
教育シンポジウム：静脈疾患：ガイドラインと我が国のエビデンス 

6 月 15日 

11：45－12：05 
循環器病ガイドライン慢性血栓塞栓性肺高血圧症 

東京医科大学心臓血管外科 荻野均 

13：15－14：30 
循環器病ガイドライン：概要・主な変更点 

桑名総合医療センター循環器内科 山田典一 

循環器病ガイドライン：肺血栓塞栓症 概論・診断 

桑名総合医療センター循環器内科 山田典一 

循環器病ガイドライン：肺血栓塞栓の治療 

日本医科大学心臓血管集中治療科 山本剛 

循環器病ガイドライン：肺血栓塞栓の血管内治療 

東海大学放射線診断学 小泉淳 

循環器病ガイドライン：肺血栓塞栓の外科治療 

弘前大学心臓血管外科 福田幾夫 

14：30－15：30 
日本医療安全調査機構：医療事故の再発防止に向けた提言 

急性肺血栓塞栓症に係る死亡事例の分析 

杏林大学循環器内科 佐藤徹 

静脈血栓塞栓症の理学予防 

兵庫医科大学下部消化管外科 池田正孝 

15：30－16：30 
日本麻酔科学会報告：周術期肺塞栓症 

北里大学医学部麻酔科学 黒岩政之 

日本整形外科学会 症候性静脈血栓塞栓症予防ガイドライン 

横浜市立大学医学部整形外科 稲葉裕 

循環器病ガイドライン：静脈血栓塞栓症予防 

兵庫医科大学外科学講座 下部消化管外科 池田正孝 

16：30－17：30 
循環器病ガイドライン：深部静脈血栓症 概論・診断 

福島県立医科大学医学部心臓血管外科 佐戸川弘之 

日本超音波医学会：超音波による深部静脈血栓症・下肢静脈瘤の標準的評価法 

～静脈エコーの標準化を受けて～ 医療法人松尾クリニッ

ク 松尾汎 

循環器病ガイドライン：深部静脈血栓症の薬物治療 

日本医科大学 心臓血管外科集中治療科 山本剛 

循環器病ガイドライン：深部静脈血栓症のその他の治療 

横浜南共済病院 心臓血管外科 島袋伸洋 

17：30－18：00 
日本静脈学会 下肢静脈瘤血管内焼灼術ガイドライン 

お茶の水血管外科クリニック 広川雅之 



【慢性血栓塞栓性肺高血圧症】 

慢性 PTE の診断に関する推奨とエビデンスレベル： 

・CTEPH を除外するため，肺換気/血流シンチグラフィを行う． ⅠC 
・CTEPH（本幹，葉動脈，区域動脈）の診断のため，造影 CT を行う． ⅠC 
・CTEPH の診断のため肺動脈造影を行う． ⅠC 

 

慢性 PTE の薬物治療と酸素療法に関する推奨とエビデンスレベル： 

・外科的治療不適応または外科的治療後に残存・再発した CTEPH に対し， リオシ

グアトによる内科的治療を行う． ⅠB 
・すべての CTEPH に対し抗凝固療法を行う． ⅠC 
・低酸素血症を認める CTEPH に対し酸素療法を行う． ⅡaC 
・外科的治療不適応または外科的治療後に残存・再発した CTEPH に対し， リオシグ

アト以外の肺血管拡張薬による内科的治療を行う． ⅡbB 
・CTEPH における右心不全に対し，利尿薬・強心薬による内科的治療を 

行う． ⅡbC 
 

慢性 PTE の外科的治療に関する推奨とエビデンスレベル： 

・中枢型 CTEPH に対し，超低体温循環停止法下の PEA を行う． ⅠC 
・末梢型 CTEPH に対し，超低体温循環停止法下の PEA を行う． ⅡaC 
・PEA や BPA の対象とならない CTEPH に対して肺・心肺移植を行う． ⅡbC 

 

慢性 PTE の BPA に関する推奨とエビデンスレベル： 

・PEA の適応とならない症例に対し BPA を行う． ⅠC 
 
 
 
