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■ 症　　例

はじめに

　近年，血液透析患者の増加，透析患者の高齢化および
長期透析患者の増加に伴い，ブラッドアクセストラブル
に対応しなければならない機会が増えている．とくに
シャント瘤は，ひとたび破裂すると致死的出血をきたす
危険性があることから適切な診断と，機を逸さずに治療
することが重要である．今回われわれは，左上腕部の内
シャント静脈に発生した 4 cm大の仮性瘤に対して，瘤
切除および瘤孔のパッチ形成術を施行し，内シャントを
温存し得た症例を経験したので報告する．

症　　例

　症　例：41歳，女性
　主　訴：左上腕部における有痛性拍動性腫瘤
　既往歴：2型糖尿病（20歳時より指摘されていたが，
長らく未治療であった），糖尿病性壊疽にて右足第一指
切断術後，創傷治癒遅延があり加療中であった．高血圧
症に対し降圧薬内服中であったがコントロール不良で
あった．
　家族歴：長女が 1型糖尿病で加療中．
　現病歴：38歳時に糖尿病性腎症のため血液透析導入
後，内シャントの閉塞を繰り返したため，左右の前腕に
計 3回の内シャント手術歴があった．そのうちの 1回は
右前腕に人工血管を使用し作成されたが，後に人工血管
感染を合併したため抜去された．最終的には 39歳時
に，左前腕肘窩部において自家動静脈の吻合により内
シャントを作成され，透析が施行されていた．最終の
シャント手術から 1年後より，左上腕中央部における
シャント静脈の瘤化が出現し，その後徐々に増大して
いった．当院受診 1週間前より同部位の疼痛が出現，皮
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要　　旨：症例は 41歳女性．38歳時より，糖尿病性腎症にて透析を導入された．左肘窩部で自家動静脈
吻合により作成された内シャントにより透析が施行されていたが，40歳時より左上腕中央部のシャント
静脈に瘤化が認められるようになった．その後徐々に鶏卵大まで増大し，疼痛も出現するようになり当院
紹介受診となった．血管エコー検査では瘤はシャント静脈が最大径 4 cmまで拡大したものであり，瘤内
への血液流入ジェットを認め，仮性瘤が疑われた．破裂の危険が高く，準緊急手術を施行した．瘤の上
流・下流側のシャント静脈を確保しクランプした後，瘤の拍動が消失することを確認した．瘤周囲には軽
度の癒着があったが，剝離を進め，瘤を露出した．瘤を切開後，内部には大量の器質化血栓を認め，血栓
と瘤壁を完全に除去するとシャント静脈に約 3×1 cm大の欠損孔を確認した．感染徴候はなく，一期的な
内シャント再建が可能と判断した．瘤孔周囲のシャント静脈の壁が厚く，石灰化もなく性状が良好であっ
たため，PTFEグラフトを切り開いて楕円形にトリミングし，パッチ形成術を施行した．術後，造影 CT

を施行し再建部位に問題はなかったが，左鎖骨下静脈に狭窄を認めたため，同部位にステント留置，経皮
的血管形成術施行後に軽快退院となった．

索引用語：血液透析，内シャント，シャント仮性瘤，パッチ形成術
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膚の光沢も出現してきたため， 2013年 3月，治療目的に
当院へ紹介となった．
　入院時現症：身長 158 cm，体重 82 kg，血圧 209/ 

118 mmHg，脈拍 82/分，整．体温 36.3˚C．左上腕中央
部に手拳大の有痛性拍動性腫瘤を認め，皮膚が菲薄化し
光沢を伴っていた（Fig. 1）．瘤化した部位の上流側・下
流側のシャント静脈も膨隆しており，過剰血流（large 

