
第 118 回日本外科学会定期学術集会参加報告 2018 年 4 月 7 日(東京国際フォーラム) 

 

職務の都合上、3 日目の 4 月 7 日土曜日のみの参加となった。 

 

シンポジウム 22 大動脈基部再建術の術式選択 第 5 会場 8:00－10:00 

司会：大北裕（神戸大学呼吸循環器外科）、宮入剛(聖マリアンナ医科大学心臓血管外科) 

22-1 50 歳未満 Connective Tissue Disease 症例に対する基部置換の検討  

井上陽介医師ら 国立循環器病研究センター心臓血管外科 

CTD 症例の基部置換は Bentall 手術が標準とされてきたが、近年自己弁温存基部置換術の

有用性も報告が増えた。しかし手術手技の詳細や長期成績は議論がある。自施設での 50 歳

未満の症例において Bentall 法と Reimplantation 法の長期成績について比較検討。 

過去 20 年間の両術式を施行した 132 例(前者 24 例、後者 108 例)を retrospective に解析。 

年齢は 35±7 歳 vs31±9 歳、A 型大動脈解離合併、僧帽弁合併手術、2006 年以前に多く、

男女差は前者に男性が多かった。入院死亡は緊急手術例を含め共に 0、5 年生存率は両者と

も 96％と良好、再手術回避率は 5 年、10 年でそれぞれ 93％、93％と 97％、87％と有意差

なし。手術関連有害事象では、頭蓋内出血が前者で有意に多かった。後者での AR 再発回避

率は 5 年、10 年で各々96％、84％。結語：B 法と R 法で遠隔成績に有意差はなかったが、

頭蓋内出血の遠隔期合併症からは、弁尖の状態が良ければ積極的に自己弁温存基部置換術

を考慮すべき。 

22-2 遺伝性結合織疾患に伴う大動脈弁輪拡張症に対する自己弁温存基部置換術

（Reimplantation ）の中期成績 山内治雄医師ら 東京大学心臓外科 

Marfan 症候群 MS は、Loeys-Dietz 症候群 LDS（2005 報告）と並んで遺伝性結合織疾患

の代表であり、遺伝子解析によって、責任遺伝子の FBN1 の変異が強制阻害（DN）とハプ

ロ不全（HI）の 2 つに分けられ、後者が大動脈合併症のハイリスクと報告された。（講演は

分子生物学的解説が長かったが割愛）自施設で 2004 年以来 David-V Reimplantation を施

行した自己弁温存基部置換術症例で、非 MS 群、MS-DN 群、MS-HI 群、LDS 群に分けて

検討。手術平均年齢は各々，51 歳、31 歳、27 歳、25 歳で、Valsalva 洞径も手術適応規定

に従い、非 MS 群が大きく、DN<HI であり、LDS 群が小さい。AR は非 MS 群でより高度

であった。手術法の工夫として A 弁の effective hight は 7，8mm が最適であり、distal graft 

plication も行っている。全例が生存退院し、術後 7 年生存率は各々91.7％、95.8％、100％、

75％（全体 93％）と LDS 群で低いが有意差はなかった。同期間大血管合併症回避率は各々

100％、90.9％、81.1％、42.9％（全体 78％）であり、MS-HI 群で低い傾向、LDS 群で有

意に低かった。（LDS で大動脈解離が多かった。） 

LDS 群の AR 再発、大動脈有害事象が多かった事より、遺伝子解析による術式の選択術後

のフォローが重要と考えられた。 

22-3 標準化と成績の向上を目指した自己弁温存基部置換術式の工夫 



湊谷謙司医師ら 京都大学心臓血管外科 

Valsalva グラフトを用いた基部置換を行っている。宿題項目も多いので京都大学の 7 例以

外に国立循環器病センターの症例も集計させて頂いた。このグラフトの利点としては、再

手術の歳にもこのグラフト内で弁置換という手技が追加できること。原則として

commisure post は 1 直線上のあるべきと考えこのグラフトを使っており、STJ の plication

によって弁輪縫縮効果が期待できる例では、利用している。以上の点に注意して昨年秋ま

での 1 年間で 7 例の自己弁温存手術を施行し、全員が独歩退院できた。遠隔期成績を検討

する必要はあるが標準化した術式で安定した成績が得られた。 

22-4 大動脈基部置換術の近接および遠隔成績の検討 

志水秀行医師ら 慶應義塾大学外科（心臓血管） 

自施設では基部置換の基本は Bentall 型手術を基本としているが、弁の性状が比較的良好な

比較的若年者を対象として，自己弁温存手術も適宜行っている。David 手術を導入した

2003 年以来基部置換術を行った 153 例のうち、Bentall 型手術 112 例、自己弁温存手術 38

例、homograft 手術 3 例であった。自己弁温存手術は David 法導入までは remodeling 法

を 14 例に施行したが、弁輪の縫縮を前半は行っていなかったが、これによって半年後は軽

度の AR が 6 年後に重症化していたため再検討して、reimplantation 法に切り替えて 24 例

に施行した。病院脂肪を含む累積生存率が、B 法で 5 年 93.3％、D 法で 95.5％、心血管関

連死亡回避率は B 法で 5 年 96.5％、10 年 92.5％、D 法で 5 年 100％、10 年 93.3％であっ

た。有害事象回避率では前者が 5 年 86.7％、10 年 80.1％、後者で 5 年 94.4％、10 年 94.4％

だった。結語：以上の結果から弁尖の病変が軽度な症例に対して、David 手術の選択はよ

りよい予後を期待できると考えられた。 

 

