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患者データから自施設で作製した中空立体模型を用いた，成人動脈管開存
の経皮的閉鎖術シミュレーション
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Simulation using patient-specific hollow three-dimensional models for percutaneous closure of patent ductus arteriosus in adult
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Minami2, and Yasushi Imai3
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■ 要 約 ■ 【背景と目的】成人動脈管開存（PDA）の経皮的閉鎖術において，留置時の閉鎖栓の形状を正確に予測す
ることは困難である．患者データから作製した中空立体模型を用いた，成人 PDA の経皮的閉鎖術シミュレーションの有
用性を検討する．
【対象と方法】対象は成人 PDA4 症例．年齢は 54〜75 歳，Krichenko 分類は E 3 症例，D1 症例であった．CT 画像データか
ら 3D プリンターで造形した実体模型を元に透明シリコーン製中空模型を作製し，AMPLATZER ™ Duct Occluder および
AMPLATZER ™ Vascular Plug II の留置形状をシミュレーションして閉鎖術に臨んだ．
【結果】中空模型の作製時間は 3 日，作製費用は約 1 万円であった．留置した閉鎖栓は良好に透見でき，手にとって様々な
角度から観察することで，最適な閉鎖栓を選択しえた．
【考察と結論】透明シリコーン製中空立体模型は PDA の経皮的閉鎖術シミュレーターとして優れ，特に成人症例で有用性
が高い．
■ Abstract ■ Background and Objective: It is challenging to accurately predict the shape and stability of occlusion devices
during percutaneous closure of patent ductus arteriosus (PDA) in adults. In this study, we evaluate the utility of percutaneous closure
simulation of PDA in adults using patient-speciﬁc hollow three-dimensional (3D) models created from computed tomography data.
Methods: The study was conducted on four adult patients with PDA, whose age ranged from 54 to 75 years. While three were type E as
per the Krichenko classiﬁcation, one was type D. We created a transparent silicone hollow model using a solid model, which was printed
by a personal 3D printer from contrast-enhanced multidetector computed tomography data, as a mold. All processes were carried out at
our institution. Before actually performing percutaneous closure of PDA, we simulated procedures using these models and investigated
the shape and stability of AMPLATZER™ Duct Occluder/AMPLATZER™ Vascular Plug deployed in them.
Results: Brieﬂy, the time and cost required to create a hollow 3D model were about 3 days and 10,000 Japanese Yen, respectively. It
was very easy to recognize the shape and stability of deployed devices in these models because the devices were clearly visible from
outside. In fact, these models could be picked up by hands and observed from various angles, which was helpful in selecting optimum
devices for closure.
Conclusions: The transparent silicone hollow models are an excellent simulator of percutaneous closure of PDA, especially in adults.
■ Key words ■ simulation, three-dimensional printing, patent ductus arteriosus, percutaneous closure, adult
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3 症例で，十分な説明の後，文書による CT 検査の同意を

はじめに

得た．対象の動脈管形態は Krichenko 分類

14）

の E ないし D

近年，3D プリント技術の発達は目覚ましく，医療分野

で，CT 画像で計測した動脈管の最小径は 4.1〜5.2 mm，長

にも応用されつつある．本邦においても脳神経外科，整形

さは 18.1〜26.0 mm で，2 症例が石灰化を伴っていた．肺／

外科領域では「画像等手技支援加算」が保険収載されてお

体血流比は 1.4〜2.4 で，肺高血圧合併症例はなかった．全

り，既に実用化されている．先天性心疾患診療分野でも，

例 NYHA 分類の II 度であった．同意を得たうえで患者の

3D プリントされた立体模型を用いた治療シミュレーショ

CT 画像データを用いて，後述の方法で透明シリコーン製

．しかし，個別

中空模型を作製し，AMPLATZER ™ Duct Occluder（ADO:

の患者データを基にした立体模型の作製は，主として専門

St. Jude Medical, St. Paul, MN, USA）および AMPLATZER ™

ンの報告がみられるようになってきた
業者に依頼し高額である

3）

1–8）

ことなどから，いまだ日常診

療への普及は進んでいない ．

Vascular Plug II（AVP: St. Jude Medical, St. Paul, MN, USA）
の留置形状をシミュレーションした後，経皮的閉鎖術に

9）

成人における動脈管開存（PDA）では，動脈管は小児に

臨んだ．ADO は肺動脈側から，AVP は大動脈側からアプ

や瘤形成を伴うこと

ロ ー チ し て 留 置 し た．PDA 閉 鎖 に AVP を 使 用 す る に あ

．経皮的閉鎖術に際しては，血管造影や CT 画像

たっては，院内倫理委員会の承認を得た．経皮的閉鎖術の

が，本邦では使用可能

際には模型をカテーテル検査室に持ち込んで，シミュレー

なデバイスが限られるうえ，留置時の閉鎖栓形状を正確に

ションでの閉鎖栓の留置形状を参照した．疾患と治療の理

予測することは困難で，経験に頼らざるをえない．

解を容易にする目的で，患者への治療説明やカンファレン

比べ太く長く，血管壁の石灰化
が多い

10, 11）

12）

などを基に閉鎖栓を選択する

12, 13）

我々は，市販のパーソナル 3D プリンターを用いて，患

スの際にも模型を供覧した．

者データからシリコーン製中空立体模型を自施設で作製
する簡易な手法を確立した．本研究の目的は，この手法で

2.

