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はじめに

Fig.1 : 造影CT
　　　  左腎動脈に周囲血栓化を伴う
　　　  動脈瘤がみられた。
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　1997年に本邦において、GDCシステムが医療機器としての薬
事承認を受けた。承認から約10年間は頭頚部血管のみの適応と
なっており、腹部、四肢末梢血管で使用することはできなかった
が、2008年に腹部・四肢末梢血管も適応となりそれらの領域の疾
患でも使用可能となった。GDCコイルの有用性は既に頭頚部領
域で広く実証済みである。
　この度我々はGDCコイルの新しいComplex shapeである
GDC360°を使用し臨床的に極めて有用であったと思われる症例

を経験した。GDC360°はこれまでに使用されてきた2Dやヘリカ
ルタイプのコイルと比較し、より瘤形状に沿って広がり、瘤内を緻
密に埋め尽くす塞栓を可能とする独特の 3 6 0°シェイプ
（Complex shape）を有する。この特性により瘤内の空間に均等
に広がりコンパートメント形成のリスクを低減することが可能な
為、長期予後も向上することが期待される。
　今回は、腎動脈瘤に使用し大変有用であった症例を提示する。

症例概要
　39歳、女性。頭痛のため近医受診し、若年性高血圧を指摘され
た。精査CTで2個の左腎動脈瘤を指摘された。

本症例における問題点
　腹部血管造影では、左腎動脈の中枢側と末梢側に2個の動脈瘤

がみられた。治療は2回に分けることとし、まず中枢側の動脈瘤にコ
イルによる塞栓を行うこととした。中枢側の動脈瘤は13 x 11 x 
10mm、ネック径は8mmと広茎であり、ネックのほとんどが背側枝
に存在したが、一部腹側枝にまたがっていた。

Fig.2、3 : CT-VR画像
　　　 　  左腎実質外に嚢状の動脈瘤がみられる。

Fig.4、5、6 : 左腎動脈造影および3D-rotation angiography像
　　　　　   動脈瘤は背側枝が首座であるが、ネックの一部が腹側枝にかかっていた。

症　例　1

　局所麻酔下に、右大腿動脈より6Fr.ガイディングカテーテルを挿
入し、左腎動脈起始部に留置後、Excelsior™1018™Microcatheter
を瘤内に挿入した。瘤は広茎性であり、そのままのコイル塞栓で
はコイル逸脱により、腹側枝および背側枝の両方に影響を与える
可能性があるため、バルーンアシストを行うこととした。
　左大腿動脈より5Frシースを挿入し、HyperGlide™balloon 

4mm x 20mm（Medtronic）を動脈瘤のネック部分に留置した。瘤
内に留置したマイクロカテーテルより、GDC18-360°10mm x 
30cmを使用することにより、縦長の瘤に沿うようframingが行え
た。Filling coilにはGDC10-360°8mm x 20cmを使用し、内部血
流が見られなくなったため塞栓を終了とした。バルーン解除後の造
影では、瘤は消失し、腹側枝および背側枝の血流は保たれていた。
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■使用コイル
   1stコイル: GDC18-360° 10 x 30
   2ndコイル: GDC18-360° 8 x 20
   

Fig.8Fig.7

Fig.2Fig.1 Fig.3

症例概要
　74歳、女性。近医で腹部大動脈瘤を指摘され、当院循環器外科で
人工血管置換術を施行した。その際に、右腎動脈瘤を発見され、当
科紹介となった。

本症例における問題点
　瘤は22 x 12 x 14mmの嚢状。ネック径は12mmとかなりのワイド
ネック。動脈瘤は腹側枝分岐直後に存在していたため、背側枝まで
の距離が短い。

Fig.7、8 : バルーンアシストコイル塞栓
　　　 　  HyperGlide™balloonを腎動脈本幹から背側枝にかけて留置し、
　　　　  コイルの瘤外への逸脱を防止した。Excelsior™1018™Microcatheterを
　　　　  瘤内に留置し、GDC360°でframingおよびpackingを行った。
　　　　  (Fig.8はコイル塞栓中)

Fig.1、2、3 : CTおよびMIP、VR画像
　　　　　  左腎動脈腹側枝の屈曲部に嚢状の動脈瘤がみられた。瘤はワイドネックタイプ。

症　例　2

　局所麻酔下に、右大腿動脈より6Frガイディングカテーテルを挿
入し、右腎動脈起始部に留置後、Excelsior™1018™Microcatheter 
Pre-shaped 45を瘤内に挿入した。
　動脈瘤はワイドネックであり、分岐直後に存在するため、背側
枝への影響が懸念されたが、GDC18-360°20mm x 33cmを
4本使用することにより、瘤に沿うようframingが行えた。Filling 
coilにもGDC18-360°10mm x 30cm, GDC18-360°9mm x 

2 0 c m を 使 用した 。さら に 瘤 内 を 密 に 詰 め る た め
GDC10-360°8mm x 20cm, GDC10-360°6mm x 15cmを
追加し内部血流が見られなくなった時点で塞栓を終了とした。塞
栓後の血管造影では腹側枝は根部レベルから消失していた。背
側枝の血流に問題はみられなかった。塞栓2ヵ月後のCTでは右腎
の腹側に軽度の萎縮がみられた程度であった。
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考　察
　今回、腎動脈瘤に対しGDC360°を使用しコイル塞栓を施行した2症
例を紹介した。GDC360°はこれまで広く使用されてきた2Dやヘリカ
ルコイル、又は3Dタイプとも異なり、独特の3次元構造を呈している。
その特性ゆえコンパートメント形成は極めて軽減された。
　GDCコイルは柔軟性のバリエーションも豊富（18タイプのコイル、
10タイプのコイルでスタンダード、ソフト、ウルトラソフトなどがある）
であり、18タイプのコイルでframingを実施しその後留置したコイル
内部にも10タイプのような柔軟なコイルを容易に追加することが可能

となり、よりタイトなpackingが可能である。
　更に、10コイルにはSR機能（Stretch-Resistant機能）がついた
ものがあり、柔軟性と耐伸長性を併せ持ちコイルをより安全に留置
できるメリットがある。
　また今回の症例では使用していないが、ファイバー付きのデタッ
チャブルコイル（GDC Fibered VortX™shape）があり、isolation
の近位側に距離がない場合などにもかなり効果的である。今回の症
例でもperipheral領域でのコイル塞栓に有用であると実感された。

Fig.5Fig.4

Fig.4、5 : 左腎動脈造影およびコイル塞栓
　　　 　 バルーンプロテクトを試みたが、屈曲が強く断念。本症例では腹側枝は背側枝に
　　　　  比べ栄養区域が少なく、瘤を塞栓するとともに腹側枝も塞栓することとした。
　　　　  まず瘤内をGDC18-360° 20 x 33を4本重ね、強固なフレームを作った。
　　　　  動脈瘤から背側枝までの距離が短いために通常のヘリカルタイプのコイルでは
　　　　  不安であるため、filling coilとしてもGDC360°を計4本使用し塞栓し得た。

Fig.6 : 塞栓2ヶ月後のCT

　　　  右腎腹側に実質の軽度の萎縮がみられた。

■使用コイル
   1stコイル: GDC18-360° 20 x 33
   2ndコイル: GDC18-360° 20 x 33
   3rdコイル: GDC18-360° 20 x 33
   4thコイル: GDC18-360° 20 x 33
   5thコイル: GDC18-360° 10 x 30
   6thコイル: GDC18-360° 9 x 20
   7thコイル: GDC10-360° 8 x 20
   8thコイル: GDC10-360° 6 x 15
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