シンポジウム 23 TEVAR-EVAR における IFU とディバイス選択 第 5 会場 10:00-12:00 

司会：古森公浩（名古屋大学血管外科）、保科克行（東京大学血管外科） 

23-1 慢性期予後を考慮した EVAR デバイス選択 

加藤雅明医師ら 森之宮病院心臓血管外科 

近年話題となっている IFU(Instruction for use)，に乗っ取って施行した EVAR は急性期成

績には問題がないとされてきたが、慢性期予後については、IFU にしたがった挿入を行っ

ても 8 年後で 7％前後の嚢状瘤破裂といった問題が発生している事が、NEJM や Lancet

に報告されてきた。急性期の EVAR によるメリットは 8 年でクロスオーバーしてしまい、

術後 10 年成績は外科手術に劣ると言う報告である。これは反対意見として、 first 

generation stent graft が原因ではないかと言われるが、自施設の 10 年間の成績で見ると，

製品の製作時期には依っていなかった。瘤の拡大率は 5 年で 20％、8 年で 40％であった。 

これらの知見を元に、急性期と慢性期を考慮したディバイス選択を考慮した。2007 年 3 月

迄の 10 年 3 ヶ月に EVAR を施行し 6 ヶ月以上 follow up 出来た 1038 例の解析結果。 

Zenith が 208 例、Excluder537 例、Endurant273 例で、瘤拡大率は Endurant がやや少な



いない傾向があったが有意差はなし。幾つかの因子が瘤拡大率に影響していたが、自分た

ちで管理できる項目は type II endoleak であり type I endoleakはEVAR 施行時に極力避け

るよう努めているものの，完全には阻止できないもので管理しきれない因子と考えている。 

この術後6ヶ月の endoleakを除いての検討では、予後影響因子がExcluder使用（p<0.001）、

呼吸機能障害(p=0.013)、術前出血時間(P=0.039)となるが、この場合に管理しうる因子は

IMA の塞栓術と言うことになる。同様な検討をした研究では、10228 例という大規模な検

討でCirculationの論文だが、瘤拡大の因子は neckが大きい症例、瘤が大きい症例、common 

iliac A 拡大のある症例と、自験例に近似している。いずれも解剖学的な問題であり、技術

的な管理はしがたい因子である。管理できる内容としてはやはり type II endoleak であっ

た。改めて 1038 例を endoleak を予防する面から解析すると、ディバイスごとに差がある

かがポイントとなり、結果は Endurant（16.5％）が他の 2 つのディバイスより優れている

という結果になった。Logistic regression 解析では、Excluder の endoleak が多いことがわ

かり、これは IMA の塞栓によって type II が減少することが判明した。他の論文でも Zenith

の endoleak を 1.0 とした場合、Powerlink0.5、Endurant 0.5、Excluder1.5 と他より発生

率が多いことが示されている。他に腰動脈、正中仙骨動脈が原因となり得るが、複数ある

為一度に処理できないかを検討中である。 

23-2 腹部ステントグラフト内挿術における IFU とディバイス選択：中枢密着部 IFU と治

療成績 鬼塚誠二医師ら 久留米大学外科、佐賀大学胸部・心臓血管外科 

EVAR で用いられるディバイスの使用に際し各々の解剖学適応基準が IFU と言う形で決め

られている。これに逸脱した形態に EVAR を施行した場合、endoleak が発生しやすくなり

中枢側の密着が損なわれ瘤内血流を生じることは周知である。特に type Ia EL は追加の血

管内治療が困難で開腹手術を余儀なくされることもある。術前の綿密な形態評価とディバ

イス選択が必須である。中枢密着部（PLZ）と Ia EL 関連性を明らかにする検討を行った。 

2006/12～2017/3 の非破裂 AAA 治療 659 例（開腹手術 397 例、EVAR262 例）のうち孤立

