
しまうのです。これは乾性咳嗽に入り
ますから、あまり無理してむきになっ
て咳をするなと。「咳をいなしなさい」
と私はよく冗談半分でいうのですけれ
ども、そういう説明とかサポートをす
ることで随分楽になって、それだけで
解決した人もいます。ですから、疾患
と生活指導と両輪でいくといいかと思

っています。
　池脇　まじめに咳をされている方が
いらっしゃるので、もう少し力を抜い
てという指導で楽になる方がいらっし
ゃるのですね。
　滝澤　そうですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

東邦大学医療センター佐倉病院循環器内科講師
清　水　一　寛

（聞き手　池脇克則）

　肺塞栓や深部静脈血栓症でワルファリンを服用することがありますが、ワル
ファリンを使用することで血栓は消失するのでしょうか。どのような効果をも
たらすのかご教示ください。また、末梢にある血栓が治療により縮小すること
で動きやすくなって中枢側に移動して新たな塞栓を生じることはないのでしょ
うか。

＜大阪府開業医＞

ワルファリンによる血栓治療

　池脇　肺塞栓や深部静脈血栓症
（DVT）に対する抗凝固治療、特にワ
ルファリンという言葉が出ていますけ
れども、最近は新規抗凝固薬、いわゆ
るNOACも登場しました。質問は、ワ
ルファリンということでいただいてい
ますが、治療に際してワルファリンか、
NOACかで治療方針が変わることはな
いと考えてよいですか。
　清水　ワルファリンは非常に歴史の
ある薬で、50年以上の歴史のなかで、
豊富なエビデンスを有しています。ワ
ルファリンの特徴としては、治療域の
抗血栓療法のレベルを維持しさえすれ
ば、非常に効果が期待できることです。
しかし、薬、食べ物といった影響を受

けやすく、そのコントロールがなかな
か困難なため、これまで敬遠されてき
ました。専門医が適切にコントロール
したワルファリンの治療成績はよく、
新しく出てきた新規の抗凝固薬のすべ
てがそうなのですけれども、ワルファ
リンの効果に負けないところが大規模
試験の目的となっています。
　池脇　ワルファリンはいい薬だけれ
ども、きちんと治療域まで調整してい
くのがなかなか一般の先生方には大変
というなかで、NOACの登場によって
抗凝固薬の治療背景が変わりつつある
ということですね。今回はワルファリ
ンで質問をいただいていますが、ワル
ファリンを適正に使って治療すれば、
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ートナーとしてはヘパリンなどの注射
薬があります。そういったほかの薬の
力を借りながら治療域の抗血栓療法を
行うことで、血の塊、血栓は非常に早
く溶けていきます。急性肺血栓塞栓症
の方の場合、多くは１週間ぐらいの入
院で帰られることが多いと思うのです
が、退院の前にCT検査をしますと、血
栓が非常に小さくなっていることがよ
くわかるかと思います。
　池脇　おそらく血栓のサイズが小さ
くなることによって、患者さんのいろ
いろな臨床症状も改善する、そういう
意味での効果と理解していいかと思い
ます。
　最後の質問ですが、血栓が治療によ
って小さくなっていく過程で、そこか
ら剝がれて取れて、中枢側に肺塞栓を
起こすのではないかという心配、これ
はどうなのでしょうか。
　清水　血栓が飛んでも、それを処理
できるのは、人間の体が編み出した非
常に優れたシステムでして、頭に直接
行かずに、肺のほうでそれを処理する
という役割になっています。肺の血管
は非常に豊かで、その血管の30％以上
のダメージが出なければ症状は出ない
といわれています。ですから、大きな
血の塊が突然、肺のほうに来ますと、
いわゆる肺高血圧という状態で非常に
強い息切れが出るのですが、それが処
理できるほどの細かいものになって砕
けて流れていくのであれば、それは人