shunt） の存在が窺えた．
　血液検査所見（透析前値）：腎機能障害と軽度の貧血を
認めた．炎症反応は低値であった．HbA1c 5.7％，BUN 

36.4 mg/dl，Cr 8.5 mg/dl，AST 26 U/l，ALT 11 U/l，LDH 

243 U/l，T-bil 0.2 mg/dl，ALB 3.5 g/dl，Na 141 mEq/l，K 

4.5 mEq/l，CRP 0.84 mg/dl，WBC 5400/μl，Hb 10.2 g/dl，
Ht 31.9％，PLT 16.5×104/μl．
　血管エコー検査所見：左肘関節近傍で，上腕動脈と肘
正中皮静脈が端側吻合されて作成された内シャントであ
ることが窺えた．吻合部直後からシャント静脈は径
2 cmに拡大，蛇行しながら走行し，上腕中部で最大径
4 cmまで拡大し瘤化していた．瘤内へ渦を巻くように
血液流入ジェットを認め，形態的に仮性瘤が疑われた．
瘤の開口部径は約 2 cmであった．瘤直上の皮下組織は
約 2 mmに菲薄化していた．なお，ドプラーエコーによ
る測定では左上腕動脈血流量は 1910 ml/minであり，
large shuntであることが考えられた．
　以上より内シャント静脈の仮性瘤と診断した．有痛性
であり破裂のリスクを考慮し，速やかに降圧療法を開始
し，来院翌日に準緊急手術を施行した． 

　術前の治療戦略：仮性瘤破裂のリスクを回避するた

め，まずは仮性瘤の除去術を最優先事項とした．瘤の上
流・下流側の血管を確保後，瘤切開にて瘤孔周囲を検索
し，仮性瘤の原因が感染であると考えられた場合は，瘤
の摘出とデブリドメンにとどめ，新たなシャントは二期
的に作成する方針とした．術中所見にて感染が否定され
れば一期的に瘤切除に加えシャント再建まで施行する方
針とした．シャント再建術式の選択肢としては，人工血
管による静脈間の置換術あるいは，瘤より下流側の静脈
を動脈に再吻合する自家血管どうしの内シャント再建を
検討した．
　手術所見：全身麻酔下に手術を施行した．まず瘤の下
流側・上流側のシャント静脈を剝離・露出し確保した．
瘤上流側の静脈をクランプすると，瘤の拍動が消失する
ことが確認できた．全身ヘパリン化後，瘤の上流・下流
側の静脈を遮断した．シャント瘤直上で皮膚切開を施行
したところ，瘤周囲には軽度の癒着を認めたが，慎重に
剝離を進め，瘤を露出した（Fig. 2A）．瘤を切開する
と，陳旧性の血腫を大量に認め（Fig. 2B），血腫と瘤壁
を完全に除去するとシャント静脈の前壁に約 3×1.5 cm

大の欠損孔（Fig. 2C）を確認でき，仮性瘤と診断した．
感染徴候はなく，一期的な内シャント再建が可能と判断
した．瘤開口部周囲のシャント静脈壁が厚く強度があ
り，石灰化もなく性状が良好であったため，PTFEグラ
フト（VascuGraft PTFE®）を切り開いて楕円形にトリミン
グし，パッチ形成術を施行した（Fig. 2D）．
　瘤壁の病理所見：瘤壁組織の Elastica van Gieson

（EVG） 染色では弾性線維構造を認めず（Fig. 3A），平滑
筋アクチンに対する免疫染色も陰性であった．血管平滑

Fig. 1 Photo and operative schema of the shunt aneurysm in the left upper arm.
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筋によって構成される壁構造を認めなかったため
（Fig. 3B），仮性瘤と診断した．Hematoxylin and eosin

