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（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　脳静脈・静脈洞血栓症につい
てうかがいます。
　これは脳の静脈の問題ですけれども、
具体的にはどんなことが起こるのでし
ょうか。
　伊澤　一番多い症状は頭痛や吐き気
ということになるかと思います。９割
ぐらいの患者さんで頭痛を訴えるとい
われています。次に重要なのが40％程
度に合併すると言われる痙攣です。い
わゆる一般の動脈の閉塞による脳梗塞
では痙攣の確率はだいたい２～９％と
いわれていますので、それに比べると
非常に多いです。また、当然ながら、
梗塞を起こしますので、これによって
様々な運動障害、感覚障害や失語など
様々な高次機能障害が起こってきます。
　齊藤　頭痛と痙攣、それから麻痺と
いうことですね。
　伊澤　静脈洞はいろいろな部位があ
りますけれども、その部位によって出
る症状が異なってきます。例えば、最
初に静脈洞の圧が上がってきますと、
頭蓋内圧が上がって頭痛が出てくる。

その頭痛の後に、さらに脳の灌流が悪
くなることによって、それぞれの部位
の障害による症状が出てくるというこ
とになります。
　一番注意が必要になるのは、いわゆ
る深部の静脈洞血栓になりまして、こ
の場合は意識障害が進行することもあ
ります。
　齊藤　視力障害などもあるのですか。
　伊澤　海綿静脈洞血栓症の場合は目
の痛み、眼球突出、眼瞼浮腫、眼球運
動障害、このようなものも出てきます
し、あるいは脳圧の亢進によって外転
神経障害が起こると複視も出てきます。
また、頭蓋内圧亢進そのものでも、う
っ血乳頭を伴いますので、それによっ
て視力障害が起こる確率がだいたい30
％程度という報告があります。
　齊藤　主な原因はどういうものでし
ょう。
　伊澤　凝固系の問題を抱えていると
いう背景が一番多いかと思います。プ
ロテインC、プロテインS、アンチトロ
ンビン、こういうものの欠乏症、ある

いは活性低下というものが一つの原因
でしょうし、あるいは抗リン脂質抗体
症候群もよく知られています。また、
悪性腫瘍や潰瘍性大腸炎などの炎症性
腸疾患も静脈洞血栓症のリスクといわ
れています。
　処置に関する部分では、いわゆる内
頸静脈へのカテーテル留置によって静
脈洞血栓が誘発されるケースも報告が
ありますので、注意が必要です。
　あとは、若い女性ですと、低用量ピ
ル、経口避妊薬の内服によって血栓症
のリスクが上がるという報告がありま
すので、先ほど申し上げたような症状
を訴えている場合には、静脈洞血栓を
疑うということが必要になってきます。
　齊藤　自己免疫疾患、あるいはがん
がある方、プラス若い女性ということ
ですね。
　伊澤　そうですね。
　齊藤　妊娠なども関係あるのですか。
　伊澤　妊娠ですとか産褥に関しても
静脈洞血栓とのリスクの関連がいわれ
ています。
　齊藤　病態としては結局どういうこ
とになるのでしょう。
　伊澤　静脈洞の流れが悪くなること
によって、くも膜下腔から静脈洞への
脳脊髄液の移行障害が起こりますし、
また毛細血管から静脈に還流する血液
の排出が難しくなることによって頭蓋
内圧の亢進が起こってきます。この頭
蓋内圧の亢進がさらに進むことによっ

て、脳各所における灌流が落ちて症状
が出てくるということになります。
　齊藤　これは急性に起こることなの
ですか。それとも、徐々に起こってく
ることなのですか。
　伊澤　両方ありうるのです。突然、
雷鳴頭痛のようなひどい頭痛で発症さ
れるような方もいらっしゃいますし、
徐々に頭痛が悪化していくというケー
スもあります。
　齊藤　疑わしい場合、診断はどうし
ていくのでしょうか。
　伊澤　通常の外来では、頭痛という
と、頭のCTを最初に撮るケースが多
いのではないかと思います。ただ一方
で、AHAですとか欧州の神経学会で
は第一にMRIを推奨しています。やは
りMRIのほうが評価が非常に簡単であ
るということが言えますし、CTで異
常が見つかる確率がだいたい30％とい
われていますので、CTで異常が見つ
からない場合はMRIでの評価を行った
ほうがよいかと思います。
　齊藤　血液検査で何か見つかること
はあるのですか。
　伊澤　D-dimerの上昇というものが
一番多いのではないかと思いますが、
脳静脈洞血栓症であってもD-dimerが
上昇しない症例がだいたい10％程度と
報告されていますので、注意が必要で
す。あとは、先ほど申し上げた原因と
関連してきますけれども、APTTやプ
ロトロンビン時間などの凝固系の異常

