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今回は、少し視点を変えて、小児の頭蓋内AVシャント疾患の特徴とそれに対する血管内治療につい
て概説する。それぞれの疾患の発症年齢と発症形態にそれぞれ特徴がある点に関しては2009年のニッチの
会で強調したので、これに関しては2009年のproceedingを参照していただければ幸いである。

小児のAVシャント疾患のひとつの特徴は、high flowのAV fistula が多いことである。これらは、
硬膜内疾患ではVein of Galen Aneurysmal Malformation (VGAM)やPial fistula に代表され、硬膜疾患
ではInfantile type のdural AVF、硬膜外ではParachordal fistulaに代表される。発生部位は、硬膜内疾患
は脳深部の穿通枝や脈絡動脈領域に多い。Pial AVFはposterior fossa を含めてどこでも起こりえる。

これらのhigh flow AVFの存在と、小児の解剖生理学的特長から、特徴的な臨床症状が発現する。
新生児期に心臓への負担が過大になればhigh cardiac output failureが発症する。新生児において、心不全
のおこりやすい原因としては、出生時に急激な循環動態変化がおこることや、新生児ではcardiac reserve 
が少なく交感神経による代償能が未発達であることがあげられる。年長児や成人では、high flow AVシャン
トが存在しても心不全が起こることはまずないが、高齢者ではCCFなどの後天的なhigh flow AVシャント
の発生により起こることがある。

静脈還流路の狭窄によって心臓がprotectされていたり、シャント量が比較的少なければ、少し遅れ
てhydrovenous disorderが発症する。小児のAVシャント疾患による頭蓋内静脈圧亢進はびまん性におこ
ることが多いため、症状は初期には脳室拡大のないmacrocrania、進行すると脳圧亢進を伴う真の水頭症を
呈し、脳内石灰化や精神発育遅延がおこる。これは、年長児や成人の脳動静脈奇形では、局所の静脈圧亢進
がおこって局所的な虚血による痙攣、出血、局所神経症状などが起こることが多いのと対照的である。

Hydrovenous disorderのおこる背景は、新生児、乳児期には脳の静脈還流が静脈洞交会に集中す
ることやパッチーニ小体の発達が不十分で髄液の吸収が脳室から脳表へむけてのmedullary veinを介して行
われることにある。ここに動静脈シャント疾患が存在すると、静脈洞の圧亢進により脳室から脳表への圧勾
配が減少して髄液の吸収障害が起こる。さらに、肺高血圧、頚静脈球の狭窄や閉塞、頭蓋縫合の閉鎖がおこ
ると症状がさらに悪化する。後頭蓋窩ではtonsilar prolapseを呈する。この過程で、sylvian veinが海綿静
脈洞と連絡して、脳静脈還流の側副路が形成されれば、顔面静脈が拡張する変わりに脳静脈圧亢進症状の改
善や進行の停止が期待できる。静脈圧亢進が改善されないと、脳血流が低下して、白質を中心とした急速な
脳実質の破壊が起こり、脳圧亢進を伴わない脳のびまん性の萎縮と脳室拡大がおこり、これはmelting 
brain syndrome と呼ばれる。通常、新生児から早期乳児期に起こり、VGAM, pial AVM, dural sinus 
malformationを含めたすべてのAV shunt疾患で起こりうる。

小児のAVシャント疾患のもうひとつの特徴は、embryonic snusの残存である。VGAMにおける
embryonic falcine sinusの残存はよく知られている。ただし、これは、VGAMに限られたものでなく、若
年小児の硬膜内AVシャント疾患ではどれにも高頻度に見られる所見である。また、VGAMにおいても必須
の所見ではなく、稀に通常のstraight sinus が存在する場合もあるし、いわゆるembryonic falcine     
sinusとstraight sinusが両方存在する場合もある。典型的なembryonic falcine sinusは上矢状静脈洞のう
しろ三分の一の部分に流入する。この部分は最初にPacchionian granule が発達する部分と言われてい
る。実際の症例では、上矢状静脈洞のうしろ三分の一よりも後方、torculaに近く流入するものもある。ま
た、Embryonic falcine sinus以外のembryonic sinus の残存もよく見られる。主なものにはoccipital 
sinus やmarginal sinusがある。また、胎生期の4-6ヶ月ごろには、transverse sinus の”ballooning” が
報告されているが、これは、その下流のsinusの未発達による生理的なもので、sinusの発達異常を呈する
dural sinus malformationとは別物と考えられている。
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ここで、VGAMの還流静脈に関してひとことコメントする。VGAMにおける還流静脈がmedian 
prosencephalic vein of Markowskiであるという説は、もともと1989年にRaybaudらのペーパーで発表
された。これをLasjauniasらが発展させて、”VGAMの還流静脈はmedian prosencephalic vein of 
Markowskiであるために、脳の深部静脈との連絡は存在しない”と断言するに至った。しかし、Raybaudら
のペーパーでは、internal cerebral vein が存在する症例が複数含まれており、その多くは静脈の         
aneurysmal dilatationとの連絡があったとされている。また、最近、VGAMにinternal cerebral veinが連
絡している症例がいくつか報告されており、我々もそのような症例を経験しているし、cortical refluxがあ
る以外は臨床上も血管撮影上もVGAMと区別がつかない症例も経験している。我々は、VGAMの発生に関
するRaybaudの説には賛成するが、いわゆるVGAMの還流静脈には、本来のmedian prosencephalic 
vein of Markowskiから完成したvein of Galen に至るまでの中間的な発達段階のものが存在し、それらは
すべてchoroid fissureのくも膜下腔に存在するfistulous AVMとしてまとめられると考えている。

