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　CV留置された患者でのカテーテル関連血栓症に対する治療についてご教示
ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

カテーテル関連血栓症の治療

　池脇　以前にも清水先生には深部静
脈血栓症（DVT）肺血栓塞栓症（PE）
の治療で来ていただきました。今回は
状況が違った質問をいただいています。
中心静脈カテーテル（CV）を留置さ
れた患者さんでカテーテル関連の血栓
症をどうしたらいいのかということで
す。確かに最近はCVを留置している
患者さんも多くなってきていると思う
のですが、それに伴って関連した血栓
症は増えているのでしょうか。
　清水　カテーテルに関連した血栓症
は古くから報告がありまして、約半分
ぐらいの方にはカテーテルに血栓がつ
くのではないかという報告もあります。
昨今、画像診断の進歩、また担癌患者
さんの増加などで非常に詳細な情報を
得られることが多くなってきましたの
で、必然的に見つかることが多くなっ

てきました。ただ、見つかったときに
どうしたらいいかで悩んでしまう方も
多いのではないかと思います。
　池脇　素人考えだと、血栓がついて
いるのに抜いてしまって大丈夫なのか
と思うのですが、そういったことも含
めてお話をうかがいたいと思います。
場合によってはそれによる血栓で、い
わゆる炎症を起こして、そこが腫脹す
るとか、発赤を伴うような状況になる
ことはあるのですか。
　清水　まず第一にカテーテルが必要
な患者さんというのは、それだけ状況
が悪く、また体の中の血液の凝固能も
亢進している状態が多くあります。炎
症が強かったり、心不全の状態だった
り、がんであったりと、血が固まりや
すくなる状態が背景にあることがあり
ます。そして、カテーテルに血栓がつ
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ないことがわかっています。ただ、昨
今の医療安全の面から鎖骨下静脈穿刺
は減っていますので、内頸静脈から入
れることが多いのではないかと思って
います。
　池脇　前にも言われましたが、血栓
が見つかったら、可能であれば抜きま
しょうと。これが最初に考えることと
いうか、やることなのですね。
　清水　そうですね。外にカテーテル
が出ているので、基本はほぼ100％抜
けます。なので、まずはカテーテルを
抜去します。そして、患者さんの状態
が許せば抗凝固療法をしっかり行うの

ですが、最近の考え方としては最低３
カ月の抗凝固療法が推奨されています。
　池脇　抜いてしまえばもう抗凝固は
いらないかと思うのですが、そこにで
きる背景、血栓形成性が亢進している
状況を、抗凝固で抑えていくという意
味なのでしょうか。
　清水　誘因のある血栓症の場合には、
その誘因が除去されて３カ月というの
が一つの考え方になります。また、３
カ月という短い間ですが、しっかり抗
凝固を行うことによって、できている
血栓の退縮も期待できます。過去の文
献ですが、２年を過ぎるとほとんど変

図２　抗凝固療法の期間

Rafael Cires-Drouret, et al. Phlebology. 2019；34（8）：552-558
論文中の図３より引用改編

いているのが見つかったときは症状が
出る場合もありますし、たまたま画像
診断や血液検査でのD-dimer値などの
上昇によって見つかることも多いと思
います。見つかったときの第一選択と
して、まずは抜去を考えることが基本
になります。
　池脇　細かい質問ですが、カテーテ
ル関連血栓症というのは、カテーテル
に血栓がついている場合と、血管壁、
内皮をちょっと傷害して、そこに血栓
がくっつくという、その２つがあるの
でしょうか。
　清水　血管壁とカテーテルが一塊と

なって完全閉塞する場合もありますし、
血流が開存している場合もあります。
血管が完全閉塞してしまうと、そこで
血流障害が生じるので症状が強く出ま
す。上肢と下肢だと血栓は上肢のほう
が多いことがわかっていて、上肢のほ
うが症状も強く出ます。そういったと
ころが問題となっています。
　池脇　カテーテルを静脈から入れる
とすると、鎖骨下静脈あるいは内頸静
脈、基本的には上肢であれば、血栓症
の頻度はそんなには違わないものなの
でしょうか。
　清水　基本的には、鎖骨下静脈は少