【肺血栓塞栓 概論・診断】 

急性 PTE の診断に関する推奨とエビデンスレベル： 

・急性 PTE が疑われた症例に対し、検査前臨床的確率を評価する. ⅠA 
・検査前臨床的確率が低いあるいは中等度の症例において，D ダイマーが 陰性であ

れば画像診断を行うことなく診断を否定する． ⅠA 
・検査前臨床的確率が高い症例で，CT にて血栓が陽性の場合に診断を 

確定する． ⅠC 
・検査前臨床的確率が低い症例で，CT にて血栓が陰性の場合に診断を 

否定する． ⅠA 
・肺血流シンチグラフィにて陰性所見の場合，診断を否定する． ⅠA 
・検査前臨床的確率が高い症例で CT にて血栓が陰性の場合，診断を 

否定する． ⅡaB 
・肺血流シンチグラフィにて陽性所見の場合，診断を確定する． ⅡaB 
・CT にて亜区域枝のみの血栓陽性の場合に診断を確定する． ⅡaC 



【肺血栓塞栓の治療】 

急性 PTE の呼吸循環管理に関する推奨とエビデンスレベル： 

・動脈血酸素分圧（PaO2） 60 Torr（mmHg）以下（経皮的動脈 血酸素飽和

度; SpO2 では 90％以下）で酸素吸入，改善されなけれ 

ば人工換気を導入する（一回換気量を 6 mL/kg で）． ⅠA 
・心肺蘇生困難例，薬物療法にても呼吸循環不全を安定化できない例 

には PCPS を導入する. ⅠC 
・心拍出量低下，低血圧例にドブタミン，ノルエピネフリンを投与する． ⅡaB 
・心拍出量低下，正常血圧例にドパミン，ドブタミンを投与する． ⅡaC 
・右心不全，低血圧例に対し容量負荷を行う． ⅢC 

 

急性 PTE の薬物治療に関する推奨とエビデンスレベル： 

・急性 PTE の初期治療期，維持治療期に非経口抗凝固薬とワルファリン を投与し

て，非経口抗凝固薬はワルファリンの効果が安定するまで継続する．ⅠB 
・急性 PTE の血行動態が安定している例に，初期治療期，維持治療期に 非経口抗

凝固薬あるいは DOAC を投与する．エドキサバンは非経口 抗凝固薬による適切

な初期治療後に投与する．リバーロキサバンおよび アピキサバンは，高用量によ

る初期治療後に常用量にて投与する． ⅠA 
・急性 PTE の抗凝固療法は，可逆的な危険因子がある場合には 3 ヵ月間， 誘因の

ない VTE では少なくとも 3 ヵ月間の投与を行う． ⅠA 
・急性 PTE の抗凝固療法は，再発をきたした患者ではより長期の投与を行う． ⅠB 
・急性 PTE の抗凝固療法の 3 ヵ月以上の延長治療を行う場合には，リスクと ベネ

フィットを定期的に十分に検討する． ⅠC 
・急性 PTE で，ショックや低血圧が遷延する血行動態が不安定な例に 対しては，

血栓溶解療法を施行する． ⅠB 
・急性 PTE の治療におけるワルファリンは，プロトロンビン時間国際標準比 

（PT-INR）が 1.5～2.5 となるように調節投与する． ⅡaC 
・急性 PTE の抗凝固療法は，癌患者では癌が治癒しない限り，より長期間 の投与を

行う． ⅡaB 
・急性 PTE で，正常血圧であるが右室機能不全と心臓バイオマーカー陽性が ともに

認められる症例に対しては，非経口薬による抗凝固療法を第一選択とし， 循環動

態の悪化徴候を見逃さないようにモニタリング下にて管理する． 循環動態の悪化徴

候がみられた場合には，血栓溶解療法を考慮する． ⅡaB 
 
 

