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ICOPER：International Cooperative Pulmonary Embolism

本ガイドラインで
用いられる主な略語

Registry
INR：international normalized ratio
mt-PA：mutant tissue-type plasminogen activator
MRI：magnetic resonance imaging

ACT：activated coagulation time

MRV：magnetic resonance venography

ADL：activities of daily livings

PAIMS：Plasminogen Activator Italian Multicenter Study

APC：activated protein C

PCPS：Percutaneous Cardiopulmonary Support

APTT：activated partial thromboplastin time

PEA：pulmonary endarterectomy

BMI：body mass index

PH：pulmonary hypertension

CT：computed tomography

PIOPED ： Prospective Investigation of Pulmonary

CTEPH：chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Embolism Diagnosis

DIC：disseminated intravascular coagulopathy

PT：prothrombin time

DVT：deep vein thrombosis

rt-PA：recombinant tissue-type plasminogen activator

ESC：European Society of Cardiology

SK：streptokinase

FDA：Food and Drug Administration

t-PA：tissue-type plasminogen activator

HIT：heparin-induced thrombocytopenia

UK：urokinase

HOT：home oxygen therapy

UPET：Urokinase Pulmonary Embolism Trial

改訂にあたって

2

日本循環器学会は，主要疾患の診断および治療に関す

ない術後合併症の 1 つでもある．急性例では早期に診断

るガイドラインの作成に取り組んでいる．肺血栓塞栓症

して適切な治療を行わなければならない．急性の本症で

および深部静脈血栓症の診断，治療，予防に関するガイ

は血栓溶解療法や抗凝固療法が有効な症例が多く，最近

ドラインは 2004 年 4 月に完成したが，その後本症の診

新しい薬剤も保険認可が認められ使用可能となった．血

断や治療法にも進歩が見られ，この度改訂されることと

栓が多量で広範性であったり循環虚脱となった症例で

なった．班員は前回と同様，主に肺血栓塞栓症の診断，

は，カテーテル的治療や外科的手術が有用となる．予防

治療，予防の研究に関わってきた循環器内科医と心臓血

的に下大静脈フィルターも使用されるが，最近では非永

管外科医により構成された．

久留置型（一時留置型，回収可能型）フィルターの使用

肺血栓塞栓症の成因や病態はまだ十分に解明されてい

が増加している．肺高血圧を伴った慢性の本症は右心不

ないが，深部静脈血栓症が大きく関与している．肺血栓

全や呼吸不全を来たす重篤な疾患であり，内科的治療に

塞栓症は深部静脈血栓症の合併症ともいえ，静脈血栓塞

抵抗性であるが，肺高血圧に有効な治療薬も現れ予後が

栓症として 1 つの連続した病態と捉えられている．肺血

改善した．根治療法として超低体温間歇的循環停止法を

栓塞栓症は急性と慢性で病態と治療法が大きく異なる．

用いた血栓内膜摘除術が施行されるが，最近の中枢型に

急性肺血栓塞栓症は欧米に多い疾患とされるが，我が国

対する外科的治療成績は非常に良好となった．そして，

においても生活様式の欧米化，高齢者の増加，本疾患に

術後は臨床症状と呼吸循環動態が著明に改善して，生活

対する認識および各種診断法の向上に伴い，最近増加し

の質の向上が得られる．周術期の静脈血栓塞栓症は理学

ている救急疾患である．また，エコノミークラス症候群

療法による予防が非常に重要であり，新しい薬剤も投与

や地震後の意外な二次災害としてマスコミも注目した疾

可能となった．

患であり，消化器外科や産婦人科・整形外科などの術後

今回のガイドライン改訂にあたっては，できる限りこ

に安静臥床が長くなった患者では，注意しなくてはなら

れまで報告されたエビデンスを重視したが，このガイド

肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン

ラインはあくまでも現時点までの情報をもとに作成され

Class Ⅰ：検査・治療が有効，有用であることについ

たものである．そして臨床の循環器内科医や心臓血管外

て証明されているか，あるいは見解が広く一致して

科医および手術に携わる外科系の医師が，静脈血栓塞栓
症をどのように診断して治療していくかの指針を示した

いる．

Class Ⅱ：検査・治療の有効性，有用性に関するデー

ものである．よって，本症の診療では主治医の判断が優

タまたは見解が一致していない場合がある．

先されること，決して訴追されるべき論拠を提供するも

Class Ⅱ a：データ・見解から有用・有効である可能

のではないことを付記する．今後新しい診断法や治療法

性が高い．

の開発により，将来また改訂される可能性はある．

Class Ⅱ b：データ・見解により有用性・有効性が

本ガイドラインを日常診療のお役に立てていただけれ
ば幸甚である．

それほど確立されていない．

Class Ⅲ：検査・治療が有用でなく，ときに有害であ

なお，本ガイドラインでは既存のガイドラインに倣っ

るという可能性が証明されている，あるいは有害と

て，検査法および治療法の適応に関する推奨基準として，

の見解が広く一致している．

以下のクラス分類を用いた．
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Ⅰ

総

論

危険因子

肺 血 栓 塞 栓 症 の 主 な 危 険 因 子 を 表 1 に 挙 げ る．

Virchow の 3 徴：
（1）血流の停滞，
（2）血管内皮障害，
（3）
血液凝固能の亢進，が血栓形成の 3 大要因として極めて

1

急性肺血栓塞栓症

1

疫

学

重要である．

3

発症状況

発症状況には安静解除後の起立・歩行や排便・排尿な
どが多く，本症の塞栓源の多くは下肢や骨盤内静脈の血

肺血栓塞栓症は，我が国においても確実に増加してき

栓であるため，下肢の筋肉が収縮し，筋肉ポンプの作用

ており，決してまれな疾患ではなくなった．2006 年の

により静脈還流量が増加することで，血栓が遊離して発

我が国における発症数は 7,864 人でここ 10 年間に 2.25 倍

症することが推測される．

に増加しており，人口 100 万人あたりに換算すると 62
人と推定される．米国における人口 100 万人あたり 500
人前後の発症数と比較すると，2006 年の日本での人口
あたりの発症数は米国の約 8 分の 1 である．

4

病

態

急性肺血栓塞栓症は，静脈，心臓内で形成された血栓
が遊離して，急激に肺血管を閉塞することによって生じ

周術期肺血栓塞栓症の発生率は，2002 年から 2005 年

る疾患であり，その塞栓源の約 90 ％以上は，下肢ある

に か け て， 手 術 1 万 件 あ た り， そ れ ぞ れ 4.41，4.76，

いは骨盤内静脈である．主たる病態は，急速に出現する

3.62，2.79 であり，日本での予防ガイドラインや予防管

肺高血圧および低酸素血症である．心肺疾患を有しない

理料の診療報酬加算が認められた 2004 年を境に減少に

正常の右室が生じうる平均肺動脈圧は 40mmHg であり，

転じている．

急性期にそれ以上の圧を呈する場合には，慢性肺血栓塞

急性肺血栓塞栓症患者は，日本人では男性より女性に
多く，60 歳代から 70 歳代にピークを有している．

栓症に急性肺血栓塞栓症の病態が加わり急性増悪したも
の（acute on chronic）や慢性肺血栓塞栓症そのものを疑
う必要がある．肺梗塞は病理学的には出血性梗塞であり，

3
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表1

肺血栓塞栓症の危険因子

後天性因子
血流停滞

血管内皮障害

血液凝固能亢進

先天性因子

長期臥床
肥満
妊娠
心肺疾患（うっ血性心不全，慢性肺性心など）
全身麻酔
下肢麻痺
下肢ギプス包帯固定
下肢静脈瘤
各種手術
外傷，骨折
中心静脈カテーテル留置
カテーテル検査・治療
血管炎
抗リン脂質抗体症候群
高ホモシステイン血症
悪性腫瘍
妊娠
各種手術，外傷，骨折
熱傷
薬物（経口避妊薬，エストロゲン製剤など）
感染症
ネフローゼ症候群
炎症性腸疾患
骨髄増殖性疾患，多血症
発作性夜間血色素尿症
抗リン脂質抗体症候群
脱水

高ホモシステイン血症

アンチトロンビン欠乏症
プロテイン C 欠乏症
プロテイン S 欠乏症
プラスミノゲン異常症
異常フィブリノゲン血症
組織プラスミノゲン活性化因子インヒビター増加
トロンボモジュリン異常
活性化プロテイン C 抵抗性（Factor V Leiden ＊）
プロトロンビン遺伝子変異（G20210A）＊
日本人には認められていない

＊

急性肺血栓塞栓症の約 10 ～ 15％に合併し，末梢肺動脈

表2

の閉塞で生じやすい．

5

重症度分類

Cardiac arrest
Collapse

心エコー上の右心負荷所見の有無により本疾患の予後
や再発率などが有意に異なることを受けて，表 2 に挙げ
るような，主に臨床症状，臨床所見と心エコー所見を組

Massive
（広範型）

み合わせた重症度分類が一般的となっている．

6

予後と経過

我が国のデータでは，急性肺血栓塞栓症の死亡率は

14 ％，心原性ショックを呈した症例では 30 ％（うち血

Submassive
（亜広範型）
Non-massive
（非広範型）

急性肺血栓塞栓症の臨床重症度分類
血行動態

心エコー上
右心負荷

心停止あるいは循環虚脱

あり

不安定
ショックあるいは低血圧（定義：
新 た に 出 現 し た 不 整 脈， 脱 水，
敗血症によらず，15 分以上継続
する収縮期血圧＜ 90mmHg ある
いは≧ 40mmHg の血圧低下）

あり

安定（上記以外）

あり

安定（上記以外）

なし

栓溶解療法を施行された症例では 20 ％，施行されなか
った症例では 50％），心原性ショックを呈さなかった症
例では 6％であった．欧米のデータによれば，診断され
ず未治療の症例では，死亡率は約 30 ％と高いが，十分

肺高血圧症に移行するとされている．

2

慢性肺血栓塞栓症

1

疾病の定義・概念

に治療を行えば 2 ～ 8％まで低下するとされ，早期診断，
適切な治療が大きく死亡率を改善することが知られてい
る．また，心エコーの右室機能低下，
70 歳以上の高齢，癌，
うっ血性心不全，慢性閉塞性肺疾患，低血圧，頻呼吸が
死亡の独立規定因子とされる．