（H&E） 染色の強拡大像（Fig. 3C）では，瘤壁には高度の
出血と毛細血管新生像の目立つ肉芽組織が観察され，慢
性炎症の存在が示唆された． 

　培養結果：瘤壁や周囲組織を一部培養検査に提出した
が，陰性であった．
　術後経過：術当日，病棟で血圧が上昇した際に再出血
を起こし，止血術を要した．初回手術創をすべて開け，
形成部位の上流・下流側の静脈を遮断したうえで止血術
を行った．パッチと静脈壁との縫合線から動脈性に出血
しており，5-0の針糸で連続縫合し補強することで止血
できた．その後は感染症など合併することなく順調に経
過した．術後透析は右内頸静脈に留置した透析用ダブル
ルーメンカテーテルを使用したが，術後 5日目からは内
シャントを使用し透析を施行することができた．パッチ
形成部位の穿刺は避けた．後出血による血腫も徐々に吸
収されていったが，左上肢全体の浮腫がなかなか改善し
ないため，手術による再建部位の評価も兼ねて術後 5日
目に造影 CT検査を施行した．パッチ形成した部位に問
題はなく，仮性瘤は消失していたが，左鎖骨下静脈に狭
窄を認めた（Fig. 4）．創部周囲に血腫が若干残存してい
たが，左上肢全体に中等度の浮腫を認めた．浮腫が上肢
全体に及んでいることから，手術の影響だけではなく，
鎖骨下静脈の狭窄も関与していると考えられた．内シャ
ント閉塞予防の観点からも，経皮的血管形成術（percuta-

neous transluminal angioplasty; PTA）施行の方針とした．

Fig. 2 Intraoperative photographs of the shunt 
aneurysm.

 A: After clamping of proximal and distal 
veins, aneurysm was exposed.

 B: Incised aneurysm showed a large amount 
of thrombus.

 C: After complete removing thrombus, a 
perforating hole, 3 cm in size, on the ante-
rior wall of the shunt vein was revealed.

 D: Patch-angioplasty using trimmed PTFE 
graft wall was performed.

A

C

B

D

Fig. 3 Pathological appearance of aneurysmal wall 
stained with EVG (A), and immunohisto-
chemically stained for alpha-smooth muscle 
actin (B) at low power field. No evidence of 
typical vascular structure such as elastic 
lamina or smooth muscle layer suggested 
pseudoaneurysm. H&E staining at high 
power field (C) showed aneurysmal wall was 
composed of fibro-connective tissue with 
hemorrhage, severe chronic active inflam-
mation and granulation formation.

A B

C
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術後 9日目に，パッチ形成部より上流側のシャント静脈
からのアプローチで PTAを施行した．狭窄部位の径は
約 3 mmであり，その前後の血管径は約 10 mmであっ
た．同部位をバルーンカテーテル（Bandicoot RX® 

7 mm/40 mm）で拡張（8気圧 ×60秒を 2回）後，ステント
（Zilver® 7 mm/40 mm）を留置し，Bandicoot RX® 7 mm/ 

40 mmで後拡張（12気圧 ×25秒）を施行し，良好な拡張
を得た．その後，左上肢の浮腫は速やかに改善した．術
後 15日目に軽快退院となった．現在術後 11カ月である
が，パッチ形成部位を避けて，内シャント穿刺により血
液透析を継続している． 

考　　察

　近年，透析技術や管理の進歩に伴い，長期に維持透析
されている患者が増加してきている一方で，ブラッドア
クセスのトラブルに対処する機会も多くなってきてい
る．ブラッドアクセスの合併症として，シャント瘤は決
して稀ではなく，沼田ら1）の報告によると，ブラッドア
クセス造設後 165例中 51例にシャント瘤を経験し，そ
のうち造設後 1年未満では 13％（2/16），1～3年未満で
23％（8/35），3～5年未満で 32％（13/41），5年以上で
38％（28/73）に発症しており，透析期間が長くなるに
つれ，シャント瘤の発生率が高くなることを報告して
いる．
　厳密にはシャント瘤はその瘤化した部位により，シャ
ント動脈瘤，シャント静脈瘤，シャント吻合部瘤と大別
される．成因としては，感染，穿刺部位の止血不足によ
る仮性瘤形成，シャント中枢側の狭窄や large shunt等が

