
はじめに

急性肺血栓塞栓症は日本では従来まれな疾患と考えら

れていたが，最近わが国においても増加してきており，

決してまれな疾患とはいえなくなった。また，エコノ

ミークラス症候群としてマスコミなどでも注目されてい

る疾患である。術後の安静臥床が長くなった患者では注

意しなければならない術後合併症の一つでもある。日本

における急性肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症予防ガイド

ライン１）が２００４年に公表され，日常診療を行う上でも急

性肺血栓塞栓に対する適切な診断や治療は重要となって

きている。今回われわれは，多施設共同で徳島県におけ

る急性肺血栓塞栓の診断や治療実態に関する調査を行っ

た。

方 法

対象は生前診断された急性肺血栓塞栓例である。徳島

県内の協力医療機関１７施設に調査票を配布し，発症後３０

日までの予後を記入した後に回収した。調査期間は２００５

年１０月から２００７年９月までの２年間であった。全症例数

は４３例で，調査票回収症例数は３０例（回収率７０％）で

あった。

結 果

１）患者背景

平均年齢は７０．７±５．３歳，男性７例，平均身長１５５．３±

１０．１cm，平均体重は６０．４±１．８kg，BMIは２２．４±０．５，

喫煙症例は５例（１７％）であった。

２）受診時の重症度別分類

心肺停止状態が５例（１６％），心原性ショックが６例

（１９％），心原性ショックではないが右心負荷を認める

ものが１７例（５５％），心原性ショックも右心負荷も認め

ない症例が２例（１０％）であった。発症形態としては，

２３例（７７％）が急性肺血栓塞栓で７例（２３％）が慢性肺

血栓塞栓の急性増悪例であった（図１）。

３）発症場所

院外発症が２０例（６４％），院内発症が１０例（３４％）で

あった（図２）。院内発症例１０例の発症時の入院担当科

は，循環器科２例，脳神経外科２例，消化器外科２例，

整形外科２例，婦人科１例，精神科１例であった。

４）発症機転と素因，予防処置の有無

発症機転としては，起立時１２例（４０％），排尿排便時

５例（１７％），体位変換時２例（７％），発症機転が不明
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図１．受診時の重症度別分類
心肺停止状態が５例（１６％），心原性ショックが６例（１９％），心
原性ショックではないが右心負荷を認めるものが１７例（５５％），心
原性ショックも右心負荷も認めない症例が２例（１０％）であった。
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なもの１２例（４０％）であった。来院時の症状や所見では，

呼吸困難が２７例（８９％）と最も多く，胸痛１８例（６０％），

冷汗１３例（４３％），咳８例（２７％），動悸９例（３０％），発

熱２例（６％），血痰１例（３％）であった（図３）。複

数回答可能とした質問において発症素因と考えられるも

の（表１）は，肥満１２例（４０％），長期臥症１０例（３３％），

手術後６例（２０％），プロテイン S欠損症１例（３％），

プロテイン C欠損症１例（３％），悪性疾患の合併１例

（３％），ステロイド内服１例（３％），中心静脈カテー

テル挿入１例（３％），脳血管障害であった。また，発

症素因が不明なものは７例（２３％）であった。肺血栓塞

栓に対する予防処置がとられていたものは，対象例全体

の２３％であった。予防処置の内容としてはワーファリン

内服が２例，ワーファリン内服とヘパリン静脈注射が１

例，医療用ストッキングの着用が２例，抗血小板薬内服

が１例，機械的な下肢圧迫装置の装着が１例であった。

５）急性肺塞栓の確定診断

急性肺血栓塞栓の確定診断に用いた診断方法（複数回

答）では，経胸壁心エコー検査１９例（６３％），造影 CT

検査１８例（６０％），肺血流スキャン７例（２３％），肺動脈

造影３例（１０％），核磁気共鳴検査（MRI）０例（０％），

経食道エコー０例（０％）であった。

６）深部静脈血栓の検索

深部静脈血栓の検索は，全体の６７％，死亡例を除いた

場合は８６％に行われていた。全症例のなかで４３％に深部

静脈血栓を認め，３３％は深部静脈血栓を認めず，２４％は

未検査または無回答であった（図４）。深部静脈血栓の

診断方法としては，血管エコーが６８％と最も多く，造影

図２．急性肺塞栓を発症した場所
院外発症が２０例（６７％），院内発症が１０例（３３％）であった。院内
発症例１０例の発症時の入院担当科は，循環器科２例，脳神経外科
２例，消化器外科２例，整形外科２例，婦人科１例，精神科１例
であった。

図３．受診時の自覚症状
呼吸困難が２７例（８９％）と最も多く，胸痛１８例（６０％），冷汗１３例
（４３％），咳８例（２７％），動悸９例（３０％），発熱２例（６％），
血痰１例（３％）であった。

