
 

 1 / 6 

 

東京都北多摩西部保健医療圏 脳卒中医療連携ガイドライン２０１３ 

（10～12ページ） 

「脳梗塞急性期における脳血管内血行再建術の病病連携のための判断基準」の改

訂について （2015年 9月改訂） 

東京都北多摩西部保健医療圏脳卒中医療連携推進協議会急性期部会 

はじめに：この搬送基準改訂の目的 

1. 「脳梗塞急性期における脳血管内血行再建術の病病連携のための判断基準」（2012 年 4 月作成、

2013 年 4 月改訂）を掲載以降、2014 年末から、前方循環系の脳主幹動脈（内頚動脈、中大脳動脈）

閉塞症に対しアルテプラーゼ静注(rt-PA iv)に加えてステントリトリーバーを用いた経皮的脳血栓回収

術を行うことの有効性を示すランダム化試験の成績が相次いで報告されました。 

2. この結果を受け、日本では脳卒中に関わる 3 学会が「経皮経管的脳血栓回収用機器 適正使用指針 

第 2 版（以下、指針）」を策定して、適切な症例選択と手法によって治療を行うよう勧告しました。アメリ

カでは 2013年のガイドラインが見直され、経皮的脳血栓回収術がClass Iで推奨されました。経皮的脳

血栓回収術の適応がある症例については、rt-PA iv 後、その結果を待たずに経皮的脳血栓回収術の

準備を始める必要があると言えます。 

3. このため北多摩西部保健医療圏においても、前回のガイドライン策定以降の変化を受け、病病連携の

ための判断基準を改訂いたしました。具体的には 

① 病名・手技などを指針・診療報酬点数表などで使用されている最近の呼称に統一しました。 

② 適応を最近の論文報告、指針、ガイドラインなどに適合させ、わかりやすくしました。 

③ より迅速な搬送・治療開始のために転院搬送の手順を改訂し、搬送時に必要な情報を明記しまし

た。 

今回の改定により、適応症例がより迅速に経皮的脳血栓回収術施行施設に搬送されることを目的とし

ています。 

 

 

東京都北多摩西部保健医療圏 脳卒中医療連携ガイドライン２０１３の 10～1１ページ、ならびに

12 ページ「資料 2」急性脳動脈閉塞の転送搬送説明用紙を、以下の本文に差し替えてくださいま

すようにお願い申し上げます。 
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本文： 

脳主幹動脈閉塞症に対する経皮的脳血栓回収術症例の搬送基準 

【1】 当圏域における経皮的脳血栓回収術の実施施設（平成 27年 8月現在、以下、実施施設）： 

独立行政法人国立病院機構 災害医療センター 脳神経外科 

 連絡先 平日日中 8:30-19:15  042-526-5613（医療連携室） 

祝休日夜間  042-526-5511（代表→脳外当直医） 

 

【2】 前提：アルテプラーゼ静注療法(rt-PA iv)の適応例に対しては、rt-PA iv を優先してください。 

 

