




















Aortic Intervention

Aorfix で治療した高度屈曲を伴う
腹部大動脈瘤の手技上の要点腹部大動脈瘤の手技上の要点

xxx でででででで
TMTM

Endovascular Stent Graft

屈曲症例に AorfixTM を使用する際の問題点

AorfixTMが屈曲中枢ネックに追従しにくい要因はいくつか考えられるが、ひとつはデリバリーシステムが硬いことがあると思われ

る。

メインデバイスにはY メカニズムが装着されているため、どうしてもシース径が太く、かつ硬くなってしまう。

もうひとつは、この硬いデバイスを挿入するためにワイヤも硬いものが推奨されることである。

この 2 点により、屈曲中枢ネックが直線化 ・アコーディオン化してしまい、そのままの形で留置されるとsealing zone が短くなり

エンドリーク発生の危険性が高くなる可能性がある。

デリバリーシステムの硬さは調整できないため、留置時に中枢

ネックが直線化してしまうことは許容するしかない。

腎動脈を閉塞させないように特に気をつけながら留置を行う。

デバイス挿入時は硬いワイヤ、バルーン圧着時は柔らかいワ

イヤを使用することが望ましい。これは、EGoist® Fitto を使用

することで解決する。EGoist® Fitto はシャフトの硬さはEGoist 

Ultimate と同様に硬いが、先端 28cm 程度までは非常に柔ら

かいため、これを引き抜くことで中枢ネックの直線化を解除す

ることができる(Fig.2)。

AorfixTM を屈曲中枢ネックに追従させるためには留置時より

も、留置後のバルーン圧着が重要であると考える。

留置後速やかにデリバリーシステムを抜去、さらに中枢ネック

部にEGoist® Fitto のfloppy 部分が来るまで引き抜くことで中枢

ネックの直線化が解除される。その状態でバルーン圧着するこ

とでAorfixTM が屈曲中枢ネックに追従した状態で固定できると

考える。

AorfixTM を屈曲に追従させるための対応
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中枢ネック屈曲症例に対する中枢ネック屈曲症例に対する

AorfixAorfixTMTM 留置の工夫留置の工夫

中枢に Cuff を追加留置する必要のあった症例 (Fig.1)

EGoist®Fitto(Fig.2)
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AorfixTM ステントグラフトは、中枢側ネック角度最大 90°まで対

応可能な唯一のステントグラフトであり、その特性を期待して用

いられる場合も多い。

しかし、いくつかの理由で屈曲にうまく追従することができず、

Type 1a エンドリークが残存しCuff の追加留置を要するケース

もある(Fig.1)。

今回、AorfixTM を中枢ネック屈曲症例に追従させるための工夫

を報告したい。

A: グラフトが直線化し、大弯側ランディングが短くなりType1a エンドリーク出現

B: 中枢cuff で圧着してエンドリーク消失
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効果的なバルーン圧着のための工夫

Aoritic Interventional Case Report
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症例

・

・

中枢ネック屈曲症例に対してはネックに対して無理のない形( 屈曲に沿った形) で留置することがType 1a エンドリークの予防にな

ると思われるため、上記の方法は長期成績の点でも有用であると考える。

AorfixTMは中枢ネック角度最大 90°まで使用可能な唯一のデバイスであり、中枢ネック屈曲症例においては積極的に使用したい。

しかしデリバリーシステムが硬いことや硬いワイヤを使用することから、 屈曲に追従させることが難しい症例もある。

AorfixTM を屈曲中枢ネックに追従させるためにはバルーン圧着が重要である。AorfixTM の同側リムを瘤内に浮かせた状態で 

EGoist® Fitto を用いて中枢ネックの直線化を解除させたうえでバルーン圧着を行うことで、中枢ネック屈曲症例においても確実に

屈曲に沿わせることが可能になると考える。

・

※本書は医師の様々な工夫や見解を紹介するものであり、 製品の有効性や安全性を保証するものではありません。

  製品の使用に際しては、 当該製品の添付文書をご確認の上ご使用下さい。

AorifxTM メインボディが可動性を保った状態でのバルーン圧着

が望ましい。

同側リムを総腸骨動脈に留置したのちにバルーン圧着を行う

場合、メインボディが固定され屈曲に追従しにくくなる可能性が

あるが、同側リムが瘤内でフリーになった状態でバルーン圧着

を行えばより屈曲中枢ネックに追従しやすいのではないかと考

えた(Fig.3)。

これを実行するためにはAorifxTMメインボディの同側リムが瘤内

で浮いた状態にする必要があるため、結果としてAorifxTM メイン

ボディとリム 2 本を要する(3 ピースプラン)。

効果的なバルーン圧着のために　(Fig.3)