間の体が持つ処理のメカニズムであっ
て、むしろ好ましい状態になります。
ですから、抗血栓療法とは、人間の体
が持つ本来の処理のメカニズムを助け
ることが一つの役割であるかと思われ
ます。
　池脇　私もどちらかというと心配だ
と思っていたのですが、先生は治療に
反応して血栓が小さくなっていくよう
なものであれば、たとえ少々飛んでも
という言い方は乱暴かもしれませんけ
れども、肺で処理されるから、気にし
なくていいということですね。
　清水　そうですね。
　池脇　実際にサイズが変わっていく
中で、血管壁とのアタッチメントが不
安定になって飛びやすくなるというの
も事実なのでしょうか。
　清水　ふらふらしたものであれば、
そのまま剝がれて飛んでいくこともあ
りますし、血管壁にくっついているも
のであれば、そのまま自然に小さくな
っていって処理されてしまうこともあ
ります。氷なども水を上から流すとだ
んだん小さくなっていきますが、おそ
らくそういうことと同じようなことが
体の中で起きているのではないかと考
えています。
　池脇　それ以外に治療中に注意しな
いといけないことがありましたら、幾
つか挙げていただきたいのですが。
　清水　まず足にできてしまって症状
が出るDVTですが、人間の体の造り上、

血栓の消失は期待できるのでしょうか。
　清水　これは非常に効果的で、急に
溶けていくことはないのですけれども、
約３カ月の経過を見ると非常にきれい
に消えていきます。これは人間の体の
持つ線溶系といって、血栓を溶かす働
きと相まって消えていくと思われます。
　池脇　ただ、DVTでちょっと古い
血栓の場合は、きちんとワルファリン
を使ったとしてもなかなか消えない経
験を持っているのですが、やはりでき
るだけ早期に診断をして適正な治療を
するのが条件といってよいですか。
　清水　DVTの治療の目的というの
は、第１が肺血栓塞栓症を起こさない
こと、そして第２が再発を起こさせな
いことで、必ずしもすべての血栓を溶
かすことが目的ではないのです。
　溶けていく過程で、血管の壁にへば
りついている器質化血栓というものが
できてくるのですが、それは過度に恐
れる必要はないと考えています。初期
に適切な抗血栓療法を治療域で行うこ
とによって、多少壁在血栓というかた
ちで残ったものはあるにしても、全体
としての血栓量は非常に少なくなって
いることが、臨床の結果からよくわか
っています。
　池脇　確かにフォローアップの血管
エコーで血栓がなくなれば、患者さん
も、治療しているドクターも安心なの
ですが、ちょっと残っている。しかも
それは超音波では輝度が高い、どうも

固そうなもので、どこまで治療を続け
るのかという場合に、先生はどうされ
ているのでしょう。
　清水　どこまで治療すればいいかは
非常に長いこと議論のあるところで、
最近では軽症で３カ月、重症例では１
年で、６カ月を超えたときには、治療
による恩恵と治療に伴う抗血栓療法の
副作用のデメリットとのバランスを考
えていく、ということになっています。
治療を継続していけば、もちろん再発
はほぼ抑えられるのですけれども、出
血などの副作用が出てくる可能性があ
るので、ケース・バイ・ケースですが、
最近の場合では最低３カ月でいったん
考える。最近の大規模臨床試験での治
療の中央値は約６カ月ということが多
いので、そういったところで治療され
ているのが世界標準的なものではない
かと考えています。
　池脇　質問の内容に戻りますが、血
栓が消失するかどうかに対する先生の
お答えは、早期にきちんとした治療を
すれば十分消失は期待できますという
ことですね。さてワルファリン治療が
どのような効果をもたらすのか。これ
は例えば肺塞栓症であれば、呼吸困難
ですとか息切れとか、そういったもの
を軽減、あるいは消失できるというこ
とでよいのでしょうか。
　清水　肺血栓塞栓症の場合ですと、
ワルファリンは効くまでに５日ぐらい
時間を要しますので、急性期治療のパ
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ートナーとしてはヘパリンなどの注射
薬があります。そういったほかの薬の
力を借りながら治療域の抗血栓療法を
行うことで、血の塊、血栓は非常に早
く溶けていきます。急性肺血栓塞栓症
の方の場合、多くは１週間ぐらいの入
院で帰られることが多いと思うのです
が、退院の前にCT検査をしますと、血
栓が非常に小さくなっていることがよ
くわかるかと思います。
　池脇　おそらく血栓のサイズが小さ
くなることによって、患者さんのいろ
いろな臨床症状も改善する、そういう
意味での効果と理解していいかと思い
ます。
　最後の質問ですが、血栓が治療によ
って小さくなっていく過程で、そこか
ら剝がれて取れて、中枢側に肺塞栓を
起こすのではないかという心配、これ
はどうなのでしょうか。
　清水　血栓が飛んでも、それを処理
できるのは、人間の体が編み出した非
常に優れたシステムでして、頭に直接
行かずに、肺のほうでそれを処理する
という役割になっています。肺の血管
は非常に豊かで、その血管の30％以上
のダメージが出なければ症状は出ない
といわれています。ですから、大きな
血の塊が突然、肺のほうに来ますと、
いわゆる肺高血圧という状態で非常に
強い息切れが出るのですが、それが処
理できるほどの細かいものになって砕
けて流れていくのであれば、それは人

