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■ 症例報告 ■

下心臓型総肺静脈還流異常症術後の残存垂直静脈に対し，
Amplatzer Vascular Plug II による塞栓術を行った成人例
小島 拓朗，小林 俊樹，葭葉 茂樹，住友 直方

Amplatzer Vascular Plug II for transcatheter closure of an unligated vertical
vein after a repair of an infracardiac total anomalous pulmonary venous
connection
Takuro Kojima, Toshiki Kobayashi, Shigeki Yoshiba, and Naokata Sumitomo
doi: 10.20599/jjcic.6.12
■ 要 約 ■ 総肺静脈還流異常症（Total Anomalous Pulmonary Venous Connection; TAPVC）の術後には，循環動態安定
化を目的として垂直静脈（Vertical vein; VV）を結紮しない場合がある．下心臓型 TAPVC 術後の残存 VV の多くは自然閉
鎖するとされている事から，このような残存 VV に対する経カテーテル的塞栓術の報告は極めて少ない．今回，下心臓型
TAPVC 術後の残存 VV に対し，術後遠隔期に Amplatzer ™ Vascular Plug II（AVPII; St. Jude Medical, Saint Paul, MN, USA）を
用いた塞栓術を行った成人例を経験した．下心臓型 TAPVC では，VV は長い距離を走行するため留置後のデバイス脱落の
リスクが懸念される．さらに，本症例では VV の狭窄が軽度であった事から，通常よりも大きな最小血管径の 200％超の
AVPII 20 mm×16 mm を使用した．心腔内エコーのガイド下に Brockenbrough 法による心房中隔穿通を行い，ジャドキンス
型左冠動脈用カテーテル ®（Hanako Medical Co., Ltd., Saitama）と 0.035 インチ ラジフォーカス ® を用いて VV にアプローチ
した．VV へのロングシース挿入に難渋したものの，左房内にデバイスが突出する事なく安全に留置する事ができた．

■ Abstract ■ In some cases of a repair of a total anomalous pulmonary venous connection (TAPVC), the vertical vein (VV) is
left unligated in order to stabilize the postoperative hemodynamics. Because it is speculated that most unligated VVs in infracardiac
TAPVCs close spontaneously, transcatheter closure of the VVs in infracardiac TAPVCs are rarely reported. Here, we report an adult case
who underwent a transcatheter closure of an unligated VV with an Amplatzer™ Vascular Plug II (AVPII; St. Jude Medical, Saint Paul,
MN, USA) after a repair of an infracardiac TAPVC. In an infracardiac TAPVC, migration of the device is of concern after the deployment because of the long VV running across the diaphragm towards the portal vein. Also, because the VV stenosis was mild in this case,
we deployed a 20 mm×16 mm AVPII, which was more than 200％ the size of the smallest vessel diameter. Under the guidance of an
intracardiac echocardiogram, we performed an interatrial septal puncture by the Brockenbrough method. Then, we approached the VV
with a Judkins Left guiding catheter® (Hanako Medical Co., Ltd., Saitama) and 0.035 inch Radifocus® (Terumo Inc., Tokyo) guidewire.
Though the insertion of a long sheath into the VV was diﬃcult, we could deploy the device without a protrusion into the left atrium.
■ Key words ■ Amplatzer Vascular Plug II, total anomalous pulmonary venous connection, vertical vein

背

景

かし，TAPVC では正常と比較し左房および左室が小さく，
また拡張能も制限されている

．そのため，術前から肺
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総肺静脈還流異常症（Total Anomalous Pulmonary Venous

静脈狭窄（Pulmonary venous obstruction; PVO）を認める症

Connection; TAPVC）は，1951 年に Muller らが最初の外科

例においては，VV を結紮せずに一時的な reservoir として

治療を行って以来 ，いくつもの術式の変遷を経てきた．

残す事で，術後急性期の循環動態安定化を図る場合があ

現在では，術後の左右短絡を残さないために，多くの症例

る ．一方で，術後の残存 VV に対する遠隔期の治療的介

で術中に垂直静脈（Vertical vein; VV）を結紮している．し

入の有無については定まったものはない．
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Fig. 1 The 3-dimensional CT angiography demonstrating an unligated vertical vein (VV) (large arrows). The narrowest diameter of the VV was
6.2 mm (small arrow) (panel A). The abdominal ultrasound demonstrating a VV returns to the portal vein (PV) (panel B)

