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左下大静脈にナッツクラッカー症候群を呈した 1 例
中澤

成晃，中野 剛佑，中川
岸川 英史，西村 憲二

勝弘

兵庫県立西宮病院泌尿器科

NUTCRACKER SYNDROME WITH LEFT INFERIOR
VENA CAVA : A CASE REPORT
Shigeaki Nakazawa, Kosuke Nakano, Masahiro Nakagawa,
Hidefumi Kishikawa and Kenji Nishimura
The Department of Urology, Hyogo Prefectural Nishinomiya Hospital
A 37-year-old male with a history of intermittent gross hematuria visited our hospital with asymptomatic
macrohematuria. Cystoscopy ﬁndings revealed bloody urine from the left ureteric oriﬁce and the
cytodiagnosis was class II. Contrast-enhanced computed tomography imaging revealed the inferior vena
cava (IVC) running upward along the left side of the aorta, then crossing the aorta between the aorta and
superior mesenteric artery (SMA). The crossing portion of the IVC was severely compressed by the SMA,
causing the left-sided IVC (LIVC), and two left renal veins (LRV) were entered at the dilated portion of
LIVC. On suspicion of nutcracker syndrome (NCS) with LIVC, color doppler ultrasonography and
venography examinations were performed. Although the results did not meet criteria reported for NCS,
venography revealed reﬂux from the IVC to the upper branch of the left renal vein. LIVC is a rare vessel
anomaly, with a rate of incidence ranging from 0.2-0.5%, while NCS with LIVC is extremely rare, with only
7 case reports in the English literature. Herein. we report the ﬁrst known case in Japan and review previous
reports.
(Hinyokika Kiyo 61 : 329-333, 2015)
Key words : Nutcracker syndrome, Left inferior vena cava

諸

言

左下大静脈 (left side inferior vena cava ; LIVC) とは，
本来腹部大動脈の右側を上行する下大静脈 (inferior

vena cava ; IVC) が，腹部大動脈の左側を上行し，上
腸間膜動脈 (superior mesenteric artery ; SMA) で大動脈
を交差し，上大静脈となる血管奇形であり，0. 2∼
0.5％と非常に稀である．この LIVC にナッツクラッ
カー症候群 (nutcracker syndrome ; NCS) を合併するこ
とは非常に稀であり，これまでに海外で 7 例の報告し

を自覚し当院受診となる．
初診時現症 : 177. 5 cm，67. 4 kg，BMI 21. 4，109/
C
70 mmHg，64 bpm，36.7°
初 診 時 検 査 所 見 : WBC 5, 500/mm3，RBC 410 ×
104/mm3，Hb 13. 4 g/dl，PLT 18. 4 × 103 /mm3，Cre
0.78 mg/dl，CRP 0.01 mg/dl
尿検査所見 : 尿潜血 3＋，尿蛋白 2＋，尿白血球±
尿細胞診 : 陰性
臨床経過 : 膀胱鏡検査では，膀胱内に出血性病変は
なく左尿管口より肉眼的血尿を確認した．また逆行性
腎盂尿管造影でも異常所見は認めなかった．腹部造影

かない．
今回われわれは，LIVC に NCS を合併したと思わ

CT 検査を施行すると，IVC は腹部大動脈の左側を上

れる症例を経験したので，文献的考察を加えて報告す

行し，SMA と大動脈の間を横断した後，大動脈右側

る．

を上行し，右腎静脈が流入し肝門部へと走行してい

症
患

者 : 37歳

主

訴 : 無症候性肉眼的血尿

例

男性

既往歴 : 特記事項なし
家族歴 : 特記事項なし
現病歴 : 数年前にも間欠的無症候性肉眼的血尿を自
覚．2013年 9 月， 1 週間持続する無症候性肉眼的血尿

た．IVC は大動脈交差部で SMA により圧迫され狭窄
していた．そのため IVC の末梢側は拡張し，拡張部
に 2 本の左腎静脈が流入していた (Fig. 1）
．血管径は

LIVC 狭窄部で 4 mm，拡張部で23 mm，左腎静脈は
8 mmと12 mmであった．LIVC という稀な血管奇形を
認め，また SMA と大動脈の間で狭窄部を認めたこと
から，肉眼的血尿の原因として NCS が疑われた．
腹部超音波ドップラー検査を施行すると，IVC の
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Fig. 1. Computed tomography revealed left-sided inferior vena cava
running upward along the left side of the aorta, and crossing
the aorta between the aorta and superior mesenteric artery.
Two renal veins were also shown entering the dilated portion
of the inferior vena cava.
狭窄部は血管径 3. 6 mm，最大血流速度は 65 cm/s，
拡張部は血管径 11 mm，最大血流速度は 40 cm/s，左
腎静脈のうち 1 本は確認でき血管径 6.6 mm，最大血
流速度は 17 cm/s であった (Fig. 2）．次に静脈造影検