性 IA 瘤等を除外した EVAR252 例で検討。ディバイスは Zenith48 例、Excluder102 例、

Endurant82 例、Powerlink/AFX18 例、Aorfix2 例。全てに手術死亡なし。252 例全例でデ

ィバイス留置可能、2 例で最終造影の際 Ia EL が残存、1 例で中枢側の解離発生（技術的成

功率 98.8％）術後早期の CT でこの 2 例の EL は消失したが、新たな 4 例の Ia EL 発生、1

例は追加ディバイスで消失、2 例が自然消失、1 例のみ残存。PLZ の IFU では PL33.1mm、

PD20.4mm、PA60 度（Aorfix90 度）未満は 178 例。PL,PD,PA のいずれかが IFU を逸脱

していたのが 115 例（45.6％）、PL 不足 3（1.2％）、PDA クリッピング過小 53（21％）、

PA 過大 74（29.4％）術中術後 Ia EL を生じた 6 例に IFU 逸脱を 5 例に認めた。遠隔成績

は平均 50ヶ月、最長10年の観察期間で、新たな Ia ELが5例に認められ、瘤径拡大が 18％、

脚閉塞が 3％、開腹移行 2％、関連死亡 0.8％で国内の他の報告と近似していた。初期 6 例

の Ia ELと遠隔期 5例を合わせた検討では、IFU逸脱と Ia EL発生には関連性はなかった。

ディバイスの選択に関しては PLZ 形態的特徴はあったが、治療成績には差がなし。PLZ 形



態を考慮したディバイス選択と PL の確保が治療成績向上につながると考えている。 

23-3 IFU に沿った開窓型ステントグラフトの治療成績 

由利康一医師ら 自治医科大学さいたま医療センター心臓血管外科 

TEVAR の治療に当たり、近年解離と弓部を制するディバイスが胸部大動脈瘤を制すると言

われ、自施設では治験の段階から積極的に開窓型のステントグラフトを採用してきた。周

知のようにセミオーダーでグラフトのカーブや開窓の位置と数をカスタマイズできる。シ

ースも 4 種類から選択して使用できる。この低侵襲性に着目して使用してきた開窓型 SG の

手術ハイリスク症例に使用した中期・遠隔期成績を検討。 

2008 年から 2017 年 8 月末迄の開窓型 SG の自験例 75 例のうち、解離症例を除いた IFU

遵守 57 例は平均 75 歳、Euro Score 3.8、男女比 49：8 で全例全麻下に手術した。Zone 0

留置は 55 例、Zone 1 留置は 2 例で、全例留置成功。左鎖骨下閉塞は 33 例、開窓での温存

は 16 例、バイパスの併施は 8 例であった。病院死亡 2 例（肺気腫、shower emboli）、不完

全対麻痺 1 例、微小脳梗塞 1 例、4 例の type I EL 認めたが、4 例とも自然閉塞。入院期間

は平均 11 日。観察期間平均 3 年で死亡は 10 例（20％）ながら大動脈関連死はなかった。

動脈瘤関連イベントは 6 例だが、開窓型 SG 関連イベントは 3 例（開腹手術移行 1 例、SG

追加 1 例、コイル塞栓 1 例）、他残留 AAA 破裂 2 例、追加 EVAR 治療 1 例であった。結語：

自験例での開窓型 SG の治療成績は遠隔期を含めて良好だったが、注意深い経過観察は必須

である。 

23−4 type 2 エンドリークに対応する IFU の構築とディバイス選択 

渡辺芳樹医師ら 大阪大学心臓血管外科 

EVAR 施行後の type II EL は遠隔期に少なからず瘤拡大を引き起こし、その一部は瘤破裂

を来す為、その防止は遠隔成績向上に重要である。type II EL のリスク因子と、解剖学的

適応並びにディバイス選択への影響を検討。 

2006 年～2017 年に施行した EVAR351 例（抄録では 259 例？）を対象とした。type II EL

のみの残存が 131 例に認められ、その後遠隔期に瘤径拡大を認めたのが 30 例であった。そ

の瘤径拡大を示すリスク因子を介した結果がスライドの如く。多変量解析では、腎機能障

害と術前の瘤径が大きいことで有った。瘤径拡大回避率は 91.1％（3 年）、78.3％(5 年) 