今回，下心臓型 TAPVC に対する根治手術後遠隔期の残
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存 VV に対し，Amplatzer ™ Vascular Plug II（AVPII; St. Jude
Medical, Saint Paul, MN, USA）で塞栓術を行った成人例を

【入院時検査所見】

経験した．下心臓型 TAPVC 術後の残存 VV に対する経カ

血液検査：血算正常，肝・腎機能正常，電解質正常，CRP

テーテル的塞栓術の報告は少ないため，文献的考察も加え

陰性，BNP 11.1 pg/mL

ここに報告する．

胸部 X 線：心胸郭比 43％，肺血管陰影増強なし
症

心電図：心拍数 75 回／分，洞調律，QRS 電気軸正常

例

26 歳女性．下心臓型 TAPVC の診断に対し，生後 1ヶ月

【入院後経過】

時に当院で心内修復術を行った．以降，当科外来に数年毎

入院 4 日目，全身麻酔下で VV に対する塞栓術を行った．

に通院していた．

術前の検討において，本症例では心房中隔穿通の必要性も

約 3ヶ月前から，仕事中の動悸を自覚するようになっ

ある事から，まずは下大静脈から心房中隔穿通と VV への

た．24 時間心電図検査の結果から房室結節接合部性頻拍

アプローチを試みて，困難であれば上大静脈アプローチ

が疑われ，カテーテルアブレーションを計画した．カテー

に切り替える方針とした．右大腿静脈から 8 Fr ロングシー

テルアブレーションに先立って行った胸部造影 CT 検査

ス（SL0 ™ , St. Jude Medical, Saint Paul, MN, USA）を挿入

で，肺静脈から門脈本幹に向かう VV を初めて指摘された

した．左大腿静脈に挿入した 8 Fr ショートシースから心腔

（Fig. 1）．CT での計測上，VV は最狭部径 6.2 mm，参照血

内 エ コ ー（AcuNav ™ , Biosense Webster, Inc., Diamond Bar,

管径 8.7 mm であった．TAPVC 根治手術の手術記録を確認

CA, USA）を進め，心腔内エコーのガイド下に Brocken-

したところ，心内修復後に pump oﬀ したところ肺高血圧を

brough 法による心房中隔穿通を行った．SL0 ™から高周波

認めたため，VV の結紮は行われていなかった．

（RF）ニードルを進め，心腔内エコーで心房中隔を描出

当初の予定通り，カテーテルアブレーションを行った．

しつつ，RF ニードルの tenting を確認し通電した．心房中

カテーテルアブレーションの際に測定された肺体血流比

隔壁が厚かったものの，0.035 インチ ラジフォーカスワイ

（Qp/Qs）は 1.33 であった．術後経過良好で，一旦退院と

ヤー ®（Terumo Inc., Tokyo）が左上肺静脈まで入った事を

した．VV を介した左右短絡量は多くないものの，患者自

確認し，通電成功と判断した．ロングシースを 8 Fr Super

身が看護師として勤務しており，今後の仕事や妊娠・出産

Arrow Flex®（Teleﬂex Inc., Morrisville, NC, USA）に入れ替

を考慮した上で，カテーテルによる閉鎖術を希望された．

え，シースごと左房内に進めた．

VV の走行および形態から，経皮的に塞栓術を行う事は可

ここで左房造影を行ったところ，VV は椎体のほぼ中

能であると考え，事前に書面での同意を得た上で AVPII を

央，左房後方から下行していた（Fig. 2）．垂直静脈径を

用いた塞栓術を行う方針とした．

測定したところ，最狭部径 8.9 mm，参照血管径 9.3 mm で
あり，造影 CT で計測されたものよりも径が大きかった．
VV へのアプローチとして，まず 7 Fr Berman カテーテルと

【入院時現症】
入院時身長：148.7 cm，体重：40.4 kg，体温：36.7°C，心拍

0.035 インチ ラジフォーカスガイドワイヤー ® でアプロー

数：86 回／ 分， 呼 吸 数：22 回／ 分， 血 圧：122/63 mmHg，

チを試みるも，右房から VV への進入角度が急峻であり挿

経皮的酸素飽和度（室内気）
：100％．

入できなかった．次に，先端回転型スプリングワイヤー
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Fig. 2 Left atrial angiogram demonstrates the vertical vein. The vertical vein is located right in front of the vertebrae (panel A) and posterior to the
left atrium (panel B). The narrowest diameter of the vertical vein was 8.9 mm (head arrows)

