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表1. 3種類の人工血管の特徴 

ePTFE PU PEP* 

表面 滑らか ゴム状 粗い 

皮下トンネル 通しやすい やや通しにくい 通しやすい 

縫合時出血 やや多い 少ない ほとんどない 

屈曲 ほとんどない しやすい ほとんどない 

浮腫 術後数日から出現 軽い ない 

穿刺開始 術後2～3週間 早期に可能 早期に可能 

穿刺部止血 不良 良好 良好 

血清腫 約5％に合併 ない ない 

*PEP：polyester elastomer polyolefin （商品名Grasil） 
（久木田和丘、他：日透医誌、23：374-377、2008） 



ソラテック人工血管 
スタンダードタイプ（全長40cm） 

<株式会社グッドマン> 



ソラテック人工血管 原材料 

＜菅体：3層＞ 
 

 ・ポリウレタン樹脂： 『BPS-215M』 

  ： BPS‐215（99%）＋SMA‐300（1%）から成る。   

 ※ポアサイズ：平均15ミクロン   

 

＜補強剤：外層部分にスパイラル状に封入＞ 
 

 ・ポリエステルエラストマー 

 ※補強剤の直径：0.2mm 



壁構造 

●外層 

発泡構造により、周囲組織との癒合を
良くするようにデザイン 

●中層 

血管内外の血漿成分の交通を遮断する
と共に、人工血管自身の補強も兼ねる 

●内層 

外層と同様の発泡構造であるが、抗血
栓性を高めるため発泡構造を微小化 

 



ソラテックトンネラー 
（左から、ショート / スタンダード / ミッドカーブ） 

<株式会社グッドマン> 



ソラテック人工血管について 

【警 告】 
 
＜適用対象（患者）＞ 
1. 人工血管の移植に伴う合併症（感染症・血栓閉塞・仮性動脈瘤等）には

十分に注意を払うとともに、これらの合併症が認められた場合は速やか
に適切な処置を施すこと。 

2. アレルギー患者に対しては、慎重に使用すること。アレルギー症状が認
められた場合には、速やかに適切な処置を施すこと。 

 

＜併用医療機器＞ ※1～5まであり 

2. トンネラーシースを抜去後は、皮下にある本品を過剰（10%以上）に
引っ張らないこと。［血管壁に損傷を及ぼすだけでなく、吻合部の断裂
や血腫、出血、仮性動脈瘤、虚血又は四肢の切断や機能不全を招くおそ
れがあるため。］ 

4. バルーンを用いた血管形成術又は血栓除去術を行う場合、使用するバ
ルーンのサイズと人工血管の内径を一致させること。 



【警 告】 
 
＜使用方法＞ 
1. 人工血管の長さや移植位置の調整は適切に行うこと。［吻合部付近の宿

主血管に過度な張力がかかったり、キンクの原因となるおそれがあるた
め。］ 

2. 粗補強部でのループ作成は行わないこと。［キンクを招く可能性が高く
なるため。］ 

3. 表皮の縫合部直下に本品が位置しないよう移植すること。［人工血管が
露出するおそれがあるため。］ 

4. 穿刺あるいは抜針後に止血をする際、過度に患部を圧迫しないこと。
［正常な血液の流れを阻害し、血栓の発生を引き起こす可能性が高くな
るため。］ 

 
 

【不具合、有害事象】 
 
＜不具合＞ 
・ 人工血管の損傷 
・ キンク ** 



【禁忌・禁止】 
 
＜使用方法＞ 
1. 再滅菌及び再使用禁止。 
2. パッチとして使用しないこと。 
3. プレクロッティングは行わないこと。 
4. 有機溶剤等に接触させないこと。 



トンネリング及び移植 
 
(1) 移植位置を確認し、滅菌済みの皮膚ペン等で印を付けた後、本品と動

静脈管の吻合部付近の皮膚、並びにソラテックトンネラー通過部付近
をメスで切開する。 
 
 

(2) 切開後、吻合する血管を剥離し、移植位置に沿って切開創から皮下約
5mm を目安にソラテックトンネラーを挿入する（図1）。先端をトン
ネラー通過部分の切開部へと押し出す。 

［注意］ 
 トンネラーの挿入位置が浅すぎると組織の虚血や糜爛、人工血管

露出の原因になり、逆に深すぎると透析時の触診や穿刺が困難に
なる。 

 
 
 
 
 
                      （図1） 



(3) 切開部に到達したら、先端のチップを取り外し、内側のシャフトを引
き抜いて皮下にトンネラーシースのみを残す（図2）。 
 
 
 
 
                      （図2） 
 
 

(4) トンネラーシース内に生理食塩液を流し込みながら人工血管を挿入す
る。この時、血管表面の青色のオリエンテーションラインで、ねじれが
ないことを確認しながら挿入する（図3）。 
［注意］ 
 人工血管をトンネラーシース内へ通す際に、人工血管を引っ張ら

ないこと。必ず押しながら挿入すること。 
 人工血管の位置調節はこの状態の時に終了しておくこと。 
 
 
 
 
                      （図3） 



(5) オリエンテーションラインの点線部（密補強部）がループに位置する
よう調整し、キンクやたわみが無いことを確認する。また、ループの直
径は3.0cm 以上にする（図4）。 
［注意］ 
 動脈圧により人工血管が長軸方向に伸びる特徴があり、キンクを