type II EL の発生そのものは、IMA と腰動脈（LA）の開存がリスク因子であることが予想

通り示された。特に後者はシングルボディーの SG では閉塞されることが多く瘤径拡大を予

防できると考えられた。結語：小さめの瘤径 AAA では術後の EL が多少あっても瘤径拡大

は起こりにくいが、術前瘤径の大きいものは type II EL を防ぐ必要があり、IMA、LA の積

極的塞栓が必要と考えられた。 

慈恵医大大木医師：type II EL ばかりが悪者では無く、瘤壁の性状も術後の瘤拡大に寄与

しているとの研究結果を教室の伊藤が Circulation Journal に掲載しているのでご参考まで。 

23-5 大動脈弓部 TEVAR において中枢ベアステントは、末梢マイグレーションの誘因とな

るバードビーク発症率を減らす 坂野比呂志医師ら 名古屋大学心臓血管外科 



弓部大動脈部にステントグラフトを留置する際に、弓部のカーブやねじれが原因となりス

テントの中枢の特に弓部小湾側が密着せずに起こるトラブル、所謂バードビーク現象が問

題となる。遠隔期の Type I EL、ステントのコラスプやマイグレーションを引き起こすから

である。弓部の形状と SG のデバイスの特性とバードピーク発生率について検討した。 

2009 年 3 月～2017 年 2 月の TEVAR294 例のうち、zone1 から 3 迄のランディングを必要

とした連続 68 例（抄録には同年 7 月迄の 76 例とあるが何故減ったかは不明）を対象とし

た。解剖学的要因の検討に術前後の CT を後ろ向きに検討し、術後 12 ヶ月で CT を施行し

た 39 例で SG もマイグレーション、EL 発生に及ぼす影響も検討。使用した SG はスライ

ドのように Relay、Variant、Zenith TX2、TAG であり中枢側ベアステントの有無で分けて

評価した。Zone 1 の症例でベアステントを使用している場合が当然多い。逆行性 A 型解離

はなかった。バードビークの発生は 30/68 例で 44.3％、平均の長さは 6.2mm、平均の角度

が 31.7 度であった。SG デバイスによる違いを見ると、明らかにベアステント有りのもの

より無しのものが、バードビーク発生が多かった。SG の径やオーバサイズの率は両群間に

差はなかった。Type I EL の有無では無い群では、バードビーク 1 例、有りの群では 3 例認

めた。（有意差無し）弓部の形態を計測して比較してみたが、Ao angle を含めて形状による

有意差はなかった。12 ヶ月後の CT 検査（実施例 39）では、バードビーク陽性例で、マイ

グレーション発生とその長さが有意に多く長い結果であった。この観察期間内では新たな

Type I EL の発生は無かった。文献的には 52％のバードビークを認め、SG のタイプや大き

さは有意差を示さなかったが、唯一 Ao angle が≧51 度で多かったという報告有り。結語：

ベアステントによってバードビークが減らせると考えられた。 

23-6 TEVAR における IFU 外使用は大動脈関連イベント発生のリスクとなり得る 

大石恭久医師ら 九州大学心臓血管外科 

低侵襲性に優れた SG の使用が胸部大動脈領域でも普及しているが、2017 年 7 月に PMDA

から適正使用の注意喚起が行われ、感染瘤、解剖学的適応範囲外での使用、シーリング長

不足、屈曲、壁在血栓、狭窄、チムニー法の併用、人工血管置換症例、サイズ選択の誤り

