
平塚共済病院院長
丹　羽　明　博

（聞き手　池脇克則）

　座位（車椅子や固定椅子など）と静脈血栓との関連性、および予防策につい
てご教示ください。

＜京都府勤務医＞

座位と静脈血栓との関連性と予防

　池脇　丹羽先生、静脈血栓（VTE）、
おそらく深部静脈血栓症（DVT）の
ことだと思うのです。最近、DVT、あ
るいは心房細動に対する抗凝固薬とい
うことで、関連の質問をたびたびいた
だくのですが、VTE、DVTは増えて
いると考えてよいですか。
　丹羽　どの統計を見ても増えている
ようです。2018年３月の日本循環器学
会でVTEガイドラインの改訂版を出
したのですが、それをみても確実に増
加しています。
　池脇　VTEといいますと、例えば地
震の後のやや窮屈な体勢から起こって、
肺塞栓症（PE）で亡くなる方もいるこ
とから、一般の方にも情報が広がって
いると思います。通常できないところ
に血栓ができるわけですから、いろい
ろな原因があるにしても、高齢化は大

きな要因と考えてよいですか。
　丹羽　大きな要因だと思います。今
まで社会的にはメタボリックシンドロ
ームが注目されていましたが、高齢化
とともに、次第にフレイルが話題にな
ってきています。この場合は、動き、
ADLが低下してくる状態ですので、運
動量が落ちてくることになります。そ
れから高齢化とともにがん疾患が増え
てきます。がんに伴って凝固能も変化
することが多く、そのために血栓がで
きやすくなります。多くの要素が絡み
合って高齢化とともにVTEが増えて
くることになると思います。
　池脇　一般的にはVTEが起こる要因
は、ベースにがんがあるとか、あるい
は手術の後の安静という切り口もあり
ますが、違う切り口もあるのでしょう
か。

　丹羽　血栓形成には60年以上前から
３つの要因があるといわれています
（表）。１つが血液（静脈血）のうっ滞、
２つ目は血管壁の傷害です。腹部の炎
症の波及や治療や栄養補給などで増え
ている血管内カテーテルなどにより発
生する血管壁の傷害。もう一つが血液
凝固異常です。
　最後の血液凝固異常は、現段階では
血液を調べてもわからないものもある
と考えています。今後、検査方法の進
歩によって新しい血液凝固異常も解明
される可能性もあると思います。我々
としては上記３つの要因のうち適合す
るのはどれかという視点で患者さんに
アプローチをしています。
　池脇　先生が言われた血管壁傷害と
いうのは、物理的にカテーテルで傷つ
くというのはわかりやすいのですが、
例えば血管壁が何らかの炎症で、それ
は体のどこかに炎症をお持ちのような
方、例えば潰瘍性大腸炎でも血管壁傷
害をきたしやすいのでしょうか。
　丹羽　そういわれています。腹部の
炎症はDVTの原因として大きく取り
上げられています。
　池脇　そうすると、高齢のDVT患者
さんが来たとき、何が要因なのかは、
そういったことも含めてスクリーニン
グが必要でしょうか。
　丹羽　そうですね。しかしながら、
スクリーニングするといっても原因が
特定できない場合も多くあります。少

なくともうっ滞、血管壁の傷害、血液
凝固異常、この３つの検査を治療と並
行してすすめていくことは必要と思い
ます。
　池脇　座位でDVTを発症する方と
は、なかなか能動的に動けないような
方、フレイルに近いような方と考えた
ほうがいいでしょうか。
　丹羽　考えられると思いますが、条
件としてはある程度限られるのではな
いでしょうか。一般の人は座位といっ
ても貧乏揺すりをしたり、トイレに自
由に行ったりします。これらはDVT
の予防にも効果があるといわれていま
す。実生活を考えてみると、普通の人
が４～５時間じっとしていることは考
えにくいので、座位でDVTを発症する
人は高度な運動制限のある人が中心で
はないでしょうか。普通の人は、足首
を動かしたり身体の位置を変えたりす
るでしょうし、これは静脈灌流を促進
しますので、DVTの予防策を座りなが
らやっていることになります。
　実際には座位とDVTの関連という
と、自分で予防策を取れない人、それ
から長時間座らざるを得ない人に関し
ては、エコノミークラス症候群と同じ