4

慢性肺血栓塞栓症は，器質化血栓により肺動脈が慢性
閉塞することにより発症する．慢性とは我が国では 6 か

我が国の追跡調査では，肺高血圧出現は 3.7％に認め

月以上にわたって肺血流分布ならびに肺循環動態の異常

られた．米国においては，0.1 ～ 3.8％が慢性血栓塞栓性

が大きく変化しない病態と定義されている．慢性肺血栓

肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン

塞栓症には肺動脈の多くが血栓性閉塞し，この結果肺高

が存在するが，43.9％の症例では明らかな基礎疾患が認

血圧症を合併し，労作時の息切れなどの臨床症状が認め

められなかった．さらに我が国の慢性例では，HLA-

られる症例が存在し，これを慢性血栓塞栓性肺高血圧症

B*5201 や HLA-DPB1*0202 と 関 連 す る 病 型 が 見 ら れ，

（CTEPH）という．CTEPH はその臨床経過により，過

これらの例は深部静脈血栓症の頻度が低いことも報告さ

去に急性肺血栓塞栓症を示唆する症状が認められる反復

れている．以上より我が国の例では，欧米例と異なった

型と明らかな症状のないまま病態の進行が見られる潜伏

発症機序の存在も否定できない可能性がある．さらに

型に分けられる．CTEPH は，軽症例では抗凝固療法を

CTEPH では，急性肺血栓塞栓症を示唆する時期があっ

主体した病態の進行を防ぐ内科治療が行われるが，高度

た後数か月から数年の無症状期間（honeymoon period）

肺高血圧合併例では，右心不全を併発し予後は不良であ

が見られる症例がある．この期間の肺高血圧症の進展の

る．なお CTEPH は，1998 年厚生労働省により特発性慢

機構は不明で，潜在性血栓の反復，肺動脈内での血栓の

性肺血栓塞栓症（肺高血圧型）という名称を用い，公費

進展の機序も想定されるが，近年ではさらに，small

による治療給付対象疾患（難病）に認定された．本ガイ

vessel disease の関与という新たな本症発症の機序の存在

ドラインでは以後本症に対し CTEPH を用いることとす

も示唆されている．

る．

2

疫学的事項

4

臨床症状

自覚症状として本症に特異的なものはないが，労作時

我が国における急性例および慢性例を含めた肺血栓塞

の息切れは必発といってよい．反復型では，突然の呼吸

栓症の発生頻度は，欧米に比べ少ないと考えられている．

困難や胸痛を反復して認める．一方，反復の明らかでな

少し古い報告ではあるが，剖検輯報に見る病理解剖を基

い潜伏型では，徐々に労作時の息切れが増強してくる．

礎とした検討では，急性肺血栓塞栓症の発生率は米国の

この他，胸痛，乾性咳嗽，失神なども見られ，特に肺出

約 1/10 である．米国での急性肺血栓塞栓症の年間発生

血や肺梗塞を合併すると，血痰や発熱を来たすこともあ

数は 50 ～ 60 万人で，急性期の生存症例の約 0.1 ～ 0.5％

る．肺高血圧の合併により右心不全症状を来たすと，腹

が CTEPH へ移行すると推定されていた．しかし，最近，

部膨満感や体重増加，下腿浮腫などが見られる．

急性例の 3.8％が慢性化したとの報告もあり，急性肺血
栓塞栓症例では，常に本症への移行を念頭におくことが
重要である．

5

診断

後述する特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血圧型）の診

我が国では，1997 年に厚生労働省（旧厚生省）特定

断の手引きをもとに診断するが，造影マルチスライス

疾患呼吸不全調査研究班が CTEPH の診断基準を定め，

CT （ multi-slice CT ： MSCT ）（ multi-detector CT ：

全国調査を行った．その結果，当時本症の全国患者数は，

MDCT）は本症の診断，鑑別診断における有用性が高い．

450 人（95 ％信頼区間 360 ～ 530 人）と推定された．ま

しかし手術適応決定の際には，肺動脈造影が必要とされ

たその後本症は難病に指定されことから毎年疫学調査が

る．

行われており，2006 年度の治療給付対象者は 800 名で
あった．その内の 520 名の臨床調査個人票の解析では，
我が国の症例は，女性が多く（女 2.8：男 1），年齢は 62

6

予後

Riedel や我が国における CTEPH の報告から，安定期

± 13 歳であった．40 代以上では女性に多く，若年者で

の平均肺動脈圧が 30mmHg 以上の症例は，予後不良と

は性差は認められなかった．

考えられる．近年は，従来に比して内科治療例の予後に

3

成因

改善が見られる．しかし手術（肺動脈血栓内膜摘除術）
により QOL や生命予後の著明な改善が得られる症例が

本症の正確な発症機序はいまだ明らかでなく，通常欧

存在することから，血栓が手術的に到達可能な部位にあ

米では深部静脈血栓症を原因とする急性肺血栓塞栓症例

り，他の重要臓器に大きな障害がなければ肺動脈血栓内

からの移行を想定している．我が国の全国調査において

膜摘除術の適応を考慮した正確な診断と重症度評価が重

は，深部静脈血栓症の合併頻度は 28％に過ぎなかった．

要である．

また深部静脈血栓症の危険因子として，血液凝固異常（多
くは抗リン脂質抗体，アンチトロンビン・プロテイン C・
プロテイン S などの欠乏症）や，心疾患・悪性腫瘍など

7

治療

内科治療例の予後は不良であることから，付着血栓が
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手術的に到達可能であり，他の重要臓器に大きな障害が
なければ後述する肺動脈血栓内膜摘除術の適応を考慮す
る．付着血栓の近位端が葉動脈，本幹にある例での手術
成功例では著明な肺血行動態，QOL，予後の改善が得
られている．また区域に限局する例においても，手術で
肺血行動態や QOL が改善することが報告されている．
非手術適応症例については，肺動脈性肺高血圧症に使用
される薬物を使用し，有効であったとの報告も見られる
ようになった．

3

深部静脈血栓症

1

定義

表3

深部静脈血栓症の危険因子

事項
危 険 因 子
背景 加齢
長時間座位：旅行，災害時
病態 外傷：下肢骨折，下肢麻痺，脊椎損傷
悪性腫瘍
先天性凝固亢進：凝固抑制因子欠乏症
後天性凝固亢進：手術後
心不全
炎症性腸疾患，抗リン脂質抗体症候群，血管炎
下肢静脈瘤
脱水・多血症
肥満，妊娠・産後
先天性 iliac band や web，腸骨動脈による iliac compression
静脈血栓塞栓症既往：静脈血栓症・肺血栓塞栓症
治療 手術：整形外科，脳外科，腹部外科
薬剤服用：女性ホルモン，止血薬，ステロイド
カテーテル検査・治療
長期臥床：重症管理，術後管理，脳血管障害

四肢の静脈には筋膜より浅い表在静脈と深い深部静脈
があり，急性の静脈血栓症は深部静脈の深部静脈血栓症

穿刺や留置，下腿部から運動制限下臥床により発生する

と表在静脈の血栓性静脈炎を区別する．深部静脈血栓症

が，下腿部が大部分を占める．下腿部での発生部位は，

は，発生部位により症候が異なり，ここでは骨盤・下肢

多くがひらめ筋静脈である．ひらめ筋内の静脈群は，内

静脈を中心とする．

2

疫学

剖検の発生頻度は，欧米では病院死亡の 24 ～ 60％で，

4

病態

我が国では 0.8％である．疫学調査の発生頻度は，我が

静脈血栓は，数日で炎症性変化により静脈壁に固定さ

国では，1997 年の日本静脈学会静脈疾患サーベイ委員

れ，以後器質化により退縮する．静脈弁は，この過程で

会から年間 506 例と報告され，2006 年の肺塞栓症研究

障害されるが，一部では弁機能が保持される．血流再開

会のアンケート調査から年間 14674 例と推計された．こ

は，急性期は溶解や退縮が中心で，慢性期は器質化や再

の発生頻度は年間 10 万人あたり 12 例となり，この 10 年

疎通が重要となる．静脈血栓は，膝窩静脈より末梢側で

間 に 約 30 倍 増 加 し た． 一 方， 欧 米 で は，1976 年 か ら

は数日から数週で大部分消失するが，中枢側では 1 年以

2000 年の発生頻度は 10 万人あたり年間 50 例であった．

内に約半数が退縮するも索状物として残存する．血栓症

発生頻度は，我が国では欧米の約 4 分の 1 まで急増した．

の中枢端が塞栓，あるいは塞栓源となる．白色血栓や混

3

成因と危険因子

合血栓は静脈壁に固定されやすいが，赤色血栓は固定さ
れ難く塞栓化しやすい．骨盤・下肢静脈では，塞栓は，

静脈血栓の形成には，静脈の内皮障害，血液の凝固亢

仰臥位や座位では股関節や膝関節の運動により血栓が遊

進，静脈の血流停滞の 3 つの成因がある．3 つの成因が

離され，また，立位では歩行運動に伴う下腿筋ポンプ作

様々な程度で個々の危険因子に作用し，複数の危険因子

用により血栓が駆出される．塞栓は，発生や進展から 1

が関与して，深部静脈血栓症が発症する（表 3）．頸部・

週間以内が多いが，下肢運動や中枢端の血流状況により

上肢静脈では，輸液路やペースメーカのカテーテル留置

反復性となる．肺血栓塞栓症の重症度は，塞栓の大きさ

あるいは透析用シャントにより医原性に発生するのが大

と頻度が関係する．重症例は，膝窩静脈から中枢側の塞

部分である．一部に胸郭出口症候群がある．上大静脈で

栓源，特に大腿静脈に多いが，末梢側のひらめ筋静脈で

は，上大静脈症候群として，縦隔腫瘍による圧迫が原因

も発生する．塞栓源の 30 ～ 60％は不明とされるが，剖

となる．下大静脈では，大部分は骨盤・下肢静脈から進

検により下肢静脈で高率に新・旧の塞栓源の存在が確認

展する場合が多い．一部に下大静脈フィルター血栓や

されている．

Budd-Chiari 症候群がある．骨盤・下肢静脈では，骨盤
部 か ら 先 天 性 iliac band や web， 腸 骨 動 脈 に よ る iliac

compression などの静脈圧迫，大腿部からカテーテルの

6

側部，中央部，外側部から還流し，中央部が最大である．
ひらめ筋静脈血栓症は，大部分中央部から発生する．

5

病型と病期

骨盤・下肢の深部静脈血栓症では，病型は膝窩静脈よ
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り中枢側の中枢型（腸骨型，大腿型）と末梢側の末梢型
（下腿型）を区別する．ここでは，臨床症状や静脈還流

Ⅱ

障害から，急性期と慢性期を区別する．急性静脈還流障
害の症状として，中枢型では腫脹，疼痛，色調変化が出

各

論

現する．腸骨型では，広範閉塞では動脈灌流障害による
静脈性壊死が発生する．臨床的重症度は，有痛性腫脹，
有痛性変色腫脹（白股腫，青股腫），静脈性壊死と分類

1

急性肺血栓塞栓症

1

診断

するのが実際的である．末梢型では，主に疼痛であるが，
無症状が多い．理学的所見では，直接所見である血栓化
静脈の触知や圧痛とともに，間接所見である下腿筋の硬
化が重要である．慢性期の再発では，慢性期の症候に急
性期の症候が混在する．

