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第５回こしのくに Venous Forum 抄録集 

 

Integral Co-Trip Award (こしのくに賞) 受賞者演題  

当院の深部静脈血栓診断における下肢超音波検査の実態調査 

吉岡 明治、北川 孝道、松下 陽子、植東 ゆみ、下村 大樹 
（公益財団法人 天理よろづ相談所病院 臨床検査部） 

 
当院の深部静脈血栓(DVT)診断における下肢超音波検査(US)の現状を把握する目的

に実態調査を行った。 

【対象および方法】対象は 2016 年 4 月～2018 年 6 月に当院で DVT 診断を目的に US

と D ダイマー（DD）検査が施行された 825 例(DVT 既往、経過観察症例は除外)。性別

は男性 386 例、女性 439 例、年齢は平均 71.2 歳であり DVT 検出状況、下肢症状およ

び DD 値を後方的に調査した。DVT 診断は US で行い、血栓存在部位は膝窩静脈より

中枢側を中枢型、末梢側を下腿型として分類した。なおDD値の基準範囲は＜1.0μg/mL

である。2 群間の比較は連続変数は t 検定、名義変数はχ2検定を行い、p＜0.05 を有意

差ありと定義した。 

【結果】DVT は 26％(217/825 例)に認め、中枢型 85 例(39％)、下腿型 132 例(61％)

であった。主な US 依頼内容は下肢症状(浮腫・腫脹・圧痛)45％、DD 上昇 22％、脳卒

中 19％であった。DVT 群と非 DVT 群の比較において、年齢は 74.3 歳、70.1 歳と DVT

群が有意に高く(p=0.022)、下肢症状は片側性が 36％、23％と DVT 群が有意に高かっ

たのに対し(p＜0.05)、両側性は 9％、21％と非 DVT 群が高かった(p＜0.05)。また、

DD 値は 14.5μg/mL、5.5μg/mL と DVT 群で有意に高値であり(p＜0.001)、基準値以

下の症例（137 例）は全て非 DVT 群であった。血栓部位別にみると、片側性は中枢型

DVTが有意に高かったが(中枢型 59％、下腿型 21％)、DD値は有意差を認めなかった(中

枢型 14.0μg/mL、下腿型 13.8μg/mL)。 

【まとめ】DD は DVT の除外診断に有用で、非 DVT 群の 17％（137/825 例）が＜1.0

μg/mL であり US 削減に活用すべきである。一方で上昇例は DVT 以外の要因が多く、

DD 高値と DVT の関連性は乏しかった。さらに、その度合いと血栓範囲との関係も認

め、臨床所見との組み合わせが必要であった。下肢症状が両側性は DVT との関係を認

めず非特異的所見であったが、片側性は中枢型 DVT が多く、DD 上昇を伴う症例にお

いて積極的に US を施行すべきと考えられた。 
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一般演題①－1 
下腿浮腫を契機に発見された子宮内膜癌による 

Cancer-associated Thrombosis の一例 

金沢医科大学氷見市民病院 胸部心臓血管外科 
町田雄一郎、小畑貴司 

 
癌患者は、静脈血栓塞栓症を発生しやすく、癌に合併した血栓症は、

Cancer-associated Thrombosis (CAT)と呼ばれる。CAT は予後にも関わるため、

癌診療において重要な問題である。今回我々は、下腿浮腫を契機に発見された

子宮内膜癌の一例を経験したので報告する。 

 

症例は 40 台女性。日中より左腓腹部痛を自覚。様子を見ていたが、症状改

善ないため、翌日深夜に当院救急を受診した。精査の結果、左深部静脈血栓症

及び腹腔内腫瘍が認められたため、当科診察となった。 

画像検査の結果、子宮内膜癌疑い・両側卵巣腫大・骨盤内リンパ節腫大疑い左

下肢深部静脈血栓症、無症候性肺血栓塞栓症 を認めた。以上より、CAT と診断

した。CAT の治療として、まずはヘパリン治療を行った後に、エドキサバン 60mg

の内服を開始した。婦人科の腫瘍に対しては、単純子宮全摘術＋両側付属器摘

出術＋骨盤リンパ節郭清術＋傍大動脈リンパ節郭清術＋骨盤腹膜病変切除術を

施行した。また、IVC 付近の手術操作が必要であるため、非金属性の一時留置型

下大静脈フィルターを留置展開状態下に手術を施行し、術後に回収可能型下大

静脈フィルターに入れ替えた。術後は、CBDCA+PAC 6 コース施行したが、出血や

DVT の増悪は認めなかった。悪性腫瘍と静脈血栓症には強い関わりがあるため、 

今後さらなる症例の蓄積により、CAT の早期発見や治療方法の確立を目指す

必要がある。 
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一般演題①－２ 

深部静脈圧排による DVT 治療の 2例 

恵寿総合病院 心臓血管外科 

西澤 永晃, 中嶋 和恵(心臓血管外科)、尾田 真一・木戸 薫(臨床検査部) 

