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抄録：東京歯科大学市川総合病院では２００４年４月に
深部静脈血栓症（DVT）予防ガイドラインを導入し
たが，２００２年１月からそれまでの間に，麻酔科管理
症例４８１０例中４例の周術期肺血栓塞栓症（PTE）を経
験していた。導入後から２００８年３月までの間に８６１４
例中２例のPTEを経験したが，ガイドライン導入
前後で発症率に有意な変化はなかった。この２症例
と血管造影後PTEの計３症例を検討すると，今後
ともPTEが発症する危険性は残されていると考え
られる。そのため，DVT予防に加えて，早期発見
から早期診断・早期治療へ円滑につなげる体制を，
病院全体で構築することが重要である。
２００８年４月より，歯科・口腔外科領域でもPTE
予防管理料が保険収載された。この領域のPTE発
症率は低いものの，疾病の重篤度を考慮すると，高
リスクまたは最高リスクの患者を見極め，適切な
DVT/PTE 予防手段を講じることは重要と考える。

緒 言

肺血栓塞栓症（pulmonary thromboembolism：P-
TE）とは，近年エコノミークラス症候群として注目
を集めるようになった疾患で，血栓により肺動脈が
狭窄または閉塞することで血液の肺での酸素化が阻
害される。臨床症状が現れないものも多いが，重症
例では急激に心停止に至り，心肺蘇生に反応しな

い。血栓の９０％以上が下肢の深部静脈血栓症（deep
vein thrombosis：DVT）によって形成されたもので，
これを予防することが PTEの予防につながるため
重要である。この２疾患を静脈血栓塞栓症（venous
thromboembolism：VTE）と総称することもある。
欧米では，表１１）に示したように PTEの発症率

が高いため，PTEに対する関心も非常に高く，１９９０
年代にはCardiovascular Disease Educational and
Research Trustと the International Union of Angi-
ology が共同で作成したVTE予防ガイドライン２）と
American College of Chest Physicians が作成した
ガイドライン３）が発表され，改定も重ねられている。
英国のNational Institute for Health and Clinical Exc-
ellence のVTE予防ガイドラインはインターネット
ウェブサイト（http：//www.nice.org.uk/CG046full-
guideline）からのダウンロードも可能である。
日本に目を向けると，２００２年に日本麻酔科学会に

よる周術期 PTE発症例調査と，９学会と１研究会
による PTE/DVT予防ガイドラインの作成作業が
開始された。２００４年２月には PTE/DVT予防ガイ
ドライン４）が完成し，同年４月から PTE予防管理
料が医科領域では保険収載されたため，各医療機関
で積極的な予防が行われるようになっている。４年
を経過した２００８年４月より，歯科・口腔外科領域で
も保険収載されている。
東京歯科大学市川総合病院では，２００２年に PTE

３例を経験したことを契機に，独自の外科系DVT
予防ガイドラインの作成作業を開始した。この予防
ガイドライン（http：//www.tdc.ac.jp/hospital/igh
/section/anesthesia/guideline.html）は，欧米と日本
のガイドラインを参考にしており，簡便かつ明確に
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運用できるように工夫されている。市川総合病院で
は，PTE発症時の対応手順も同時に定め，２００４年
４月より歯科・口腔外科領域も含めて，DVT予防
ガイドラインの運用を開始した。
今回，運用開始後の４年を振り返り，その成果と

問題点を検討した。

方 法

２００２年１月から２００８年３月の間に，東京歯科大学
市川総合病院の周術期 PTE発症例をレトロスペク
ティブに調査し，DVT予防ガイドライン導入前と
後の PTEの発症率を比較した。統計学的検討は
Mann-Whitney のＵ検定を用いて行い，有意水準を
５％とした。またガイドライン導入後の PTE発症
例については，個々の事例の問題点について検討を
行った。

結 果

麻酔科管理症例数と PTE発症数を表２に示し
た。DVT予防ガイドライン導入前は麻酔科管理症
例４８１０例中４例に，また導入後は８６１４例中２例に
PTE発症を認めたが，その発症率に有意な変化は
なかった。
DVT予防ガイドライン導入前の，２００２年と２００３

