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■ 要 約 ■ 目的：冠動脈瘻（coronary arterial fistula: CAF）に対するカテーテル治療の長期的な予後を検討すること．
方法：対象は当院にてCAFに対してカテーテル治療を行った7例（年齢中央値1歳2か月）で，経過を後方視的に検討し
た．観察期間中央値は8年2か月（3か月～22年）．治療法について検討するとともに，残存短絡の有無と冠動脈の形態に
ついて冠動脈造影により評価した．
結果：CAFは遠位型4例，近位型3例であった．全例，冠動脈の末梢側に各種デバイスを留置しCAFを閉塞した．中央値
1年2ヶ月後と5年7ヶ月後に冠動脈造影を施行し，全例CAFは完全閉塞し，血栓形成や閉塞も認めなかった．形態につい
ては，正常化4例，caliber change 2例，盲端1例であり，4例では，抗血小板剤や抗凝固薬の内服を継続している．
結論：CAFに対するカテーテル治療の長期予後は良好である．冠動脈拡張を残す症例や狭窄病変を認める症例には，抗
血小板剤や抗凝固薬の内服の継続を行う必要がある．

■ Abstract ■ Objectives: The purpose of this study was to examine the long-term prognosis of coronary arterial fistula (CAF) 
treated by catheter intervention.
Method: Seven patients (median age 1.1 year) were enrolled who underwent catheter treatment for CAF in our institution. All cases 
were examined retrospectively. The median observational period was 8.1 years (minimum 3 months, maximum 22 years). Residual 
shunt and coronary morphology were examined by the selective coronary angiography.
Results: All patients achieved complete occlusion of CAFs. Follow-up coronary angiography showed no thrombus, nor obstruction. The 
morphology of coronary artery was normalized in 4 cases, revealed caliber change in 2 and blind pouch in one. Antiplatelet or antico-
agulant were continued in 4 patients. The CAF was classified as distal types in 4 and proximal types in 3, and all cases were closed with 
various devices in the distal portion. Follow-up coronary angiography was performed in each after median 1.1 year and 5.5 years, and 
neither residual shunt, nor thrombus nor obstruction was recognized.
Conclusions: The long-term prognosis of catheter treatment for CAF is good. Follow-up catheterization is mandatory, and in cases 
where coronary artery dilatation remains or where stenosis is confirmed, the oral administration of antiplatelet agents and anticoagulants 
are required

■ Key words ■ Coronary artery fistula, transcatheter closure, Amplatzer Vascular Plug, antiplatelet agent, anticoagulant

はじめに

先天性冠動脈瘻（coronary arterial fistula；以下CAF）は
稀な疾患で，有病率は0.2–0.6％と言われている 1）．短絡量
が少量のものは自然閉鎖が期待出来るが 2），中等度から大
きな短絡量のあるものは心不全や心筋虚血，感染性心内膜

炎，瘤の破裂のリスクを有する 3）．短絡量が少量のCAFに
関する管理はまだ確立されていないが，中等度以上の短絡
があるものは，一般的には治療の対象とされている．アメ
リカ心臓協会（American Heart Association；以下AHA）の
ガイドラインでは，有症状のCAFと，無症状でも大きな
短絡のあるCAFに対しての閉鎖治療を推奨している 4）．
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治療の方法としては，外科治療とカテーテル治療の2つ
があるが，当院では解剖学的にデバイスでの閉鎖の方法論
が成立すれば手術よりカテーテル治療を優先している．

対象と方法

対象は1996年～2018年に神奈川県立こども医療セン
ターでCAFに対して，カテーテル治療を行った患者7人．
CAFの大きさ，カテーテル治療の方法，塞栓後の経過を，
診療録を用いて後方視的に検討した．患者の特徴をTable 
1に示す．CAF発見の契機は，1例が胎児診断で，残り6
例は心雑音であった．出生後の診断は中央値1か月（3日
～4か月）と比較的早い段階でなされており，カテーテル
治療施行時の年齢は中央値1歳2か月（4か月～3歳2か月）
であった．全ての症例で心不全症状を認めなかった．心電
図所見では，全例ST変化やT波異常を認めなかった．胸
部レントゲン像では心胸郭比の平均は52％（47–59％）で

あった．経胸壁心臓超音波検査では全例著明に拡張した冠
動脈を認め，左室拡張末期径の正常予測値に対する平均
の割合は110％（83–130％）と容量負荷を認めた．CAFの
拡張部の最大径は7–11 mm．起始部は右冠動脈が5例，左
回旋枝が1例，左主幹部が1例で，開口部は，右房が3例，
右室が2例，左室が2例であった．CAFと正常冠動脈の関
係は近位型が3例，遠位型が4例であった．

2006年以降はバルーン付のカテーテルを併用しCAF内
で，閉塞試験を施行した．さらに，バルーンを膨らませる
ことにより，CAF内の血流を制限しコイル塞栓を行うflow 
control method （Fig. 1）を用いている．