その他の脳血管障害
（2）脳静脈・静脈洞血栓症
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がないかを確認する必要がありますし、
あるいは感染症が原因となって発症し
ている場合もありますので、炎症反応
を見ることも重要だと思います。
　齊藤　診断がついた場合、治療はど
うでしょう。
　伊澤　ガイドラインでも推奨されて
いますけれども、急性期の治療として
行われるのはヘパリンによる抗凝固療
法になるかと思います。90年代の報告
になりますので、かなり古いですが、
ヘパリンがプラセボと比較して臨床症
状を改善するという報告がありますし、
有意差はついていないのですけれども、
ヘパリン投与群のほうが経過がよかっ
たという報告があります。基本的には
ヘパリンによる抗凝固療法を行うこと
になるかと思います。
　齊藤　期間はどうですか。
　伊澤　具体的な治療期間に関しては、
急性期には判断する基準というものは
ないと思います。実際に画像上での血
栓の有無、あるいは改善の具合、患者
さんの症状を見ながらヘパリンの投与
期間を決めることになるかと思います。
　齊藤　ヘパリンの次としては、どう
いうものがあるのでしょうか。
　伊澤　基本的にはヘパリンで改善し
ていくケースが多いかと思うのですが、
それでもなお症状が悪化してしまうケ
ースには血管内治療を行うという試み
があります。現時点で保険適用がある
わけではないのですけれども、局所線

溶療法を行うこともガイドライン上の
記載はあります。
　齊藤　初期の治療が終わった後の慢
性期治療はどうなりますか。
　伊澤　出血などがないことを確認し
た上でになりますが、ワルファリン内
服への切り替えが行われるのが一般的
だと思います。強さに関しては基本的
にPT-INRがだいたい２～３に維持す
ることが各ガイドラインで推奨されて
います。その治療期間ですけれども、
いわゆる静脈洞血栓症の原因が一時的
なものであった場合には３～６カ月間
程度。一方、原因が明らかでない場合
も多々あるのですが、この場合は半年
から１年程度の継続が推奨されていま
す。加えて、抗リン脂質抗体症候群で
すとか、凝固異常を背景に有して血栓
症を繰り返すような方は、ほぼ半永久
的に長期にわたって続けていくことに
なります。
　齊藤　妊娠や経口避妊薬などもあり
ましたけれども、その辺が原因という
ことであれば、まずそちらのアプロー
チということですね。
　伊澤　そうですね。経口避妊薬、低
用量ピルを内服されている方であれば、
可能な範囲で検討ということになりま
すけれども、休薬が必要になってくる
かと思います。
　齊藤　ワルファリンとなりますと、
今はDOACの出番もあるかなというこ
とですけれども、この辺はどうなので

しょうか。
　伊澤　まだ保険適用はありませんけ
れども、DOACを用いた治療も報告が
ありまして、有効性を示したデータも
報告されています。今後、選択肢にな
る可能性はゼロではないかなと思いま
す。
　齊藤　ある一定期間、これを行うこ
ともありうる、今後の研究の進行次第
ということですね。
　伊澤　そういうことになるかと思い
ます。
　齊藤　痙攣を伴うということで、そ
れへの対処というのはあるのですか。
　伊澤　予防的に投与するかどうかと
いう点については、明確なエビデンス
はありませんので、いわゆる予防的な
投与というのは行っていないのが一般
的かと思います。一方で、痙攣を発症
した場合、当然抗てんかん薬を使うこ
とになるわけですけれども、これをど
れぐらいの期間使用すべきなのか、明

