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●要　　約：症例は 62歳女性．56歳時に糖尿病性腎症から末期腎不全に至り血液透析を導入された．右
手関節近くで橈骨動脈と橈側皮静脈が側々吻合された内シャントにより血液透析を施行されていた．数カ
月前より，右手の腫脹や手背静脈拍動を認めるようになり，精査目的で前医より当院紹介受診となった．
血管エコー検査では，吻合部近傍の橈側皮静脈の中枢側でシャント静脈は限局的に閉塞していた．そのた
め，側々吻合された橈側皮静脈の末梢側へ動脈血流が逆行性に灌流することで手背静脈網の怒張を来し，
末梢静脈高血圧症により手が腫脹していると考えられた．動静脈吻合部に問題はなく，シャント閉塞部位
は限局しており，閉塞部より中枢側の橈側皮静脈の性状は良好であった．手術は，吻合部近辺から手背に
かけて，拡張した橈側皮静脈を剝離し授動化，末梢側を離断し反転させ，閉塞部位より中枢側の橈側皮静
脈に端々吻合することで，シャントを再建することができた．
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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，バスキュラーアクセスのト
ラブルに対応しなければならない機会が増えている．静
脈高血圧症は，内シャント中枢側の狭窄や閉塞により，
内シャントに流入した血流がうっ滞し，結果として腕や
手背の浮腫，静脈拡張，うっ血，皮膚潰瘍を来す疾患で
ある．今回われわれは，右手関節近くで橈骨動脈と橈側
皮静脈の側々吻合により作成された内シャント静脈の吻
合部近く，橈側皮静脈中枢側における限局閉塞と，それ

により右手背の静脈高血圧を来した症例を経験した．手
背へ逆流するが故に拡張した吻合部末梢側橈側皮静脈を
離断後，反転させ，閉塞部中枢側の橈側皮静脈に端々吻
合しシャントを再建した．動静脈吻合部を温存したま
ま，静脈高血圧症を改善し，さらに内シャントを再建し
得た症例を経験したので報告する．

症　　例

　症　例：62歳，女性
　主　訴：右手背の腫脹および静脈怒張，動脈性拍動
　既往歴：2型糖尿病，高血圧症，高脂血症で内服加療
されていた．56歳時に糖尿病性腎症による末期腎不全の
ため血液透析を導入された．
　現病歴：バスキュラーアクセスは右手関節の近傍で橈
骨動脈と橈側皮静脈の側々吻合にて他院で作成された
Brescia Cimino type shuntであった．その際，末梢側すな
わち右手背に向かう橈側皮静脈は閉鎖されていなかっ
た．当院受診の数カ月前より右手背静脈の動脈性拍動が
増強，右手の腫脹も出現してきたため，2014年 4月，精

1　牧港中央病院心臓血管外科
2　牧港中央病院腎臓内科
3　牧港中央病院循環器内科
受付：2016年 4月 28日　　受理：2016年 5月 18日
本論文の要旨は第 36回日本静脈学会総会（2016年 6月，弘前）に
て発表した．
doi: 10.7134/phlebol.16-14

症例報告

343

2016 Vol. 27 No. 3



査・加療目的に当院へ紹介となった．
　入院時現症：身長 157 cm，体重 63 kg，血圧 124/67 

mmHg，脈拍 75/分，整．右手背の静脈怒張と拍動を認
め，右手の浮腫を認めた（Fig. 1A）．
　血液検査所見（透析前値）：BUN 75.5 mg/dl，Cr 10.4 

mg/dl，AST 13 U/L，ALT 8 U/L，LDH 229 U/L，T-bil 0.2 

mg/dl，ALB 3.8 g/dl，Na 139 mEq/L，K 4.7 mEq/L，CRP 

0.07 mg/dl，WBC 5500/μl，Hb 9.9 g/dl，Ht 30.5 ％，PLT 

27.9×104/μl．腎機能障害と軽度の貧血を認めた．
　血管エコー検査所見：右手首関節近傍で，橈骨動脈と
橈側皮静脈が側々吻合されて作成された内シャントであ
ることが窺えた．動静脈吻合部の狭窄は認めず，吻合部
に近い橈側皮静脈の中枢側に内膜肥厚と思われる限局性
閉塞を認めた．シャント吻合部からの動脈血流は手背に
向かう橈側皮静脈末梢側へ逆行性に灌流し，手背の拡張
した手背静脈網へと繋がっていた．この手背の拡張した
静脈は最終的に，閉塞部位より中枢側のシャント静脈に
合流していた（Fig. 1B）．この合流部より中枢側の橈側皮
静脈には狭窄は認めなかった．