結 果

1例は短絡部が2か所あり，1か所は閉塞し得たが，残り
の1か所はコイル塞栓が困難で断念した．その他6例は目
的とする短絡部にコイルまたは閉鎖栓を留置することが出

Table 1 

Patient Year of procedure Qp/Qs Age of procedure
Feeding coronary 

artery
Site of drainage

Largest diameter 
(mm)

Type of CAF

1 1996 1.6 3y2m RCA RA 7.4 proximal
2 2004 1.4 2y8m LCX RA(2 site) 7 proximal
3 2006 4m RCA LV 11.6 distal
4 2010 8m LMT RA 7.2 proximal
5 2015 1.2 1y2m RCA RV 10.5 distal
6 2016 1.0 1y9m RCA LV 10.5 distal
7 2018 1.3 9m RCA RV 7.5 distal

Qp/Qs, pulmonary to systemic flow ratio; CAF, coronary artery fistulae; RCA, right coronary artery; LMT, left main trunk; LCX, left 7circumflex coro-
nary artery; RA, right atrium; LV, left ventricle; RV, right ventricle

Fig. 1 The angiography of patient 3. The coronary artery fistula drained into the left ventricle (A). Flow-control method is used for the right coronary 
artery (RCA). One catheter is for coil implantation, and the other is for balloon inflation (B)
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来た．全例，治療後に冠動脈造影を行い，コイルや閉鎖栓
の位置や他の血管からCAFへの血流供給がないかを確認
した．2例はごく少量のシャントの残存を認めたが，5例
は完全閉塞を確認した．コイルもしくはデバイスは全例，
正常冠動脈から遠位で開口部近傍の可能な限りの遠位部に
留置した．塞栓用デバイスとして1例にAmplatzer Vascular 
Plug II（AVP; Abbott Vascular, Santa Clara, California）を使
用し，6例は着脱式のコイルを使用した．初期は，動脈管

開存塞栓用着脱式コイルである Jackson detachableコイルや
動脈管開存閉鎖用着脱式コイルであるFlipperコイルを使
用していたが，近年では比較的柔らかいORBIT GALAXY
（Depuy Synthes, USA）やTornado（Cook, Europe）を使用し
ていた．重篤な合併症を認めなかったが，コイル塞栓中に
心電図上，一過性にST上昇を来した症例を1例認めた．
フォローアップの血管造影検査は全例で行っており，

2回行ったのは3例，1回行ったのが4例であった．フォ
ローアップの血管造影検査の術後からの期間の中央値は4
年11カ月（1年～9年10か月）で，全例短絡の残存を認め
ず，いずれの例も血栓形成や明確な虚血を示唆する狭窄や
血流遅延といった所見は認めていない．

Fig. 2 The angiography of patient 1, which is the right coronary artery 
(RCA), performed 10 year after coil implantation

Fig. 3 The angiography of patient 4, which is the left main trunk 
(LMT), performed 1 year after coil implantation. A blind pouch 
was observed between the coil and the LMT

Fig. 4 The angiography of patient 5. The coronary artery fistula consisted drained into the right ventricle (A). The angiography of the RCA was per-
formed 1 year after coil implantation. Caliber change (white arrow) was observed near the orifice of the RCA (B). The diameter of the coro-
nary artery inflow potion was narrowed from 6 mm to 1.3 mm
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初期の2例のうち1例（症例1）はコイル留置後にパナ
ルジンの内服を開始したが，フォローアップの血管造影検
査（Fig. 2）を行い内服終了している．もう1例（症例2）
は治療後，抗血小板剤も抗凝固剤も内服していなかった．
中期2例では，コイル留置後アスピリンの内服を開始し， 
1例（症例3）はフォローアップの血管造影で冠動脈の正常
化を確認しアスピリンの内服を中止し，もう1例（症例4）
はCAFが近位型でフォローアップの血管造影検査でblind 
pouch（Fig. 3）を認め，アスピリンを継続した．後期3例の
うち2例（症例5；Fig. 4），（症例6；Fig. 5）は拡張部の退縮
が進行せず造影剤のwash-outに停滞を認める部位が残存す

るcaliber changeを呈したためアスピリンとワルファリンの
内服を継続し，冠動脈の正常化を確認した1例（症例7）は
ワルファリンの内服は中止し，アスピリンは継続している．

考 察

適応　AHAのガイドラインでは，有症状のCAFに対し
て閉鎖治療はClass I，症状はなくても大きな短絡のある
CAFに対しての閉鎖治療はClass IIaとしている 4）．
また，年齢が経ってからカテーテル治療の高い死亡率等を
考慮すると，小児期に閉鎖しておく事が推奨されている5, 6）．
当院でも，心不全症状がなくても冠動脈の有意な拡張を来し

