
聖路加国際病院心血管センター循環器内科副医長
中　村　浩　章

（聞き手　池脇克則）

　心エコーで心内血栓を同定したとき（本人は無症状）の対応についてご教示
ください。抗凝固療法を始めたうえで循環器科に紹介すべきでしょうか。それ
とも、内科的な抗凝固薬の使用もしくは外科的な摘出の判断も含めて、何もせ
ずに紹介すべきでしょうか。

＜埼玉県勤務医＞

心内血栓の治療と最新トピックス

　池脇　最近、新規抗凝固薬が出たの
で、血栓ですとか抗凝固療法の質問を
いただきますが、質問は心臓内の血栓
にどう対処したらいいかということで
す。まずは心臓の血栓の発生する部位
はどこが多いのですか。
　中村　左心房あるいは左心耳という
左心房の一部が突出した部分があるの
ですが、心房細動という不整脈が原因
でそこに血栓ができるというのが、一
番可能性として高いと思います。これ
は昨今、高齢社会で注目されるように
なっています。あとは、急性心筋梗塞
で先端のほうが動かなくなった特殊な
場合とか、肥大型心筋症、たこつぼ型
といってストレスが原因で起こってく
る心筋症がありますが、そういった心

臓の筋肉の障害によって左心室の先端
の部分の動きが悪くなり、そこに血栓
ができるという病態があると思います。
　池脇　今の先生のお話を聞きますと、
場所の違いはあるにしても、心房細動
や心筋梗塞で、壁の運動異常が起こっ
てスムーズな血液の流れが障害される
ことがきっかけで血栓ができる点では、
共通しているように思うのですが。
　中村　おっしゃるとおりだと思いま
す。血流が停滞することによって凝固
異常が起こって血栓ができる、という
理解でいいと思います。
　池脇　心房細動は、病気というより
も、加齢現象の一つといってもいいで
すし、心筋梗塞とその後の心不全も増
えています。血栓を起こすような病態

が増えていると考えてよいですか。
　中村　高齢社会に伴って、以前より
も増えてきていると思います。
　池脇　質問では血栓の部位は書いて
ありませんが、左房内血栓があったと
きに、これにどう対処するかですが、
何もせず循環器科に紹介すべきか、あ
るいは自身で治療するか、どうでしょ
うか。
　中村　一般的に新規抗凝固薬が出て
くる前、ワルファリンしかなかった時
代は、かなり一般医家の医師も対応さ
れていたと思うのです。いろいろ薬も
ありますし、あとは心房細動自体に対
する治療にもかかわってくるので、基
本的には抗凝固薬を始めたうえで紹介
していただくことが一番安全かと思い

ます。
　池脇　基本、専門医が治療するけれ
ども、その前に抗凝固治療を行ってお
いたほうがいいということですね。
　中村　そうですね。基本的には心内
血栓がある時点で、いつ脳梗塞を起こ
すかの予測ができないのが現状だと思
うので、難しいところもあると思いま
す。しかし、わかった段階で、今なら
直接抗凝固薬、DOAC（Direct Oral 
Anticoagulants）が比較的効果が早い
ので、それを早めにのませてすぐに総
合病院に送っていただくかたちでいい
と思います。
　池脇　診断のきっかけは心臓超音波
検査ですが、血栓なのか、血栓ではな
いのか、これもある程度見る必要があ

図１　心房細動治療（薬物）ガイドライン（2013年改訂版p22）

Gage BF, Waterman AD, Shannon W, et al. Validation of clinical classification schemes for 
predicting stroke : results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA 2001 ; 285 : 
2864-2870.

（Gage BF, et al. 2001より）
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りますね。
　中村　おっしゃるとおりです。この
質問だけではわからないのですが、一
般的な経胸壁の心エコーで血栓様のも
のがわかる場合は、それなりに大きな
ものだと思うので、特に心房中隔に多
い左房粘液腫、その鑑別等も必要にな
ってくると思います。ただ、左房粘液
腫でも、表面に血栓がついたりするこ
ともあるので、抗凝固薬を使うこと自

体は問題ないと思います。
　池脇　厳密な鑑別は紹介された循環
器科で行うということでよいでしょう
か。
　中村　はい、よいかと思います。
　池脇　違う画像診断で診断していく
ということでしょうか。
　中村　具体的には経食道エコーです。
その超音波の検査と、昨今だと画像と
してMRIとか、そういったところで調

べるかたちになってくると思います。
　池脇　それである程度血栓の大きさ
だとか、くっつき具合といったら変で
しょうか、そういったもので治療方針
を決定されると思うのですが、具体的
にはどういう状況なのでしょうか。
　中村　血栓に関しては基本的に抗凝
固療法を行うのですが、抗凝固療法を
行って、１～２週間ほど経過を見たう
えで、繰り返し経食道エコーで血栓を
確認するかたちになると思います。そ
の中で、なかなかサイズが変わらない
のであれば、先ほどお話しした左房粘
液腫の可能性も出てくると思います。
あと、血栓だけれどもなかなか改善し
ない場合は、外科的な治療が適応にな
ってくることもあるかと思います。
　池脇　とりあえず抗凝固薬で経過を
見てから、反応が悪いときには外科。
最初の段階で「ああ、これはもう内科
治療ではなくて外科だ」ということも
あるのでしょうか。
　中村　初めの話と前後するのですが、
左室内の場合は直接大動脈からすぐ頭
に飛んでしまいます。左室内血栓でエ
コーを見てかなり動いているというか、
可動性があったり、直近に塞栓症が疑
われるような場合は飛んでいる状況で
すので、左室内血栓の場合は比較的左
房内に比べると外科的な治療の判断を
早めにする必要があるかと思います。
　池脇　場所によって外科的なものの
適応が変わってくる。