【3】 転院搬送の基準：下記「共通の判断基準」1-3 を満たし、「経皮的脳血栓回収術の禁忌項目」

が無い症例で、「個別の判断基準」 Category A-C のいずれかである場合には、実施施設へ

の転院搬送を検討してください。 

「共通の判断基準」  

1. MRA（または CTA）で脳動脈近位（ICA、MCA）の閉塞がある。（ただし、MRAや CTAが実施できなく

とも、これらの閉塞が疑われる場合には、実施施設担当医師にご相談ください。） 

2. MRI（または CT）で rt-PA ivを見合わせるような広範な早期虚血性変化が存在しない。 

3. 実施施設に発症 7 時間以内に到着可能である（経皮的脳血栓回収術デバイスの適応が原則発症

8時間以内）。 

「経皮的脳血栓回収術の禁忌項目」； 

以下の禁忌項目があれば転院搬送は行わない。 

(1) 出血している（頭蓋内出血，消化管出血，尿路出血，後腹膜出血，喀血）または出血性素因。 

(2) 急性大動脈解離の合併が明らか（心臓血管外科へ） 

(3) 凝固因子欠乏（重篤な肝障害など）。 

(4) 血小板数が 30,000/mm3 未満。 

(5) CT/MRIにおいて正中線偏位を伴う圧排所見が認められる。 

(6) 造影剤に対するアレルギーの既往歴。 

(7) もやもや病。 

(8) 全身状態が著しく悪い（重症感染・末期がん・病前の mRS 3以上など）。 

(9) アルテプラーゼ静注後の副作用が明らかな。 

以下の項目については、適応範囲に改善する見込みがあれば転院搬送する項目 

(1) 血糖値が 50 mg/dL 未満、400mg/dL以上。 

(2) PT－INRが 3.0 を上回る経口凝固剤療法を行っている。 

(3) 48 時間以内にヘパリン投与を受けており、部分トロンボプラスチン時間（PTT）が臨床検査の正

常値の 2 倍を超えている。 

(4) 重度の高血圧症（収縮期血圧が 185mmHgを超える、もしくは拡張期圧が 110mmHgを超える）。 
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「個別の判断基準」  

Category A：発症 4.5時間以内で rt-PA ivを施行したが、下記のいずれかに該当する症例。 

(1) MRA（または CTA）で脳動脈近位（ICA、MCA）の閉塞がある。 

※ 特に ICA、M1 近位閉塞症例は rt-PA iv 無効例が多いことが知られているため。 

(2) MRA（または CTA） の撮影ができないが、rt-PA iv開始 30分で神経症状の改善（NIHSS 4点以上

の減少）がない症例。 

※ 症状の改善がない場合、脳動脈近位閉塞の可能性が疑われるため。 

 

Category B：発症 4.5時間以内だが、下記の理由により rt-PA ivの適応基準を満たさない症例 

(1) 既往歴 

① 非外傷性頭蓋内出血既往 

② 1カ月以内の脳梗塞（TIAは含まない） 

③ 3ヵ月以内の重篤な頭部脊髄の外傷あるいは手術 

④ 21日以内の消化管あるいは尿路出血 

⑤ 14日以内の大手術あるいは頭部以外の重篤な外傷 

⑥ rt-PAの過敏症 

(2) 血液所見（経皮的脳血栓回収術の禁忌項目も参照） 

① 血小板数が100,000／mm3以下 

② PT-INR 1.7以上 

③ APTTの延長(前値の1.5倍以上（目安として約40秒）を超える) 

  

Category C：発症 4.5時間以上経過しているため、rt-PA ivの適応基準を満たさない症例 
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【4】 転院搬送の手順 

1. 症例が転院搬送の判断基準に当てはまる場合、実施施設に連絡。 

2. 実施施設で転送受入れの可否を判断。 

※ この際治療の承諾者の同乗の有無・電話連絡先などの情報をください。 

3. rt-PA ivの適応があればrt-PA ivを開始する（ただし、rt-PA iv終了まで転院を待つ必要はない。静注し

ながら救急搬送で構わない）。 

4. 転送の場合、別紙「急性脳動脈閉塞症の患者さんへ」で患者側へ説明し署名を得る。署名された記録を紹

介元施設で保存する。 

※ 承諾者不在により署名が得られない症例の搬送は各施設の判断による。 

5. 救急車を要請し、搬送。可能な限り医師の同乗をお願いします。 

6. 実施施設の事情により受入困難な場合があります。その場合、他の経皮的脳血栓回収術実施施設

（当圏域外を含む）への連絡を相談することがあります。 

 

【5】 実施施設へ救急搬送時に届けていただきたいもの 

患者さんの転帰改善には再開通までの時間短縮が重要です。患者を短時間で搬出していただくこ

とを優先してください。 

1. 採血結果（血小板・凝固機能・腎機能が必要） 

※ 結果を待たずに患者搬出後 FAX 042-526-5535でも構いません。 

2. 画像（短時間で用意できるkey画像の紙出力などで構いません。CD-R出力に時間をかけず後から郵

送で構いません。） 

3. 紹介状（簡潔で構いません） 

4. 治療の承諾を取れる関係者（あるいはその連絡先） 

 

【6】 その他 

1. 搬送を悩む場合は、実施施設に個別にご相談ください。 

例1 起床時に気付いた、独居、行き倒れ、などの理由で発症時間が不明だが、神経症状の割に画像

上の早期虚血性変化が無いか僅かで、ペナンブラが多く存在すると判断できる場合 

例2 脳動脈閉塞を強く疑うが、MRA（またはCTA）を行えない場合 

例3 中大脳動脈末梢、前大脳動脈、脳底動脈閉塞例などの場合 

 