挙げられる2）．本症例において瘤の部位は，瘤化する以
前はよく穿刺をされていた部位であり，穿刺に起因する
仮性瘤であることが窺えた．シャント瘤に対する手術適
応として，必ずしも明確な基準は定義されていないが，
①直径 2 cm以上，②疼痛の出現，③表面皮膚の菲薄
化，④皮膚光沢の増強等が挙げられている3）．切迫破裂
の状態にあるものに加え，感染を伴った症例も迅速な外
科的治療の介入を要すると考える．手術治療の基本は，
シャント瘤の摘出と内シャントの再建である．本症例に
おいて，術前の所見からは感染瘤は否定的であったが，
術中所見で膿汁流出などの明らかな感染徴候があれば，
瘤の中枢・末梢側の血管を結紮処理後，瘤の摘出術にと
どめ，感染コントロールを施行した後，二期的に内シャ
ント再建を検討する方針とし手術に臨んだ．幸い，シャ
ント静脈における仮性瘤と診断，感染徴候は認めなかっ
たため，一期的な内シャント再建の方針とした．内シャ
ント再建にあたり，人工血管にて置換することも検討し
たが，瘤孔周囲のシャント静脈壁が厚く強度も十分あ
り，石灰化も認めず性状が良好であったため，PTFEグ
ラフトを切り開いて楕円形にトリミングし，パッチ形成
術を施行した．本症例においてコントロール不良の糖尿
病があり，過去に内シャント人工血管の感染・抜去術の
既往があった．人工血管置換術ではなくパッチ閉鎖術を
選択したことにより，人工物の使用量を少なく抑えるこ
とを意図した．修復部位を透析で穿刺しないとするなら
ば，人工血管置換術でも感染症のリスクは同等であった
かもしれない．術前より large shuntも認めており，過剰
血流の制御の観点からは人工血管置換術のほうが良かっ

Fig. 4 Postoperative 3D-CT angiography revealed stenosis of the left subclavian vein (arrow). 
 Pseudoaneurysm was not detected.
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たと思われる．しかし緊急手術において，手術の第一義
である仮性瘤の除去後，簡便な手技で速やかに内シャン
トの温存を可能にした，今回の術式は選択肢の一つとし
て考慮されてもよいと考えられた．術後は後出血により
左上腕に血腫ができたが，徐々に吸収され縮小した．し
かし，左上肢の全体的な浮腫がなかなか改善しなかった
ため，中心静脈の狭窄や閉塞による静脈高血圧を疑い，
造影 CT検査を施行したところ，左鎖骨下静脈の中枢側
に狭窄を認めた．これに対しバルーン拡張後にステント
を留置し良好な拡張を得た．その後左上腕の浮腫は速や
かに改善したことからも，左鎖骨下静脈狭窄が左上肢浮
腫の一因であったことが考えられた．近年の研究におい
て，内シャント静脈の狭窄・閉塞の原因として，血管内
膜新生が関与していることが知られている．血管内膜新
生の機序であるが，内シャント作成時の外科的侵襲や，
動脈圧がかかり続けることによる圧ストレス，繰り返す
穿刺による損傷や，尿毒症等により引き起こされるシャ
ント静脈壁の内膜傷害により，中膜の平滑筋細胞が内膜
へと migrationすることで静脈壁肥厚，狭窄が生じると
されている4）．本症例において，仮性瘤切除後に残され
たシャント静脈の壁は切除しておらず，病理学的精査は
できていないが，血管内膜新生により静脈壁肥厚や左鎖
骨下静脈狭窄が起きた可能性は否定できない．シャント
側の鎖骨下静脈の狭窄を解除することにより，large 

shuntの増悪が懸念されたが，ステント留置後に施行し
た血管エコー検査では，左上腕動脈血流量は術前の
1910 ml/min に対し 1191 ml/minまで低下していた．これ
は，入院加療後の降圧療法や安静による，全身状態の改
善が寄与したと考える．上腕動脈血流量であるが，自己
血 管 で 作 成 さ れ た 内 シ ャ ン ト で あ れ ば 500～
1000 ml/min，人工血管で作成されたものであれば 600～
1500 ml/minが正常範囲とされている5）．それゆえ，本症
例において上腕動脈血流量は減じたとはいえ，依然
large shuntの状態であり，今後も注意深い経過観察が必
要と考えている．われわれが検索しえた範囲ではある
が，本症例のように仮性瘤除去後，単純に瘤孔をパッチ
閉鎖できた論文報告は過去に認めなかった．しかし，内
シャントを温存するために，今回のわれわれの行った術
式も含め，さまざまな術式が試行されてきた可能性は否
定できない．穿刺に起因する，内シャント静脈の外傷性
仮性瘤に対して，われわれが行った破綻部のパッチ形成
が容認されるかどうかは，今後の議論を要する．過去の
報告では，山田ら2）は large shuntを伴ったシャント吻合
部瘤に対してグラフトパッチバンディング法を用い，