【肺塞栓症の外科的治療】 

急性 PTE の外科治療に関する推奨とエビデンスレベル： 

・重篤なショックあるいは心肺停止を伴う急性広範型 PTE で，血栓溶解療法 禁忌

例，血栓溶解療法無効例，経皮的体外循環導入例，昇圧薬投与でも循環動態 の維

持が困難な例には，直視下肺塞栓摘除術（PCPS 装置使用）を行う． ⅠC 
・急性広範型あるいは亜広範型 PTE で，継続的抗凝固療法高リスク例には， 直視下

肺塞栓摘除術（PCPS 装置使用）を考慮してよい． ⅡaC 



【肺血栓塞栓の血管内治療】 

急性 PTE のカテーテル治療に関する推奨とエビデンスレベル： 

・全身血栓溶解療法が禁忌・無効の高リスク PTE に対し，熟練した術者・ 専門施設

にてカテーテル的血栓破砕・吸引術を行う． ⅡaC 
・全身血栓溶解療法による出血のリスクが高い中リスク PTE に対し， カテーテル的

血栓溶解療法を行う（単なる肺動脈内投与は勧められない）． ⅡbC 

 
下大静脈フィルターに関する推奨とエビデンスレベル: 
・抗凝固療法を行うことができない VTE に対し，下大静脈フィルターを 留置する（ただ

し，末梢型 DVT では中枢への伸展例に限る）． ⅠC 
・下大静脈フィルターは必要性がなくなった場合は早期に抜去を行う． ⅠC 
・十分な抗凝固療法中の PTE 増悪・再発例に対し，下大静脈フィルターを 

留置する． ⅡaC 
・抗凝固療法が可能でも残存血栓の再度の塞栓化により致死的となりうる 

PTE に対し，下大静脈フィルター留置を考慮する． ⅡaC 
・抗凝固療法が可能な VTE に対して，下大静脈フィルターを留置する ⅡbB 

 
 
 
【肺血栓塞栓症/深部静脈血栓症の予防】 

PTE/DVT（VTE）の予防に関する推奨とエビデンスレベル: 
・すべてのリスクの患者に対して早期離床および積極的な運動を行う． ⅠC 
・中リスク患者に対して弾性ストッキングを着用させる． ⅡaA 
・中リスク患者に対して間欠的空気圧迫法を行う． ⅡaA 
・高リスク患者に対して間欠的空気圧迫法あるいは抗凝固療法を行う． ⅡaA 
・最高リスク患者に対して「薬物予防法と間欠的空気圧迫法の併用」 および「薬物予防法

と弾性ストッキングの併用」を行う．また出血 リスクの高い患者に対して間欠的空気

圧迫法を行う． ⅡaA 
 
 

【深部静脈血栓症 概論・診断】 

DVT の診断に関する推奨とエビデンスレベル： 

・検査前臨床的確率が低確率・中確率の場合は D ダイマーによる除外 

診断を行う． ⅠC 
・検査前臨床的確率が低確率で D ダイマーが陰性の場合は，画像診断をせずに 経過観察

とする． ⅠB 
・検査前臨床的確率が低確率・中確率で D ダイマーが陽性の場合は，画像診断 による確

定診断を行う． ⅠB 
・検査前臨床的確率が高確率の場合は画像診断による確定診断を行う． ⅠB 
・画像診断は下肢静脈超音波検査を行う．（付記：全下肢静脈超音波検査を 推奨する

が，施設の状況により下肢中枢超音波検査，造影 CT 検査，MR 静脈 



造影検査を施行してもよい．） ⅠC 
・DVT の診断では一律に画像検査を行うのではなく，症状，身体所見，危険因子 

による Wells スコアや臨床判断により検査前臨床的確率を推定する． ⅡaB 
・検査前臨床的確率が中確率で D ダイマーが陰性の場合は，画像診断をせずに 経過観察

とする． ⅡaC 
・臨床的疑いが強いにもかかわらず下肢静脈超音波検査で確定診断ができない 場合には

造影 CT を施行する． ⅡaC 
 
 