 

【はじめに】2017 年に改訂された日本循環器学会の肺血栓塞栓症及び深部静脈

血栓症の診断、治療、予防に関するガイドラインで、IVC フィルターの使用につ

いても明確な指針が出されている。深部静脈圧排による VTE に対して、DOAC の

投与、VTE の原因疾患治療(圧排病変摘除術)で IVC フィルターを一時留置し、合

併症なく経過した 2症例を経験したので報告する。 

 

【症例 1】78 歳、男性。 

左下肢腫脹・疼痛で受診。動静脈エコー及び造影 CT にて、左外腸骨～総大腿動

脈瘤による総大腿静脈の圧排及び総大腿静脈より末梢の中枢型 DVT・左右

PTE(PESIⅠ・非広範型)を認めた。右総腸骨動脈瘤・心房細動の合併あり。ヘパ

リンリードで DOAC(エドキサバン)を開始。DOAC をヘパリン置換して IVC 

フィルター留置し、右総大腿動脈人工血管置換術施行。術後 IVC フィルター抜

去。PTE の合併はなく退院した。 

 

【症例 2】78 歳、女性。 

左右下肢静脈瘤にて、前医を受診。右大伏在静脈の血栓閉塞を認め、当院紹介

となった。下肢静脈エコー・造影 CT で、巨大多房性卵巣嚢腫の右外腸骨静脈圧

排と、右下腿・大腿大伏在静脈血栓が外腸骨静脈に続く中枢型 DVT・左右

PTE(PESIⅠ・非広範型)であった。右浅大腿静脈より末梢深部静脈に血栓なし。

ヘパリンリードで DOAC(エドキサバン)を開始。DOAC をヘパリン置換して IVC 

フィルターを一時留置し、卵巣多房性嚢胞性腫瘤摘除施行した。術後 IVC フィ

ルターを抜去。PTE の合併なく退院した。 
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一般演題①－３ 

当院における下肢リンパ浮腫患者指導の効果 
－パンフレットを活用したセルフケアの有効性について－ 
金沢医科大学氷見市民病院 看護部外来 

田中恵里子、魚谷弥生 中田千鶴 

 

【背景】がん治療の後遺症として発症するリンパ浮腫は、身体面の変化だけで

なく精神・社会面にも影響を及ぼし、患者の QOL を低下させることが報告され

ている。A 病院では①圧迫療法はパンフレットを使用②日常生活指導については

口頭のみで説明しているが、患者の不安、疑問の軽減のためには、患者に分か

りやすい説明が必要である。そこでパンフレットを用い個別指導を行うことで

浮腫を自己管理できるように本研究に取り組んだ。 

【目的】下肢リンパ浮腫患者に対するパンフレット指導の効果について明らか

にする。 

【対象・方法】研究対象者は、A病院倫理審査第 136 番で承認を得て、A病院胸

部血管外科を通院している ADLの自立した二次性リンパ浮腫患者 2名。方法は、

指導前後の下肢周囲径、体重、INBody、病期分類を検討することとした。また、

患者指導に必要な項目（スキンケア、日常生活）についてパンフレットを作成

し、指導を行う。指導後に圧迫療法・日常生活指導について半構造化面接を実

施。 

【結果】スキンケアや下肢に負担をかけないことについて指導をすることでス

キントラブルの発生は見られなかった。また、体重コントロールに目を向ける

ことで浮腫の増悪を予防することが出来た。聞き取りによりスキンケアを改善

することが出来た。 

【結語】下肢リンパ浮腫患者に対するパンフレットを用いた指導は、患者に安

心感を与えることができた。 
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一般演題②－１ 

整形外科術後における深部静脈血栓症と血液データに関する検討 
  金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門 