確な基準はありません。個々のケース
で判断していくことになるかと思いま
す。
　齊藤　予後はどうなのでしょう。
　伊澤　予後はよい方が多いのではな
いかと思います。国際共同研究の報告
を見ますと、８割程度の患者さんは修
正Rankinスケール（mRS）が０～１と
報告されていますので、軽微な症状に
とどまるケースが多いと思います。一
方で、報告によりますけれども、死亡
率が５～10％とされていますが、これ
に関しては併存疾患による影響が大き
いのかと思います。
　齊藤　治療が遅れると、場合によっ
ては、重大な結果になりうるというこ
とですね。
　伊澤　おっしゃるとおりです。深部
静脈への血栓の拡大が予後不良の原因
になりうるので、早めの診断が求めら
れると思います。
　齊藤　ありがとうございました。
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がないかを確認する必要がありますし、
あるいは感染症が原因となって発症し
ている場合もありますので、炎症反応
を見ることも重要だと思います。
　齊藤　診断がついた場合、治療はど
うでしょう。
　伊澤　ガイドラインでも推奨されて
いますけれども、急性期の治療として
行われるのはヘパリンによる抗凝固療
法になるかと思います。90年代の報告
になりますので、かなり古いですが、
ヘパリンがプラセボと比較して臨床症
状を改善するという報告がありますし、
有意差はついていないのですけれども、
ヘパリン投与群のほうが経過がよかっ
たという報告があります。基本的には
ヘパリンによる抗凝固療法を行うこと
になるかと思います。
　齊藤　期間はどうですか。
　伊澤　具体的な治療期間に関しては、
急性期には判断する基準というものは
ないと思います。実際に画像上での血
栓の有無、あるいは改善の具合、患者
さんの症状を見ながらヘパリンの投与
期間を決めることになるかと思います。
　齊藤　ヘパリンの次としては、どう
いうものがあるのでしょうか。
　伊澤　基本的にはヘパリンで改善し
ていくケースが多いかと思うのですが、
それでもなお症状が悪化してしまうケ
ースには血管内治療を行うという試み
があります。現時点で保険適用がある
わけではないのですけれども、局所線

溶療法を行うこともガイドライン上の
記載はあります。
　齊藤　初期の治療が終わった後の慢
性期治療はどうなりますか。
　伊澤　出血などがないことを確認し
た上でになりますが、ワルファリン内
服への切り替えが行われるのが一般的
だと思います。強さに関しては基本的
にPT-INRがだいたい２～３に維持す
ることが各ガイドラインで推奨されて
います。その治療期間ですけれども、
いわゆる静脈洞血栓症の原因が一時的
なものであった場合には３～６カ月間
程度。一方、原因が明らかでない場合
も多々あるのですが、この場合は半年
から１年程度の継続が推奨されていま
す。加えて、抗リン脂質抗体症候群で
すとか、凝固異常を背景に有して血栓
症を繰り返すような方は、ほぼ半永久
的に長期にわたって続けていくことに
なります。
　齊藤　妊娠や経口避妊薬などもあり
ましたけれども、その辺が原因という
ことであれば、まずそちらのアプロー
チということですね。
　伊澤　そうですね。経口避妊薬、低
用量ピルを内服されている方であれば、
可能な範囲で検討ということになりま
すけれども、休薬が必要になってくる
かと思います。
　齊藤　ワルファリンとなりますと、
今はDOACの出番もあるかなというこ
とですけれども、この辺はどうなので

しょうか。
　伊澤　まだ保険適用はありませんけ
れども、DOACを用いた治療も報告が
ありまして、有効性を示したデータも
報告されています。今後、選択肢にな
る可能性はゼロではないかなと思いま
す。
　齊藤　ある一定期間、これを行うこ
ともありうる、今後の研究の進行次第
ということですね。
　伊澤　そういうことになるかと思い
ます。
　齊藤　痙攣を伴うということで、そ
れへの対処というのはあるのですか。
　伊澤　予防的に投与するかどうかと
いう点については、明確なエビデンス
はありませんので、いわゆる予防的な
投与というのは行っていないのが一般
的かと思います。一方で、痙攣を発症
した場合、当然抗てんかん薬を使うこ
とになるわけですけれども、これをど
れぐらいの期間使用すべきなのか、明

確な基準はありません。個々のケース
で判断していくことになるかと思いま
す。
　齊藤　予後はどうなのでしょう。
　伊澤　予後はよい方が多いのではな
いかと思います。国際共同研究の報告
を見ますと、８割程度の患者さんは修
正Rankinスケール（mRS）が０～１と
報告されていますので、軽微な症状に
とどまるケースが多いと思います。一
方で、報告によりますけれども、死亡
率が５～10％とされていますが、これ
に関しては併存疾患による影響が大き
いのかと思います。
　齊藤　治療が遅れると、場合によっ
ては、重大な結果になりうるというこ
とですね。
　伊澤　おっしゃるとおりです。深部
静脈への血栓の拡大が予後不良の原因
になりうるので、早めの診断が求めら
れると思います。
　齊藤　ありがとうございました。
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