6

本症の診断を難しくしているのは症状，理学所見，一
般検査で本症に特異的なものがないことによる．それゆ
え，これらの非特異的所見から本症の存在を疑う臨床的

予後と再発

センスが要求される．他の疾患で説明できない呼吸困難

骨盤・下肢静脈の深部静脈血栓症では，急性期予後に
は急性静脈還流障害，急性肺血栓塞栓症，動脈塞栓症が
関与する．急性還流障害は，多くは数か月以内に消失す

では本症も鑑別すべきである．

①症状

る．急性肺血栓塞栓症は最も重篤な病態であり，一次予

急性肺血栓塞栓症と診断できる特異的な症状はなく，

防，二次予防が重要である．動脈塞栓症では，卵円孔開

このことが診断を遅らせる，あるいは診断を見落とさせ

存の確認が必要である．慢性期予後には，血栓後症候群，

る大きな理由の 1 つとなる．呼吸困難，胸痛が主要症状

深部静脈血栓症再発，慢性肺血栓塞栓症，動脈塞栓症が

である．特徴的発症状況としては安静解除直後の最初の

関与する．血栓後症候群は，中枢型では約 40％で発症し，

歩行時，排便・排尿時，体位変換時がある．

穿通枝や表在静脈の弁不全が関与する．深部静脈血栓症
の再発は，急性期の再燃とともに，より高率の肺血栓塞

②診察所見

栓症や血栓後症候群を続発する．深部静脈血栓症では，

頻呼吸，頻脈が高頻度に認められる．ショックや低血

早期治療により予後が改善する．抗凝固療法後の再発で

圧を認めることもある．深部静脈血栓症に基因する所見

は，血栓性素因の検索が必要である．再発予防には，運

としては下腿浮腫，Homans 徴候などがある．

動圧迫療法の継続とともに，抗凝固療法の継続期間が重
要である．抗凝固療法は，危険因子の可逆性，特発性，

③検査
図 1 に診断手順を示すが，暫定的なものである．

永続性を考慮して継続期間を設定する．

図1

急性肺血栓塞栓症の診断手順
循環虚脱あるいは心肺停止
No

Yes

臨床的に見た肺血栓塞栓症の可能性

＊1

低いあるいは中等度

正常

Dダイマー

急性肺血栓塞
栓症の除外

高い

経皮的心肺補助装置の装着＊2

上昇
以下の 1 項目あるいは組み合わせ
造影 CT，肺動脈造影，肺シンチ

造影 CT，肺動脈造影，
経食道心エコー

肺塞栓症を疑った時点でヘパリンを投与する．深部静脈血栓症も同時に検索する．
＊ 1：スクリーニング検査として胸部 X 線，心電図，動脈血ガス分析，経胸壁心エコー，血液生化学検査を行う．
＊ 2：経皮的心肺補助装置が利用できない場合には心臓マッサージ，昇圧薬により循環管理を行う．
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分ける．出血リスクが高い場合には非永久留置型下大静

【勧告の程度】

1．MSCT，肺動脈造影，肺シンチグラフィ，動脈血ガ

脈フィルターやカテーテル治療により薬物治療の効果を
補い，重症例では経皮的心肺補助や外科的血栓摘除術も

ス分析，D ダイマー：Class Ⅰ

2．経胸壁心エコー，MRA：Class Ⅱ a

選択する．また，状態が許す限り早急に残存する深部静

3．経食道心エコー：Class Ⅱ b

脈血栓の状態を評価して，下大静脈フィルターの適応を

2

判断する．図 2 に急性期の治療アルゴリズムの 1 例を示

治療

す．あくまでも基本的な考え方であり，個々の症例の病
態や施設の状況に合わせて，柔軟に治療法を選択すれば

①はじめに

よい．

急性肺血栓塞栓症の治療の要点は，
（1）急性期を乗り
切れば予後は良好であるため，早期診断治療が最も重要

②呼吸循環管理

となること，および（2）循環動態が安定した例では再

急性肺血栓塞栓症の基本病態は，急性呼吸循環不全で

発に注意し，深部静脈血栓への迅速な対応が必要となる

あり，発症早期の死亡率が高いため，その管理は極めて

こと，である．本症の治療の中心は薬物的抗血栓療法で

重要である．

あり，重症度により抗凝固療法と血栓溶解療法とを使い
図2

急性肺血栓塞栓症の治療アルゴリズムの 1 例

急性肺血栓塞栓症
の診断
その他の
治療＊2

yes

下大静脈フィルター挿入

合併症を
有する？＊1

yes
残存 DVT
あり？＊8

no
抗凝固療法開始
循環動態
安定？＊3

抗凝固療法
継続

no
yes

右心機能障害
あり？＊7
yes

no

残存 DVT
あり？＊8
yes

呼吸循環サポート
循環虚脱
状態？＊4

no

no

no

下大静脈フィルター挿入

yes
PCPS 装着＊5

血栓溶解療法の
出血リスクあり？

血栓溶解療法 or
カテーテル治療 or
外科的血栓摘除術＊6
＊1
＊2
＊3
＊4
＊5
＊6
＊7
＊8

yes

抗凝固療法単独 or
カテーテル治療

no
血栓溶解療法 or
カテーテル治療

高度な出血のリスクがある場合
病態に応じた施行可能な治療を行う
循環動態不安定とは，ショックあるいは遷延する低血圧状態を示す
心肺蘇生を要する状態，あるいは高度なショックが遷延する状態
施設の設備や患者の状態により，装着するか否かを検討する
施設の状況や患者の状態により，治療法を選択する
心エコーによる右室拡大や肺高血圧の存在により評価
遊離して再塞栓を来たした場合，重篤化する危険性のある深部静脈血栓

治療のアルゴリズムを示すが，あくまでも 1 例であり，最終的な治療選択は各施設の医療資源に応じて決定することを，妨げるもの
ではない．
DVT：深部静脈血栓症
PCPS：経皮的心肺補助
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①呼吸管理

ノルエピネフリン：Class Ⅱ a

低炭酸ガス血症を伴った低酸素血症が本症の呼吸不全
の特徴（Ⅰ型呼吸不全）．動脈血酸素分圧 PaO2 60Torr
（mmHg）（SpO2 では 90％）以下で酸素療法を開始する．
鼻カニューレ，酸素マスク，リザーバー付き酸素マス
クなど．

重症例への PCPS の導入：Class Ⅰ

③薬物療法
①初期治療
抗凝固療法ならびに血栓溶解療法が急性肺血栓塞栓症

安定して PaO2 60Torr（SpO2 90％）以上が得られなけ

の治療の中核をなす．治療の第一選択は未分画ヘパリン

れば，挿管ならびに人工換気を導入する．その際 1 回換

による抗凝固療法であり，禁忌でない限り施行する．本

気量は 7mL/kg と低目に設定し胸腔内圧を上昇させない

症が強く疑われる場合や確定に時間が掛かる場合には，

ようにする．

疑診段階でも初期治療を開始してよい．未分画ヘパリン
の投与法は，まず 80 単位 /kg，あるいは 5,000 単位を単

②循環管理
肺血管床の閉塞の程度によるが肺高血圧症，右心負荷，

回静脈投与し，以後，時間あたり 18 単位 /kg，あるいは

右心拍出量低下，左心拍出量低下，ショックを呈する．

1,300 単位の持続静注を開始する．活性化部分トロンボ

したがって理論的には強心作用と肺動脈拡張作用を有す

プラスチン時間（APTT）がコントロール値の 1.5 ～ 2.5

る薬剤の使用が望まれる．

倍となるように調節していく（表 4）．未分画ヘパリン

容量負荷は推奨すべきエビデンスはなく，過剰な右心
室への容量負荷が左心室を圧排し左心拍出量を低下させ

はワルファリンによるコントロールが安定するまで投与
する．

る可能性も指摘されている．薬物療法（ドパミン，ドブ

血栓溶解療法は，血栓塞栓の溶解による速やかな肺循

タミン―第一選択，ノルエピネフリン―低血圧例に有効，

環の改善を目的としたもので，血行動態的に不安定な，

フォスホジエステラーゼⅢ阻害薬―今後の臨床データの

もしくは心臓超音波法にて右心系の拡大を認めるような

集積が必要），NO 吸入など．

広範な急性肺血栓塞栓症に対して施行される．我が国で

心肺停止で発症した例や薬物療法に反応が悪い例（進

本症の治療に保険適応があるのは，遺伝子組み換え組織

行性血圧低下例）は早めに経皮的心肺補助装置（PCPS）

プラスミノゲンアクチベータであるモンテプラーゼだけ

を導入し，直視下血栓摘除術などを考慮する．

である．通常成人には 13,750 ～ 27,500 単位 /kg を約 2 分
間で静脈内投与する．血栓溶解療法の禁忌を表5に示す．

【勧告の程度】

血栓溶解療法は迅速な血栓溶解作用や血行動態改善作用

1．呼吸管理（酸素療法および低酸素血症に対する少換
2．循環管理

現在の急性肺血栓塞栓症に対する薬物療法の選択基準
は以下のごとくとなる．

容量負荷：Class Ⅲ

（1）正常血圧で右心機能障害も有さない場合は，抗凝固

ドパミン：Class Ⅱ a

療法を第一選択とする．

ドブタミン：Class Ⅱ a
表4
APTT
（秒）
＜ 50
50 ～ 59
60 ～ 85
86 ～ 95
96 ～ 120
＞ 120

には明らかに優れるものの，いずれの無作為試験におい
ても予後改善効果は認めていない．

気量人工呼吸）：Class Ⅰ

ボーラス再投与量
（単位）
5,000
0
0
0
0
0

未分画ヘパリン持続静注用の用量調節表＊ 1
持続静注停止時間
（分）
0
0
0
0
30
60

持続静注変化率
＊2
（mL/ 時間）
＋3
＋3
0
－2
－2
－4

持続静注変化量
（単位 /24 時間）
＋ 2,880
＋ 2,880
0
－ 1,920
－ 1,920
－ 3,840

次回 APTT 測定時間
6 時間後
6 時間後
翌朝
翌朝
6 時間後
6 時間後

APTT ＝活性化部分トロンボプラスチン時間．
未分画ヘパリンは初回投与量 5,000 単位静脈内ボーラス投与に引き続き，時間当たり 1,400 単位の持続静注を開始する．未分画ヘパ
リンの初回投与の 6 時間後に APTT の測定を行い，本表に従い用量を調節する．
＊ 1：APTT 試薬のうち治療域がコントロールの 1.9 ～ 2.7 倍の場合に対応．
＊ 2：未分画ヘパリンを 40 単位 /mL の濃度で投与した場合．
（文献 190 より改変）

9

循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2008 年度合同研究班報告）
表5

血栓溶解療法の禁忌

絶対禁忌
活動性の内部出血
最近の特発性頭蓋内出血
相対禁忌
大規模手術，出産，10 日以内の臓器細胞診・圧迫不能な
血管穿刺
2 か月以内の脳梗塞
10 日以内の消化管出血
15 日以内の重症外傷
1 か月以内の脳神経外科的あるいは眼科的手術
コントロール不良の高血圧（収縮期圧＞ 180 mmHg；拡張
期圧＞ 110 mmHg）
最近の心肺蘇生術
血小板数＜ 100,000/mm3，プロトロンビン時間＜ 50％
妊娠
細菌性心内膜炎
糖尿病性出血性網膜症

表6

静脈血栓塞栓症に対する抗凝固療法の継続期間

危険因子の種類
危険因子が可逆的である場合
特発性の静脈血栓塞栓症
先天性凝固異常症

抗凝固療法の継続期間
3 か月間
少なくとも 3 か月間
（リスクとベネフィットを
勘案して期間を決定）

癌患者
再発を来たした場合

より長期間

1．急性肺血栓塞栓症の急性期で，正常血圧であるが右
心機能障害を有する例に対しては，血栓溶解療法を
施行する．

Class Ⅱ b
1．急性肺血栓塞栓症の治療におけるワルファリンは，
PT-INR が 1.5 ～ 2.5 となるように調節投与する．

（2）正常血圧であるが右心機能障害を有する場合には，
効果と出血のリスクを慎重に評価して，血栓溶解療法
も選択肢に入れる．
（3）ショックや低血圧が遷延する場合には，禁忌例を除
いて，血栓溶解療法を第一選択とする．
②長期治療
未分画ヘパリン投与に引き続きワルファリンが使用さ
れる．ワルファリンは未分画ヘパリンの投与初期から併