作製した模型を用いた，成人 PDA の経皮的閉鎖術シミュ

15）

に準じた．造影剤

を用いた 64 列 multi-detector CT（MDCT）撮像を行い，得

レーションの有用性を検討することである．

られた DICOM（Digital Imaging and Communication in Medi-

対象と方法
1.

模型作製法

立体模型の作製は，益子らの方法

cine）データを Ziostation2（アミン，東京，日本）および

対象とシミュレーションの方法

OsiriX（Pixmeo, Geneva, Switzerland）を用いて STL（Stan-

対象は成人 PDA 4 症例で，年齢は 54〜75 歳，全て女性

dard Triangulated Language）形式に変換し，市販のパーソ

であった（Table 1）
．当施設では成人 PDA 症例に対し，血

ナル 3D プリンター UP Plus2（TierTime Technology, Beijing,

管形態把握の目的で原則的全例に術前の造影 CT 検査を施

PRC） で ABS（acrylonitrile-butadiene-styrene） 樹 脂 製 実 体

行している．他施設で CT 検査を施行された 1 症例を除く

模型を造形した．使用した CT 撮像装置は SOMATOM Deﬁ-

Table 1

Characteristics in patient with patent ductus arteriosus.

Qp/Qs, pulmonary blood ﬂow/systemic blood ﬂow ratio; AOP/PAP, aortic pressure/pulmonary artery pressure ratio; IE*, past history of infectious endocarditis
— 15 —
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Fig. 1 (a) Mechanism of three-dimensional (3D) model formed with 3D printer. Nozzle (N) for injecting acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) resin
melted by heat moves in the X direction. Platform (P) moves in the Y direction, and pattern is drawn on the platform. After completion of one
layer, the platform moves down in the Z direction to draw one higher layer. (b)–(d) A fabrication process of a silicone hollow model. (b) An
ABS solid model is removed from the platform and the base and support are trimmed off the model. (c) ABS solid model is coated with transparent liquid silicone. (d) ABS is crushed and removed after silicone solidiﬁes

Fig. 2 (a) Three-dimensional-MDCT image of Case 1 shows long ductus arteriosus or type E PDA in Krichenko classiﬁcation. (b), (c) Simulation of
closure of PDA with ADO (9-PDA-009). Because the length of ADO is too short, stable deployment is impossible. (d) In the same simulation
with AVP (9-AVP2-012), the three parts of the device are placed in PA, ampulla, AO respectively. AO, aorta; PA, pulmonary artery; MDCT,
multi-detector computed tomography; PDA, patent ductus arteriosus; ADO, AMPLATZER ™ Duct Occluder; AVP, AMPLATZER ™ Vascular Plug

nition FLASH（Siemens, Munich, Germany） で， 造 影 剤 は

結

350 な い し 370 mg iohexol/mL を 1.8 mL/kg 使 用 し た． 撮 像

果

は beam pitch を 3.0 とし，Bolus Tracking 法を使用し下行大

模型作製に要した時間は実体模型で約 7 時間，中空模型

動脈で Auto Trigger 100HU, Voxels 512×512×512 の条件で

で 3 日であった．作製費用（材料費）は実体模型で約 5000

行った．作製した ABS 樹脂製実体模型の表面に透明シリ

円，実体模型をもとにした中空模型で約 1 万円であった．

コーンを塗布し，乾燥させた後に ABS 樹脂を除去して透

シミュレーションの際，中空模型に留置した ADO, AVP は

明シリコーン製中空模型を作製した．作製時間の短縮とシ

いずれも外側から良好に透見でき，留置形状の把握は容易

ミュレーション時のアプローチを容易にするため，模型の

であった（Figs. 2, 4）．模型を手にとり様々な角度から詳

作製範囲を限定した．石灰化を伴った症例では，石灰化に

細に観察することで，最適な閉鎖栓の選択が可能となり，

よる血管内腔の減少も再現した（Fig. 1）．

シミュレーションで選択したデバイスと実際に経皮的閉鎖
術で留置したデバイスは，全例で一致した．すなわち，症
例 1, 2 には 9-AVP2-012 を留置し，症例 3, 4 には 9-PDA-009
— 16 —
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Fig. 3 (a) Aortography in lateral view of Case 1 shows long ductus arteriosus or type E PDA. (b) AVP (9-AVP2-012) is deployed but not released
yet. Three parts of the device are placed in pulmonary artery, ampulla, aorta respectively, as in the previous simulation. (c) Post-deployment
aortography shows good position of the device and small residual shunt. The shunt disappeared next day. PDA, patent ductus arteriosus; AVP,
AMPLATZER ™ Vascular Plug