間の体が持つ処理のメカニズムであっ
て、むしろ好ましい状態になります。
ですから、抗血栓療法とは、人間の体
が持つ本来の処理のメカニズムを助け
ることが一つの役割であるかと思われ
ます。
　池脇　私もどちらかというと心配だ
と思っていたのですが、先生は治療に
反応して血栓が小さくなっていくよう
なものであれば、たとえ少々飛んでも
という言い方は乱暴かもしれませんけ
れども、肺で処理されるから、気にし
なくていいということですね。
　清水　そうですね。
　池脇　実際にサイズが変わっていく
中で、血管壁とのアタッチメントが不
安定になって飛びやすくなるというの
も事実なのでしょうか。
　清水　ふらふらしたものであれば、
そのまま剝がれて飛んでいくこともあ
りますし、血管壁にくっついているも
のであれば、そのまま自然に小さくな
っていって処理されてしまうこともあ
ります。氷なども水を上から流すとだ
んだん小さくなっていきますが、おそ
らくそういうことと同じようなことが
体の中で起きているのではないかと考
えています。
　池脇　それ以外に治療中に注意しな
いといけないことがありましたら、幾
つか挙げていただきたいのですが。
　清水　まず足にできてしまって症状
が出るDVTですが、人間の体の造り上、

血栓の消失は期待できるのでしょうか。
　清水　これは非常に効果的で、急に
溶けていくことはないのですけれども、
約３カ月の経過を見ると非常にきれい
に消えていきます。これは人間の体の
持つ線溶系といって、血栓を溶かす働
きと相まって消えていくと思われます。
　池脇　ただ、DVTでちょっと古い
血栓の場合は、きちんとワルファリン
を使ったとしてもなかなか消えない経
験を持っているのですが、やはりでき
るだけ早期に診断をして適正な治療を
するのが条件といってよいですか。
　清水　DVTの治療の目的というの
は、第１が肺血栓塞栓症を起こさない
こと、そして第２が再発を起こさせな
いことで、必ずしもすべての血栓を溶
かすことが目的ではないのです。
　溶けていく過程で、血管の壁にへば
りついている器質化血栓というものが
できてくるのですが、それは過度に恐
れる必要はないと考えています。初期
に適切な抗血栓療法を治療域で行うこ
とによって、多少壁在血栓というかた
ちで残ったものはあるにしても、全体
としての血栓量は非常に少なくなって
いることが、臨床の結果からよくわか
っています。
　池脇　確かにフォローアップの血管
エコーで血栓がなくなれば、患者さん
も、治療しているドクターも安心なの
ですが、ちょっと残っている。しかも
それは超音波では輝度が高い、どうも