④カテーテル的治療
急性広範型肺血栓塞栓症のうち，様々な治療を行った
にもかかわらず不安定な血行動態が持続する患者が本治
療法の適応である．便宜上，カテーテル的血栓溶解療法
とカテーテル的血栓破砕・吸引術に分けられる．
①カテーテル的血栓溶解療法
単にカテーテルを肺動脈に誘導し血栓溶解薬を局所投

用し，プロトロンビン時間の国際標準化比（PT-INR）

与する方法は現在では否定的で，治療効果を高めていく

が至適域となるように投与量を調節する．3 ～ 5mg で開

ためにはパルス・スプレー法などの併用の工夫が不可欠

始されることが多い．本症の再発リスクが出血リスクを

である．

上回る場合に投与が続けられるが，投与期間は発症素因

②カテーテル的血栓破砕・吸引術

により異なる（表 6）．ワルファリンの至適治療域は海
外では PT-INR 値 2.0 ～ 3.0 とされているが，我が国では
出血への危惧から PT-INR 1.5 ～ 2.5 を推奨している．

血栓溶解療法以外のカテーテル治療は，血栓吸引術
（Aspiration thrombectomy），血栓破砕術（Fragmentation），
流体力学的血栓除去術（Rheolytic thrombectomy）の 3
項目に分けるのが一般的で，これらのほとんどが血栓溶

【勧告の程度】

Class Ⅰ

摘徐術に匹敵することが示唆されている．治療効果の評

1．急性肺血栓塞栓症の急性期には，未分画ヘパリンを

価に際しては血行動態や酸素化の改善を重視すべきで，

APTT がコントロール値の 1.5 ～ 2.5 倍となるように

血管造影所見にとらわれすぎてはならない．一般的合併

調節投与して，ワルファリンの効果が安定するまで

症として，血管壁損傷，末梢塞栓，血栓症再発，外傷性

継続する．

溶血，血液損失などが起こりうることを熟知しておく必

2．急性肺血栓塞栓症の慢性期にはワルファリンを投与
する．可逆的な危険因子の場合には 3 か月間，先天

要がある．
①血栓吸引術（Aspiration thrombectomy）

性凝固異常症や特発性の静脈血栓塞栓症では少なく

Greenfield embolectomy device は，我が国では未承認

とも 3 か月間の投与を行う．癌患者や再発を来たし

である．PTCA 用ガイディング・カテーテルを用いた血

た患者ではより長期間の投与を行う．

栓吸引療法は，その簡便性と良好な結果から注目を集め

3．急性肺血栓塞栓症の急性期で，ショックや低血圧が

ている．一方，冠状動脈用経皮的血栓除去用カテーテル

遷延する血行動態が不安定な例に対しては，血栓溶

の吸引能は低く，本領域における治療効果は十分でない．

解療法を施行する．

②血栓破砕術（Fragmentation）

Class Ⅱ a
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解療法を併用している．本法の臨床成果は，外科的血栓

中枢側肺動脈内の塊状血栓を直接破砕し，末梢に微小

肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン

血栓を再分布させる手技である．血栓は回収されないが，

する場合，などがある．

砕かれて小さくなれば総表面積は増えるため，血栓溶解

急性肺血栓塞栓症と診断される前に突然に循環虚脱と

薬の効果も増強する．実際的には，ピッグテイル・カテ

なった症例で，内科的治療に反応が乏しい場合には，病

ーテルを回転させることにより塊状血栓を破砕し末梢に

棟でただちに PCPS（経皮的体外循環）を開始すること

離散させる方法と，バルン・カテーテルにより塊状血栓

が重要である．そして，致命的な脳合併症がなく，急性

を押しつぶす方法が用いられている．手技に伴う遠隔塞

肺血栓塞栓によるショックと診断されたら肺動脈の血栓

栓に対しては，ガイディング・カテーテルを用いた血栓

摘除を行う．

吸引術を追加するハイブリッド治療が提唱され，優れた

②外科的治療法

成果が報告されている．
③流体力学的血栓除去術（Rheolytic thrombectomy）
血栓が回収される点から，理論上はより高い安全性が

本症に対する血栓摘除の方法として，一般的に行われ
る直視下血栓摘除術は人工心肺を用いた体外循環下に，
肺動脈を切開して直視下に血栓摘除を行う方法である．

推測されているが，本法のみでの治療効果は十分でない

術前の呼吸循環動態が不良な症例では，補助手段として

ことが多い．

大腿動静脈間の体外循環を速やかに開始する．また病棟
などでショック状態を呈した場合には，PCPS に乗せて

【勧告の程度】

1．カテーテル的血栓溶解療法：Class Ⅱ b
単なる肺動脈内投与は，全身投与と差がない

2．カテーテル的血栓破砕・吸引術：Class Ⅱ b

から手術室に搬送する．
手術手技としては，胸骨正中切開後に体外循環を開始
して，肺動脈幹および必要があれば右の主肺動脈に切開
を加えて直視下に血栓摘除を行う．本症では通常軟らか

血栓吸引術

い棒状の比較的新しい赤色血栓が摘除可能である．血栓

血栓破砕術

摘除は末梢まで可能な限り行うことが望ましいが，中枢

流体力学的血栓除去術

側の血栓が大部分摘除されれば術後の血栓溶解療法で対

⑤外科的治療

処できる．血栓摘除術は心拍動下でも可能であるが，小
さな血栓が多数の区域動脈に存在したり，血栓が強固に

①外科的適応

壁に付着した症例では，心停止下に血栓摘除を行う．

①急性肺血栓塞栓の治療方針

③外科的血栓摘除の手術成績

本症と診断されたら，抗凝固療法や血栓溶解療法をま

Stein ら は 過 去 の 46 論 文，1,300 例 の 文 献 を 検 討 し，

ず開始する．しかし，血栓溶解療法の経過中に増悪する

1985 年から 2006 年までの間の外科的肺血栓摘除術の死

症例や心停止を来たす症例があるので，常に外科治療の

亡率を 20 ％と報告している．日本胸部外科学会の年次

必要性を念頭において慎重に内科治療する．広範型肺血

報告を集計すると，我が国では 2000 年から 2006 年まで

栓塞栓症などで血行動態が不安定な例では，外科的治療

の 7 年間に，急性肺血栓塞栓症 539 例に対して外科的血

は劇的な効果が得られ，最近では外科治療の良好な成績

栓摘除術が行われ，その在院死亡率は 21.2％であった．

を示す報告が数多く示されている．術後の肺血栓塞栓症

我が国においても，海外とほぼ同等あるいはそれ以上の

では手術内容と全身状態を考慮して治療方針を決定す

成績である．対象例が重症であることを考慮すれば，良

る．

好な成績といえるであろう．1996 年 8 月から 2006 年 10

②血栓の外科的摘除の適応

月までの間に肺塞栓症研究会の参加 60 施設に行われた

肺動脈幹あるいは両側主肺動脈が急速に閉塞する急性

調査では，急性肺塞栓に対する血栓摘除術 32 症例が登

広範性肺血栓塞栓で，循環不全やショックを呈した症例

録された．平均年齢 57 ± 17 歳，女性 21 例（66％）であ

では，閉塞肺動脈をいかに速く再開通させるかが治療上

り，初発症状はショック 23 例，心肺停止 3 例，失神 11

の重要点となり，人工心肺を用いた直視下肺動脈血栓摘

例であった．基礎疾患として外傷 3 例，悪性腫瘍 3 例，

除術が適応となる．非ショック例に対する一般的な肺動

脳血管障害 3 例，心疾患 1 例，中心静脈カテーテル留置

脈血栓摘除術の適応としては，
（1）血圧低下がなくても，

2 例，妊娠 1 例であった．また，手術後 13 例，長期臥床

頻脈が持続し，内科的治療に反応しない症例，
（2）血栓

8 例であり，院内発症例は 17 例を占めていた．術前に血

が肺動脈幹あるいは左右主肺動脈に存在し，急速に心不

栓溶解療法が 10 例に，肺塞栓に対するカテーテル治療

全や呼吸不全が進行する症例，
（3）血栓溶解療法が禁忌

が 4 例に行われ，PCPS が使用されていたものが 10 例で

である症例，
（4）右房から右室にかけて浮遊血栓が存在

あった．在院死亡は 6 例（18.8 ％）であり，PCPS 使用
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例の死亡は 3 例 30 ％であった．下大静脈フィルターは

16 例，50％に使用されている．

Class Ⅱ b：
回収可能型フィルターの長期留置

Class Ⅲ：
【勧告の程度】

1．循環虚脱を伴う急性広範型肺血栓塞栓症における直
視下肺動脈血栓摘除術（人工心肺使用）：Class Ⅰ

2．急性広範型肺血栓塞栓症で，非ショック例における
直視下肺動脈血栓摘除術：Class Ⅱ a

⑥下大静脈フィルター

右心不全および深部静脈血栓がない抗凝固療法施行中
の急性肺血栓塞栓症
抗凝固療法施行中の末梢性深部静脈血栓症
※フィルターの永久留置は静脈血栓症を増加するため，
回収可能型下大静脈フィルターは極力抜去する．
【勧告の程度】

下大静脈フィルターの適応や有効性については未だ十
分に実証されていないが，肺血栓塞栓症の予防効果や合
併症の観点から臨床的有用性が認識されてきた．
①永久留置型下大静脈フィルターの適応

永久留置型下大静脈フィルターと非永久留置型下
大静脈フィルターの適応基準を前記した．

2

慢性肺血栓塞栓症

1

診断

Class Ⅰ：静脈血栓塞栓症を有する症例のうち，
抗凝固療法の禁忌例
抗凝固療法の合併症ないし副作用発現例
十分な抗凝固療法中の静脈血栓塞栓症再発例
抗凝固療法の維持不能例