年に発症した４例については，第２７５回および第２７８
回東京歯科大学学会において発表した５），６）。DVT予
防ガイドライン導入後の，２００６年と２００７年に周術期
PTEが各１例ずつ，また２００６年には手術前の血管
造影後 PTEが１例発症した。以下に PTE発症例
について経過を記載する。
［症例１］
患 者：７９歳，女性。
病 名：大腿骨頚部骨折。
経 過：入院後より患肢のけん引が行われ，受傷６

日目に硬膜外麻酔併用全身麻酔下に人工骨頭置換術
を施行した。術後２日目にリハビリテーションが開
始され順調に経過していたが，術後１４日目の歩行訓
練中に突然心肺停止状態となった。心肺蘇生後，集
中治療室（ICU）に入室し，人工呼吸管理となった。
心臓超音波検査で PTEと診断され，モンテプラー
ゼによる血栓溶解療法とヘパリンによる抗凝固療法
が実施された。翌日には人工呼吸器より離脱した。
その後ワルファリン内服による抗凝固療法に切りか
えられ，PTE発症２２日目（術後３６日目）に下大静脈
フィルタが挿入された。術後６３日目に軽快・退院と
なった。
［症例２］
患 者：７２歳，女性。
病 名：大腿骨頚部骨折。
経 過：入院後に患肢のけん引が行われ，受傷９日
目に人工骨頭置換術が予定された。しかし手術当日
の出棟前より呼吸苦を認め，手術室入室時の経皮的
酸素飽和度は８４％，空気吸入下の動脈血酸素分圧は
４８．１mmHgと著明に低下していた。このため手術
を中止し，ICUに入室となった。心臓超音波検査
と造影CT検査で PTEと診断され，ウロキナーゼ
による血栓溶解療法とヘパリンによる抗凝固療法が
実施された。ワルファリン内服に切りかえられて
PTEの症状も改善した後，発症２８日目に全身麻酔
下に人工骨頭置換術を施行した。術後は順調に経過
し，発症４７日目（術後１９日目）に軽快・退院となっ
た。
［症例３］
患 者：７０歳，女性。
病 名：脊索腫。

表１ リスク別の深部静脈血栓症と肺血栓塞栓症の発症率

リスク分類
DVT（％） PTE（％）

下腿 大腿より近位 有症状 致死性
低リスク ２ ０．４ ０．２ ＜０．０１

中等度リスク １０－２０ ２－４ １－２ ０．１－０．４
高リスク ２０－４０ ４－８ ２－４ ０．４－１
最高リスク ４０－８０ １０－２０ ４－１０ ０．２－５

文献１）より改変

表２ 麻酔科管理症例数と肺血栓塞栓症発症数

麻酔科管理 PTE発症数
症例数 周術期 その他

２００２年 ２０６０ ３
２００３年 ２１８０ １
２００４年１－３月 ５７０ ０

２００４年４－１２月 １６８７ ０
２００５年 ２０１１ ０
２００６年 ２１４４ １ １
２００７年 ２２０８ １
２００８年１－３月 ５６４ ０
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経 過：原病に対して血管造影が行われた翌日，離
床時に意識を消失した。ICUに入室後，心臓カ
テーテル検査と肺血流シンチグラフィで PTEと診
断され，ヘパリンによる抗凝固療法が開始された。
発症１０日目に下大静脈フィルタが留置され，発症１５
日目に全身麻酔下に脊索腫摘出手術を施行した。発
症３０日目（術後１５日目）に軽快・転院となった。

考 察

今回の調査の結果，DVT予防ガイドライン導入
前は麻酔科管理症例４８１０例中４例の，また導入後は
８６１４例中２例の PTE発症を認めた。また，PTEの
発症率に有意な変化はなかったが，これは，周術期
の PTE発症率を考慮に入れるとサンプル数が少な
いことによると考えられる。
日本麻酔科学会が行っている周術期 PTE発症例