〇山村 博、庵 緋沙子、長迫 千寛、坪野 寿恵、山田 正則 

 
【背景】予防ガイドラインでは整形外科術後の深部静脈血栓症（以下 DVT）の

発症は高リスクに位置するため、下肢静脈エコーを施行し DVT 除外診断を行う

ことは必須となりつつある。その他には視診、触診、採血などがあり、特に採

血（D-dimer）とエコーは重要な検査である。D-dimer は二次線溶のみを反映し、

肺血栓塞栓症（PTE）や DVT で nagative predictive value（NPV）が高いこと

から、除外診断に有用である。しかし術後の D-dimer はほとんど高値を示すた

め通常の基準値では評価し難いのが現状である。 

 
【目的】整形外科術後に施行した下肢静脈エコーと血液データに関する検討を

行った。 

 
【対象・方法】2012 年１月～2013 年 3 月までに整形外科手術後に下肢静脈エ

コー検査を施行した患者は 240 例である。術後下肢静脈エコー検査を施行し、

圧迫法・カラードプラなどを用いてＤＶＴ除外診断を行い、同時に採血検査も

行った。 

 
【結果】①TKA の DVT 発生率は THA の 3 倍を認めた。②THA および TKA
の DVT 発生部位は 80%以上がヒラメ静脈に関連する血栓であった。③手術部位

別では TKA の D-dimer は高値を示し、血栓の有無に関わらず有意差を認めた

（Fig.1,2）④CRP は THA および TKA 共に血栓の有無に関わらず有意差を認

めなかった（Fig.3,4）⑤D-dimer は THA および TKA 共に血栓ありのほうが高

かった（特に TKA）が有意差は認めなかった。 

 
【考察】文献 1)にも示されているように TKA の DVT 発生率は整形外科術後の

中でも高く、発生部位はヒラメ静脈が好発であった。血栓の有無に関わらず

D-dimer が高値を呈したのは手術部位周囲の血腫の影響が考えられる。D-dimer

は血栓ありの方が高値を示すものの血栓を強く疑う根拠とはならなかった。 

 
【考察②】手術部位では血栓の有無に関わらずTHAよりTKAが有意にD-dimer
が高かった。その理由としてはターニケットによる長時間の圧迫止血で膝周囲

への侵襲が大きく血腫などを作りやすいことが原因と考えられる。今回、TKA
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の D-dimer カットオフ値がある程度予測でき、現状では D-dimer 17μg/mL が

妥当と考える。 

 
【結語】手術部位や血栓の有無で D-dimer の傾向性は予測できるが、血液データ

を整形外科術後の DVT 予防因子とすることは困難であった。DVT 予防および

早期発見のため下肢静脈エコーを積極的に施行することが重要である。 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1） 施徳全：人工股関節置換術後における下腿部ＤＶＴの発生部位と分布パターン.Therapeutic 

research 2006;27(6):1100-1102 

 

  

Fig.1 Thrombus(‐) 

Fig.3 THA Fig.4 TKA 

P<0.01 

Fig.2Thrombus(+) 
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一般演題②－2 

当院における VTE リスク評価法について 

福井大学医学部附属病院 検査部 
齋藤 清隆, 前田 文江, 大竹 由香, 木戸口 周平, 橋本 儀一, 木村 秀樹 

 
【はじめに】現在, 静脈血栓塞栓症(以下, VTE)予防は標準的医療と見なされて

いる. 当院では平成29年度より, 煩雑であったVTEリスク管理の簡便化のため, 
電子カルテに VTE リスク評価表が導入された. 評価表は手術例と非手術例に大

別され, 手術例は術式リスクレベル（低・中・高）と患者リスクスコア（1 点・

2 点・3 点・9 点）, 非手術例は患者リスクスコア（1 点・2 点・3 点・7 点）の

みで最終リスクレベル（なし・低・中・高・最高）を評価する仕組みである.  

 
【目的】 当院で実施されている VTE リスク評価表の有用性を検討する． 

 
【対象と方法】2018 年 4 月～9 月の間に深部静脈血栓検索を目的に下肢静脈超

音波検査を施行した 200 例（初回検査のみ）を対象とした(年齢 68.8±15.8歳, 男
性 72 例, 女性 128 例). VTE リスク評価実施例の 122 例に対し,  手術の術式リ

スクレベル, 患者リスクスコア, 最終リスクレベルによって血栓の有無に差が

ないか検討した.  