が指摘された。製品による多少の差はあるが、IFU（使用上の注意）には、その他大動脈気

管支瘻・食道瘻、大動脈炎、大動脈解離、妊婦、破裂後動脈瘤、18 歳未満、真菌性大動脈

瘤、仮性大動脈瘤、出血性素因、外傷性大動脈損傷などには有効性・安全性が確立されて

いない、の記載がある。IFU 外使用の評価を検討した。 

大動脈関連イベントとして、関連死、再治療、瘤破裂、5mm 以上の瘤拡大を 2009 年の

TEVAR 導入以来 IFU 外使用の 71 例で評価。 観察期間は平均 2.8 年、IFU 外の内容は、

Zone 0、Zone 1（殆どで 2 debranch）、人工血管内 landing、高度石灰化や shaggy Ao、全

周性壁在血栓、感染瘤、SCA 閉塞などであった。IFU 内使用群との比較では、生存率には

有意差はなかった。追加治療（開胸手術、追加 SG）と大動脈関連死において IFU 外使用

では内使用に比べて、odds 比が 13.3 の危険因子であった。特に Zone 1 Landing が odds

比が 7.0 と有意な危険因子で有り、Zone 0、人工血管内 Landing は危険因子では無かった。 



結語：IFU外使用ではやはり大動脈関連イベントが多かった。Zone 0と違いZone 1 Landing

では十分な長さを特に石灰化の強い症例で確保する必要があると考えられた。 

質問：本年2月の心臓血管外科学会で加藤先生が報告された10000例以上の集計でZone 0,1

での IFU 使用は良くないという結論ですが、今後はこの部位では Open stent に切り替える

と言うことになりますか？ 

回答：この集計の初期はどのような症例で IFU 外が可能かをチャレンジしておりましたが、

検討の結果今は全例 open にしております。 

23-7 内腸骨動脈閉塞併用による腹部ステントグラフト内挿術適応拡大の安全性に関する

検討 藤岡俊一郎医師ら 国立国際医療センター心臓血管外科 

AAA の 30％に腸骨動脈瘤を合併すると言われているが、内腸骨動脈（IIA）コイル塞栓術

を施行することで、SG 治療が拡大できることも周知。一方で IIA コイル塞栓によって臀筋

性跛行が問題となる場合があり、自施設では上・下臀動脈の交通を温存、コイル塞栓から

EVAR までに一定の期間を設けることで側副血行路の発達を促し、臀筋跛行の予防に努め

ている。この治療戦略の安全性につき検討した。 

2008 年 10 月から 2017 年 8 月までの EVAR 症例 239 例のうち EVAR＋IIA コイル塞栓施

行の 105 例（片側塞栓 75 例、両側 30 例）を検討。両群に患者背景では特に差なし。使用

したディバイスは両群とも半数に Excluder を使用、平均観察期間は 2 年弱。臀筋跛行発生

率は、片側群で 17.3％、両側群で 50％だった。周術期死亡、腸管虚血は無かった。臀筋跛

行の発生例と非発生例の比較ではより若年で体重が重く BMI が高い患者ほど、発生しやす

い傾向があった。観察期間中に IIA に type 2 EL が原因で追加治療が必要になった症例は

無かった。早期に脚閉塞をきたし追加治療を要した 3 例認めたが、追加治療後の経過は良

好。続いて上下臀動脈交通の有無と跛行発生の差についても検討。片側塞栓で上下臀動脈

交通温存症例では、3 例（5.9%）のみに跛行発生を認めたが、温存不能例では 10 例(41.7%)