Fig. 4 (a) Three-dimensional-MDCT image of Case 2 shows type D PDA in Krichenko classiﬁcation. (b) Simulation of closure of PDA with ADO
(9-PDA-009). Because the shape of ADO does not ﬁt the aneurysm-like ductus, stable deployment is impossible. (c) In the same simulation
with AVP (9-AVP2-012), the three parts of the device are placed in PA, ampulla, AO respectively. The center part ﬁts the aneurysm-like ampulla. AO, aorta; PA, pulmonary artery; MDCT, multi-detector computed tomography; PDA, patent ductus arteriosus; ADO, AMPLATZER ™
Duct Occluder; AVP, AMPLATZER ™ Vascular Plug

を留置した．全例で留置後に完全閉鎖が得られ，NYHA 分

バイスの 3 部分をそれぞれ肺動脈，膨大部，大動脈に安定

類は II 度から I 度に改善し，合併症はなかった．

した形状で留置できた（Fig. 2）．実際の閉鎖術の際にもシ

ADO の留置が困難と判断し，AVP を選択した症例 1 お

ミュレーションどおりの形状で AVP を留置でき，動脈管

よび 2 の画像を提示する．症例 1 は Krichenko 分類 E の PDA

の閉鎖に成功した（Fig. 3）．症例 2 は Krichenko 分類 D の瘤

で，最小径 4.3 mm，膨大部長 26.0 mm であった．模型を

状形態で最小径 4.1 mm，膨大部長 18.6 mm であった．ADO

用いたシミュレーションでは，本邦で使用可能な最大の

（9-PDA-009）を用いたシミュレーションでは，瘤状の膨

ADO（9-PDA-009：大動脈側径 16 mm，デバイス長 8 mm）

大部にデバイス形状が適合せず安定した留置ができなかっ

でも長さが足りず，安定した留置ができなかった．12 mm

たが，AVP（9-AVP2-012）ではデバイスの中央部分が瘤状

径の AVP（9-AVP2-012）はデバイス長 9 mm であるが，デ

の膨大部形態によく適合した（Fig. 4）．実際の閉鎖術で

— 17 —
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Fig. 5 (a) Aortography in lateral view of Case 2 shows aneurysmal ductus arteriosus or type D PDA. (b) AVP (9-AVP2-012) is deployed but not
released yet. Three parts of the device are placed in pulmonary artery, ampulla, aorta respectively, as in the previous simulation. The center
part of AVP ﬁts well with the shape of the aneurysmal ampulla. (c) Post-deployment aortography shows good position of the device and small
residual shunt. The shunt disappeared next day. PDA, patent ductus arteriosus; AVP, AMPLATZER ™ Vascular Plug

も，AVP をシミュレーションどおりの形状で留置でき，動

作製した模型の精度

1.