調査の報告７）によると，PTE発症率は手術１万例に
対して２００２年には４．４１人，２００３年には４．７６人であっ
た。PTE/DVT予防ガイドラインが発表され，
PTE予防管理料が保険収載された２００４年には３．６２
人，さらに２００５年には２．７９人と８）有意な減少を続け
ている。この原因として PTEに対する一般社会と
医療界の関心の高まりに加えて，このガイドライン
により一定の指針が示されたことが挙げられる。ま
た，保険収載されたことも大きな因子で，これによ
り，従来は病院と患者で負担していた予防のための
費用の一部が保険料負担となり，費用面でも予防に
取り組みやすくなったと考えられる。しかし発症例
の死亡率は，２００２年１７．９％，２００３年１８．９％に対し，
２００４年２１．８％，２００５年２８．８％と有意ではないもの
の，増加傾向にある７），８）。このことは，PTEが依然
重篤な疾患であることを示しており，予防の重要性
が示されている。
今回報告した３症例のうち，症例１ではガイドラ

インに従って，手術中から離床するまでは間欠的空
気圧迫法（intermittent pneumatic compression：I-
PC）による予防を行っていた。大腿骨頚部骨折の場
合，PTEは術前から術後１２時間までと術後４から
７日目に発症する頻度が高い９）とされている。この
術前から術後１２時間までのピークが現われるのは，
骨折による疼痛と下肢をけん引することで下肢の運
動が困難となり，深部静脈に血栓が形成されること

によると考えられる。また，術後４から７日目の
ピークは，術後安静時に深部静脈に血栓が形成さ
れ，最初の離床時に PTEを発症することが原因と
考えられる。しかし，本症例では２日目に離床して
おり，発症時期がリハビリテーションを始めて１２日
目と非典型例であった。この時期までの IPCによ
る予防法実施は臨床上困難であり，現在，離床後も
患者に積極的な運動を促している。
症例２は，先に述べた初めのピークに発症してい

る。受傷翌日の造影CT検査ではDVTの所見を認
めていないことから，受傷９日目の手術予定日まで
の間に血栓が形成されたと考えられる。入院から手
術までの期間での PTE予防方法は，ガイドライン
作成当時より問題となっていた。この期間には，下
肢の運動は困難であり，有効な IPC装置の装着も
難しく，術前ということで抗凝固療法を行うにも抵
抗感を伴う。また，手術直前に下肢の造影CT検査
を行えば術前にDVTの有無を検索可能であるが，
全症例に行うことは現実的ではない。残された方法
として早期手術があるが，手術室運用上の限界があ
ることも事実である。現在，手術までの期間を可能
な限り短縮するように努めている。
症例３は，狭義の周術期には入らない血管造影後

の PTEで，市川総合病院では初の症例であった。
安野らの報告では１０），血管造影６０例中１９例で肺血流
シンチによる新規の欠損影を認め，１例で軽い全身
倦怠感を認めただけで，無症候 PTEが多数発症し
ている可能性が示された。また，岡山大学とその関
連施設の報告１１）では，脳血管造影４１１７例中症候性
PTEは４例（１万例に対して１０．４人）で，発症率は
周術期と同等であった。また，４例のうち２例が死
亡，１例が脳虚血によるこん睡と，一旦発症すると
重篤な病態を示すことも，周術期と同様であった。
症例３を契機に，穿刺血管の圧迫止血に十分な注意
をはらうと同時に，圧迫解除時および離床時の観察
を強化している。
市川総合病院でDVT予防ガイドラインを導入す

る以前に経験した PTE４症例を，導入したDVT
予防方法と照らし合わせると，３症例で予防方法が
不十分であったことは報告した５），６）。それに対し
て，今回報告した３症例はいずれも，ガイドライン
には含まれていない血管造影後や，手術室や予防方
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法の運用上の限界点を超えた時期に発症していた。
この３症例を受けて，市川総合病院では，ガイドラ
イン以外の運用方法を変更することで対応している
ものの，全領域を網羅しきれておらず，今後とも
PTEが発症する危険性は残されている。従来から
PTEの根絶が困難であることは言われており，予
防に加えて早期発見が重要となる。
PTEの予防と早期発見には，看護師も含めた病

院全体で取り組む体制を整えることが必要で，発症
した場合も含めて一致した対応が取れるようにする
ことが重要と言われている。市川総合病院では，周
術期DVT予防ガイドラインを導入すると同時に，
表３に示したように予防と早期発見につなげるため
に看護師の役割を決めた。また PTE発症を疑った
場合は，看護師は主治医または当直医に，主治医は
循環器科医師に速やかに連絡して早期診断・早期治
療につなげる体制も整えていた。今回報告した３症
例がいずれも救命することができたのは，早期発見
から早期診断・早期治療へと円滑に進んだことによ
ると考えられる。
２００８年４月より，歯科・口腔外科領域でも保険収
載された。この領域に限定した PTEの発症率につ
いての報告はないものの，日本麻酔科学会の報告８）