表　Virchowの３徴（1856）

血流うっ滞
血管壁傷害
血液凝固異常
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ような理由で血栓は起きうると思いま
す。
　池脇　実は高齢者に下腿の浮腫が多
いですが、能動的に動かさない。いわ
ゆる第２の心臓といわれているふくら
はぎの筋肉を使えないから、うっ滞が
起こる。そうなると、浮腫のリスクに
もなるし、血栓のリスクにもなると考
えてもよいでしょうか。
　丹羽　いいと思います。
　池脇　そういった方の血栓予防です
が、なかなか難しいかと思うのですが。
　丹羽　予防として、薬を使えば簡単
なのですが、実際にはそうはいきませ
ん。まだ何もエビデンスはなくガイド
ラインにも出ていないことですが、私
の外来で行っていることがあります。
DVT診断の特異性は高くありません
が、昔からいわれているホーマンズ徴
候とかローエンバーグ徴候というのが
あります。
　ローエンバーグ徴候は、ふくらはぎ
にマンシェットを巻いて、加圧して痛
みを感じる場合を陽性とするテストで
す。私が外来で簡易的に行っているこ
とは、ふくらはぎを手で圧迫すること
で痛みがあるかどうかをみています。
これのみではDVTとはいえませんが、
痛みがあったら何かおかしい、要注意
と考えています。そして左右差があれ
ば、もっと疑わしいと考えます。治療
することによって、その痛みが改善・
消失すれば、これはDVTの可能性が

高いのではないかと考えて診療してい
ます。もちろん静脈エコーは行います。
　VTEを治療して安定期に入ってい
る方を診療する場合には、自分でふく
らはぎを圧迫し痛みを感じるかどうか
をみてくださいと言っています。これ
は非常に手軽なものですから、患者さ
んにも日常的に行っていただいていま
す。それとD-dimerを組み合わせて診
療しています。再発の傾向をみる場合
も、D-dimerの上昇傾向とふくらはぎ
の所見を組み合わせてみています。
　池脇　確かに外来で簡便にできます
し、患者さんの訴えで判断できるとい
う意味ではいいですね。例えば、比較
的高齢で、DVTと診断されて抗凝固薬
を始めた。その後、いつまで抗凝固薬
を続けていくのか。いつも迷うのです
が、先生はどうされていますか。
　丹羽　この分野の大きな課題ですね。
ガイドラインとしては基本的には３カ
月使いなさい、そして誘因が消失した
ら３カ月でやめていいとなっています。
私は抗凝固薬を再発を起こさず安全に
減量・中止できる方法はないか、継続
使用すべき人を確実に見極める方法は
ないものかと考えていました。この病
気の症例数自体はそれほど多くないも
のですから、限られた経験しかなく、
トライアルがしにくいと感じていまし
た。
　一方でガイドラインでは、PEとか
DVTの場合にはD-dimerが上がると

指摘されています。正常範囲であれば
VTEは否定的ともいわれています。し
たがって、それを利用することを考え
ました。要するに、D-dimerが正常化
していれば、新しい線溶が体内で起こ
っていないということになります。新
しい線溶が起こらなければDVTがあ
っても、それは安定したものであり、
PEはきたさないのではないか、との仮
説を立てました。エコーでみるといつ
までもDVTが残る、血栓が消えない
というのはよく耳にします。D-dimer
が正常化していれば、線溶活性が生じ
ていないということなので、治療が不
要な患者さんを判別できる可能性があ
るのではないかという考えです。
　VTEが心房細動（AF）や脳卒中と
違うのは、静脈において活動性のある
血栓の場合は血栓量が多くなるから、
それでD-dimerが上昇する。ところが、
AFや脳塞栓の場合には血栓量が少な
いので、D-dimerが上がらない場合が
多いのです。したがって、VTEの場合、
身体に影響を及ぼす程度の血栓になる
とD-dimerで検出できると考えました。
検出できない血栓はたとえアクティブ
なものであっても血栓量が少ないので、
肺で溶かされると考えて、私は新たな

治療を加えていません。
　約15年ほど前からこの方針に沿って
少しずつ薬（ワルファリン）を減量し
ています。今のところ順調に行えてい
ます。減量しながら薬をやめられた人
もいるし、減量しながらD-dimerが正
常範囲より高くなったら再度途中で薬
剤量を上げていくという方法です。２
度ほどトライしてもやはり上がる場合
には、本人にその旨を伝えて薬は継続
しましょうと言うと、患者さんはよく
納得して従ってくれます。
　池脇　D-dimerを見ながら、やめる
決断をしていいのですね。
　丹羽　はい。D-dimerを使ってこの
方法ができるのはワルファリンなので
す。DOACでは血中の薬物動態から考
えてできません。DOACをやめたら１
日で効果はなくなりますから、長期的
に減量効果を見ることはDOACではで
きないのです。ワルファリンを使える
先生であれば、そういったやり方がで
きると思います。急性期にはDOACを
使って、やめることを考えるのであれ
ば、ワルファリンに途中で切り替えて
やってみることも一つの方法ではない
でしょうか。
　池脇　ありがとうございました。
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ような理由で血栓は起きうると思いま
す。
　池脇　実は高齢者に下腿の浮腫が多
いですが、能動的に動かさない。いわ
ゆる第２の心臓といわれているふくら
はぎの筋肉を使えないから、うっ滞が
起こる。そうなると、浮腫のリスクに
もなるし、血栓のリスクにもなると考
えてもよいでしょうか。
　丹羽　いいと思います。
　池脇　そういった方の血栓予防です
が、なかなか難しいかと思うのですが。
　丹羽　予防として、薬を使えば簡単
なのですが、実際にはそうはいきませ
ん。まだ何もエビデンスはなくガイド
ラインにも出ていないことですが、私
の外来で行っていることがあります。
DVT診断の特異性は高くありません
が、昔からいわれているホーマンズ徴
候とかローエンバーグ徴候というのが
あります。
　ローエンバーグ徴候は、ふくらはぎ
にマンシェットを巻いて、加圧して痛
みを感じる場合を陽性とするテストで
す。私が外来で簡易的に行っているこ
とは、ふくらはぎを手で圧迫すること
で痛みがあるかどうかをみています。
これのみではDVTとはいえませんが、
痛みがあったら何かおかしい、要注意
と考えています。そして左右差があれ
ば、もっと疑わしいと考えます。治療
することによって、その痛みが改善・
消失すれば、これはDVTの可能性が