表１．急性肺塞栓の誘引と考えられるもの（複数回答）

肥満 １２ （４０％）

長期臥床 １０ （３３％）

手術後 ６ （２０％）

中心静脈カテーテル挿入 １ （３％）

悪性疾患の合併 １ （３％）

プロテイン C欠損症 １ （３％）

プロテイン S欠損症 １ （３％）

脳血管障害 ２ （６％）

ステロイド内服 １ （３％）

不明 ７ （２３％）

図４．深部静脈血栓の有無
深部静脈血栓の検索は，全体の６７％，死亡例を除いた場合は８６％
に行われていた。全症例のなかで４３％に深部静脈血栓を認め，３３％
は深部静脈血栓を認めず，２４％は未検査または無回答であった。
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CTが１２％，静脈造影が３％，MRIを用いた検索は行わ

れていなかった。深部静脈血栓の検索時期は，発症当

日もしくは翌日が１０例と最も多く，ほとんどの症例が

急性肺血栓塞栓発症１週間以内に検索を行っていた。

また，Dダイマーの検索が行われた症例は２８例中１６例

（５７．１％）で，Dダイマーの検査を行った症例では全て

が異常値を示していた。

７）急性肺塞栓に対する治療および処置

急性肺血栓塞栓に対する薬物治療（図５）として，未

分画ヘパリンが８３％，低分子ヘパリンが７％，ワーファ

リンが６０％，ウロキナーゼ２３％，t-PA１０％，強心薬２３％，

抗血小板薬０％であった。薬物治療以外の処置や治療

（図６）として，人工呼吸管理を行った症例は２０％，経

皮的心肺補助装置の挿入は７％，カテーテル血栓吸引術

は１０％，永久留置型下大静脈フィルターは４０％に施行さ

れていた。一時留置型下大静脈フィルターの留置を行っ

た症例はいなかった。

８）短期予後

治療に対する反応（図７）では，著明改善が１７例（５７％），

軽度改善が５例（２０％），不変‐悪化が７例（２３％）であっ

た。３０日の短期予後では，死亡した症例は８例（２６％）

であった。そのうち，初回発作もしくは２４時間以内に死

亡したのは６例（７５％），２４時間以後は２例（２５％）で

あった。２４時間以後に死亡した症例の死亡原因は，肺血

栓塞栓再発と呼吸不全のそれぞれ１例であった。初回発

作もしくは２４時間以内に死亡した症例を除いた場合，治

療により改善する症例の割合は９６％と良好であった。

考 察

深部静脈血栓と急性肺血栓塞栓は同じ疾患が異なる形

で現れたものであり，近位部の深部静脈血栓患者の大部

分で症候性もしくは無症候性の肺塞栓が認められ，その

逆も当てはまる２）。深部静脈血栓症患者の大部分は適切

な抗凝固療法を行えば死亡することは無いが，急性肺血

栓塞栓を伴う患者では深部静脈血栓単独に比べて発症

後１年以内に再発により死亡する確率が４倍近く高い

（１．５％対０．４％）ことが判明した３）。急性肺血栓塞栓の

診断・治療とともに深部静脈血栓の予防処置や退院後の

抗凝固薬の継続，生活指導などを含めた包括的な治療が

望まれる疾患である。

日本では，年間で１００万人当たり２８人の割合で急性肺

血栓塞栓を発症していると報告されている１）。今回の結

果は，徳島県の人口を８２万人とすると，徳島県で発症し

た肺血栓塞栓の半数以上は把握できていたと考えられた。

図６．急性肺塞栓に対する非薬物治療
薬物治療以外の処置や治療として，人工呼吸は２０％，経皮的心肺
補助装置の挿入は７％，カテーテル血栓吸引術は１０％，永久留置
型下大静脈フィルターは４０％の症例に行われていた。

図５．急性肺塞栓に対する薬物治療
急性肺塞栓に対する薬物治療としては，未分画ヘパリンが８３％，
低分子ヘパリンが７％，ワーファリンが６０％，ウロキナーゼ２３％，
t-PA１０％，強心薬２３％，抗血小板薬０％であった。

図７．急性肺塞栓の治療に対する反応
急性肺塞栓入院治療に対する反応では，著明改善が１７例（５７％），
軽度改善が５例（２０％），不変‐悪化が７例（２３％）であった。
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本研究では，急性肺血栓塞栓の３０日死亡率は２６％と高率