と有意差を持って多かった。両側塞栓群で上下臀動脈の交通温存群では 2 例（20%）に、

両側共温存不能であった症例では 82％に跛行を認めた。全症例の検討でも、上下臀動脈の

交通温存群に比べ、非温存群での跛行発生率が有意に高かった。片側塞栓、両側塞栓どち

らの場合も、上下臀動脈の交通温存群の方が跛行の持続期間が短い傾向が認められた。IIA

塞栓と EVAR のタイミングを、コイル塞栓後の副側血行路発達を期待して両術式の間隔を

2 週間開けることを基本方針としているが、破裂症例や瘤径が大きい場合は、コイル塞栓と

EVAR を同時施行している。同時施行群と 2 期施行群の間に臀筋跛行の発生率、持続期間

に差はなかった。考察：EVAR 治療において臀筋跛行防止には、上下臀動脈の交通温存が

重要であり、交通温存困難例、両側 IIA コイル塞栓必要例、若年で筋肉量の多い症例では、

イリアックディバイスの併用や開腹手術による腸骨動脈再建も考慮すべきと考えている。 

大木医師コメント：上下臀動脈より中枢においてネットワークを残してコイルしたほうが

いいという論文を我々は 15 年前に報告している。こういう二番煎じは時間の無駄なので、

過去の文献を熟読してから研究報告を検討してほしいもの。 



23-8 孤立性腸骨動脈瘤に対するステントグラフト―当科における治療戦略― 

村上友梨医師ら 慈恵会医科大学柏病院外科 

非常に希である孤立性腸骨動脈瘤（SIA）は近年 EVAR による良好な治療成績が報告され

ている。しかしながら、脚のみの留置か腹部ステントグラフトも追加するべきかは明確に

されていない。自施設では 2013 年以来 SIA に対して EVAR による治療を行っており、そ

の妥当性を検討した。 

自施設の治療方針としては、大動脈末端から瘤の起始部までの距離を Neck 長とし、10mm

以上ある場合は Excluder の脚（E 群）と IIA のコイル塞栓、Neck 長＜10mm の場合更に

EPL/AFX を追加（A 群）している。 

2013/1~2017/8 の期間 SIA に対して EVAR を施行した症例 21 例を対象とした。 

（E 群と A 群の各 1 例ずつ症例提示） 

結果は E 群（Neck 長 24.5mm）が 11 例 11 脚、A 群（Neck 長 2.5mm）は 11 例 13 脚で

患者背景に有意差無し。手術時間にも差はなかったが、出血時間に差が出た。これは EPL

使用時期でのディバイスの特性上出血しやすかったと思われ、後半の AFX を用いた群のみ

での比較では出血量に差はなかった。technical success は 100％で術中に EL は認めなかっ

た。術後合併症は A 群の 2 例で臀筋跛行を術後 1 ヶ月に認めたが、いずれも速やかに消失

し半年後には全例で無し。遠隔期に type II EL をそれぞれ 1 例ずつ認め、E 群の 1 例は後

に再手術（開腹瘤縫縮）となった。瘤の縮小は両群間に差はなかった。二次治療は前述の E

群再手術の他、A 群で EPL 中枢側が瘤化し、術後 16 ヶ月で Endurant cuff を追加した。

観察期間中に死亡例は無く、二次治療回避率も 2 群間に有意差無し。結語：アシア人では

Neck 長が短いと言う特性を考え今回の治療方針の妥当性が示された。細めの Ao でも使え

る AFX は Active Seal の特性も有り有用であると考える。昨年 8 月保険収載されたアイビ

ーは、 

23-9 TEVAR におけるディバイス選択～単一機種・単施設・100 例超の経験から考える～ 

角浜孝行医師ら 秋田大学心臓血管外科 

TEVAR の成績向上にはディバイスの特性理解に加えて、術前プランニング、正確な留置が

重要だが、自施設のような地方大学での限られた症例数では多種類のディバイスに精通す

ることも難しい。2015 年以来の自施設での単一機種での治療成績に検討を加えた。 

過去 3 年間の TEVAR126 例を対象としディバイスは Relay Plus を全例に用いた。疾患の

内訳は急性解離が 50 例、慢性解離が 17 例、真性瘤 50 例、外傷性 6 例、感染性 3 例であっ

た。手術方針として、Zone 0 は開胸手術困難のハイリスク症例のみ、左鎖骨下動脈は再建

術などで血流確保を基本としている。中枢側留置部位はスライドの如く Zone2，3 が主体で、

Zone 03 をやむを得ずハイリスク症例 3 例に施行したが、極力避けている。手術成績は、手

技完遂率が 99％(125/126)、術後 30 日以内の死亡が 4 例（3.2％）、在院死亡 0.5％、脳梗塞

3 例、対麻痺 2 例（破裂による緊急手術 1 例、術中出血にて循環動態が不安定だった 1 例）、

一過性の不全対麻痺 3 例（全例回復）であった。Type I EL は 3 例に認めたが、逆行性 A



型解離は認めなかった。SINE（Stentgraft Induced New Entry）を 3 例に認めた。遠隔期

死亡は 5 例に認められ、1 例は慢性解離の TEVAR 治療後瘤拡大を認め、開胸手術を勧めた