血圧型）の診断は，厚生労働省特定疾患呼吸不全調査研

Class Ⅱ a：静脈血栓塞栓症を有する症例のうち，

究班の作成した診断基準に準拠して進める（表 7）．労

骨盤腔内静脈・下大静脈領域の静脈血栓症

作時息切れを呈する患者を診た場合，本症を疑うことが

近位部の大きな浮遊静脈血栓症

重要である．診断の手順としては，まず疑い症例を選別

血栓溶解療法ないし血栓摘除を行う肺血栓塞栓症

する方法として，表 7 に示した症状および臨床所見を参

心肺機能予備能のない静脈血栓塞栓症

考にしながら，胸部Χ線写真上異常所見の見られる患者

フィルター留置後の肺血栓塞栓症再発

のみならず肺野に所見が乏しい患者では，積極的に動脈

抗凝固薬の合併症ハイリスク例（運動失調，頻繁な

血液ガス分析を施行する必要がある．低炭酸ガス血症を

転倒など）

伴う低酸素血症を見た場合，心電図，心エコー検査，肺

血栓内膜摘除術を行う慢性肺血栓塞栓症

機能検査で他の心肺疾患の鑑別を行うと同時に，右室拡

Class Ⅱ b：静脈血栓塞栓症を有しない症例で，

大や右室肥大など右心負荷の存在を確認する．さらに診

静脈血栓塞栓症ハイリスクの外傷例

断を確定するには，（1）肺換気・血流シンチグラフィに

静脈血栓塞栓症ハイリスクの手術例

て換気分布の異常を伴わない肺血流分布異常が 6 か月以

静脈血栓塞栓症ハイリスクの病態を有する例

上不変であること，もしくは肺動脈造影にて特徴的な所

Class Ⅲ：
右心不全および深部静脈血栓がない抗凝固療法施行

見である a）pouch defects（血栓の辺縁がなめらかに削
られることにより造影上丸く膨らんで小袋状に見える変

中の急性肺血栓塞栓症

化），b）webs and bands（血栓の器質化に伴い肺動脈再

抗凝固療法施行中の末梢性深部静脈血栓症

疎通を示す帯状狭窄），c）intimal irregularities（血管壁

禁忌：大静脈へのアクセスルートがない例

の 不 整 ），d）abrupt narrowing（ 急 激 な 先 細 り ），e）

フィルターを留置する部位がとれない例

complete obstruction（完全閉塞）の 5 つの少なくとも 1

※数週間以内でフィルターが不要になる病態には，非永

つ以上が証明されること，加えて（2）右心カテーテル

久留置型下大静脈フィルターの使用も考慮される．

検査にて肺動脈楔入圧正常で平均肺動脈圧が 25mmHg

②非永久留置型下大静脈フィルターの適応

以上であること，を確認する必要がある．予後判定のた

Class Ⅰ： なし

めに肺血管抵抗を測定するためにも心臓カテーテル検査

Class Ⅱ a：

は有用である．

永久留置型下大静脈フィルターの適応のうち，数週
間の間，急性肺血栓塞栓症が予防できればよい病態
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なお，本症の診断における造影 CT（MSCT）の有用
性の報告が見られるが，亜区域レベルの評価など手術適
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表7

特発性慢性肺血栓塞栓症（肺高血圧型）の診断の手引き

器質化した血栓により，肺動脈が慢性的に閉塞を起こした疾患である慢性肺血栓塞栓症のうち，肺高血圧型とはその中でも肺高
血圧症を合併し，臨床症状として労作時の息切れなどを強く認めるものをいう
（1）主要症状および臨床所見
① Hugh-Jones Ⅱ度以上の労作時呼吸困難または易疲労感が 3 か月以上持続する
②急性例にみられる臨床症状（突然の呼吸困難，胸痛，失神など）が，以前に少なくとも 1 回以上認められている
③下肢深部静脈血栓症を疑わせる臨床症状（下肢の腫脹および疼痛）が以前認められている
④肺野にて肺血管性雑音が聴取される
⑤胸部聴診上，肺高血圧症を示唆する聴診所見の異常（Ⅱ音肺動脈成分の亢進，第Ⅳ音，肺動脈弁弁口部の拡張期雑音，三尖
弁弁口部の収縮期雑音のうち少なくとも 1 つ）がある
（2）検査所見
①動脈血液ガス所見
（a） 低炭酸ガス血症を伴う低酸素血症（PaCO2 ≦ 35 Torr，PaO2 ≦ 70 Torr）
（b） AaDO2 の開大（AaDO2 ≧ 30 Torr）
②胸部 X 線写真
（a） 肺門部肺動脈陰影の拡大（左第Ⅱ弓の突出，または右肺動脈下行枝の拡大；最大径 18mm 以上）
（b） 心陰影の拡大（CTR ≧ 50%）
（c） 肺野血管陰影の局所的な差（左右または上下肺野）
③心電図
（a） 右軸偏位および肺性 P
（b） V1 での R ≧ 5mm または R/S ＞ 1，V5 での S ≧ 7mm または R/S ≦ 1
④心エコー
（a） 右室肥大，右房および右室の拡大，左室の圧排像
（b） 心ドプラー法にて肺高血圧に特徴的なパターンまたは高い右室収縮期圧の所見
⑤肺換気・血流スキャン
換気分布に異常のない区域性血流分布欠損（segmental defects）が，血栓溶解療 法または抗凝固療法施行後も 6 か月以上不変あ
るいは不変と推測できる．推測の場合には，6 カ月後に不変の確認が必要である
⑥肺動脈造影
（b）webs and bands，
（c）intimal irregularities，
（d）abrupt narrowing，
（e）
慢性化した血栓による変化として（a）pouch defects，
complete obstruction の 5 つのうち少なくとも 1 つが証明される
⑦右心カテーテル検査
（a） 慢性安定期の肺動脈平均圧が 25mmHg 以上を示すこと
（b） 肺動脈楔入圧が正常（12mmHg 以下）
（3）除外すべき疾患
以下のような疾患は，肺高血圧症ないしは肺血流分布異常を示すことがあるので，これらを除外すること
①左心障害性心疾患
②先天性心疾患
③換気障害による肺性心
④原発性肺高血圧症
⑤膠原病性肺高血圧症
⑥大動脈炎症候群
⑦肺血管の先天性異常
⑧肝硬変に伴う肺高血圧症
⑨肺静脈閉塞性疾患
（4）診断基準
以下の項目をすべて満たすこと
①新規申請時
（a） 主要症状および臨床所見の①～⑤の項目の①を含む少なくとも 1 項目以上の所見を有すること
（b） 検査所見の①～④の項目のうち 2 項目以上の所見を有し，⑤肺換気・血流スキャン，または⑥肺動脈造影の所見があり，
⑦右心カテーテル検査の所見が確認されること
（c） 除外すべき疾患のすべてを鑑別できること
②更新時
（a） 主要症状および臨床所見の①～⑤の項目の①を含む少なくとも 1 項目以上の所見を有すること
（b） 検査所見の①～⑤の項目の①を含む少なくとも 1 項目以上の所見を有すること
（c） 除外すべき疾患のすべてを鑑別できること

応決定の際には，肺動脈造影が必要とされる．

2

治療

た．本症に対するカテーテル治療は報告が少なく，今後
限られた症例に施行されることはありうる．

CTEPH に対しては内科・外科治療が施行されるが，
最近の外科的血栓内膜摘除術の治療成績は良好となっ
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①内科的治療

の古典的な血管拡張療法が従来から試見られてきたが，
それらの有効性を示すエビデンスはまったく得られなか

CTEPH の病態は，肺動脈が器質化血栓によって閉塞

った．しかし近年，肺動脈性肺高血圧症の治療薬である

し生じた肺高血圧症と難治性の右心不全，低酸素血症で

ベラプロストやエポプロステノロールの CTEPH におけ

ある．したがって，器質化血栓を外科的に摘除する治療

る有効性に関する検討が行われている．またボセンタン

法（肺動脈血栓内膜摘除術）が本症に対する唯一の根治

やシルデナフィルでは，非盲検試験やプラセボ対照比較

療法である．しかし，肺動脈血栓内膜摘除術の適応は中

試験の結果，肺血行動態・6 分間歩行距離，BNP などの

枢型 CTEPH にほぼ限定され，末梢型 CTEPH や比較的

評価項目で有意の改善が得られたとの報告が行われつつ

軽症で手術適応のない CTEPH，術後に肺高血圧が残存

あ る． ま た 種 々 の 治 療 薬 を 組 み 合 わ せ た combination

した CTEPH などが内科治療の対象となる．

therapy の可能性も提唱されている．ただしこれらの治

手術適応のない CTEPH 例の内科的治療では，本症の
原因とされる静脈血栓塞栓症に対しては抗凝固療法が，

療薬は，現時点で我が国では CTEPH に対する保険適用
は得られていない．

低酸素血症に対しては酸素吸入が，肺高血圧に対しては
肺血管拡張薬が，そして右心不全に対しては強心薬や利
尿薬の投与などが必要に応じて行われている．
①抗凝固療法
未治療 CTEPH の予後は肺血行動態重症度が高いほど
予後不良であるが，軽症例でも経過とともに肺血行動態
が悪化する症例があることが報告されている．この原因
は急性肺血栓塞栓症の再発の可能性や in situ での血栓形
成機序の関与も考えられている．したがって，CTEPH

1．抗凝固療法：Class Ⅱ a
2．酸素療法 / 在宅酸素療法：Class Ⅱ b
3．肺高血圧症に対する各種の血管拡張療法：Class Ⅱ b
4．右心不全に対する強心・利尿薬：Class Ⅱ b

②外科的治療
①側方開胸法による肺動脈血栓内膜摘除術

ではワルファリンによる終生の抗凝固療法が必要とされ

CTEPH に対する治療として肺動脈血栓内膜摘除術は

ている．ワルファリンの投与量は，急性肺血栓塞栓症に

ほぼ確立された術式といえる．側方開胸法は，標準術式

準じた投与量（INR 1.5 ～ 2.5）が行われる場合が多い．

とされる超低体温下間歇的循環停止法を用いた正中切開

②血栓溶解療法

法が行われるようになる以前に報告された術式である．

CTEPH では経過中に病状が急速に悪化し，D ダイマ

手術適応は正中切開法と同様であるが，現在は限られた

ーなどの凝固 - 線溶系分子マーカーが高値の場合には血

症例に考慮される術式と考えられる．

栓溶解療法で症状の軽快が得られる可能性が否定できな

①手

い．血栓溶解療法が有効な場合がある．
③低酸素血症
明らかなエビデンスは得られていないが，酸素療法に

術

第 4 ないしは第 5 肋間開胸で肺動脈に到達する．葉間
溝から剥離を進め，各区域動脈を露出し，末梢からの血
液の back flow をコントロールするために taping を行う．

より QOL の改善や予後改善効果が期待される．我が国

この際，肺実質を傷つけ出血を来たさないように十分注

では肺高血圧症例に対し在宅酸素療法（home oxygen

意しながら丁寧に剥離を進める必要がある．人工心肺は

therapy：HOT）の保険適用が得られており，CTEPH も

用いずに，ヘパリン投与後，左右いずれかの主肺動脈を

その対象疾患である．

遮断，肺動脈圧の推移を約 5 分間観察し，肺動脈圧が体

④右心不全対策

血圧を凌駕しないことを確認した後，葉動脈に切開を加

右心不全の顕在化が CTEPH の大きな予後規定因子で

え，血栓内膜摘除を始める．血栓内膜摘除の剥離面の同

ある．胸水や肝腫大・肝機能異常，血小板減少，下腿浮

定は正中切開法と同様であり，器質化血栓を把持しなが

腫などが出現した右心不全例に対しては，安静と水分摂

ら，各区域動脈へ向かって剥離を進め，鋳型状にちぎれ

取の制限，利尿薬・経口強心薬などによる一般的な心不

な い よ う に 引 き 抜 き， 摘 除 す る． 摘 除 後， 末 梢 側 の

全治療が行われ，重症例ではドパミン，ドブタミンなど

taping を解除し，血液の back flow を確認した後，葉動

のカテコラミン系薬剤やミルリノンなどの経静脈投与も

脈の切開線を直接あるいは自己心膜パッチを用いて閉鎖

必要となる．

する．

⑤血管拡張療法

②増田らの手術成績

CTEPH では Ca 拮抗薬や亜硝酸薬，ACE 阻害薬など
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1986 年以降，16 例に対し側方開胸法を用いた．手術
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は全例右側方開胸で肺動脈に到達した．なお重篤な不整