脈管の閉鎖に成功した（Fig. 5）．
考

CT 画像から立体模型を作製する場合，多くは専門業者
に依頼し高度な技術のもと複雑な行程を経て作製されるた

察

め，作製に日数を要し高額となることが，日常診療への普

近年，3D プリント技術が医療分野にも応用されるよう

及を妨げている要因の一つといえる．造形の方式は光造

になり，本邦でも脳神経外科領域，整形外科領域では「画

形，熱溶解積層，粉末焼結積層，インクジェットなど様々

像等手技支援加算」の「実物大臓器立体モデルによるも

であるが，精密さを追求するほど高額な機器が必要とな

の」として保険収載されている．先天性心疾患の外科治療

る ．本研究で使用した 3D プリンターは熱溶解積層方式

シミュレーションや患者への説明，教育において有用であ

で，一般に他の方式に比べ精度が劣るとされている．ま

るとの報告も増加しており，殊に稀な先天性心疾患や複雑

た，造形のもとになる MDCT 画像のデータ自体，撮像お

な形態の心疾患におけるシミュレーションの有用性は高

よび画像再構成の機序から一定の誤差を有しており，PDA

．

い

3）

では収縮期・拡張期の時相の違いで，動脈管の形態や大き

4, 7, 8, 16–22）

PDA は先天性心疾患の中でも頻度が高く，成人期，特

さが変化することも考えられる．本研究で用いた CT 画像

．成人の PDA は小児の

データは心電図同期を行わず撮像し，時相を考慮していな

PDA と異なる特徴を有する．加齢とともに石灰化を伴う

い．こうした因子による，作製した模型の精度への影響も

ため，外科手術の際は小

考えられたが，シミュレーションに基づいたデバイスの選

児のように単純な結紮閉鎖ができず，より侵襲性の高い人

択に問題はなく，閉鎖栓の留置形状もシミュレーションで

．外科手術

良好に再現されていた．模型作製の際には，石灰化に伴う

に高齢者の症例もまれではない
ことも多く血管壁が硬く脆い

12）

13）

工心肺下の開心術を要することが多い

10, 12, 23）

に比べ低侵襲とされる経皮的閉鎖術の有用性は高い

12）

が，

体格とともに血管の絶対値も大きくなり，太く長い形態の

血管腔の狭小化も再現したが，留置した閉鎖栓の形状か
ら，シリコーンの硬度は石灰化を伴う動脈管の再現にも適

ため ADO やコイルを用いた閉鎖術が適さないことがある．

していると考えられた．成人 PDA の経皮的閉鎖術シミュ

閉鎖デバイスの選択にあたっては，動脈管の精確な形態評

レーションにおいて，本研究で作製した模型は，閉鎖栓選

価，大きさの計測が不可欠であるが，成人 PDA における

択の観点で十分な精度を有すると判断され，優れたシミュ

大動脈造影では，動脈管が大動脈弓と重なり合ったり，造

レーターであると考えられた．

影剤が希釈されたりすることで，動脈管形態の詳細な把
握が困難な症例が多い．そのため，経皮的閉鎖術前に造

2.

画像検査について

，我々

CT 検査に伴う放射線被曝を避ける観点から，海外では

の施設では全症例で施行している．今回の研究では，この

MRI/MRA 画像をもとに立体模型を作製している報告も

CT 画像データを用いて立体模型を作製した．

多い．エコー画像から立体模型を作製した報告もみられ

影 CT 検査による形態評価が行われることも多く

12）

る

．造影 CT 検査では，信号強度のコントラストが明

24, 25）

瞭になることから心・血管と内腔の境界も際立ち，模型作
— 18 —
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製に際して極めてよいデータを得ることができる．本邦

結

では CT 装置の普及率が高く，比較的容易に検査を行いう

論

ることも利点である．現在のところ，造影 CT 画像のほう

市販のパーソナル 3D プリンターを用いて，患者データ

が，MRI/MRA 画像やエコー画像よりも心・血管と内腔の

からシリコーン製中空立体模型を作製する簡易な手法を確

境界が明瞭で，精度の高いデータを得ることができる．本

立した．作製した模型は，留置した閉鎖栓の形状が良好に

研究では，成人 PDA 症例に対し当施設で通常施行してい

視認でき，可搬性を活かして検査室に持ち込むことがで

る CT 画像のデータを用いて模型を作製し，模型作製のた

き，成人 PDA の経皮的閉鎖術シミュレーターとして優れ

めに新たに CT 検査を行うことはなかった．動脈管の CT

ていた．シミュレーションで選択したデバイスは，実際の

撮像では，心内構造の形態把握と異なり心電図同期は不要

経皮的閉鎖術と一致しており，閉鎖栓の留置形状の再現性

と考えているが，同期を行わないことで放射線被曝を低減

も良好であった．本法で作製した模型を用いた成人 PDA

．また，術前のシミュレーションにより実際の

の経皮的閉鎖術シミュレーションは，より安全で効果の高

できる

26）

カテーテル手技時間が短縮できれば，カテーテル検査／治

い治療を行うために有用である．

療に伴う被曝量の低減につながることも考えられた．
3.

謝

立体模型の利点とシミュレーションの有用性

辞

模型作製にあたりご指導くださいました自治医科大学

近年普及している 3D-CT 画像（3 次元 CT 画像）はあく

脳神経外科・益子敏弘先生，ご尽力くださいました自治医

まで見かけ上の「仮想立体画像」であり，直接触れること

科大学附属病院中央放射線部・神村智城技師に深謝いたし

のできる立体模型とは決定的に異なる ．本研究で作製し

ます．

1）

た中空立体模型は透明なシリコーン製で，留置したデバイ

利益相反

ス形状を外側から透見でき，手にとってあらゆる角度から
観察することが可能である．可搬性を活かして

8）

模型を

カテーテル検査室に持ち込み，実際の透視画像と比較しな

日本小児循環器学会の定める，利益相反に関する開示項
目はありません．

がらデバイスを留置できる利点も有している．事前にシ
ミュレーションを行い，使用するデバイスと手順を確認し
ておくことは，より安全で効果の高い治療につながると考

本論文の要旨は，第 28 回日本 Pediatric Interventional Cardiology
学会（2017 年 1 月，東京）で発表した．

えられる．本研究では企業（旧セント・ジュード・メディ
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