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dAVFに有用なCTAの検討
～治療・診断する医師に必要とされる
画像提供を目指して～
│高橋亮次
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硬膜動静脈瘻(dural arteriovenous fistula：dAVF) は血管異常の一種で硬膜に発生する異常な動静脈短絡
を病態とする後天的疾患であり、管内治療が適応となる場合が多い。画像診断は血管撮影がゴールドスタンダード
であり必須検査である。脳外科の血管撮影手技負担軽減のためCT‐angiography（CTA）で有用な画像提供可
能なプロトコルの検討を行った。dAVFの血行動態を分析し、血管撮影から撮影タイミングの検討を行い、早期動脈
相～正常静脈還流相の6相撮影のアレンジ4‐dimensional‐computed tomography（4D‐CTA）プロトコルとし
た。アレンジ 4 D‐C T Aにおける早 期 動 脈 相ではメインf e e d e r 、d r a i n e r 、皮 質 静 脈 逆 流（ r e t r o g r a d e
leptomeningeal venousdrainage: RLVD）の評価が可能であり、正常静脈還流相の画像とフュージョンする
ことで罹患静脈との関係も評価可能であった。CTAで微細なfeederまで全て描出することは難しいが、全体の病
態評価は十分に可能であった。dAVFの病態や疾患の特徴、治療手技までを理解した上で、疾患に合わせたCTA
プロトコルを作成し、有用な画像提供が可能となった。
Dural arteriovenous fistula (dAVF) is a acquired disease in which abnormal arteriovenous short circuit
generated in the dura mater is a kind of vascular abnormality, and these are often adapted for
endovascular treatment.For the purpose of diagnostic imaging, angiography is the gold standard and
essential test, and a protocol that can provide useful images in CT-angiography (CTA) was examined.
Hemodynamics of dAVF was analyzed, and the photographing timing was examined from angiography, and
arrangement 4D-CTA protocol of 6 phase photographing of early arterial phase to normal vein reflux phase
was made. In the early arterial phase in arrangement 4D-CTA, the evaluation of main feeder, drainer,
cortical vein reflux (retrograde leptomeningeal venousdrainage: RLVD) was possible, and the relation
between the diseased vein was evaluated by fusion with the image of the normal vein reflux phase. Though
it is difficult to draw out all the fine feeder by CTA, the whole disease state evaluation was sufficiently
possible. After understanding the disease state of dAVF, features of the disease, and treatment procedures,
the CTA protocol according to the disease was made, and the useful image offer became possible.
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症状の多くは血管内治療の適応となる。
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撮影タイミングの検討を行うために当
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る頭蓋内の、①造影剤到達～毛細血管相、
②造影剤到達～静脈還流相の時間を計測
した。計測結果を図2に示す。結果より
造影剤到達～毛細血管相までは約5～6秒、
静脈還流相までは約8～9秒であった。
この結果より、volume撮影を使用した
動脈相を1秒間欠の4D、5相、その3.5秒
後に正常静脈還流相を撮影する、合計6
相のアレンジ4D-CTAの撮影プロトコル
とした。プロトコルの概要を図3に示す。
撮影開始から6.5秒までの4D撮影、10秒
後に正常静脈還流相を撮影するプロトコ
ルである。
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内に造影剤が到達するのとほぼ同時に撮
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図1 dAVFのTECカーブに血管撮影の各自相をあてはめた模式図
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影開始までのdelay timeが約2秒である。