メインボディが

固定される

メインボディが

固定されない

2 ピースプラン2 ピースプラン ：メインボディ 1 本 リム 1 本 3 ピースプラン3 ピースプラン ： メインボディ 1 本 リム 2 本

症例 ：85 歳、男性　AAA 54×56 mm

Fig.4 ：術前血管造影にて屈曲中枢ネックを持つ腹部大動脈瘤を認める

Fig.5 ：デバイス留置時、中枢ネックに対して直線的に留置される

Fig.6 ：デリバリーシステムを抜去し、EGoist® Fitto を中枢ネックまで引くと中枢ネックの直線化が解除される

Fig.7 ：屈曲中枢ネックに沿った形でバルーン圧着できている

Fig.8 ：最終造影にてAorfixTMが屈曲中枢ネックに追従し、エンドリークが無いことを確認

Fig.4

Fig.7 Fig.8

Fig.5 Fig.6
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患者背景

治療計画

【症例】

【現病歴】

【既往歴】

81 歳 女性

他院に HT にて通院中、 検診の腹部エコーにて腹部

大動脈瘤を指摘された。

HT、 HL、 CKD （Cre1.1、 GFR49.8） 左内頸動脈狭窄

【CT 所見】 AAA （最大短径 51mm）、 中枢ネック長が短く、 高度

屈曲し、 Barrel neck 形状であった。

腹部大動脈用ステントグラフト内挿術 + L３腰動脈塞栓術

Fig.1

Aortic Intervention

Barrel, short, angulated neck 症例における Aorfix の有用性xxxx ののの
TMTM

Endovascular Stent Graft

治療計画

Barrel neck に適したデバイスは？

Barrel neck の main body のサイズ選択は？

本症例は、瘤化していない Barrel neck 血管径が 19mm ～ 23mm であり(Fig.5)、24mm か 27mm のデバイス選択に悩む症例であった。AorfixＴＭは

中枢ネック径に対して選択するグラフト径のオーバーサイズ率の許容範囲が広いことが特徴の一つだが、推奨の 30％を超えるオーバーサイズ

の場合はリングステントが完全に開ききらず本来のフィッティング、シーリング機能が発揮できない可能性が考えられる。また、24mm 径のデバイ

スは外径が 25mm であるため、中枢側ネック血管最大径 23mm 部分でもフィッティングすると判断し、24mm 径のデバイスを選択した(Fig.6)。
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Fig.5
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・D1= メインボディ中枢側　10 ～ 30％オーバーサイズを目安

Fig.6

AorfixAorfix™のリングステント構造のリングステント構造

と Barrel neckと Barrel neck

中枢側ネックはネック長 20mm、 左右 80°/ 前後 80°の高度屈曲、 Barrel neck であった （Fig.2)。 Barrel neck へのフィッティングが期待できる
のは、 不規則な血管径に対しそれぞれの独立したリングがフィットするリングステント構造のAorfixＴＭと考えられた （Fig3） （Fig4）。

Fig.3
Fig.3

Fig.2 Fig.4



中枢位置合わせ

最終造影、 術後 CT

メインサイドはどちらか？

*********************************
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AorfixＴＭの独自のリングステント構造は、Barrel, short, angulated neck に有用であった。このようなEVAR 困難症例においては

AorfixＴＭの特徴を理解し、有用性を発揮させるためのサイズやメインサイドを選択することが重要である。

本 部 〒550ｰ0002 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目8番8号 06ｰ6443ｰ2288

http://www.medicos-hirata.co.jp/

製造販売業者

一般的にはメインサイドをCカーブで選択すること
が多いが、 AorfixＴＭはデリバリーシステムが硬い
ため、 症例によって S カーブを選択することも多
い。
本症例は、 Barrel, short, angulated neck のため
中枢側ネック走行に対して、 ステントグラフトをよ
り平行に留置できて、 フィッシュマウス構造でで
きるだけシール長をかせげる S カーブ （左メイン）
を選択した (Fig.7)。
また、 C カーブで挿入した場合は低位腎動脈が
右側であることから大弯側のシーリング長が短く
なり留置が難しくなる可能性も考慮した (Fig.8)。

造影カテーテルは展開時に繰り返し造影する必要性があるため、 左上腕動脈からピッグテールカテーテルを腎動脈下に留置した (Fig.9)。
全体造影後、 中枢側ネックを拡大して造影し、 S カーブでメインボディ MB-24-81-80-12 を挿入した。 S カーブのアプローチなので、 中枢側ネッ
ク血管走行に対し、比較的平行にデリバリーができたため、大弯側フィッシュマウストラフ （谷） をより高い位置に留置することが可能となり、シー
ル長を稼ぐことができた （Fig.10 黄色矢印）、 (Fig.11 黄色矢印 )。

ステントグラフト全体をバルーニング、 特に中枢はフィッシュマウスピーク （山） ～フローデバイダーまでバルーニングした結果、 瘤化していな
い Barrel neck に対し独立したリング骨格により良好なフィッティングを得ることができた (Fig.12)。 術終了時の全体造影にてタイプⅣエンドリーク
を確認したが経過観察とし手技を終了した (Fig.13)。 術後 16 日のフォローアップ CT にて術中残存していたタイプⅣエンドリークは消失し、 他
のエンドリークも認めず経過良好である (Fig.14)。

販売名：AORFIX AAA ステントグラフトシステム
承認番号：22600BZX00317000

Fig.7 Fig.8

Fig.9 Fig.10 Fig.11

Fig.12 Fig.13 Fig.14
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