
　池脇　高齢者が血栓性の静脈炎を起
こした後、ワーファリン等の抗凝固薬
をどのくらい使ったらいいのかという
ことです。まず確認したいのですけれ
ども、深部静脈血栓症は、血栓性静脈
炎とほぼ同じと考えてよいのでしょう
か。
　増田　血栓性静脈炎というのは、基
本的に、体の表面に近い静脈に起こっ
た静脈炎で、比較的深い静脈に起きる
深部静脈血栓症と、使い分けています。
　池脇　解剖学的にやや場所が違う。
そうすると、表在の静脈に起きた炎症
を伴う血栓の場合、基本的に肺に飛ぶ
という心配はあまりないのですか。
　増田　ほとんどないと考えています。
　池脇　質問は血栓性静脈炎でという

ことですけれども、基本的にはワーフ
ァリン等の抗凝固薬は使わないと考え
てよいでしょうか。
　増田　表在性の血栓性静脈炎の場合
は、一般的に抗凝固薬ないしは抗血小
板薬は用いないのが原則で、深部の場
合は抗凝固薬を使うということだと思
います。
　池脇　心房細動で抗凝固薬を使うの
は、脳塞栓を予防するためで、足の血
栓性静脈炎の場合は、何といっても肺
塞栓が非常に危険なので、それを予防
するための抗凝固薬だとすると、表在
の血栓性の静脈炎の場合は適応はあま
りないということですか。
　増田　そう考えています。
　池脇　それでは、深部静脈血栓症

（DVT）に置き換えて、先生に答えて
いただきたいと思います。まず高齢者
のDVTですが、何らかの誘因を持つ
方が多いのでしょうか。
　増田　高齢者の場合は、長期に寝て
いるとか、この間の地震でも話題にな
りましたけれども、狭いところにずっ
といるなどが一般的な誘因として挙げ
られます。それ以外には、悪性腫瘍を
持っている、膠原病などを持っている
場合が誘因として挙げられると思いま
す。
　池脇　悪性腫瘍などの基礎疾患があ
る場合と、血栓が起きやすいような状
況にさらされている場合に、なりやす
いということですね。
　増田　そう思います。あとは、高齢
者に限らないで言うと、先天性ないし
は後天性に血液の凝固異常を持たれて
いる方だと思います。さらに、手術と
か、女性の場合は経口避妊薬の服用も
あるかと思います。
　池脇　何らかの原因が永続的に続く
ような背景がある、あるいは一時的な
原因がある場合ということですが、全
くそういう背景がなくてDVTを発症
する高齢者も案外多いように思うので
すけれども、いかがですか。
　増田　我々もそれほど多く症例を持
っているわけではないのですけれども、
下肢の静脈エコーでスクリーニングし
てみると、それなりに、特に下腿の静
脈中心に明らかに血栓を認める所見を

持った方は少なからずいます。
　池脇　どこまで治療していくのかに
関しては、がんや膠原病があれば、そ
の基礎疾患に対しての治療がなされな
いかぎり続くのですか。
　増田　はい。
　池脇　質問は、そういったものがな
い場合にいつまで続けたらいいかとい
うことですが、確かにこういう症例は
多い気がするのですけれども、私自身
は教科書的には半年ぐらいというのを
信じてやってきています。先生の施設
ではどういうことで治療中止の目安を
決められているのでしょうか。
　増田　一つは、患者さんの年齢にも
よるのですけれども、高齢者の場合は、
これから先の生活のクオリティを考え
て治療方針を決めることが多いです。
ワーファリンを服用すると、どうして
も食事等でかなり制限があったり、定
期的に検査を受けなければいけないデ
メリットもあります。また、高齢にな
ってくると、薬ののみ忘れとか、服用
のうえで問題がいろいろ出ますので、
そういうことを勘案して続けるかどう
かを決めます。だいたい我々のところ
は１年を目安に中止、休薬にしてしま
うことが多いです。
　池脇　すべての患者さんで同じよう
な対応というのは、なかなか難しいと
思いますが、画像で追っていくような
ことは行っているのですか。
　増田　下肢の静脈エコーを定期的に

高齢者の抗凝固薬治療

国立病院機構千葉医療センター院長
増　田　政　久

（聞き手　池脇克則）

　高齢者で血栓性静脈炎を起こした後、ワーファリン等の抗凝固薬はどれくら
いの期間服用するのが望ましいのかご教示ください。文献では３年間で継続す
るか否かを判断すると記載されていますが、なかなか中止するのは難しい場合
が多いです。
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３カ月に一度のようなかたちで行って
います。状況が変わらなければ、所見
で見える血栓がかなり古く、消失する
可能性が非常に少ないような血栓であ
れば、その場合は休薬するようにして
います。
　池脇　止めるためには血栓をなくさ
なければと思っていたのですが、治療
でも消えないような陳旧性の血栓は、
むしろ治療するメリットはないという
ことですか。
　増田　むしろワーファリンのデメリ
ットのほうが大きくなってしまうかも
しれません。
　池脇　逆に、放っておいても大丈夫
なぐらいに血管壁にかっちりとくっつ
いているということでしょうか。
　増田　基本的には、塞栓にならない
ぐらい強固にくっついている所見が静
脈エコーで２回ぐらい変わらなければ、
休薬してしまいます。
　池脇　中止の目安が１年で画像等も
含めて判断するということですね。す
べての症例で中止はできませんし、場
合によっては経過中に肺塞栓を合併す
る場合もあると思います。その場合は
肺塞栓症に対する治療も考えないとい
けないですね。
　増田　はい。
　池脇　先生は専門的な治療をされて
いるとお聞きしたのですけれども、ど
ういう状況なのでしょう。
　増田　下肢の深部静脈血栓症から肺

塞栓まで合わせて、我々はすべて静脈
血栓塞栓症という言葉で呼んでいるの
です。それも、肺塞栓に関しては急性
の場合、また急性から続いて肺高血圧
症を起こし慢性に移行していくような
場合は、治療方針が大きく違いますの
で、そこは心臓のエコーや血液ガスの
分析でフォローしていくかたちだと思
います。
　池脇　急性の場合と、慢性化して肺
高血圧症まで合併してしまった場合、
それぞれどういう治療をされているの
でしょう。
　増田　急性の場合、基本的には内科
治療で、ヘパリンを中心にした抗凝固
療法と線溶療法が主体になっていきま
す。いろいろな文献によって数字が違
うのですけれども、急性のうちの0.5％
とか１％とかが、慢性に移行していく
といわれています。慢性に関しては抗
凝固療法とか線溶療法は効きませんの
で、新たな血栓をつくらないための抗
凝固療法、肺高血圧症治療薬が用いら
れます。あとは、ある程度平均肺動脈
圧が高い場合は、積極的に血栓内膜摘
除術という手術を行っています。
　池脇　塞栓がある部位を内膜ととも
に除去するのですね。
　増田　そうです。
　池脇　それ以外の方法はないのでし
ょうか。
　増田　最近、BPA（Balloon pulmo-
nary angioplasty）が日本で爆発的に

行われるようになってきたのですけれ
ども、遠隔に関してはまだ十分な結果
が出ていないかと思います。
　池脇　大きく２つの方法があるけれ

ども、まだ一長一短があるという感じ
でしょうか。
　増田　そうですね。
　池脇　ありがとうございました。
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