 
【結果】血栓の有無に関して術式リスクレベルによる差は認めなかった. 患者リ

スクスコアは, 血栓陽性例で有意に高値であった（t 検定：p<0.05）. 特に, 手
術例では VTE の既往と年齢, 非手術例では肥満（BMI＞25）が独立した危険因

子であった. 最終リスクレベルによる血栓の有無に差は認めなかったが, 血栓

陽性例で高リスク群が 11％多い結果であった. 

 
【結語】手術例の場合は VTE の既往や高齢, 非手術例の場合は肥満の有無を念

頭に置き検査を施行する必要性が示唆された.  
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一般演題②－３ 
VTE（Venous Thromboembolism）症例に対し CT 検査 が有用だった 1例 

金沢医科大学病院 医療技術部 診療放射線技術部門 

 〇田村 能之、本田 梨沙子、西郡 健太、長田 弘二 山村 博、山田 正則 

 

肺血栓塞栓症（PTE）が疑われる症例において、造影 CT 検査はガイドライン上

＊、急性期、慢性期ともに最も高い推奨レベルと位置付けられており、診断に

重要な検査である。 

深部静脈血栓症(DVT)が疑われる症例においては、超音波検査が第一選択である

が、造影 CT 検査は同時に PTE の診断ができ、中心静脈、大腿静脈の血栓描出能

優れているため有用性が高い。しかし、静脈径の小さい下腿部では、血栓の描

出には限界があると言われている。 

近年 DE(Dual  Energy)技術を利用した CT 検査が普及している。これを利用し

VTE の診断の有用な画像提供が可能となっている。今回 PTE、DVT に対し DECT が

有用だった 1例を経験したので報告する。 

使用機器  CT 装置 Siemens 社製 SOMATOM Force  解析ソフト Singo.Via 

症例 61 歳男性 

肺がん患者。化学治療前の採血で D ダイマー高値であったため PE、DVT を疑

われ、造影 CT 検査となった。 

画像診断 

 造影 CT では右肺に血栓、下肢静脈にも血栓を指摘された。肺シンチグラフィ

でも両肺に欠損像を指摘され、下肢エコーでも下肢静脈にも血栓を指摘された。 

まとめ 

・PTE 

DE 処理による肺血流イメージングの欠損はシンチグラフィの肺梗塞域に一致し

ており、横断像では観察しにくい亜区域レベルの血栓に対しても結果がよく反

映されていた。 

・DVT 

DE 処理により血管の CT 値を上昇させることで、下肢エコーの所見とも一致する

明らかな下肢血栓の描出が可能となった。今回の症例では CT 検査では描出しぬ

くい後脛骨静脈での血栓描出可能であった。 

 

＊肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン（JSC 2017） 
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一般演題②－４ 

弾性ストッキング使用時の MDRPU 予防の工夫 

かみいち総合病院 看護部 1、血管外科 2 

  大重 亜希子 1、松原 有桂子 1、土田 尚子 1、戸島 雅宏 2 

 

はじめに：静脈瘤治療において弾性ストッキングは必要な治療機材であるが、

製品により MDRPU（医療関連機器圧迫創傷）の発生に特徴がある。今回下肢静脈

瘤手術治療者を対象に、弾性ストッキング上端の滑り止めによる皮膚炎の発生

について、製品による発生率の差異、及び予防策の効用について検討した。 

 

対象：当科で下肢静脈瘤手術治療術直後 1.5 ヶ月間弾性ストッキング装着指示

された患者 

で中圧弾性ストッキング A使用群（平成 29 年 6 月~8 月）28 例、B使用群（平成

30 年 6 月~8 月使用）26 例、及び B工夫使用群（平成 31 年 6 月~8 月）35 例を対

象に、皮膚炎発生率を比較した。B工夫群ではトップバンド部にチュービストッ

キーネを挟む工夫を行った。 

 

結果 

トップバンド部皮膚炎は、A 群 28.6％、B群 59.3％、B工夫群 28.6％で、3群間

に有意差を認めた。皮膚炎は水泡形成から発赤まで種々の程度を認め、軽度以

下の皮膚炎は A群 12％、B群 6％、B工夫群 70％であった。 

 

考案 

チュービストッキーネ使用により、トップバンド滑り止めによる皮膚炎の発生

を有意に低下することができた。課題はストッキングが下がりやすくなり、チ

ュービストッキーネがずれてトップバンドが皮膚に接触する部分に皮膚炎が出

現するため、更に工夫を要する。 

結語 

トップバンドによる皮膚炎予防にチュービストッキーネを併用する工夫は有用

であった。 

 

 

 