わず現在経過観察中である．

考

察

大静脈から造影を行うと，左腎静脈上極枝にのみ逆流

IVC は発生学的に胎生初期に後主静脈 (posterior
cardinal vein），下主静脈 (subcardinal vein），上主静脈
(supracardinal vein) より発生し，これら 3 静脈は，胎

を認めた (Fig. 3）．各部位における静脈圧測定を行っ

生初期に後主静脈，下主静脈，上主静脈の順に対をな

た (Fig. 4) が，左腎静脈上極枝内にはカテーテル挿入

して出現し，ついでこれらの静脈間に吻合が生じ，一

ができず測定できなかった．左腎静脈下極枝，IVC

部の箇所は退化する．この際，左側の静脈は右側の静

拡張部，IVC 狭窄部，IVC 中枢側のいずれにおいて

脈に比して消退する傾向が強く，IVC は正常では腹

も静脈圧は 10∼11 mmHg 前後で圧格差は認めなかっ

部大動脈の右側を走行する．この胎生期静脈の遺残の

た．

仕方でさまざまな下大静脈の先天異常形態が生じる．

査と静脈圧測定を施行した．静脈造影検査では，左下

また腎臓内科でも各種血液検査を施行したが，腎炎

このうち，LIVC は右上主静脈の消退と左上主静脈の

を示唆する所見は得られなかった．以上より血尿の原

遺 残 に よ り 発 生 す る1)．LIVC の 発 生 頻 度 は 0. 2∼

因として LIVC に合併した NCS が最も考えられた．

0.5％と報告されており2)，比較的稀な血管奇形であ
る．LIVC は腹部大動脈の左側を上行し，左腎静脈が

貧血の進行は認めなかったため，これ以上の治療は行

中澤，ほか : ナッツクラッカー症候群・左下大静脈
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ティーによって NCS 診断のための cut-off 値が報告さ
れている．

泌61,08,04-2

われわれが調べえた限り，これまでに LIVC に合併
した NCS の報告例は 7 例のみで，うち内容の記載の
確 認 で き な かっ た 1 例 を 除 き，計 7 例 を 集 計 し た
(Table 1)3~8)．このうち Luo ら7)の報告では LIVC が
腹部大動脈の背側を横断する血管奇形であり，右腎静
脈が大動脈と脊椎の間で圧迫されている．また左腎静
脈も LIVC の拡張部分に流入している．Ekwenna ら8)
の報告では右腎静脈が大動脈と SMA の間で圧迫さ
れ，LIVC に流入している．その他の報告では，本症
例と同様に LIVC が大動脈と SMA の間で圧迫されて
いる．

Table 1 に各種診断基準と報告例の計測値を記載し
た．まず静脈径に関して，2007 年 Fitoz ら9) がカラー
ドップラー超音波検査において，左腎静脈狭窄部と拡
張部の血管前後径比が仰臥位で3.8以上，立位で5.5以

Fig. 2. Schema of color doppler ultrasonography
results.

上を NCS の cut-off 値として報告している．また CT
検査でも同様の報告がなされており，血管径比は 4 ∼

5 とされている10)．
また NCS の診断 cut-off 値として，特にパルスドプ
ラ法を用いた最大流速比は断層法による径比より感

泌61,08,04-3

度，特異度がともに高いと言われ，cut-off 値は仰臥位
で 4. 2 以上，立位で 5. 1 以上と報告している11)．しか
し LIVC に 合 併 し た NCS の 場 合，LIVC 狭 窄 部，

LIVC 拡張部，左腎静脈の 3 部位があり，いずれの比
を取るかによってその値が変化してしまう．ちなみに

Fig. 3. Venography revealed reﬂux to the upper
branch of the renal vein.