高いのではないかと考えて診療してい
ます。もちろん静脈エコーは行います。
　VTEを治療して安定期に入ってい
る方を診療する場合には、自分でふく
らはぎを圧迫し痛みを感じるかどうか
をみてくださいと言っています。これ
は非常に手軽なものですから、患者さ
んにも日常的に行っていただいていま
す。それとD-dimerを組み合わせて診
療しています。再発の傾向をみる場合
も、D-dimerの上昇傾向とふくらはぎ
の所見を組み合わせてみています。
　池脇　確かに外来で簡便にできます
し、患者さんの訴えで判断できるとい
う意味ではいいですね。例えば、比較
的高齢で、DVTと診断されて抗凝固薬
を始めた。その後、いつまで抗凝固薬
を続けていくのか。いつも迷うのです
が、先生はどうされていますか。
　丹羽　この分野の大きな課題ですね。
ガイドラインとしては基本的には３カ
月使いなさい、そして誘因が消失した
ら３カ月でやめていいとなっています。
私は抗凝固薬を再発を起こさず安全に
減量・中止できる方法はないか、継続
使用すべき人を確実に見極める方法は
ないものかと考えていました。この病
気の症例数自体はそれほど多くないも
のですから、限られた経験しかなく、
トライアルがしにくいと感じていまし
た。
　一方でガイドラインでは、PEとか
DVTの場合にはD-dimerが上がると

指摘されています。正常範囲であれば
VTEは否定的ともいわれています。し
たがって、それを利用することを考え
ました。要するに、D-dimerが正常化
していれば、新しい線溶が体内で起こ
っていないということになります。新
しい線溶が起こらなければDVTがあ
っても、それは安定したものであり、
PEはきたさないのではないか、との仮
説を立てました。エコーでみるといつ
までもDVTが残る、血栓が消えない
というのはよく耳にします。D-dimer
が正常化していれば、線溶活性が生じ
ていないということなので、治療が不
要な患者さんを判別できる可能性があ
るのではないかという考えです。
　VTEが心房細動（AF）や脳卒中と
違うのは、静脈において活動性のある
血栓の場合は血栓量が多くなるから、
それでD-dimerが上昇する。ところが、
AFや脳塞栓の場合には血栓量が少な
いので、D-dimerが上がらない場合が
多いのです。したがって、VTEの場合、
身体に影響を及ぼす程度の血栓になる
とD-dimerで検出できると考えました。
検出できない血栓はたとえアクティブ
なものであっても血栓量が少ないので、
肺で溶かされると考えて、私は新たな

治療を加えていません。
　約15年ほど前からこの方針に沿って
少しずつ薬（ワルファリン）を減量し
ています。今のところ順調に行えてい
ます。減量しながら薬をやめられた人
もいるし、減量しながらD-dimerが正
常範囲より高くなったら再度途中で薬
剤量を上げていくという方法です。２
度ほどトライしてもやはり上がる場合
には、本人にその旨を伝えて薬は継続
しましょうと言うと、患者さんはよく
納得して従ってくれます。
　池脇　D-dimerを見ながら、やめる
決断をしていいのですね。
　丹羽　はい。D-dimerを使ってこの
方法ができるのはワルファリンなので
す。DOACでは血中の薬物動態から考
えてできません。DOACをやめたら１
日で効果はなくなりますから、長期的
に減量効果を見ることはDOACではで
きないのです。ワルファリンを使える
先生であれば、そういったやり方がで
きると思います。急性期にはDOACを
使って、やめることを考えるのであれ
ば、ワルファリンに途中で切り替えて
やってみることも一つの方法ではない
でしょうか。
　池脇　ありがとうございました。
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