　以上より側々吻合にて作成された内シャントにおける
中枢側橈側皮静脈の限局性閉塞，それに伴う末梢静脈高
血圧症と診断した．
　術前の治療戦略：以前に作成された内シャントの吻合
部に狭窄はなく，開存していた．吻合部から閉塞部まで
の距離は約 1 cmと短く，その閉塞長も 1 cm弱の限局し
たものであった．経皮的血管形成術も検討したが，時間
が経過した完全閉塞であることが考えられ，非適応とし
た．シャント長を短縮させない観点からも，動静脈吻合
部は温存し，手背へ向かう橈側皮静脈を離断後，反転さ
せ，閉塞部より中枢側の橈側皮静脈に再吻合しシャント
を再建する方針とした．
　手術所見：局所麻酔下に手術を施行した．動静脈吻合
部を中心に長軸方向に約 8 cmの皮膚切開を加えた．末
梢側・中枢側のシャント静脈をそれぞれ剝離・露出し確
保した（Fig. 2A，B）．前回の動静脈吻合部位は癒着が強
く，敢えて剝離は行わなかった．全身ヘパリン化後，橈
側皮静脈末梢側は吻合部から約 7 cm末梢で，中枢側は
閉塞部位から約 1 cm中枢で結紮後，離断した．手背か
らの静脈がシャント静脈に合流する部位は，結紮し離断
した．末梢側の橈側皮静脈断端からは動脈性の良好な血
流を，また中枢の橈側皮静脈断端からは静脈血の逆流を
認めた．静脈壁は内膜肥厚や石灰化など認めず，性状良
好であった．それぞれの静脈端をブルドック鉗子でクラ
ンプした後，末梢の静脈を捻れないように反転させて，
中枢側の静脈断端と 7-0モノフィラメント糸を用いた連
続縫合にて端々吻合した（Fig. 2C，D）．静脈の遮断を解
除すると，直後よりシャント静脈本幹にスリルを触知し
た．閉創後の聴診でも良好なシャント音を聴取した．手
背静脈の怒張は消失し，手背でのシャント音やスリルも
消失した．
　術後経過：手術翌日から内シャントを使用し透析施行
可能であった．手背の浮腫も，手術直後より改善し始
め，徐々に消失した．術後 6日目に施行した CT angio検
査にて，再建した内シャントは良好に開存しており（Fig. 

3），中枢側の静脈狭窄も認めなかった．現在，術後約 2

年であるが，手背部腫脹の再発なく血液透析を継続して
いる．

考　　察

　静脈高血圧症は，透析内シャントの合併症として 1975

年に Haimovら1）により初めて報告された．静脈高血圧症
は，シャントに流入する血液量が，流出静脈によりドレ
ナージすることができる量を上回ることで起こる症候群

Fig. 1 Preoperative photo and schema
A: Preoperative photo showed edema of the right hand and dilated 
veins in dorsum manus.
B: Schema of arterio-venous shunt and peripheral venous circulation. 
Box-shaped arrows demonstrated distal venous flow causing periph-
eral hypertension.
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である．結果として手背や腕の浮腫，静脈拡張，うっ血
を認め，重症化すると皮膚は壊死に陥り，潰瘍を形成す
ることもある2）．発症原因は大きく二つに分けることが
できる．一つは，シャント流出静脈の狭窄によるドレ
ナージ量の減少であり，もう一つは相対的にシャント流
入血液量が過剰になった場合である．流出静脈における
狭窄の原因としては，血管内膜の肥厚や，血腫による圧
迫，中心静脈カテーテルやペースメーカーの留置による
炎症性，胸郭出口症候群などが挙げられる3）．Irvineら4）

は左手首近くで側々吻合にて作成された内シャントにお
いて，左手背の浮腫と，母指の潰瘍にて発症した静脈高
血圧症を報告している．この症例において，吻合部や中
枢側の静脈に狭窄は認めず，吻合部直上で手背に向かう
末梢側静脈を結紮することで，症状が 2週間以内に消失
したとされていた．本症例は右手首の近くで橈骨動脈と
橈側皮静脈の側々吻合にて作成された内シャントであ
り，吻合部に近いシャント静脈に限局閉塞が起きたこと
で，末梢側へ向かう静脈血流が増加し末梢静脈高血圧症
が生じたと考えられた．閉塞してから時間が経過してい
ることが考えられたので行わなかったが，発症して間も
ない閉塞や，狭窄であればバルーン拡張術などの血管内
治療も考慮すべきであろう．われわれには，末梢静脈高
血圧症の改善と，内シャントの再建という 2つの課題が
あった．そのため，吻合部より末梢側の静脈を閉鎖した
うえで，閉塞部より中枢の静脈でシャントを再建しなお
すのが，オーソドックスな治療方法だったかもしれな
い．その場合，シャント長の短縮が問題となる．あるい
は，限局性狭窄部の内膜摘除・パッチ拡大術や，病変部
を切除し，端々吻合による動脈形成術であれば，この欠
点を克服できたと思われる．今回われわれは，手背へ向
かう拡張した橈側皮静脈を十分剝離，授動し離断した
後，反転させ，閉塞部より中枢側の橈側皮静脈に再吻合

Fig. 2 Intraoperative photo and schema
A, B: Enlarged distal cephalic vein and proximal shunt vein were exposed and taped.
C, D: Translocated cephalic vein were end-to-end anastomosed to proximal shunt vein.