は Daily ら，Jamieson ら San Diego グループによって確

脈の出現や右心不全，低酸素血症で緊急に人工心肺が必

立された方法である．CTEPH は通常両側病変であり，

要になった例はなかった．後に 2 例に左開胸を追加し，

両側肺へ同時にアプローチできること，合併する他の心

二期的に手術を施行した．手術死は 2 例（12.5 ％）で，

病変にも対応可能なこと，開胸による肺出血の危険が少

死因は術後肺炎と術後肺水腫であった．術後生存例では

ないことなどにより，現在では CTEPH に対する標準術

平均肺動脈圧，心係数，肺血管抵抗はいずれも速やかに

式となっている．

改善したが，PaO2 は術後経過とともに徐々に改善し，6
か月後には有意に改善を示した．遠隔期死亡は 3 例で術

（1）本法による血栓内膜摘除術の要点

CTEPH では内膜摘除を伴わない血栓塞栓摘除術は全

後 4,220 日目，1,891 日目，1,173 日目にそれぞれ死亡した．

く有効ではない．このため PEA を行うに際して剥離面

うち突然死が 2 名，心不全死が 1 名でいずれも本症との

の決定が第一に重要となる．内弾性板と中膜の間が理想

関連を疑わせた．

的な剥離面である．第二に重要な点は器質化血栓は強固

③まとめ

でちぎれにくいので，血栓内膜を少しずつ剥離して引っ

CTEPH に対しては現在，一期的に両側肺動脈血栓内

張りながら末梢側に剥離を進めていき，区域動脈まで樹

膜摘除が可能な正中切開法が標準術式とされ，特に中枢

枝状に器質化血栓を内膜とともに摘除することである．

型病変に対しては，手術成績は良好である．したがって

第三に無血術野を得ることが重要である．このために

側方開胸法は，病変が片肺に優位で，しかも末梢型病変

Jamieson 剥離子は有用であるし，適宜間歇的に循環停止

であるような場合に考慮されるべき術式と考える．

を行う．1 回の循環停止時間は 15 分までとして，必要な
ら静脈酸素飽和度が 90 ％になるか，10 分間は必ず再灌

【勧告の程度】

流を行って再度循環停止とする．PEA の問題点として

1．側方開胸法による血栓内膜摘除術： Class Ⅱ b

は閉塞性病変が末梢性であって，正中到達法では手術的
に血栓内膜摘除が施行できない症例をどうするか，また

②超低体温法による肺動脈血栓内膜摘除術

壁在血栓が脆くて引っ張りながらの剥離ができない症例

①外科的適応

をどう対処するかにある．

CTEPH の 治 療 方 針 を 決 定 す る に は 肺 動 脈 造 影，

（2）血栓内膜摘除の手術手順

MSCT，肺血流シンチ，右心カテーテル検査などの所見

イ．術前準備：深部静脈血栓症を認める症例や明らか

が重要である．CTEPH に対する手術適応として，Daily

に既往のある症例では，術前に下大静脈フィルターを挿

らは肺血管抵抗 300dyne・sec・cm

－5

以上，肺動脈造影

入しておく．術中のモニターとして中枢温（咽頭温）・

で閉塞性病変を肺葉動脈まで認めること，Jamieson らは

動脈圧・パルスオキシメーター，経食道エコー，Swan-

（1）平均肺動脈圧 30mmHg 以上，肺血管抵抗 300dyne・

Gantz カテーテルを準備する．肺出血に備えた分離気管

以上，（2）血栓の中枢端が手術的に到達しう

内挿管と頭部を包む氷嚢を用意する．術中は回収式自己

sec・cm

－5

る部位にあること，
（3）重篤な合併症がないことなどを
挙げている．手術適応の決定には肺動脈の閉塞形態と臨

血輸血装置（セルセーバー）を使用する．
ロ．胸骨正中切開後，上行大動脈送血，上大静脈（直

床症状（NYHA Ⅲ度以上で非ショック例）が重要である．

接）と下大静脈（右房より）の 2 本脱血にて体外循環を

肺動脈の閉塞形態では，主肺動脈から葉間動脈，区域動

開始する．冷却を始めて心室細動となったら右上肺静脈

脈の中枢部に壁在血栓や内膜肥厚を認める中枢型がよい

から左房ベントを挿入する．

手術適応であり，閉塞が区域動脈末梢から亜区域動脈が

ハ．冷却中に上大静脈を右房から無名静脈まで全周性

中心の末梢型では有効に手術が行えない症例があり，適

に剥離する．左右の肺動脈前面を右は右上肺静脈下まで，

応を慎重に選択する必要がある．

左は心膜翻転部まで剥離する．

②手術術式
急性肺血栓塞栓症と異なり，CTEPH で見られる血栓

ニ．右肺動脈の PEA：上大静脈と上行大動脈の間に
開創器をかけ，右肺動脈の前面中央を上行大動脈の下よ

は淡白色を呈していて，器質化した血栓が肺動脈壁に固

り右上肺静脈下まで切開する．後壁で剥離層を見つけて

く付着しているので，手術ではこの器質化血栓を肺動脈

PEA を開始するが，主肺動脈に血栓を認める症例では

内膜とともに摘除する必要がある．胸骨正中切開，超低

切開部で剥離層が同定できる．中枢温が 18 ℃で間歇的

体温間歇的循環停止法による両側肺の血栓内膜摘除術

循環停止として，Jamieson 剥離子を用いて区域動脈に向

pulmonary endarterectomy（PEA）が行われるが，これ

かい PEA を続行する．終了後，右肺動脈はモノフィラ
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メント糸を用いて二重に縫合閉鎖する．
ホ．左肺動脈の PEA：心ネットで右側下方に心臓を
引き，左肺動脈を肺動脈幹より心膜翻転部まで切開する．

は肺血行動態と肺ガス交換能で著明な改善が得られ，ま
た手術成績も良好となった．しかし，末梢型に対しては
慎重に手術適応を選択する必要がある．

同様に剥離層を決定して間歇的循環停止下に PEA を区
域動脈に向けて行う．
終了後左肺動脈壁を縫合閉鎖する．
ヘ．心房中隔欠損は閉鎖する．冠動脈バイパス術や弁
膜症の手術を要する場合には，復温中に施行する．三尖
弁逆流は肺動脈圧が低下すれば軽減するので，原則とし
て放置する．
ト．復温が完了してから人工心肺の離脱を試みる．平
均肺動脈圧が 30mmHg 以下に低下していると順調に離

【勧告の程度】

1．中枢型に対する超低体温循環停止法による肺動脈血
栓内膜摘除術：Class Ⅰ

2．末梢型に対する超低体温循環停止法による肺動脈血
栓内膜摘除術：Class Ⅱ a

3

深部静脈血栓症

1

診断

脱可能であるが，肺動脈圧が体血圧と等圧となったり，
気道出血を多量に認める症例では，PCPS を装着してか
ら体外循環を終了してプロタミンを投与する．
チ．術後数週して心嚢液貯留による心タンポナーデを
合併することがあるため，予防のために左側心膜を大き
く切徐して開窓して，左胸腔内にもドレーンを挿入する．
（3）術後管理

①基本的アプローチ
深部静脈血栓症では，常に肺血栓塞栓症を念頭におき，
診断・治療を選択する（図 1，2）．急性期の診断では，

PCPS を装着して ICU に帰室した症例では，2 ～ 3 日

血栓の判定，病型の判定，塞栓源の判定，重症度の判定

時間をかけて PCPS の離脱を試みる．術後の再灌流障害

を行い，適切な治療法を選択する．急性期における診断

による肺浮腫や気管内出血は最も注意すべき合併症であ

のアルゴリズムを示す（図 3）．問診の症状や危険因子

る．呼吸不全が遷延化したら長期に PEEP をかけながら

とともに，診察の所見から急性期を疑診断する．急性期

人工呼吸管理を慎重に行う．気道出血やドレーンからの

の疑いが強い場合には，迅速に確定診断できる画像検査

出血が心配なくなったらヘパリンを開始し，ワルファリ

を選択する．四肢では，非侵襲的な静脈エコーが第一選

ンの経口投与に変更していく．肺高血圧が持続する症例

択である．腹部や胸部では，低侵襲的な造影 CT，とき

では血管拡張薬（PGE1，PGI2 など）と，カテコラミン

には MRV を選択する．これらで確定診断できない場合

投与により長期にわたる右心不全管理を要する．

には，侵襲的な静脈造影を選択する．一方，選別診断に

③外科治療の成績

は定量検査を選択できる．急性期の疑いが低い場合には

CTEPH に対する超低体温循環停止下の PEA の手術成

D ダイマーを選択する．D ダイマーの異常値では，確定

績 は，Daily ら は 11.7 ％（12/103），12.6 ％（16/127），

診断のため画像検査を追加する．D ダイマーの正常値で

Jamieson ら は 8.7 ％（13/150），5.1 ％，Tscholl ら は 10.1

は，急性期を除外できるが，慢性期を除外できないこと

％（7/69），Thistlethwaite ら は 6 ％（66/1,100），4.7 ％
（52/1,100），Bonderman らは 5％，Ogino らは 8.0％（7/88），

に留意する．血栓症を否定するには画像検査を追加する．
治療を開始する前に，病因検査を行う．

安藤らの待機手術 84 例では 7 例（8.3 ％）の手術死亡で
あった．各施設とも最近になって手術成績の向上が得ら
れている．

CTEPH に対する内科的治療の遠隔成績は良好ではな

図3
疑

深部静脈血栓症の診断のアルゴリズム
診断

問診診察 （危険因子，症状，所見）

いが，PEA 後では呼吸循環動態は改善して良好な遠隔
予後が期待できる．術後 6 年の生存率 75％，5 年の生存
率 86 ％などの報告がある．術後に肺高血圧が残存した

選別診断

定量検査 （D ダイマー：低侵襲）

確定診断

画像検査 （静脈エコー：非侵襲）
（造影 CT・MRV：低侵襲）
（静脈造影：侵襲）

病因診断

病因検査 （血栓傾向，自己抗体）

症例では遠隔期の成績は不良となる．
④まとめ

CTEPH は内科的治療に抵抗性であり，閉塞形態が中
枢型に対しては PEA が非常に有効である．最近積極的
に施行されるようになった超低体温循環停止下の PEA
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②問診