固そうなもので、どこまで治療を続け
るのかという場合に、先生はどうされ
ているのでしょう。
　清水　どこまで治療すればいいかは
非常に長いこと議論のあるところで、
最近では軽症で３カ月、重症例では１
年で、６カ月を超えたときには、治療
による恩恵と治療に伴う抗血栓療法の
副作用のデメリットとのバランスを考
えていく、ということになっています。
治療を継続していけば、もちろん再発
はほぼ抑えられるのですけれども、出
血などの副作用が出てくる可能性があ
るので、ケース・バイ・ケースですが、
最近の場合では最低３カ月でいったん
考える。最近の大規模臨床試験での治
療の中央値は約６カ月ということが多
いので、そういったところで治療され
ているのが世界標準的なものではない
かと考えています。
　池脇　質問の内容に戻りますが、血
栓が消失するかどうかに対する先生の
お答えは、早期にきちんとした治療を
すれば十分消失は期待できますという
ことですね。さてワルファリン治療が
どのような効果をもたらすのか。これ
は例えば肺塞栓症であれば、呼吸困難
ですとか息切れとか、そういったもの
を軽減、あるいは消失できるというこ
とでよいのでしょうか。
　清水　肺血栓塞栓症の場合ですと、
ワルファリンは効くまでに５日ぐらい
時間を要しますので、急性期治療のパ
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左足のほうができやすいのです。それ
は、血管が圧迫を受けやすい構造にな
っているからです。太った方とか妊婦
さんとか、あとは手術後の方は、左に
できやすい傾向があります。そして、
血栓の量が多くて足がパンパンに腫れ
上がってしまった場合には、足を休め
てあげることが最も大事になります。
弾性ストッキングをはいたり、また長
時間の立ち仕事は避けたり、夜寝ると
きに腫れ上がった足を少し上げたり、
歩いていて足が重だるくなったら少し

休む。そういった配慮で急性期の症状
は随分よくなると思います。
　池脇　手術で入院された高齢者の方
で、術後、ADLが低下してDVTを発
症することがありますが、術後過度の
安静は必要ないように思うのですが、
どうでしょう。
　清水　最近では安静は不要となって
いて、抗凝固療法を行えばよいという
ことになっています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

金沢大学大学院医薬保健学総合研究科循環器病態内科学准教授
川　尻　剛　照

（聞き手　池脇克則）

　スタチン服用による筋肉痛、全身倦怠感といった副作用を軽減するために、
何かよい方法があればご教示ください。また、副作用が出にくいスタチンがあ
ればご教示ください。

＜大阪府開業医＞
……………………………………………………………………………………………
　免疫性壊死性ミオパチーについてご教示ください。
最近、抗高脂血症薬アトルバスタチンカルシウム錠に対して、上記の重大な副
作用が追加されました。

＜大阪府開業医＞

スタチンの副作用

　池脇　スタチン服用で筋肉痛、全身
倦怠感を訴える患者さんに、どのよう
に対処したらいいのか。確かに、私も
スタチンはよく使いますが、何らかの
不調、筋肉痛関係の不調を訴える方が
多いという印象はありますが、先生の
印象はどうでしょうか。
　川尻　おっしゃるとおりで、スタチ
ンの副作用の中で骨格筋障害は忘れて
はならない非常に重要なものです。し
かしながら、筋肉痛などの骨格筋症状
は誰しも覚えるものですので、我々医
師の側が「筋肉痛などの症状が出ませ

んか」とあまり執拗に問いかけると、
患者さんの側が少しナーバスになるこ
ともあるかもしれません。実際、スタ
チンの副作用に関するプラセボとのダ
ブルブラインドの試験では、プラセボ
をのんだ方でもなんと二十数％の方が
筋肉痛を訴えたということです。その
ことからもスタチンの内服いかんにか
かわらず、筋肉痛は起こり得るものだ
ということです。
　池脇　確かに患者さんは薬局でもら
った薬の副作用の一覧の中で一つでも
当てはまると、副作用だと思い込んで

ドクターサロン61巻８月号（7 . 2017） （569）  98 （568） ドクターサロン61巻８月号（7 . 2017）

1708本文.indd   8-9 17/07/19   13:01


	02-0002-2
	02-0003-1
	02-0003-2
	02-0004-1



