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はじめに
マイクロカテーテル、
マイクロコイルの使用が可能になって
以降、細い蛇行血管にコイルを進めることが容易になり、治療
の幅・領域は拡がっている。このIVR治療の領域の広がりは内

科的治療への一つの架け橋となっている。
今回、
難治性肝性脳症に対するBRTOならびに上臀動脈瘤に
よる血腫に対し、
コイル塞栓が有用であった2症例を提示する。

症例
症例1
患者 67歳 男性

を5本、
22mm×60cmを5本、IDC™コイル（ボストン・サイエ

診断 ＃1.C型慢性肝炎、#2.肝性脳症、#3.門脈-大循環短絡路

ンティフィック）の22mm×20cmを1本、それぞれ用いたコイ
リングにより、肝性脳症は改善した（図 2 ）。その後、IFN-free

C 型 慢 性 肝 炎 に て 2 01 2 年 2 月 当 院 紹 介 。P e g I F N /
Ribavirin療法を行い、一時C型肝炎ウイルス陰性化も再燃。
2015年2月に PegIFN/Rivabirin/Teraplevir療法施行も、皮

DAA療法も再開し、C型肝炎ウイルスは排除され、Sustained
viral responseが得られた。
C型肝炎ウイルスに対するIFN-free DAA治療は急速に進歩

疹にて中止となった。2015 年 7 月 SOF/RBVを導入したが、

し、肝硬変症例に対しても積極的に治療されている。
しかし、現

経過中に再燃した。その後、門脈−大循環短絡路の発達で肝

時点ではChild-Pugh A以外は適応外であり、IFN-free DAA

性脳症コントロール不良となり、Child-Pugh score が悪化

治療は行われていない。Child-Pugh B/Cの症例においても肝

してBとなり、IFN-free DAA 再投与不可能であった。図１の

治療導入
性脳症のコントロールによってChild-Pugh Aとなり、

ように門脈−大循環短絡路を認め、同部位よりBRTO 施行予

可能となる症例も存在する。本症例においては、I F N-f r e e

定とした。シース
（ 8F・50cm・コブラ型）を短絡路に挿入し、セ

DAA後の再燃例において肝性脳症が悪化したものの、BRTO

（ 80cm・コブラ型）を短絡路でバルー
レコンMPカテーテルⅡ

により肝性脳症コントロールが可能となり、IFN-free DAAを

ン拡張し、マイクロカテーテルをバルーンカテーテル内に挿

再導入し、SVRが得られた。コイルによるIVRを内科的治療に

入後、Interlock™-18コイル（ボストン・サイエンティフィック）

導入し得た貴重な症例である。

18mm×50cmを4本、20mm×50cm
の14mm×50cmを3本、
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図2 Porto-systemic shunt入口部からバルーンカテーテル
（セレコンMP
カテーテル/テルモ）
をPSSに挿入し、
バルーン閉塞下にコイル塞栓した。

Ishikawa T, et. al. Global Imaging Insights. 2(5): 1-2, 2017.

図1 造影CT再構成: PV; Portal Vein, SPV; Splenic Vein, IVC; Inferior
Vena Cava, PSS; Porto-systemic shunt, ▲ はIVCからPSSへの入口部

症例2
患者 79歳 男性
＃2. 右股関節デブ
診断 ＃１. 右人工股関節術後遅発性感染、
リードマン後右上殿動脈不整と瘤（仮性瘤）形成、右臀部血腫、

2018 年発症、2 回目の右股関節デブリードマン後、一晩で

▼

＃4.膵癌術後、
＃5.軽度腎不全、
＃6.高度貧血
＃3.右腎膿瘍、

Ｈｂ8.1g/dLから4.5g/dLまで低下、CTにて＃2を指摘（図3）。
（5F・25cm）
を
緊急IVRとなった。対側の左大腿動脈にシース
を右内腸骨動脈に挿入
挿入し、造影カテーテル（5F・コブラ型）
を右上臀動
し、
マイクロカテーテル
（先端1.9F・内径0.019inch）
脈に誘導後、動脈瘤内に選択的に挿入（図5）。計測上10.6mm
径と考え、Interlock™-18コイル
（ボストン・サイエンティフィッ

図3 骨盤造影CT: 右臀部に血腫を認め、右上臀動脈枝に動脈瘤を認める
（▲）。

ク）の 8m m×20c m を 2 本、10m m×30c m を 2 本、6m m×

20cmを2本にてpackingした（図7）。

図4 右内腸骨動脈造影：CTで指摘した動脈瘤を認める。

図5 右上臀動脈造影：マイクロカテーテルが選択的に挿入されている。

図6 瘤径を測定し、
適切なコイルを選択した。

図7 右上臀部動脈瘤の末梢までカテーテルを進め、Interlock™-18コイル
8mm×20cm 2本、10mm×30cm 2本、6mm×20cmを2本にて良好
な塞栓術を行うことができた。

コイル塞栓は、緊急時にいかに使いやすいか否かも大きなカギである。

考察
一般にIVRのコイル塞栓術においては症例に適したデバイ

例1では充分な塞栓効果が見られ、肝性脳症はコントロール可

ス選択が非常に重要であり、消化器内科が行う手技において

能となり、症例 2では理想的なコイルポジショニングが短時間

も同様である。特にコイルには高いコントロール性能、強力な

かつピンポイントで可能となった。特に後者のような症例では

塞栓効果、幅広いラインナップが必要とされる。
高いコントロール性能の点では、Interlock™コイルが持つ
インターロッキングアーム構造がもたらす正確なコントロー
ル性能ゆえ、理想的なコイルポジショニングが実現可能であ

迅速な手技が望まれるため、緊急時の使いやすさもポイントと
なる。まさに、挿 入から d e t a ch まで短 時 間で施 行 可 能な

Interlock™コイルの長所が活かされたと考えられる。
現在わが国で使用できるデタッチャブルマイクロコイルは機

る。また、
コイル上に流線形に束ねられたポリエステルファイ

械式、電気式、水圧式/ワイヤ離脱式に大別され、多数種が上市

バーが血栓形成と血流遮断を実現し、塞栓効果をもたらす。さ

されている。それぞれのコイルが特色を有しているが、塞栓性

らに、Interlock™シリーズは、18タイプで2D Helical（コイル

に優れ、操作が容易で安全に手技を行えることが共通して重要

コイル長4〜60cm）
とVortx™ Diamond、35
径2〜22mm、

なポイントである。さらに近年は保険の関係上、価格面でのア

タイプでCube/2D/Diamond（コイル径3〜20mm、
コイル長

ドバンテージも考慮に入れる必要性が高まっている。これらの

4〜40cm）
と、幅広いラインナップを有している。
これらInterlock™コイルを用いた塞栓術においては、必要

Interlock™/IDC™は非常にバランスが
点をすべて鑑みても、
よく有用なコイルだと考えられた。

最小限の本数でピンポイントでの塞栓が可能となる。実際、症

径表示換算目安：1mm ＝ 3French ＝ 0.0394inches
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