VGAMにおける、経静脈的なaneurysmal dilatationの閉塞術の安全性の理論的根拠は、この     
aneurysmal dilatation が脳の還流静脈と連絡を持たないことである。しかしながら、aneurysmal     
dilatationとinternal cerebral vein やcortical veinとの連絡は、high flow AVシャントの存在する初回治
療時のMRIや血管撮影では証明できず、治療過程で、AVFのシャントフローが減った段階、あるいは自然経
過や治療によりAVFの還流流出路の狭窄が生じて静脈還流抵抗が増したときに、逆流としてあきらかになる
場合がある。したがって、初回検査で脳静脈との連絡が認められなくても、経静脈アプローチによって
aneurysmal dilatationを閉塞することは安全とは限らない。また、脳静脈との連絡がなくても、VGAMの
還流流出路狭窄が起こった場合に、subependymal veinを介してstriate veinに抜ける還流路が発達するこ
とがある。Lasjauniasらは、これをVGAMに対する経静脈的塞栓術後に出血の合併症が多い理由としてあ
げている。どのタイプの疾患にしろ、fistula siteを完全に閉塞しないで、流出路の静脈を閉塞することは出
血の危険性が高いと考えなければならない。一方、脳の還流静脈とaneurysmal dilatation との連絡がある
場合に、fistula siteを含めてaneurysmal dilatationを完全閉塞した際の、静脈性梗塞や出血の危険性は、
collateralの静脈還流路の発達の如何による。

ところで、経過中にdural sinusの狭窄や閉塞が起こりやすいことは、小児のシャント疾患の重要な
特徴である。これは、VGAMに特徴な所見と考えられやすいが、小児の頭蓋内シャント疾患いずれにも起こ
る。これは、自然経過として起こる場合もあるし、治療経過中に起こる場合もある。Lasjauniasらは、
high flow AV shuntが存在すると、通常は生後数ヶ月でおこるjugular bulbの成熟が阻害され、また、 
occipital sinusやmarginal sinusなどのembryonic sinusが残存すると、torculaの血流がこれらの     
embryonic sinusに向かうためにsigmoid sinusの成熟が阻害されると推測している。そして、embryonic 
sinusが最終的に閉塞すると、未発達なsigmoid sinusとjugular bulb も閉塞することがある。この機序と
して、high flow AV shuntによる静脈洞のhigh flow angiopathyや macrocraniaによる頭蓋底の成熟異常
などの可能性が挙げられているが詳細はわかっていない。　治療過程でdural sinus の血栓化が起こる場合
は、上記のようなunderlying conditionに加えて、急激な    hemodynamic change が引き金になると考
えられ、時に広範なdural sinusの血栓化が起こることがある。症状は、けいれん重積、局所神経症状、意
識障害など重篤な場合もあるが、急性期を乗り越えると、比較的回復がよいのも小児の特徴で、これは小児
の脳静脈および脳自体の可塑性が極めて高いことによる。

脳や脳静脈の可塑性に加えて、後天的な動静脈シャントを形成しやすいのも小児の特徴である。こ
れは、特にhigh flow AV shuntを有する疾患に顕著で、infantile typeのdural AVFにおけるinduced pial 
fistulaが代表的である。また、これとは逆に、pial fistulaやVGAMなどにdural shuntが発生する場合もあ
る。これは、high flow fistulaの存在による静脈のSump effectによるものと、sinusの血栓形成によって
惹起されるものがあり、もとのAVFと同じ場所に発生する場合と、そこから離れた場所に発生する場合があ
る。
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また、これとは少し意味合いが異なるが、VGAMやpial AVFなどを部分閉塞した際に、豊富な
collateralが発達することも、小児のAVシャント疾患の特徴である。これらは、メインのAVFを閉塞するこ
とにより消退する傾向がある。ただし、feederのproximal occlusionの後に発達するcollateral feederは
非常に広範になる場合もあり、その場合、AVFのlocalizationが困難になったり、メインのシャント部位へ
のアクセスが難しくなったりするため、feederのproximal occlusion は極力さけるべきである。とはいっ
ても、複雑なpial fistulaやchoroidal fistula では、シャント部位（動脈と静脈の境界）の判定が難しい場
合も少なくない。