Fig. 3 Deployment of the Amplatzer ™ Vascular Plug II into the vertical vein. A mild leak of contrast medium was present before the detachment
(panel A). A complete occlusion was conﬁrmed after detachment (panel B)

（デフレクティングガイドワイヤー）を使用するも，同様

ワイヤー ® に被せて VV 内に進めた．

の理由でやはり VV に挿入できなかった．そこで，ジャ

AVPII の留置に際しては，対象血管が静脈である事およ

ドキンス型左冠動脈用（JL）カテーテル （Hanako Medi-

び，有意な狭窄部がなく走行も長い事から，デバイスの

cal Co., Ltd., Saitama）に変更したところ，JL カテーテルと

migration 予防と十分な閉塞距離の確保が重要であると考

®

0.035 インチ ラジフォーカス で VV に到達しえた．JL を

えた．そのため，最小血管径の 200％超のサイズのデバイ

VV 内まで進め，ワイヤーを Amplatz Super Stiﬀ ™（Boston

スを留置すべきと考え，AVPII 20 mm×16 mm を選択した．

Scientiﬁc, Marlborough, MA, USA）に入れ替えようとした

Super Arrow Flex® を VV の横隔膜レベルに留置した状態で

が，急峻なカテーテルの走行に対しワイヤーが追従せず，

AVPII を進めたが，途中で抵抗とともに AVPII が進まなく

スプリングガイドワイヤー （Togo Medikit Co., Ltd., Miya-

なった．シースが急峻な角度を呈していた事から，AVPII

zaki）に変更したところ，ワイヤーを VV 内に進める事がで

を通すにはよりシースの角度を緩やかにし，かつしっか

きた．JL を抜去し，Super Arrow Flex をスプリングガイド

り固定された方が容易であると考え，6 Fr Parent Plus ™

®

®

®
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（Togo Medikit Co., Ltd., Miyazaki）に入れ替え同様の手技を