2. 治療後紹介元病院への再転院 

原則として、経皮的脳血栓回収術後に状態が安定した症例や、rt-PA ivで改善し血管内治療に至らな

かった症例については、紹介元病院へ再転院の上、治療継続をお願いしています。梗塞範囲が広い・

出血性梗塞を起こしたなど重症例についてはその都度相談させてください。 
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東京都北多摩西部保健医療圏脳卒中医療連携推進協議会急性期部会 2015年9月改訂版 

 

急性脳動脈閉塞の患者さんへ 

 

カテーテルによる脳血管内治療（経皮的脳血栓回収術）を検討するための転院搬送にかか

わる承諾書 

 

急性脳動脈閉塞という病気は、脳の血管が血の塊（血栓＝けっせん）などで急に詰まってしまう

病気です。血管の閉塞で脳への血液が減ると、 

① すぐに広い範囲の脳梗塞になってしまい、元に戻らない方 

② しばらくは脳梗塞にならないか狭い範囲の脳梗塞ですみ、血栓を除くことで広い脳梗塞

になることを予防できる方  

がいます。②の場合、血栓を溶かす薬『アルテプラーゼ』を点滴して脳の血液の流れを再開させる

治療法（血栓溶解療法）をなるべく早く受けることが重要です。このため救急隊は、急性脳動脈閉

塞が疑われる患者さんを収容した場合、血栓溶解療法が可能な最も近い病院を選定して搬送してい

ます。 

最も大切なアルテプラーゼ治療ですが、全ての患者さんを救えるわけではなく、 

① 太い血管が詰まった患者さん（大量の血栓がある）には薬の効果が薄いこと 

② 薬の使用には4.5時間の時間制限と、患者さんの状態で制限（禁忌＝きんき）があること 

があります。 

搬送された病院で、薬を使ったものの太い血管が詰まっていて効果が薄いと診断された場合か、

この薬が使用できない状態だと診断された場合は、次善の策としてカテーテルによる脳血管内治療

（経皮的脳血栓回収術）の追加を相談することがあります。 

経皮的脳血栓回収術は特殊な手技のため、施行できる病院が限られており、転院・搬送いたしま

す。転院・搬送について以下の問題が起きる可能性があります。 

 転送中、状態が急変する可能性があります（稀ではありますが、お亡くなりになる可能

性もあります）。 

 転院後、転院先の主治医が経皮的脳血栓回収術の適否を判断しますが、患者さんの状態

などにより治療ができないと判断される場合があります。 

転院後、転院先の医師から、その時点での患者さんのご容態と治療方針について再度説明がありま

す。ご容態の変化によっては、治療方針が変わることもあります。 

 

カテーテルによる脳血管内治療の予想される効果と副作用 

＜予想される効果＞ 

急性期に脳の動脈内の血栓を速やかに取り除くことで、血液の流れが再開し、神経や身体機能の

障害が最小限に済む場合があります。ただし治療が成功することがすべての患者さんで期待される
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わけではありません。患者さんの病状や血管の状態によっては、血栓を取り除くことができず、治

療がうまくいかない場合や、血栓を取り除くことが出きても、病状が改善しない、あるいは悪化す

る場合もあります。 

 

＜予想される副作用、有害事象など＞ 

これまでに報告されたこの治療による副作用や有害事象は以下に示してあります。なお有害事象

とは患者さんに対する好ましくないすべての影響のことで、治療と因果関係のないものも含まれま

す。またその他の予測されていない有害事象が起こる可能性もあります。有害事象が起きた場合は、

有害事象がなるべく重い症状にならないように適切な処置を行います。 

（重大な有害事象）  

・穿刺部位からの出血または穿刺部位における血腫 

・遠位塞栓、血管攣縮、血栓症、急性閉塞、虚血、脳梗塞を含む神経学的異常 

・血管解離、血管穿孔、頭蓋内出血・脳動脈瘤形成 

・感染症 

・死亡 

有害事象に関する詳細は転院先の医師からお聴きください。 

 

予測される今後の治療について 

転院先医師と連携して治療情報を共有しながら、治療を継続します。連携・治療情報共有に関す

る同意を戴く場合があり、その場合別紙をご参照ください。脳血管内治療を行わない場合や脳血管

内治療が終了した場合、患者さんの状態によって当院へ戻って治療を継続することがあります。 

 

平成    年   月   日 

 

病院名：              診療科：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

説明医師：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

転院搬送につきご承諾頂けましたら、ご署名をお願い致します。 

 

平成 年 月 日 

 

患者氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿            

  

代諾者氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 続柄（        ） 

    

 