【深部静脈血栓症の治療】 

DVT の治療概論に関する推奨とエビデンスレベル： 

・急性 DVT の原因として，家族性・再発性・若年性では凝固制御系蛋白質 を検索する．

 ⅡaC 
・臨床的重症度，自然歴を考慮して DVT の治療法を選択する． ⅡaC 

 

DVT の薬物治療に関する推奨とエビデンスレベル: 
・中枢型 DVT の初期治療期，維持治療期に，非経口抗凝固薬（ヘパリン， フォンダ

パリヌクス）とワルファリンを投与して，非経口抗凝固薬はワルファ リンの効果が安

定するまで継続する． ⅠB 
・中枢型 DVT の初期治療で血栓溶解療法，血管内治療，静脈血栓摘除を 施行する際

は，未分画ヘパリンを投与する． ⅠB 
・中枢型 DVT の初期治療期，維持治療期に非経口抗凝固薬あるいは 

DOAC を投与する．エドキサバンは非経口抗凝固薬による適切な 初期

治療後に投与する．リバーロキサバンおよびアピキサバンは， 

高用量による初期治療後，常用量にて投与する． ⅠA 
・腎機能低下例ではヘパリン・ワルファリン併用療法を使用する． ⅠC 
・末梢型 DVT には画一的に抗凝固療法を施行しない． ⅠB 
・末梢型 DVT に抗凝固療法を施行する場合は，3 ヵ月までの抗凝固療法 

を行う． ⅠC 
・中枢型 DVT の抗凝固療法は，可逆的な誘因のある場合は 3 ヵ月間， 誘因のない場

合は少なくとも 3 ヵ月間の投与を行う． ⅠA 
・中枢型 DVT において再発をきたした患者の抗凝固療法ではより 

長期の投与を行う． ⅠB 
・中枢型 DVT の抗凝固療法で 3 ヵ月以上の延長治療を行う場合には， リスクとベネ

フィットを定期的に十分に検討する． ⅠC 
・DVT の維持・延長治療におけるワルファリン用量のコントロールは， 

PT-INR 値 1.5～2.5 の範囲に調節する． ⅡaC 
・中枢型 DVT の抗凝固療法は，癌患者では出血リスクを考慮したうえで， 癌が治癒し

ない限りはより長期の投与を行う． ⅡaB 
・誘因のない DVT の抗凝固療法中止後に，抗凝固療法の延長治療を 希望しない，ある

いは可能でない場合に，DVT の再発予防にアスピリン を投与する． ⅡbB 



DVT の理学療法に関する推奨とエビデンスレベル： 

・静脈性潰瘍など重症の PTS 患者に弾性包帯の装着，弾性ストッキングを 着用させる

ことを推奨する． ⅠA 
・DVT の初期治療において抗凝固療法が行えた場合には，ベッド上安静より 早期歩行

を推奨する． ⅡaB 
・PTE の合併がない DVT の患者で，全身状態，下肢症状，家庭環境， 病院環境が適し

ているならば外来治療を推奨する． ⅡaA 
・DVT の症状改善のために弾性ストッキングを着用させる． ⅡbC 
・DVT の PTS 予防のために画一的に弾性ストッキングの着用を 

長期間継続させる． ⅢB 
 
 
 
DVT の外科的血栓摘除術に関する推奨とエビデンスレベル： 

・動脈虚血を伴う重症急性腸骨大腿静脈血栓症に対して外科的血栓摘除を行う． ⅡbB 
 

DVT のカテーテル治療に関する推奨とエビデンスレベル： 

・動脈虚血を伴う重症急性腸骨大腿静脈血栓症に対して，カテーテル的治療 

を行う． ⅠC 
・発症早期で症状が強く出血リスクが低い急性腸骨大腿静脈血栓症に対して， カテーテ

ル血栓溶解療法を行う． ⅡaB 
・発症早期で症状が強い急性腸骨大腿静脈血栓症に対して，カテーテル血栓 吸引療法を

行う． ⅡbC 


	11：45－12：05