によると，頭頸部・咽頭部の手術での PTE発症率
は手術１万例に対して０．５９人と，他の手術部位と比
較して低い値を取っている。これは，この部位の手
術患者は早期離床が可能であるため，深部静脈に血
栓を形成することが少ないからだと考えられてい

る。しかしながら，PTEは一旦発症すると重篤な
病態を示すため，歯科・口腔外科領域でも，高リス
クまたは最高リスクの患者を見極め，適切なDVT
/PTE予防のための手段を講じることは重要と考え
る。

結 語

DVT予防ガイドライン導入前は麻酔科管理症例
４８１０例中４例に，また導入後は８６１４例中２例に周術
期 PTEの発症を認めたが，ガイドライン導入前後
で PTE発症率に有意な変化はなかった。
周術期 PTEと血管造影後 PTEの計３症例の検

討からは，ガイドラインの改定を重ねても発症を予
防することは困難であることや，手術室やDVT予
防方法の運用にも限界があることが判明した。これ
らは従来から言われていたことで，今後とも PTE
が発症する危険性は残されていると考えられる。そ
のため，DVT予防に加えて，早期発見から早期診
断・早期治療へ円滑につなげる体制を，病院全体で
構築することが重要である。
２００８年４月より，歯科・口腔外科領域でも PTE
予防管理料が保険収載された。この領域の PTE発
症率は低いと考えられるが，PTEは一旦発症する
と重篤な病態を示すため，高リスクまたは最高リス
クの患者を見極め，適切なDVT/PTE予防のため
の手段を講じることは重要と考える。

本論文の要旨は，第２８５回東京歯科大学学会例会（２００８年６
月７日，千葉）において発表し，座長から推薦された論文で
ある。
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表３ 看護師の役割

■リスク判定と予防法は指示簿に記載される。
■予防法について

早期離床および積極的運動の説明を行う。
弾性ストッキング
適正なサイズを選び，適正に装着してもらう。
各病棟で管理する。

間欠的空気圧迫法（フロートロンTM・フットポン
プTM）
機械本体は，病棟管理分以外に臨床工学師管理分が
あり，不足の際には，臨床工学師に連絡する。
ガーメントは，手術室で主に管理する。
適正に使用する。
＊血栓のある患者には使用禁
＊ガーメントの巻き方に注意

■PTEの好発する時間・状況とその症状に留意する。

注）ガーメント：下肢に巻く部品で，その中に機械本体か
ら空気が送り込まれることで，下肢は圧迫される。
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Introduction of Guidelines for Prevention of Perioperative Deep Vein
Thromboembolism：Outcomes and Problems

Takashi OUCHI，Junko YUMURA，Hideharu AGATA
Ryohei SERITA，Toshiya KOITABASHI

Department of Anesthesiology, Ichikawa General Hospital, Tokyo Dental College

Key words : pulmonary thromboembolism, deep vein thromboembolism, Guidelines for the prevention of deep vein

thromboembolism.

Guidelines for the prevention of deep vein thromboembolism（DVT）were introduced at Ichikawa Gen-
eral Hospital，Tokyo Dental College in April，２００４． From January２００２to March２００４，there were４
cases of perioperative pulmonary thromboembolism（PTE）out of４８１０surgical cases． After the introduc-
tion of the guidelines，there were２cases of PTE out of８６１４surgical cases until March２００８． No signifi-
cant change was observed in incidence of PTE between these two periods． In spite of using a DVT pro-
phylaxis based as indicated in the guidelines，PTE occurred in３patients，２perioperatively and１after
cerebral angiography． From close examination of these３cases，it appears to be difficult to eradicate
this problem． Therefore，we emphasize the importance of a scheme for early detection of perioperative
PTE，followed by early diagnosis and early treatment．
The incidence of perioperative PTE in dental and oral surgical patients is much lower than that in

overall surgical patients． However，given the high mortality rate of PTE，we consider it important to
screen out high-risk and highest-risk patients and to carry out appropriate DVT prophylaxis．

（The Shikwa Gakuho，１０８：６２７～６３１，2008）
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