中枢端を決定して，塞栓源の安定性を評価する．静脈の
非圧縮，血栓輝度，血流欠損などの所見から，総合的に

問診では，急性期の症候だけでなく，肺血栓塞栓症や

病期を判定する（表 8）．急性期の信頼性は高いが，慢

動脈塞栓症の症候にも留意する．現病歴では，四肢の腫

性期には限界がある．造影 CT では，静脈充填欠損の所

脹，疼痛，あるいは色調変化から，急性期を疑診断する．

見から診断する．一方，MRV では，血栓像の所見から

腫脹は，片側性では中枢型を疑う．疼痛は，下肢の場合，

診断できるが，造影ＣＴより信頼性が乏しい．静脈造影

大腿部痛では中枢型を，下腿部痛では中枢型や末梢型を

では，静脈充填欠損や血栓輪郭造影の所見から確実な診

疑う．色調変化は，大腿部や下腿部の赤紫色では中枢型

断ができ，また除外診断も可能である．

を疑う．末梢型では，無症候性が多く呼吸困難や胸痛か

③病因検査

らも疑診断する．危険因子は，発生頻度の高いものを確
認する（表 3）．

③診察

病因検査は，深部静脈血栓症の血栓傾向に関する血液
検査であり，血栓性素因や自己抗体がある．また，凝固
線溶マーカーは，治療選択や再発予防に有用である．先
天性では，プロテインＳ欠乏症，プロテインＣ欠乏症，

診察では，急性期を疑診断するため，視診により，四

アンチトロンビン欠乏症を検索する．後天性では，凝固

肢の色調変化や腫脹を確認するとともに，触診により，

抑制因子の低下や組織因子の上昇を検索する．自己抗体

深部静脈や筋群の性状を判定する．色調変化や腫脹は，

としては，抗リン脂質抗体を測定する．

中枢型を疑う．下肢では，鼠径部の血栓化静脈の触知は
中枢型の直接的所見である．下腿筋の硬化は中枢型の間

【勧告の程度】

接的所見で，下腿筋の圧痛は中枢型や末梢型の直接的所

1．D ダイマー：Class Ⅱ a

見である．色調変化・腫脹とともに，下腿筋に硬化や圧

2．静脈エコー：Class Ⅰ

痛があれば，中枢型を強く疑う．色調変化・腫脹ととも

3．MRV：Class Ⅱ a

に，下腿部に皮膚壊死があれば，重症の中枢型を強く疑

4．造影 CT：Class Ⅰ

い，動脈ドプラにより下腿動脈の血流状態を判定する．

5．静脈造影：Class Ⅰ

慢性期の再発では，慢性期の所見に急性期の所見が混在
する．

図4

④検査

第一段階

血栓存在：有・無

第二段階

血栓性状：病期（急性期・慢性期）

第三段階

血栓範囲：病型（腸骨型，大腿型，下腿型）

第四段階

血栓中枢端：塞栓源（安定・不安定）

①定量検査
定量検査は，深部静脈血栓症を血液や血流などの数量
的な指標で選別診断する検査法である．血液検査では，
スクリーニングのため，D ダイマーが最も広く普及して
いる．一方，血流検査には，血管内血流を測定する超音
波検査と下肢血流を測定する脈波計がある．超音波検査

静脈エコーによる下肢深部静脈血栓症の診断

では，連続波ドプラ法は動脈灌流障害を判定する．カラ
ードプラ法やパルスドプラ法は，閉塞や血流再開を判定
する．脈波計では，空気式は下肢静脈機能の標準的検査
として普及している．
②画像検査
画像検査は，深部静脈血栓症を形態的に確定診断する
検査法であり，超音波検査，造影 CT や MRV，静脈造影
がある．超音波検査では，静脈エコーを使用する（図 4）．
下肢静脈では，第一段階として，検索部位で血栓の存在
を判定する．血栓がある場合，第二段階として，血栓性
状から病期を判定する．急性期の場合，第三段階として，
血栓範囲から病型を決定する．第四段階として，病型の

表8

静脈エコーによる急性期と慢性期の診断

判定指標
狭窄度（圧縮性）
拡大度
血栓 浮遊
退縮
硬度
表面
輝度
内容
血流 欠損
疎通（血栓内）
側副（分枝内）

静脈

急性期
閉塞（非圧縮）
拡大
移動
無・中等度
軟
平滑
低・中
均一
全
無
無

慢性期
狭窄（部分圧縮）
縮小
固定
高度
硬
不整
高・中
不均一
部分
有
有
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2

治療

①はじめに（現状の考え方）

限り治療する（Class Ⅱ a）．全身的血栓溶解療法は深部
静脈血栓症の再発や血栓後遺症の頻度を減少する（Class
Ⅱ a）．ウロキナーゼは，初回 1 日量 6 ～ 24 万単位を点滴
静注し，以後漸減し 7 日間投与する（Class Ⅱ a）．

深部静脈に形成された血栓が成長するかどうかは，外
的要因以外に内因性あるいは外因性凝固系と凝固制御
系，および血栓自体が有する線溶系のバランスにより決
定される．したがって，血栓症の効果的な治療を目指す
上で，妊娠・分娩，外科手術などの静脈の機械的圧迫，
癌などの組織因子による凝固系機構のみでなく，プロテ

【勧告の程度】

1．急性深部静脈血栓症治療におけるヘパリンとワルフ
ァリンの併用：Class Ⅰ

2．急性深部静脈血栓症治療におけるヘパリンコントロ
ールの目標 APTT 値 1.5 ～ 2.5 倍延長：Class Ⅰ

イン C/S，アンチトロンビンなどの制御系蛋白質の異常

3．急性深部静脈血栓症治療におけるワルファリンコン

や欠乏状態を把握することが重要である（Class Ⅰ）．最

トロールの目標 PT-INR 値 2.0（1.5 ～ 2.5）
：Class Ⅱ b

も理想的な治療法は，肺血栓塞栓症の合併を防ぎ，速や

4．急性深部静脈血栓症治療における全身的血栓溶解療

かに静脈血栓を除去ないし溶解させ，再発を防ぐことに
より，静脈の開存性を確保して静脈弁機能を温存できる
方法である．臨床的重症度，自然経過を十分考慮して薬
物療法，カテーテル治療，外科的血栓摘除などを選択し
て治療することが重要である（Class Ⅱ a）．

②薬物治療

法：Class Ⅱ a

③理学治療（運動・圧迫）
DVT 急性期には，臨床的重症度や自然経過を十分考
慮して薬物療法，カテーテル治療，外科的血栓摘除など
の治療を選択する．外科的血栓摘除術を施行した場合は，
術後の理学療法として，弾性ストッキングを着用して早

深部静脈血栓症の抗凝固療法はヘパリンとワルファリ

期に歩行する．運動療法，圧迫療法により腫脹や疼痛が

ンの組合わせが必須である（Class Ⅰ）．我が国で使用さ

早期に消退し，血栓後遺症（血栓後症候群）の発生頻度

れているヘパリンは未分画ヘパリンであり，抗凝固作用

を有意に減少させることができる（Class Ⅰ）．

は各個人で大きく異なるので，APTT や血中濃度でモニ

DVT の急性期を過ぎてからの治療は，浮腫や痛みの

ターする．欧米では APTT 値の 1.5 ～ 2.5 倍延長が推奨さ

改善のみならず，血栓症の再発予防ならびに血栓後遺症

れており，我が国においてもこれに準じてコントロール

の発生や重症化を予防することを目的とする．

するのが適当であろう（Class Ⅰ）．初回 5,000 単位静注後，

弾性ストッキングの継続使用については，静脈機能の

10,000 から 15,000 単位を 24 時間で持続点滴し，APTT

改善の程度を考慮して，症例ごとに決定する．症状の強

値を測定して増減する．出血合併症が生じたら，ヘパリ

い症例や静脈機能の推移によっては圧迫圧の高いものに

ンを一時的，あるいは永久的に中止する．Ⅱ型ヘパリン

変更し，継続して使用することが望ましい．

起因性血小板減少症は，免疫反応により動脈血栓や深部
静脈血栓を伴う重篤な合併症であるので，本症を疑った
らヘパリンをすぐに中止する（Class Ⅰ）．欧米で広く使
われている低分子量ヘパリンは，我が国では深部静脈血
栓症治療の適用はないが，最近股関節・膝関節全置換術，
股関節骨折手術，腹部手術施行患者における静脈血栓塞
栓症の発生予防の適用が拡大された．
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【勧告の程度】

1．弾性ストッキング：Class Ⅰ

④カテーテル治療（血栓溶解・血栓吸引・ステント）
血栓溶解療法の効果は治療開始時期および血栓量に影
響されることが多く，成績向上のためにはできるだけ早

血栓症の患者にワルファリンを開始する場合は，ヘパ

期に治療を開始する必要がある．カテーテル血栓溶解療

リンと 5 日間重複して投与する．投与量はプロトロンビ

法（catheter-directed thrombolysis：CDT） の 開 始 は

ン時間国際標準比（PT-INR）が 1.5 から 2.5（目標 2.0）

DVT の急性期が好ましい．腸骨大腿静脈領域の血栓に

になるように調節する（Class Ⅱ b）．INR 4 以上では，

対する CDT において，少量ウロキナーゼ（24 万単位 / 日）

出血の合併症が増加する．リスクファクターのない初発

を用いるだけでは十分な血栓溶解を得ることは容易でな

例では，3 ～ 6 か月治療を継続し（Class Ⅱ a），再発例や

い．血栓除去用カテーテルを用いてまず血栓除去を可及

リスクファクターが持続する場合（癌，アンチトロンビ

的に行い，その後カテーテルを交換して CDT を行う方

ン欠乏症，抗リン脂質症候群など）はリスクが継続する

法も用いられている．また，カテーテル血栓吸引療法が

肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン

併用されることもある．CDT 後の残存狭窄に対しては，

を行い，コンパートメントを減圧して循環を改善する．

バルーンやステントによる血管内治療を併用することに

外科的血栓摘除は優れた短期，長期成績を示している

よりさらに成績向上につながるものと考えられる．

CDT 後の血栓の進展防止および再発防止のために抗

（Class Ⅱ a）が，我が国において施行される手術数は少
ない．

凝固療法を併用する．
【勧告の程度】

1．外科的血栓摘除：Class Ⅱ b

【勧告の程度】

1．カテーテル血栓溶解療法：Class Ⅱ b

4

2．カテーテル血栓吸引療法：Class Ⅱ b
3．静脈ステント：Class Ⅱ b

肺血栓塞栓症 / 深部静脈血栓
症（静脈血栓塞栓症）の予防

⑤外科的血栓摘除術
外科的血栓摘除は，健康な患者で重症血栓後遺症を予
防したり，有痛性青股腫で静脈性壊死を防止する場合に

1

静脈血栓塞栓症のリスクレベルの
評価法と対応する予防法

有用であり（Class Ⅱ a），カテーテルアクセス不能，血

予防の対象は主に入院患者とし，静脈血栓塞栓症の一

栓溶解不成功 / 不十分，あるいは抗凝固療法禁忌の場合

次予防を目的とした．リスクレベルは，低リスク，中リ

に適応となる．

スク，高リスク，最高リスクの 4 段階に分類した（表 9）．

全身麻酔下にフォガティー血栓摘除カテーテルで総 /
外腸骨静脈の血栓を摘出する．末梢側はミルキングやエ
スマルヒ駆血帯で順行性に摘出する．動静脈瘻を併設し
た方がよいとする意見もある．腸骨静脈圧迫はバルーン
拡張やステント留置する．外腸骨静脈の弁が保たれてい
ると逆流はなく，総腸骨静脈が閉塞していても内腸骨静