　中村　そうですね。
　池脇　あるいは、例えば手術適応が
あるような僧帽弁等の狭窄症があって、
血栓がある場合、血栓除去と弁置換あ
るいは形成と一緒に、というようなケ
ースもありますか。
　中村　先ほどお話ししたように、血
栓がどれくらい改善するかで手術まで
のタイミングは変わってくると思うの
ですが、おっしゃるとおりです。弁膜
症がある程度血栓の原因になっている
場合は、それを含めて、手術で治すの
が確実かと思います。
　池脇　飛ばないで消えてくれれば一
番いいのですが、治療している過程で
はがれてしまって頭に飛ぶとか、心配
なのですが、どうなのでしょう。治療
していく過程で壁との結合が不安定に
なって、それがきっかけで塞栓症を起
こしてしまうこともあり得ますか。
　中村　あり得ますね。その辺の判断
は、その都度で対応するかたちになっ
てくると思うので、なかなか判断が難
しいと思います。
　池脇　治療をしないわけにいきませ
んし、おそらくエコーの所見で比較的
新しい血栓なのか、そうではないのか
も勘案しながらですね。
　中村　繰り返しになるのですが、画
像所見で浮遊度というか、ある程度モ
ビリティがある感じだと飛びやすいと
思うので、その辺の評価を毎日、画像
を見て判断する必要があると思います。

図２　心房細動治療（薬物）ガイドライン（2013年改訂版p21）

心房細動における抗血栓療法
同等レベルの適応がある場合、新規経口抗凝固薬がワルファリンよりも望ましい。
＊１：血管疾患とは心筋梗塞の既往、大動脈プラーク、および末梢動脈疾患などをさす。
＊２：人工弁は機械弁、生体弁をともに含む。
＊３：2013年12月の時点では保険適応未承認。
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　池脇　血栓が起こりやすくなってい
る大きな原因は高齢化ということにな
ると、１回できた患者さんは、治療が
うまくいったとしても、抗凝固治療は
継続したほうがいいのでしょうか。
　中村　おっしゃるとおりです。一般
的には心房細動の血栓リスクは、循環
器学会でも出されていますが（図１、
２参照）、CHADS2スコア、心不全、高
血圧、75歳以上、糖尿病、脳梗塞の既
往が知られています。その中でカウン
トとして２点以上の場合、たとえ血栓
がなくなったとしても、基本的には抗
凝固薬を続ける必要があるかと思いま

す。
　池脇　心房内血栓の治療でワルファ
リンしかない時代から、今や新規抗凝
固薬が登場して、治療も以前に比べて
行いやすくなっているのでしょうか。
　中村　新規の抗凝固薬が出てきてか
らは、服用してからの反応が早いので、
かなりやりやすくなっているのですが、
いわゆる血栓ができた方、心内血栓が
ある方に関する直接抗凝固薬の作用は、
遠隔期の成績はまだ出ていないので、
十分注意しながら使う必要があるかと
思います。
　池脇　ありがとうございました。

埼玉医科大学消化器内科・肝臓内科教授
持　田　　智

（聞き手　池脇克則）

　HBc抗体陽性者への対応についてご教示ください。
　日医認定産業医です。年１回の健診でHBs抗原HBc抗体を測ったところ、HBsAg
は陰性でしたが、HBc抗体陽性者がかなり出ました。無症状AST、ALT、ALPは
基準内でした。“B型肝炎既感染”と報告しています。その方々が将来、抗がん
薬やバイオ投与を受ける場合、de movo B型急性（劇症も含む）肝炎はチェッ
クされると思いますが、肝細胞がん発がんの見地からの告知、精査のすすめな
ど対応をご教示ください。

＜岡山県開業医＞

HBc抗体陽性者への対応

　池脇　B型肝炎に関する質問で、HBc
抗体陽性者にどう対処したらいいかと
いうことです。様々な免疫抑制等々の
治療で肝炎が再活性化するというのは
確かにいろいろなところで問題になっ
ているようですが、まず先生に解説し
ていただきたいのは、B型肝炎、いろ
いろな抗原・抗体がありますが、その
意味するところから教えてください。
　持田　B型肝炎の抗原・抗体系の意
味を理解するためには、B型肝炎ウイ
ルス（hepatitis B virus：HBV）の構
造を知っておく必要があります。HBV
の遺伝子は二本鎖のDNAです。構造

はシンプルで、ウイルスの身体を構成
する蛋白は、表面のS蛋白と内部にあ
るコア（C）蛋白の２種類です。S蛋
白はウイルス粒子を構成するのみなら
ず、たくさん血中に放出されますので、
その抗原性を見ることによってウイル
スの存在を診断できます。また、S蛋
白に対する抗体は中和抗体として働き
ますので、臨床的に肝炎が完治したか
どうかは、S蛋白によって診断するこ
とになります。
　一方、コア蛋白はウイルス粒子の中
にありますから、その抗原性を測定す
ることはできません。しかし、HBVが
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