避けるために、ループの頂点付近に約2.0cm のスペースを作るこ
とを推奨する。 

 
 
 
 
                      （図4） 
 
 

(6) 人工血管のループ頂点を慎重に押し込みながら、トンネラーシースの
端を反対側へ抜き引き出す。再度、人工血管の位置のずれ、キンク及び
たわみが無いことを確認する。 



(7) 人工血管を皮下に残したまま、トンネラーシースを1 本ずつ抜き取る
（図5）。 
［注意］ 
 トンネラーシースを抜き取った後に人工血管の位置を調整しない

こと。 
 
 
 
 
 
                      （図5） 
 
 

(8) 人工血管を皮下へ正しく留置したら、人工血管の端を吻合する血管の
状態に合わせて斜角をつけてカットする。 
［注意］ 
 人工血管は弾力を有し、動脈圧により長軸方向に伸びる特徴があ

るため、目的の長さよりも0.5～1.0cm 程短くなるよう、人工血管
をカットすることを推奨する。 



(9) 血流を鉗子等で一時的に止めた後、通常の血管吻合の手順に準じて人
工血管を血管に吻合する。吻合には、非吸収性の5-0 又は6-0 サイズの
モノフィラメント縫合糸を使用する。縫合針には、縫合糸とほぼ同径の
テーパー付き丸針を使用する。 
［注意］ 
 縫合した穴の拡がりや裂け、その部位からの血液の漏れを最小限

に抑えるため、人工血管の壁面の三層を貫通させて縫合すること。 
 
 
(10) 移植後、切開創を縫合し、感染しないよう縫合部を清潔に保つ（図

6）。手術後、血管造影により正しく移植されたことを確認すること。 
 
 
 
 
 
                      （図6） 



【使用上の注意】 

＜重要な基本的注意＞ ※1～19まであり 

  7. トンネラーの皮下への挿入は適切な位置を選択すること。［浅すぎると組織の
虚血や糜爛、人工血管の露出の原因となり、逆に深すぎると透析時の触診
や穿刺が困難になるため。］ 

  8. 本品の移植位置の調整は、皮下のトンネラーシースに本品が入っている状態
で行うこと。［本品は摩擦係数が高く、シース抜去後、皮下で過度に引っ張っ
た場合、人工血管壁の破損の原因となるため。］ 

  9. 粗補強部分でのループ作成や関節部分を跨ぐ移植は、キンクの原因となる
ため行わないこと。 

10. 血管吻合時、吻合部に過度の力が加わらないよう、本品はやや血管を引っ張
る程度（短め）にカットし、吻合すること。［宿主血管の吻合部を圧迫、あるい
は解離させるおそれがあるため。］ 

12. 本品は移植後早期（術後24 時間以降）に穿刺することができるが、患者の状
態を考慮し、感染等に十分注意して行うこと。 

15. 移植後の人工血管の置換や補修が必要となった場合、50cm、40cm及び
20cm タイプのいずれかを用いて行うことが可能であるが、その場合、人工血
管の補強を維持するため、人工血管同士を吻合する方法として端側吻合は
避け、端々吻合とすること。 

19. 移植後の本品の観察には、血管造影検査を行うことを推奨する。ただし、造
影剤アレルギー等に注意すること。［本品の特性上、超音波エコー検査では
観察が困難なため。］ 



供覧するビデオ 
 
１） 前腕からの上腕尺側へのストレート留置例 
      動脈吻合部は、旧AVFの動脈吻合部を利用し、端々吻合。 
      静脈側は、端側吻合。 
       
      見どころ：動脈側、静脈側の吻合部 
 
２） 前腕内ループで、ループ部位をコンポジットグラフトにした留置例 
      動脈側は、ソラテックグラフトと上腕動脈の端側吻合。 
      静脈側は、コンポジットによるEPTFEとの端側吻合。 
 
      見どころ：トンネリングと動脈側吻合部 
 
３） 上腕内ループで、ループ部位をコンポジットグラフトにした留置例 
      動脈側は、ソラテックグラフトと上腕動脈の端側吻合。 
      静脈側は、EPTFEと上腕動脈の伴走静脈との端側吻合。 
 
      見どころ：トンネリングと動脈側吻合 



年齢 性別 透析歴 原疾患 

46 女 15年8か月 慢性糸球体腎炎 

Case 1 ： 

2014.10.20 



ソラテック挿入術     （Case1：2014.10.20） 



年齢 性別 透析歴 原疾患 

82 女 8年5か月 糖尿病性腎症 

Case 2 ： 

2011.7.6 



ソラテック挿入術     （Case2：2011.7.6） 



年齢 性別 透析歴 原疾患 

47 男 28年0か月 慢性糸球体腎炎 

Case 3 ： 

2014.11.08 



ソラテック挿入術     （Case3：2014.11.08） 



私の日帰りグラフト留置で失敗しないための方針 
 
早期穿刺のためにソラテックを使用する場合 
 
１） 女性の上腕尺側皮静脈がrun off vein の延長になく発達不十分な場 
  合はコンポジットグラフトで行う。（高齢の男性においても同様で、血管 
  径に応じて決定する。 
 
２） 術後の過剰血流（スチール症候群）を防止するため、PUは、５mm径 
  を使用する。   