シャントを温存しえたと報告している．バンディング法
は large shuntの改善のために用いられ，PTFEグラフト
を切開し作成した短冊を，シャントとして流れている動
静脈移行部近辺に巻きつけて血管径を縮窄する術式であ
る．山田らの症例では吻合部の静脈にできた仮性瘤を除
去後，壁欠損部を直接縫合閉鎖した後，バンディングを
追加施行していた．本症例では上肢浮腫が左鎖骨下静脈
狭窄を解除することで速やかに改善したが，今後 large 

shuntが増悪し，シャント側上肢浮腫が再発するよう
であれば，バンディング法を追加することも検討して
いる．
　近年，欧米を中心にシャント瘤に対するステントグラ
フト治療の報告がなされている6~9）．本邦でも森ら10）が
大腿部に作成された内シャントの仮性瘤に対して，ステ
ントグラフト内挿術を施行した症例を報告している．ス
テントグラフトによる仮性瘤の血液流入部閉鎖術は，低
侵襲で有用な方法であると考えられるが，術後のステン
トグラフトの穿刺は禁忌となるため，シャント穿刺可能
部位が狭められることになる．またシャント静脈に留置
したステントグラフトは，外部から容易に圧迫される可
能性があり，穿刺後の圧迫止血により閉塞する危険性が
あるといえる．患者の全身状態や耐術能を考慮し，慎重
に適応症例を選択する必要がある．ほかに内シャント自
家静脈穿刺部仮性瘤に対する治療法として，エコーガイ
ド下の圧迫にて血栓閉塞させる方法11）や，エコーガイド
下にトロンビンを注入する方法12, 13）が過去に報告されて
いた．本症例のように切迫破裂の所見を呈し，瘤孔部径
の大きい仮性瘤に対しては，迅速な外科的修復術が第一
選択と考えられる．

結　　語

　透析用内シャント静脈に発生した，切迫破裂の所見を
呈する仮性瘤に対し，瘤切除および瘤孔のパッチ閉鎖術
を施行し，内シャントを温存し得た症例を経験した．術
後はシャント下流側の鎖骨下静脈狭窄に対し経皮的血管
形成術を追加し良好な結果を得た．近年，ブラッドアク
セスの合併症は複雑化してきている．本症例において，
仮性瘤の修復術を心臓血管外科医が行い，PTAを腎臓
内科医と循環器内科医が行った．個々の病態に合わせた
治療法の選択と，カテーテル治療も含めたチーム医療の
重要性を再認識した．
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Surgical Repair of Hemodialysis Access-Related Pseudoaneurysm  
Using a PTFE Patch 
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We report a rare case of pseudoaneurysm of arteriovenous fistula which could be treated by patch-angioplasty 

using a PTFE graft wall. A 41-year-old woman on chronic hemodialysis was referred to our hospital complaining of an 

enlarged pulsatile mass with pain in the left upper arm. Ultrasonography revealed the presence of a 40-mm aneurysm of 

the vein of arteriovenous fistula. Considering the risk of aneurysmal rupture, we performed aneurysmectomy. After 

removing the pseudoaneurysm completely, a perforating hole, 30 mm in size, on the anterior wall of the shunt vein was 

identified. The venous wall around the hole appeared firm without any atherosclerotic changes or infectious sign, so we 

performed patch-closure with trimmed PTFE graft wall. Postoperative contrast computed tomography (CT) showed 

stenosis of the left subclavian vein, suggesting a cause associated with possible postoperative swelling of the left upper 

arm. After the patient underwent percutaneous angioplasty, swelling of the left upper arm was improved gradually. The 

patient has been doing well nine months after the treatments.
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