テルにて比較的容易に VV に挿入できた事から，まずはカ

試みた．Parent Plus ™を横隔膜下レベルに留置した状態で

テーテルの形状が重要であると思われた．標的血管への走

AVPII を進めたところ，問題なくシース先端まで進める事

行をイメージし，予めその形状に合ったカテーテルを選択

ができた．ロングシースを引きながら AVPII を留置した．

する事が肝要であり，手技時間の短縮にもつながる．ま

しかし，離脱前の造影で AVPII の位置がやや浅く，デバイ

た，事前に shaping を行っても Super Stiﬀ ™は通過しなかっ

ス近位部が左房内に突出している事が懸念された事から，

た事から，本症例のように進入角度が急峻な症例では Su-

一旦 AVPII をシース内に収納し，再度留置した．この時，

per Stiﬀ ™は不適であると考えられる．急峻な角度に対し

ロングシースは引きすぎず，AVPII を押し出すような形で

てデバイスを進める上で，ロングシースは十分な内径と硬

留置したところ，適切な位置に AVPII が留置された．離脱

さを有するものが望ましく，その点において Parent Plus ™

前に，再度ロングシースから造影を行い，少量の造影剤の

は本症例においては有用であった．

leak は残るもののデバイス近位部は VV の入口部付近にあ

今回の症例では，術後遠隔期の胸部造影 CT にて偶然に

り，適切な位置であると判断した（Fig. 3A）．AVPII を離

残存 VV が見つかった．Qp/Qs は 1.33 であり，左右短絡量

脱し，再度ロングシースから造影を行った．離脱後のデバ

からは閉鎖術の絶対的な適応ではなかった．しかし，患者

イス位置は適切で，この時点で造影剤も leak も消失してお

自身の仕事や将来的な妊娠・出産などのイベントを考慮し

り，完全閉塞を確認した（Fig. 3B）．離脱前後での肺動脈

た場合に，左右短絡量が増加する前に閉鎖術を受けたいと

圧は，それぞれ 17/4（10）mmHg と 18/8（12）mmHg であり，

いう希望を踏まえ，今回閉鎖術を実施した．今回の症例

VV 塞栓に伴う肺動脈圧の変化は認めなかった．

は，AVPII が VV のような太く長い距離を有する異常血管

閉鎖術後から，抗血小板薬（チクロピジン）の内服を開

に対しても，安全に使用できる事を示した．特に下心臓型

始した．術後 1 日目に行った胸部 X 線検査および経胸壁心

総肺静脈還流異常症での VV の特徴として，胸腔内から横

エコー図検査では，デバイスの位置に問題なく，左房内へ

隔膜を通して腹腔内を通り門脈系に至るため，他の塞栓血

の突出は認めなかった．術後 2 日目，全身状態に著変なく

管と比較し長い距離を走行する．そのため，本症例のよう

退院とした．退院後は，上室頻拍の再燃もなく経過良好で

なケースにおいては，術後のデバイス migration のリスク

ある．

など長期的な経過観察を慎重に行っていく必要があると思
考

われる．本症例は心房内の閉鎖栓であるため，経皮的心房

察

中隔欠損閉鎖術の術後フォローに準じて経過観察を行っ

TAPVC に対する根治手術の際に，VV を結紮せずに一時

ていく．チクロピジンは 6ヶ月間継続とし，外来フォロー

的な reservoir として残す事で，術後急性期の循環動態安定

は，術後 1ヶ月，3ヶ月，6ヶ月，12ヶ月，以降は 1 年毎に

化を図る場合がある．Cope らは，VV を結紮した症例と結

行う予定である．

紮せずに残した症例を後方視的に比較し，特に左房が小さ

今回の症例で使用した AVPII は，サイズが 3 mm〜22 mm

い症例や術前から PVO を認めた症例では VV を残す事が予

まで選択可能であり，デバイスのボディが 3 面で血管壁に

後の改善につながる事を示した ．同様に，Chowdhury ら

圧着し確実な塞栓が期待できる事から，大きなサイズの血

6）

も症例に応じて VV を残す事が，術後の予後改善につなが

管に対しても効率的な閉鎖が可能である．また，離脱直前

ると述べている ．術後の残存 VV に対する治療的介入の

まで造影が可能であるため，離脱前にデバイスの位置を

7）

有無については，その後の VV の自然閉鎖の有無による．

微調整する事が可能である．塞栓術を行う際の AVPII のサ

上心臓型や傍心臓型 TAPVC においては，VV の自然閉鎖

イズ選択については，動脈系においては血管径の 130％〜

を認めない事も多く，その場合には左右短絡量に応じて外

150％サイズを選択し，また静脈系においては 150％サイ

科的ないし経カテーテル的に閉鎖する事が推奨されてお

ズ選択が推奨されているが，文献上は動脈系においても血

り

，上心臓型 TAPVC に対する経カテーテル的塞栓術

8–10）

管径の 175〜200％サイズを推奨するものもある

．今回

15）

．一

の症例においては，静脈系かつ長い距離を走行する VV に

方，下心臓型 TAPVC においては，肝血管床における高い

対する塞栓術であったため，十分なサイズと距離を確保す

血管抵抗により垂直静脈の血流量が制限されるため，残

る事で確実に塞栓を行う事を目指し，最小血管径の 200％

．その

超サイズのデバイスを選択した．しかし，実際の手技にお

ため，下心臓型 TAPVC 術後の残存 VV に対する経カテー

いては留置時に対象血管が十分に拡張せず，AVPII が想定

については，これまでにいくつかの報告がある

存 VV のほとんどが自然閉鎖すると言われている

11, 12）

13）

テル的塞栓術としては，Kobayashi らが術後急性期に Am-

よりも伸長した印象がある．これは，TAPVC 術後に周辺

platzer Vasucular Plug 1 と Gianturco coil を用いて閉鎖した新

組織に癒着が生じていた事による可能性もある．そのた

が，術後遠隔期に残存 VV に対

め，ワンサイズ小さい AVPII 18 mm×14 mm（血管径の約

生児例を報告している

14）

する塞栓術を行った報告はない．

200％）の方がより余裕をもって留置でき，左房内への突

VV へのアプローチ方法として，本症例では JL カテー

出の懸念も少なかった可能性はある．実際のデバイスサイ
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ズの選択においては，血管径のみならず血管の形態や狭窄
の程度，走行のしかたなどを総合的に評価した上で，各症
例に応じた選択を行う事が肝要であると思われる．今回の
手技において，術前はロングシースを横隔膜レベルよりも
深い位置まで進め，AVPII を留置する予定であった．しか
し，実際にはロングシースを横隔膜レベルまでしか進める
事ができなかったため，想定よりも手前から AVPII を留置
する事となった．そのため，留置の際にはロングシースは
引かずに，AVPII を押し出すように留置する事で，左房に
突出しない位置に留置できた．閉鎖術後の心エコー図検査
でも，デバイスの位置に特に問題はなく，適切な位置に留
置されていた．留置の際には，デバイスがどのような形で