で，死亡例の７５％が当日に死亡していることがわかった。

２００６年の日本における肺血栓塞栓の予後報告４）では，３０

日死亡が６％で診断当日の急変は８％であり，患者背景

などに違いがあることを考慮しても今回の対象患者にお

ける急性肺血栓塞栓による死亡率や当日の急変例が多い

と思われた。これは，急性肺血栓塞栓のスクリーニング

方法として有用とされる Dダイマーの検索率が本研究

では５７％であるが，国内の他の報告では Dダイマーの

検索率は８０‐９０％と高率であり，本県における肺血栓塞

栓症例に対する Dダイマーの検索率がかなり低いこと

が分かった。このことから，本県における深部静脈血栓

症のスクリーニングや肺血栓塞栓の診断方法などに問題

があるのではないかと思われた。また，今回の調査では

発症から診断や治療開始までの時間経過が調査項目に

入っていないが，山間部や河川が多く搬送に時間を要す

る徳島県特有の地理的条件により搬送などに時間を要す

る症例も含まれている可能性がある。急性肺血栓塞栓は，

急性心筋梗塞などと同様に時間の経過とともに全身状態

が悪化することが多いため，心原性ショックを伴う重症

例の場合は，経皮的心肺補助装置の挿入や血栓溶解療法

などが可能な施設へのヘリコプターなどを用いた早期搬

送のシステム作りも必要と思われる。

今回も急性肺血栓塞栓の診断法として６０％の症例にマ

ルチスライス CTが利用されており，従来の肺血流シン

チや肺動脈造影に代わる診断方法として利用されている

ことがわかった。近年の画像診断法として，マルチスラ

イス CTによる肺血栓塞栓，深部静脈血栓診断の精度が

高くなってきていることから，早期診断に有用であると

認識されているようである。低侵襲で早期に確定診断が

可能であるマルチスライス CTが，急性肺血栓塞栓の診

断と病状の把握において非常に有用と考えられ，今後も

積極的な使用が望まれる５）。

深部静脈血栓症の有無についてのスクリーニングは，

大部分の症例で下肢エコーを用いて実施されおり，一部

に造影剤を用いたマルチスライス CTが利用されていた。

また，急性肺血栓塞栓症例の約４割の症例に永久留置型

下大静脈フィルター留置が行われていた。下大静脈静脈

フィルターの適応や有効性については十分には実証され

たものではないが，肺血栓塞栓の予防効果や合併症の観

点からは臨床的に有用であるとの報告も多い。抗凝固療

法が禁忌の場合や十分な抗凝固療法を行っても肺血栓塞

栓の再発を繰り返すような症例は下大静脈静脈フィル

ターの適応である。また，数週間以内に病態の回復が見

込まれる場合には一時留置型のフィルターも考慮される

べきであるとされている。

治療においては，肺血栓塞栓に対する治療として血栓

溶解療法を行った症例は全体の３３％と予想よりも少なく，

ヘパリンとワーファリン併用などの抗凝固療法を中心に

治療が行われていことが分かった。血栓溶解療法を施行

した症例について，消化管，頭蓋内出血や輸血を必要と

するような出血の重大合併症は報告されなかった。血栓

溶解薬が重大な副作用なく使用されていることは，症例

の重症度や出血のリスクを考慮しながら適性に使用され

ているためと考えられた。

近年，日本においても急性肺血栓塞栓に関する疫学調

査が行われているが全国規模のものがほとんど６，７）で，

地方都市における研究は少ない。今回の結果から，急性

肺血栓塞栓に対する適切な早期診断と治療の必要性と本

県特有の問題点などを認識することができた。

本研究の問題点としては，症例数が少なく，アンケー

ト回収方式であるため全ての肺血栓塞栓症例を把握でき

ておらず，軽症例や肺血栓塞栓疑い例は除外されている

可能性があること。発症から診断，治療までの時間経過

が正確に把握できていないこと。肺血栓塞栓の長期予後

が追跡できておらず，慢性期の死亡率やワーファリンな

どの内服薬の効果や下大静脈フィルター留置の予後改善

効果については検討できていないことなどが挙げられる。

結 語

本研究は徳島県における肺血栓塞栓の診断・治療に関

する初めての疫学調査である。最近の日本の他の報告に

比べて，本県の急性肺血栓塞栓の３０日死亡率が高く，肺

血栓塞栓の早期発見治療や積極的な予防策などのさらな

る啓蒙が必要と思われた。
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Clinical characteristics and short-tern prognosis of acute pulmonary embolism in
Tokushima

-results of a multicenter registry in Tokushima Pulmonary Embolism Study Group-

Naoki Suzuki and Yoshikazu Hiasa

Tokushima Pulmonary Embolism Study Group, Tokushima, Japan

SUMMARY

The purpose of this study was to assess clinical characteristics and short-tern（30 days）

prognosis of acute pulmonary embolism（APE）in Tokushima. This study was multicenter regis-

try in Tokushima Pulmonary Embolism Study Group.

From October 2005 to September 2007, 43 APE patients were enrolled this study, but we could

analyze 30 patients（70%）. The mean age of the patients at diagnosis was 70.7±5.3 yrs, male/

female was 7/21, mean BMI was 22.4±0.5. The mortality rate at 30 days was 26%（8/30）. Six

patients died in the first day of admission. The majority of registry patients underwent multislice

CT scans（60%）, while only 16 patients（57.1%）analyzed D-dimmer. Thrombolysis was per-

formed only 33%, but most of patients（90%）was received anticoagrant therapy. Evaluation of

deep venous thrombosis was performed 86% by venous ultrasonography. After the diagnosis of

venous thromboembolism, an inferior vena cava filter was implanted in 40%.

This is the first report that demonstrated the current status of APE in Tokushima prefecture.

In this study shows poor outcomes of APE patients after admission. We must improve clinicians’

awareness of APE, advances in diagnostic modalities and deep venous thrombosis.

Key words : acute pulmonary embolism, short-term prognosis, Tokushima, thrombus
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