Fig. 3 Postoperative CT angiography revealed good flow of recon-
structed arterio-venous fistula
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しシャントを短縮させることなく再建し得た．中川ら5）

の内シャント静脈高血圧症 23例の検討では，腫脹，疼
痛，運動制限などの自覚症状と理学所見が高度であった
15例でシャント閉鎖術を余儀なくされたと報告してい
る．ただし，対側に内シャント造設術が困難な症例で
は，安易にシャント閉鎖術をせずに人工血管による外頸
静脈などへのバイパス術や，閉塞・狭窄部の直接的修復
術，さらには吻合部修復術（吻合部縫縮術，人工血管片
を用いたバンディング術）も考慮すべきとしている．太
田2）は，静脈高血圧症の改善のため橈側，尺側皮静脈吻
合法を提唱している．すなわち，内シャント化により太
くなった橈側皮静脈の末梢側を尺側皮静脈と吻合するこ
とで，新たな流出静脈路を再建する術式である．われわ
れの術式はこの橈側，尺側皮静脈吻合法とコンセプトは
よく似ている．授動した橈側皮静脈を尺側皮静脈に吻合
する代わりに，元のシャント静脈本幹に吻合し新たな静
脈流出路を作成したといえる．シャントトラブルへの対
応法は症例の数だけ方法があるといっても過言でないほ
ど，千差万別である．各症例で解剖条件や，閉塞部位・
パターンも異なるため，普遍的な術式は存在しない．今
回の術式は中枢側のシャント静脈閉塞が吻合部から近く
かつ限局的であったから選択できたのであり，別のシャ
ントトラブルに対し，そのまま応用できるわけではな
い．術式そのものよりも，静脈高血圧症の対処と内シャ
ント再建を同時に行えるという本術式のコンセプトに価
値があるといえる．すなわち，新たな流出静脈路を作成
しつつ，いかにシャントを短縮させることなく再建する
かをイメージしながら，個々の症例で術式を設計するこ
とが重要である．その設計にあたり，静脈高血圧により
拡張した橈側皮静脈の末梢側を用いることは有用であ
り，これを尺側皮静脈に吻合するのが太田2）の術式であ
り，反転して元のシャント静脈に吻合したのがわれわれ
の術式である．動静脈間距離の問題や，尺側皮静脈の径
や性状の問題などで適当な箇所に吻合できない場合は，
反転した静脈断端に人工血管を吻合して延長すること
で，肘に近い場所など，条件の良い他の静脈に吻合する
ことも可能となる．人工血管は穿刺血管として使用する
こともできるので，さまざまな症例で応用が利き，術式
に幅を持たせることが可能と思われる．本来，静脈には
所々に弁があり逆流を抑止している．末梢側橈側皮静脈
の静脈弁であるが，血液流量が増加し血管径が拡大した

ことで弁機能は失われていたと考えられる．この状態で
新たな血液流路の一部として使用すると，生理的な向き
とは逆方向に高流量の血液が流れ続けることになる．静
脈壁にかかるストレスの観点からは，冠動脈バイパス術
や下肢動脈バイパス術に用いられる静脈グラフトとは同
一に論じることはできないと思われ，その長期予後も不
明である．内膜肥厚や石灰化，瘤化などの変化を来さな
いか，今後十分注意してフォローしていく予定である．
本症例の病態の下地となったともいえる，側々吻合によ
る内シャント作成であるが，吻合口を自由に大きくでき
るうえ，技術的にも吻合しやすく，吻合中に血栓ができ
た場合静脈の切離端より Fogartyカテーテルを用いた操
作が容易にできるという利点がある6）．しかし，末梢静
脈高血圧症の合併を予防の観点から，吻合後に末梢側の
静脈を結紮する術式が頻用されるようになっている2）．当
科においては，透析内シャントを作成する際は端側吻合
を第一選択としている．本症例で行った術式の工夫は，
末梢静脈の剝離・授動，反転させた静脈の捻じれや屈曲
等，手術手技における若干の煩雑さや注意点はあるもの
の，選択肢の一つとして考慮されてもよいと思われた．

結　　語

　末梢静脈高血圧症を伴う内シャント限局閉塞に対し，
離断・反転した橈側皮静脈末梢側を利用することで，内
シャント再建と末梢静脈高血圧症の治療を同時に成し得
た症例を経験したので報告した．
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Abstract

Surgical Repair of Obstructed Hemodialysis Shunt Causing Venous Hypertension
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We report a case of obstructed hemodialysis shunt causing venous hypertension which could be treated by 

reconstruction of arteriovenous fistula using translocated peripheral cephalic vein. A 62-year-old woman on 

chronic hemodialysis was referred to our hospital complaining of right hand swelling with enlarged pulsatile 

veins of dorsum nanus. Ultrasonography revealed arterio-venous fistula was created by side-to-side anastomo-

sis, and shunt vein was focally obstructed in just proximal of anastomotic site. Due to proximal obstruction of 

shunt vein, arterial blood flow turned to peripheral vein, which caused peripheral venous hypertension. Consid-

ering management of venous hypertension and reconstruction of hemodialysis shunt, we performed re-opera-

tion. Dilated distal cephalic vein was mobilized and cut for translocation. After translocation of this vein, end-

to-end anastomosis to proximal intact shunt vein was performed. In this manner, we could treat venous hyper-

tension without shortening of shunt vein.
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