どの程度の距離をもって留置されるか，事前に可能な限り
イメージする事が重要であると改めて認識させられた．
最後に，本症例では術後遠隔期の胸部造影 CT にて初め
て残存 VV が指摘された．当時の手術記録には VV を結紮
していない事が記載されていた事から，チーム内での患者
情報の共有が不十分であった点が反省点として挙げられ
る．今回の症例を契機に，チーム内で改めて過去の成人先
天性心疾患患者の手術情報を共有する方針である．
結

語

下心臓型総肺静脈還流異常症術後の遠隔期に発見された
残存垂直静脈に対し，安全に Amplatzer ™ Vascular Plug II を
留置した成人例を経験した．本症例のように，サイズが大
きく走行距離の長い静脈系血管に対しても，Amplatzer ™
Vascular Plug II は有効な治療手段となる．
引用文献
1) Muller WHJ Jr.: The surgical treatment for transposition of the pulmonary veins. Ann Surg 1951; 134: 683–693
2) Graham TP Jr., Jarmakani JM, Canent RV Jr.: Left heart volume
characteristics with a right ventricular volume overload: Total
anomalous pulmonary venous connection and large atrial septal
defect. Circulation 1972; 45: 389–396
3) Bharati S, Lev M: Congenital anomalies of the pulmonary veins.

Cardiovasc Clin 1973; 5: 23–41
4) Parr GVS, Kirklin JW, Paciﬁco AD, et al: Cardiac performance in
infants after repair of total anomalous pulmonary venous connection. Ann Thorac Surg 1974; 17: 561–573
5) Mathew R, Thilenius OG, Replogle RL, et al: Cardiac function in
total anomalous pulmonary venous return before and after surgery.
Circulation 1977; 55: 361–370
6) Cope JT, Banks D, McDaniel NL, et al: Is vertical vein ligation
necessary in repair of total anomalous pulmonary venous connection? Ann Thorac Surg 1997; 64: 23–29, discussion, 29
7) Chowdhury UK, Subramaniam KG, Joshi K, et al: Rechanneling of
total anomalous pulmonary venous connection with or without vertical vein ligation: Results and guidelines for candidate selection.
J Thorac Cardiovasc Surg 2007; 133: 1286–1294, 1294.e1–1294.e4
8) Cheung YF, Lun KS, Chau AKT, et al: Fate of the unligated vertical vein after repair of supracardiac anomalous pulmonary venous
connection. J Paediatr Child Health 2005; 41: 361–364
9) Caspi J, Pettitt TW, Fontenot EE, et al: The beneficial hemodynamic eﬀects of selective patent vertical vein following repair of
obstructed total anomalous pulmonary venous drainage in infants.
Eur J Cardiothorac Surg 2001; 20: 830–834
10) Kumar RN, Dharmapuram AK, Rao IM, et al: The fate of the unligated vertical vein after surgical correction of total anomalous pulmonary venous connection in early infancy. J Thorac Cardiovasc
Surg 2001; 122: 615–617
11) Narula N, Wilson N, Kumar RS: Transcatheter closure of persistent
unligated vertical vein after TAPVC repair surgery using the Amplatzer PDA device. Catheter Cardiovasc Interv 2007; 70: 117–119
12) Hausdorf G, Schneider M, Hebe J, et al: Combined surgicalinterventional procedure in congenital heart defects with postoperative, left ventricular dysfunction. Z Kardiol 1992; 81: 276–282
13) Jegier W, Charrette E, Dobell AR: Infradiaphragmatic anomalous
pulmonary venous drainage. Normal hemodynamics following
operation in infancy. Circulation 1967; 35: 396–400
14) Kobayashi D, Forbes TJ, Delius RE, et al: Amplatzer vascular plug
for transcatheter closure of persistent unligated vertical vein after
repair of infracardiac total anomalous pulmonary venous connection. Catheter Cardiovasc Interv 2012; 80: 192–198
15) Fischer G, Apostolopoulou SC, Rammos S, et al: Transcatheter
closure of coronary ﬁstulas using the new Amplatzer vascular plug.
Cardiol Young 2007; 17: 283–287

— 16 —