Table 2 

Patient Devices Flow stop method Residual shunt Complication Device positions

1 Flipper coil® 5 mm×2 — + — distal
2 Flipper coil® 5 mm×5 — + — distal
3 soft standard 5 mm×12 mm×1 + — — distal

5 mm×7 mm×2
Tornado® 2 mm×4 mm×1

4 Tornado® 8 mm×20 cm×1 + — — distal
5 mm×12 cm×6

5 PRESIDIO® 18 cerecyte 9 mm×33 mm×2 + + ST change (transient) distal
8 mm×24 mm×1

ORBIT GALAXY® 7 mm×21 mm×2
6 mm×15 mm×2

6 Amplatzer Vascular Plug® + — — distal
7 ORBIT GALAXY® 9 mm×25 mm×3 + — — distal

8 mm×24 mm×1
7 mm×15 mm×1

Fig. 5 The angiography of patient 6. The coronary artery fistula consisted drained into the left ventricle (A). The angiography of the RCA was per-
formed 1 year after AVPII implantation. Caliber change (white arrow) was observed near the orifice of the RCA (B). The diameter of the coro-
nary artery inflow potion was narrowed from 6 mm to 2.5 mm
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ている大きな短絡の場合に治療対象としている．
治療方法の選択　治療方法としては，外科的にCAFを
閉鎖する方法とカテーテルで塞栓する方法が挙げられる
が，当院ではカテーテル治療を優先して行っている．外科
手術よりもカテーテル治療を選択する理由に，外科手術後
のほうが，合併症が多いとの報告がある 1, 7）．CAF閉鎖後
の血栓形成の機序は不明ではあるが，CAFの血流減少が
一因と考えられる．カテーテル治療でもカバードステント
による閉鎖例で治療翌日に血栓形成を認めた報告や 6），外
科的に閉鎖した例よりも，側副血行路の発達が少なかった
との報告もある 5）ことより，急激な血流の変化が血栓の形
成に寄与している可能性がある．一方で経皮的な治療によ
る閉鎖では，徐々に冠動脈の縮小が得られ，冠動脈の血
流の連続的な流れが持続し，いわゆる川崎病の冠動脈瘤が
徐々に退縮する病態に近いのではないかと推測される．当
院におけるカテーテル治療例での合併症は認めていない．
近位型では現在は，proximalとdistal両方に閉鎖栓をお

くことが提唱されている 5）．Blind pouch盲端を避けるため
にCAFの可能な限り正常冠動脈の近傍でコイルを塞栓す
るべきとする報告もあるが 8），一方で近位部に留置する場
合，コイルの突出による冠動脈狭窄から虚血を惹起するリ
スクによる留置困難例も見られる 9）．至適部位に限局的な
狭窄部があれば，コイル留置は容易となる 10）．一方，遠
位型のCAFに関しては，CAFの近位の正常冠灌流を阻害
させないために可能な範囲でCAFに近接させて，デバイ
スないしコイルを留置する必要がある 1）．
血栓予防　CAFの治療後の血栓閉塞のリスクとしては
冠静脈洞に還流している例や遠位型で冠動脈拡張が著しい
例，近位型で異常血管遠位部を塞栓し盲端形成を生じた場
合等に報告されている 1, 8）．症例4では，盲端となってい
るため注意深い観察が必要である．症例1は1度目のフォ
ローアップの血管造影で，冠動脈の形態は概ね正常の形態
をしており，狭窄はないためパナルジンを中止した．2回
目のフォローアップの血管造影でも同様の所見であった．
最近の当院の方針としては，カテーテル治療後には全例，

アスピリンとワーファリンを投与し，治療して約1年後に
フォローアップの血管造影を行い，拡張が退縮して（完全
に正常レベルではなくても），造影剤の流れが良くなって
いればワルファリンは中止しアスピリンは継続し，さらに
5～6年後にフォローアップの血管造影を行い，内服の中
止を検討するのがいいのではないかと考えている．そのた
め，症例7では1回目のカテーテルで冠動脈は正常化して
いたが，アスピリンは継続している．
また，早い時期，特に小児期での治療は更なるCAFに
よる異常血管の拡張を回避し，結果的に治療後の血栓のリ
スクを減らすことが出来る 1）とする報告もあり，低年齢
で治療することは，将来的な血栓形成のリスク軽減に寄与
すると考える．

結 語

7例のCAFに対して，コイル塞栓もしくはデバイス閉鎖
を施行した．全例，重篤な合併症なく経過しており，CAF
に対するカテーテル治療は安全で低侵襲な治療といえる．
しかし，遠隔期で冠動脈拡張の残存や狭窄を認める症例が
存在し，定期的なフォローアップの血管造影検査が必須で
あり，それに基づく適切な薬物療法が良好な転帰を獲得す
るための重要な要因と考えられた．
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