また、きわめて稀ではあるが、我々は、AVシャント部を閉塞したにもかかわらず、その周辺の
proliferative angiopathy様の所見が悪化した症例、cavernous malformationと思われる疾患に放射線治
療後にAVM様のAVシャント疾患が発生した症例、頭蓋内のhemangiomaと思われた症例が、経過観察中に
AVM様に変化した症例などを経験している。これらは、その機序は不明であるが、小児においてはある状
況においてvasculogenesis が非常に亢進することを示した症例と思われる。

 小児のAVシャント疾患のもうひとつの特徴は、syndromeを形成するものが多いことである。
CAMS(Cerebrofacial Arteriovenous Metameric Syndrome)は、以前は英語圏ではWyburn-Mason 
syndrome、ヨーロッパ大陸ではBonnet-Dechaume-Blanc syndromeと呼ばれていた。これは、neural 
crestやその近傍の中胚葉で、migration前にsomatic mutation が起こるために、そのmigrationの径路に
沿った分節で脳、眼、顔面に複数の動静脈奇形がおこるもので、Battacharyaらによって以下の３群に分類
されている。
1. CAMS1: midline prosencephalic (olfactory) group:　鼻と視床下部
2. CAMS2: lateral prosencephalic (optic) group: 上顎部と視神経、網膜、視床、頭頂、側頭、後
頭葉

3. CAMS3: rhombencephalic (otic) group: 下顎部と錐体骨、橋、小脳
同様のmetameric syndromeで脊髄レベルのものは、SAMS (Spinal Arteriovenous Metameric 
Syndrome)と呼ばれている。広範な障害では、両側や複数領域にまたがった血管奇形が発生する場合もあ
るし、一領域内で部分的に血管奇形が発生する場合もある(partial manifestation) 。この症候群に発生す
るbrain AVMは、small vascular network typeで、中に正常脳組織が介在し、high flow fistulaは存在せ
ず、進行性に拡大する傾向がある点で、他の通常の脳動静脈奇形とは異なっており、治療もtarget 
embolization以外は困難なものが多い。症状も出血よりは進行性の神経脱落症状を呈するものが多い。顔
面の動静脈奇形は、通常のものと較べてあまり特徴的な所見はないが、栄養血管に動脈瘤を合併する頻度が
高いと言われている。AVシャント疾患ではないが、Sturge-Weber syndromeは   cerebrofacial venous 
metameric syndrome (CVMS)としてまとめられている。これは、顔面の Portwine stain (venular mal-
formation), 頬部のlymphangiomatous malformation, 骨のveno-lymphatic malformation とそれによ
る骨のhypertrophy, cortical veinの閉塞とcollateral の形成からなる。
 もうひとつよく知られているsyndromeはHHT (Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia, 
Osler-Rendu-Weber syndrome)である。これは、chromosome 9 または12　の遺伝子の異常でおこる
autosomal dominantの遺伝性疾患である。皮膚、粘膜、腸管のtelangiectasiaとそこからの出血を特徴と
するが、出血性合併症は成人になってから発症するので、小児では脳や脊髄の動静脈奇形による発症が多
い。動静脈奇形は多発性のことが多く、多発性の脳動静脈奇形の約半数でHHTを合併しているとも言われて
いる。脳動静脈奇形のタイプは小児ではAVFが多く、ナイダスタイプは年長児や成人に多い。中でも、
micro-AVMは成人発症が多い。しかし、HHT患児の経過観察中に新たな脳動静脈奇形の発生した報告はな
く、一般的にAVFは、小児期に発症しやすいものと考えられる。
 最近注目されえているのは、CM-AVMと呼ばれる疾患である。これは、RASA-1という遺伝子の
mutationによって起こり、autosomal dominntに遺伝する。この疾患は全身に複数のcapillary 
malformation(CM)が発生し、約三分の一にAVMを合併する。この疾患のCMは、典型的なものは特徴的な
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様相を示し、通常1cm以下で多発性で、ピンク、赤、茶色、灰色などの色調を呈する。AVMは全身どこに
でも発生しえる。過去の報告例では、140症例中、Parks Weber syndrome 17例、AVM 26例が認めら
れ、そのうち頭蓋内のAVMは10例だったとしている。

 以上のように小児頭蓋内シャント疾患には、種々の特徴があり、病態を理解し、治療に対する反応
を予測して治療計画をたて、治療、フォローアップをする必要がある。それらについて、できるだけ具体例
を出して概説する予定である。
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