が、希望されず経緯か観察中に瘤破裂を起こした例であった。遠隔期にも SINE を 2 例、

マイグレーション 1 例、グラフト感染 1 例を認めた。生存率は 1 年で 89.8％でその後現在

まで死亡例は無い。追加治療は 9 例で、急性期は追加の TEVAR2 例（中枢側拡大 1 例、type 

I EL1 例）、コイル塞栓、1 debranching 後の右鎖骨下狭窄進行による置換術。遠隔期は 5

例で追加 TEVAR3 例、マイグレーション、SINE、瘤径拡大で開胸手術例も 2 例施行した。 

結語：限られた症例数の中で単一機種での TEVAR 治療は問題の無い治療成績が出せた。今

後は他機種の導入も考慮はしている。 

23-10 Gore C3 エクスクルーダーにおける off-label use の妥当性：連続 171 例からの検討 

西部俊哉医師ら 東京医科大学心臓血管外科 

昨年夏 PMDA から出されたステントグラフト治療の使用上の注意は周知であるが、手技の

工夫や経験の蓄積により IFU 外症例にも EVAR を行う事は増えている。Gore C3 エクスク

ルーダー171 例の経験から on-label use(IFU 内)と off-label use(IFU 外)を比較検討した。 

平均観察期間 1 年 3 ヶ月、平均年齢 75.8 歳、男性 143 例女性 28 例であった。うち緊急手

術は 8 例。IFU 内 96 例、IFU 外 75 例で後者の理由は、中枢ネック系＜19mm53 例、中枢

ネック角＞60°34 例、中枢ネック長＜15mm4 例（重複有り）であった。患者背景は男女

差以外は無し。手術成績は、技術的成功率中枢側カフにも差無く、type I EL、typeII EL、

type III EL 発生率も差はなし。手術死亡、院内死亡も差はなく、生存率も 1 年後、2 年後

の両群間に差はなかった。再インターベンション回避率も 1 年後、2 年後共に有意差無し。

1年後の瘤径変化では5mm以上の拡大は両群とも無く、5mm以上の縮小は IFU外群（22/50 

vs 13/60）で多かった。結論：IFU内と IFU外で治療成績に差は認められなかった。Endurant 

よりもエクスクルーダーの方が成績が良いと考えている。 

23-11 AFX および Powerlink56 例の経験 

中野渡 仁医師ら 埼玉東部循環器病院心臓血管外科 

現在国内で保険償還されている EVAR のデバイス 5 種（Excluder, Zenith, AFX:Powerlink, 

Endurant, Aofix)のうち AFX および Powerlink は唯一 unibody design であり他と異なる

特性がある。その利点と欠点を理解して使用することで良好な成績が得られたのでその 56

例について報告する。 

これらの特徴として、ディバイスが大動脈遠位に sit on することで高い固定性能を発揮し、

マイグレーションのリスクは低い。脚同士が競合せず脚閉塞のリスクもない。欠点は、高

度の屈曲例に向かない、サイズバリエーションが少ない、内骨格構造のため術後の

reintervention や IABP 挿入が出来ない、手術手技が煩雑となる。適応は嚢状瘤、腸骨動脈

瘤、等 Ao 末端が狭小な症例。そのうち中枢ネックの高度屈曲例、総腸骨動脈拡張例には使

用困難ながら、Excluder, Zenith, Endurant の Ao extension を総腸骨動脈拡張には

Excluder leg を併用することで可能となる。このように各ディバイスの特徴を理解して上



手く併用することで良好な成績が収められると考える。 

23-12 Frailty と生命予後を考慮した EVAR の治療成績 

森崎 浩医師ら 九州大学消化器・総合外科 

2007 年～2015 年の EVAR326 例を対象に Frailty が予後に及ぼす影響について検討。 

Frailty は Geriatric Nutritional Risk Index:GNRI, Skeletal Muscle Index:SMI, ADL 等で

評価。GNRI 低値、SMI 低値、歩行不能、薬識不能のうち 2 項目以上を満たすものを AAA 

Frailty(＋)とした。男性 283 例女性 43 例中 24 例が Frailty(＋)に該当、IFU 外は 67 例（20．

6%）で Excluder 症例が多かったが、Fraility と IFU 内外には相関が無かった。術後 5 年

後の reintervantion 回避生存では IFU 内 75.2％、外 53.2％と IFU 外でより多く追加治療

を必要とした。予後影響因子の多変量解析では、年齢、AAA Fraility(＋)、悪性腫瘍だった。 

結語：予後規定因子からみて、若年の Frailty(-)、悪性腫瘍無しでは開腹手術を検討すべき

と思われた。 

 

この後 13:30 からのパネル、心不全の外科治療 update も聴講した。Philadelpia の報告も

あったが、余り目新しい内容が無と思われたので今回の報告は割愛する。 

 

以上 


