるのでSRコイルの使用を推奨したい。
　塞栓終了の目安は，マイクロカテーテルが瘤外へ押し戻された時
点をひとつの目安にしている。UltraSoftタイプのコイルを用いれ
ば、まだ追加挿入可能な場合がほとんどであり、本例でもまだ複
数本のコイルが追加留置可能であったと思われる。筆者はそもそ
も脳動脈瘤よりも瘤径の大きい末梢領域の動脈瘤にUltraSoftま
で使用してtight packingするのはやりすぎではないかと考えて控
えめのpackingを心がけているが、これに関しては議論があろう。
　末梢領域でGDCコイルを用いる難点は唯一その価格にあると言
える。しかし本例のように親動脈を温存して低侵襲に動脈瘤だけ処
理できることの臨床的メリットは大きい。高価なコイルなので単純
な親動脈塞栓術等で軽々に用いるべきではないが、瘤内塞栓を目
指す場合は躊躇せずGDCコイルを積極的に用いるべきである。

Fig.7 : コイルとマイクロカテーテル同時操作のコツ
左手第5指でガイディングカテーテルを把持。左手第1・2指でマイクロカテー
テルを把持して操作。右手第5指でマイクロカテーテルのハブ(Ｙコネクター)
を把持、右手第1・2指でコイルのdelivery wireを把持して両手で操作する
のがコツ。マイクロカテーテル内はヘパリン加生食を加圧バッグで潅流する。

　マイクロカテーテル内は、加圧バッグでヘパリン加生
食を潅流すべきである。これはマイクロカテーテル内に
血栓が形成されると、コイルdeliveryに際しての摩擦抵
抗が大きくなり、予期せぬコイルトラブルを招きかねな
いからである。同じ理由から1本のコイル操作を終える毎
に、Ｙコネクターを外してマイクロカテーテル内を2mlシ
リンジの生食でよくフラッシュすることも推奨したい。
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