本症例では LIVC 狭窄部の血管径は 3.6 mm，最大血
流速度は 65 cm/s，LIVC 拡張部の血管径は 11 mm，
最大血流速度は 40 cm/s，左腎静脈血管径は 6.6 mm，
最大血流速度は 17 cm/s であった．本症例のようにこ

流入したのち大動脈と SMA の間を横断し，右腎静脈

の 3 カ所を測定しているのは Table 1 にあるように

が流入したあと右側を上行する．

Fitoz らと Luo らの報告の 2 例のみであった．Table 1
には LIVC 狭窄部と拡張部の比を示しているが，本症
例はいずれもこの 2 例に比べ，値は小さかった．また
大動脈と SMA が形成する角度（Aorto-SMA angle）は
正常が約 90°であるのに対して NCS では 35∼41°以
下とされているが，本症例では約 90°であり正常の角

一方，NCS は左腎静脈が腹部大動脈と SMA の間
で圧迫され，左腎静脈内圧が上昇することで生じると
されている．ただし NCS は病理組織学的に診断され
るわけではなく，画像診断によって推測されるため確
固 た る 診 断 基 準 は な い．よっ て さ ま ざ ま な モ ダ リ

泌61,08,04-4

Fig. 4. Result of venous pressure measurement.
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Table 1. Reported cases of nutcracker syndrome with left inferior vena cava
Author

Year Age Sex

Chief complaint

Fitoz
Gupta
Ekwenna

2008
2010
2011

14
30
51

F
M
M

Microscopic hematuria
Left lumbar pain
Gross hematuria

Luo

2012

42

F

Microscopic hematuria

Yang
Yildiz
Our case

2012
2014
2014

20
12
37

M
F
M

Hematuria
Microscopic hematuria
Hematuria

Form of NCS

Treatment

Left IVC was compressed between Ao and SMA
Observation
Left IVC was compressed between Ao and SMA
Observation
RRV was compressed between Ao and SMA
Autotransplantation
RRV and left IVC was compressed between Ao and Observation
vertebral column
Left IVC was compressed between Ao and SMA
SMA transposition
RRV was compressed between Ao and SMA
Observation
Left IVC was compressed between Ao and SMA
Observation
Diameter

Author
Fitoz
Gupta
Ekwenna
Luo
Yang
Yildiz
Our case

SMA
angle

LRV
pressure

LIVC
(narrow)

LIVC
(dilated)

Renal
vein
(narrow)

Renal
LIVC
vein
Ratio (narrow)
(dilated)

LIVC
distal

Renal
vein
(narrow)

1.1
ND
ND
2.3
ND
ND
4

12.1
ND
ND
18.6
30.7
ND
23

8
ND
ND
14.3
ND
1.1
8.12

10.9
ND
ND
8.0
ND
7.0
5.8

10.9
ND
ND
30
ND
ND
40

22.1
ND
ND
27
ND
103.9
17

NT
NT
NT
―
NT
＜30° 20 cmH2O
28°
NT
85° 10 cmH2O
23°
ND
ND

Diagnostic
41°
(supine)
criteria

Maximum blood ﬂow

―

度に近かった．

7.7
5.8

137.4
ND
ND
149
ND
ND
65

5.0

Renal
vein
Ratio
(dilated)

21.9

12.6
ND
ND
5.0
ND
4.7
1.6
5.0

では LIVC の狭窄は解除されず根本的解決にならない

以前は NCS の診断のためには左腎静脈造影と引き

可能性がある．よって LIVC の大動脈通過部位を尾側

抜き圧較差の証明（正常値 0∼4 mmHg）が必要とさ

に変更し，圧迫を解除した上で autotransplantation な

れており，今でも最終診断のための標準方法とされて

どを行わなければならないと考える．

いる

12)

．本症例では，右総腸骨静脈，左下大静脈末

結

梢側，左腎静脈下極枝，左下大静脈拡張部，狭窄部，
中枢側で圧測定を行ったが，圧較差はいずれの部位で

語

左下大静脈に合併したナッツクラッカー症候群の 1

も 10∼11 mmH 前後で圧格差を認めなかった．しか

例を経験した．今後の症例の蓄積によるさらなる解明

し興味深いことに左腎静脈上極枝にのみ逆流を認めて

が必要と考える．

いた．この逆流所見と NCS との関係はこれまで文献
的考察はあまりなく，詳細は不明である．残念ながら
逆流を認めた上極枝内にカテーテルを挿入できず，同
部位の圧測定はできなかった．
これまでに述べてきた NCS の診断基準は通常の血
管走行の場合であり，LIVC に合併した NCS の明確
な基準はない．したがって実際にこのような症例に遭
遇した場合には，NCS を疑いながら検査を進め，さ
らに他に血尿の原因となるような疾患を除外していく
しかない．よって症状が顕在化し貧血の進行などのた
めに根本的加療が必要となった場合，どのように対
応，治療するかは困難な問題である．実際 6 例の報告
では 1 例で autotransplanation が， 1 例で SMA trans-

position が行われ，残りの症例では経過観察となって
いる．通常の NCS に対して近年行われているステン
ト留置に関しては，静脈径が大きく，ステント留置に
よって左腎静脈流入部を閉塞してしまう可能性があ
る．また LRV transposition や autotransplanation だけ
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