図１　上肢にできたカテーテル関連血栓症の取り扱い
　　　（米国の医師1,784人に調査協力を依頼し、143人が回答）

Rafael Cires-Drouret, et al. Phlebology. 2019；34（8）：552-558
論文中の図２より引用改編
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どうでしょう。
　清水　ワルファリンの場合では最初
にヘパリンの点滴をして、その後、ワ
ルファリン内服をかぶせていって、治
療域に到達するまで少なくとも５日ぐ
らいかかったのです。新規の抗凝固薬
に関しては、内服すれば約２時間で最
高血中濃度に到達して、約12時間効い
ています。ですから、始めるのもやめ
るのも非常に簡単になってきています。
　池脇　抜くということに関して、例
えばカテーテルにくっついた血栓は、
その場所から場合によっては肺のほう
に飛んでいってしまうのではないか。
肺塞栓症を起こさないかと心配なので
すが、どうでしょう。
　清水　多くの場合には、カテーテル
を引き抜くと、その血管の内側にへば
りつくのです。もし仮にその一部が肺
に飛んでいってしまって肺塞栓症を起
こした場合、症状が出るのはどれぐら
いのものなのかということですが、肺
の血管の60％以上が障害されないとな

かなか症状は出てきません。ですから、
小さい血栓が血管の内側に残るにしろ、
肺に飛んでいくにしろ、それほど怖が
る必要はないのではないかと考えてい
ます。
　池脇　抜くことを基本にしたほうが
いいのでしょうが、いろいろな事情で
「いや、ちょっと抜けないんです」と
いわれると、困ってしまいます。どう
したらいいのでしょうか。
　清水　そういうケースですと、おそ
らく皮下にポートが埋め込まれている
ケースが考えられると思うのです。抜
去できないような場合、そしてそのカ
テーテルを患者さんが必要とする場合
は使い続けるしかありません。
　池脇　そういうときは、経過観察と
いうよりも抗凝固は行っておいたほう
がいいのでしょうか。
　清水　使えるのであれば併用された
ほうがいいのではないかと考えていま
す。
　池脇　ありがとうございました。

わりないという報告もあります。
　池脇　抜いた後、残存する血栓があ
って、抗凝固を行いながら、画像的に
それがどうなったかで、ある程度やめ
る時期を見極めることもできるでしょ
うね。最初から抜いて、そこに血栓が
なくなった場合は何を指標にしてやめ
ることになるのでしょうか。
　清水　基本的に３カ月は血栓症の急
性期と考えて、３カ月を目安にやる。
その段階で、画像評価してもいいし、
しなくてもいいのですが、日本の多く
の施設は超音波などができると思いま
すので、そこで評価していくと、患者
さんも安心されるのではないかと思い
ます。
　池脇　抗凝固ですが、以前はワルフ
ァリンしかなかったですが、今は新し
い抗凝固剤が出ています。どういった
ものを使ったほうがいいというデータ
はあるのでしょうか。
　清水　以前のワルファリンは薬剤の
調製が非常に難しくて、また、薬剤相
互作用の問題もありました。ですから、
専門家の先生が小まめに血液検査を取
りながら用量調整をするところがポイ
ントで、そこで診療のハードルが上が
ってしまったのです。また、薬を使っ
ているだけで、適正な治療域に入って
いないと、使っていないのと同様であ
ることも問題でした。多くの問題点を
抱えた薬剤ではあったのですが、しっ
かり使えばそれなりの有効性は担保さ

れていました。
　最近主力になっている１日１～２回
のんでおけば大丈夫というNOACとい
う薬ですが、これは専門医の用量調整
は不要なので、専門医でも、非専門医
でも、ある一定の治療効果が見込めま
す。患者さんにとっても、専門医、非
専門医にとってみても、恩恵が多くな
ってきたと思います。
　池脇　幾つか確認したいのですが、
必要だからCVを入れる。血栓ができ
る。いつ頃できるというデータはある
のでしょうか。
　清水　細かいことはないのですが、
数日以内にできてしまうことが多くあ
ります。
　池脇　挿入して比較的短期間ででき
る傾向がある。しかもカテーテル関連
の血栓症は非常に多いとなると、それ
こそ予防的に、挿入と同時に、ヘパリ
ンあるいは抗凝固と考えてしまうので
すが、これはやり過ぎでしょうか。
　清水　抗血栓療法は、メリットもあ
ればデメリットもあり、大概そういっ
た治療が必要なのは具合の悪い方です。
ですから、出血との関連があります。
そのバランスを見ながら行うことが大
事かと思います。
　池脇　最近出てきたNOACに関して
は比較的副作用も少ないですし、予防
的なエビデンスがどのくらいあるかは
わかりませんが、ワルファリンよりは
使いやすい感じがするのですけれども、
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