各々の手術や疾患のリスクレベルは，付加的な危険因子
（表 10）を加味して総合的に評価する．

2

静脈血栓塞栓症の予防方法

①早期歩行および積極的な運動

脈に血栓がなければ逆流はあるので，必ず術中静脈造影

静脈血栓塞栓症の予防の基本である．早期離床が困難

や血管内視鏡で残存血栓の有無を検索する．術後 5 日間

な患者では，下肢の挙上やマッサージ，自動的および他

ヘパリン投与し，ワルファリンを術翌日から 6 か月続け

動的な足関節運動を実施する．

る．術翌日から弾性ストッキングを着用して歩行し，動
静脈瘻を併設した場合は 6 週後に動静脈瘻を閉鎖する．

②弾性ストッキング

手術成績向上のために，発症が 7 日以上前の患者はでき

入院中は，術前術後を問わず，リスクが続く限り終日

るだけ手術しない．有痛性青股腫の場合は下腿筋膜切開

装着する．出血などの合併症がなく，簡易で，値段も比

表9

リスクの階層化と静脈血栓塞栓症の発生率，および推奨される予防法

低リスク
中リスク

下腿
DVT（％）
2
10 ～ 20

中枢型
DVT（％）
0.4
2～4

症候性
PE（％）
0.2
1～2

致死性
PE（％）
0.002
0.1 ～ 0.4

高リスク

20 ～ 40

4～8

2～4

0.4 ～ 1.0

最高リスク

40 ～ 80

10 ～ 20

4 ～ 10

0.2 ～ 5

リスクレベル

推奨される予防法
早期離床および積極的な運動
弾性ストッキング
あるいは間欠的空気圧迫法
間欠的空気圧迫法
あるいは抗凝固療法＊
（抗凝固療法＊と間欠的空気圧迫法の併用）
あるいは
（抗凝固療法＊と弾性ストッキングの併用）

＊整形外科手術および腹部手術施行患者では，エノキサパリン，フォンダパリヌクス，あるいは低用量未分画ヘパリンを使用 . その
他の患者では，低用量未分画ヘパリンを使用．最高リスクにおいては，必要ならば，用量調節未分画ヘパリン（単独），用量調節ワ
ルファリン（単独）を選択する．
エノキサパリン使用法：2,000 単位を 1 日 2 回皮下注，術後 24 時間経過後投与開始（参考：我が国では 15 日間以上投与した場合の有
効性・安全性は検討されていない）
．
フォンダパリヌクス使用法：2.5mg（腎機能低下例は 1.5mg）を 1 日 1 回皮下注，術後 24 時間経過後投与開始（参考：我が国では，
．
整形外科手術では 15 日間以上，腹部手術では 9 日間以上投与した場合の有効性・安全性は検討されていない）
DVT：deep vein thrombosis, PE：pulmonary embolism
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表 10

静脈血栓塞栓症の付加的な危険因子の強度

危険因子の強度
弱い

中等度

強い

危険因子
肥満
エストロゲン治療
下肢静脈瘤
高齢
長期臥床
うっ血性心不全
呼吸不全
悪性疾患
中心静脈カテーテル留置
癌化学療法
重症感染症
静脈血栓塞栓症の既往
血栓性素因
下肢麻痺
ギプスによる下肢固定

血栓性素因：アンチトロンビン欠乏症，プロテイン C 欠乏症，
プロテイン S 欠乏症，抗リン脂質抗体症候群など

⑦低分子量ヘパリンおよび Xa 阻害薬
作用に個人差が少なく 1 日 1 ～ 2 回の皮下投与で済み，
モニタリングが必要ないため簡便に使用可能である．ま
た，血小板減少や骨減少といった副作用の頻度も低い．
我が国では，低分子量ヘパリンとしてはエノキサパリン
が股関節全置換術後，膝関節全置換術後，股関節骨折手
術後，ならびに静脈血栓塞栓症の発現リスクの高い腹部
手術後での使用に保険適用されており，また，Xa 阻害
薬としてはフォンダパリヌクスが，静脈血栓塞栓症の発
現リスクの高い下肢整形外科手術後ならびに腹部手術後
での使用に保険適用されている．

3

各領域における予防法の選択

表 11 に主な領域における具体的なリスク分類を提示
較的安いという利点がある．

する．以下に各々の補足事項を付記する．

③間欠的空気圧迫法

①一般外科手術

高リスクで，特に出血の危険が高い場合に有用となる．

厳密な定義はないが，大手術とはすべての腹部手術あ

原則として，手術前あるいは手術中より装着を開始する．

るいはその他の 45 分以上要する手術を基本とし，麻酔

使用開始時に深部静脈血栓の存在を否定できない場合に

法，出血量，輸血量，手術時間などを参考として総合的

は，十分なインフォームド・コンセントを取得して使用

に評価する．抗凝固療法の開始時期は，個々の症例の状

し，肺血栓塞栓症の発生に注意を払う．安静臥床中は終

況により裁量の範囲が広い．手術前日の夕方，手術開始

日装着し，離床してからも十分な歩行が可能となるまで

後，あるいは手術終了後から開始する場合があるが，静

は臥床時の装着を続ける．

脈血栓塞栓症のリスクと出血のリスクを勘案して決定す

④低用量未分画ヘパリン
8 時間もしくは 12 時間ごとに未分画ヘパリン 5,000 単

る．

②泌尿器科手術

位を皮下注射する方法である．少なくとも十分な歩行が

経尿道的手術は低リスク，癌以外の疾患に対する骨盤

可能となるまで続ける．血栓形成の危険性が継続し長期

手術は中リスク，前立腺全摘術や膀胱全摘術は高リスク

予防が必要な場合には，ワルファリンに切り替えること

とみなす．腎手術などの腹部泌尿器科手術では，骨盤泌

を考慮する．出血のリスクを十分評価して使用する．特

尿器科手術に準じた予防法を選択する．厳密な定義はな

に，脊椎麻酔や硬膜外麻酔の前後は十分注意して使用し，

いが，大手術とは経尿道的手術を含めて一般外科手術と

抗凝固療法の減量も考慮する．

同様に考える．

⑤用量調節未分画ヘパリン

③婦人科手術

APTT を正常値上限に調節してより効果を確実にする

良性疾患手術（開腹，経膣，腹腔鏡），悪性疾患でも

方法である．煩雑な方法ではあるが，最高リスクでは単

良性疾患に準じる手術，ホルモン療法中患者は中リスク，

独使用でも効果がある．

骨盤内悪性腫瘍根治術は高リスクとみなす．

⑥用量調節ワルファリン

④産科領域

ワルファリンを内服し，PT-INR が目標値となるよう

合併症その他で長期にわたり安静臥床する妊婦に対し

に調節する方法である．我が国では PT-INR 1.5 ～ 2.5 で

ては，ベッド上での下肢の運動を積極的に勧めるが，運

のコントロールを推奨する．

動を制限せざるを得ない場合は弾性ストッキング着用あ
るいは間欠的空気圧迫法を行う．長期安静臥床後に帝王
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表 11
リスクレベル 一般外科 ･ 泌尿器科 ･ 婦人科手術
60 歳未満の非大手術
低リスク
40 歳未満の大手術
60 歳以上，あるいは危険因子
のある非大手術
40 歳以上，あるいは危険因子
がある大手術
中リスク

高リスク

最高リスク

各領域の静脈血栓塞栓症のリスクの階層化
整形外科手術
上肢の手術

産科領域
正常分娩

腸骨からの採骨や下肢からの神経や皮膚の採取 帝王切開術（高リスク以外）
を伴う上肢手術
脊椎手術

脊椎・脊髄損傷
下肢手術
大腿骨遠位部以下の単独外傷
40 歳以上の癌の大手術
人工股関節置換術・人工膝関節置換術・股関節
骨折手術（大腿骨骨幹部を含む）
骨盤骨切り術（キアリ骨盤骨切り術や寛骨臼回
転骨切り術など）
下肢手術に VTE の付加的な危険因子が合併する
場合
下肢悪性腫瘍手術
重度外傷（多発外傷）
・骨盤骨折
静脈血栓塞栓症の既往あるいは 「高リスク」の手術を受ける患者に静脈血栓塞栓
血栓性素因のある大手術
症の既往あるいは血栓性素因の存在がある場合

高齢肥満妊婦の帝王切開術
静脈血栓塞栓症の既往あるいは
血栓性素因の経膣分娩

静脈血栓塞栓症の既往あるいは
血栓性素因の帝王切開術

総合的なリスクレベルは，予防の対象となる処置や疾患のリスクに，付加的な危険因子を加味して決定される．例えば，強い付加
的な危険因子を持つ場合にはリスクレベルを 1 段階上げるべきであり，弱い付加的な危険因子の場合でも複数個重なればリスクレベ
ルを上げることを考慮する．
リスクを高める付加的な危険因子：血栓性素因，静脈血栓塞栓症の既往，悪性疾患，癌化学療法，重症感染症，中心静脈カテーテ
ル留置，長期臥床，下肢麻痺，下肢キプス固定，ホルモン療法，肥満，静脈瘤など．（血栓性素因：主にアンチトロンビン欠乏症，
プロテイン C 欠乏症，プロテイン S 欠乏症，抗リン脂質抗体症候群を示す）
大手術の厳密な定義はないが，すべての腹部手術あるいはその他の 45 分以上要する手術を大手術の基本とし，麻酔法，出血量，輸
血量，手術時間などを参考として総合的に評価する．

切開を行う場合には，術前に静脈血栓塞栓症のスクリー
ニングを考慮する．静脈血栓塞栓症の既往および血栓性
素因を有する妊婦に対しては，妊娠初期からの予防的薬
物療法が望ましい．

⑤整形外科手術

なってから開始する．

⑦内科領域
出血性脳血管障害患者などの抗凝固療法禁忌例に対し
ては理学的予防法を選択する．心筋梗塞，呼吸不全，重
症感染症患者，炎症性腸疾患は中リスクとみなし，脳卒

理学的予防法施行が困難である下腿骨折は，早期手術

中で麻痺を有する場合やうっ血性心不全患者は高リスク

ができなかった場合に抗凝固療法を施行してもよい．大

とみなす．また，内科集中治療症例では危険因子が重複

腿骨遠位部以下の単独外傷では，報告されている発生率

することが多く，リスクの程度に応じた静脈血栓塞栓症

からは中リスクと判断される．股関節骨折は受傷直後よ

の予防を徹底する．

り深部静脈血栓症が発生する可能性があり，早期手術早
期離床が重要である．脊椎手術ならびに脊椎・脊髄損傷
における抗凝固療法は出血リスクのため適応の是非は不
明である．重度外傷と骨盤骨折では安全で効果的な予防
法を指摘できない．

⑥脳神経外科手術
脳腫瘍以外の開頭術は中リスク，脳腫瘍の開頭術は高
リスクとみなす．大量のステロイドを併用する場合には，

【勧告の程度】

1．低リスクにおける早期離床および積極的な運動：
Class Ⅰ
2．中リスクにおける弾性ストッキング：Class Ⅰ
3．中リスクにおける間欠的空気圧迫法：Class Ⅱ a
4．高リスクにおける間欠的空気圧迫法および抗凝固療
法：Class Ⅱ a

5．最高リスクにおける抗凝固療法と間欠的空気圧迫法

さらにリスクが高くなるものと考える．抗凝固療法によ

の併用および抗凝固療法と弾性ストッキングの併用：

る予防は，手術後に出血性合併症の危険がなるべく低く

Class Ⅱ a
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