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　齊藤　脳梗塞慢性期の治療の中で、
特に危険因子の管理ということでうか
がいます。
　まず、どういった基本方針で管理し
ていくのでしょうか。
　北川　脳梗塞の患者さんは再発予防
が非常に重要でして、再発予防には、
１つ目は内科的危険因子の管理、２つ
目は生活習慣の改善、そして３つ目は
脳梗塞の病型に応じた抗血栓療法、適
切な抗血栓療法、この３つの柱を大事
にして治療しています。
　齊藤　まずリスク因子の管理とは、
どういうものなのでしょうか。
　北川　内科的なリスクはたくさんあ
るのですが、一番私たちが管理しない
といけないのは高血圧、脂質異常、糖
尿病の３つになると思います。
　中でも高血圧は脳卒中の最大の危険
因子です。一度脳梗塞を発症された方
でも、最終的には血圧を外来で130/80
㎜Hg未満にするという管理目標が定
まっていますので、それに沿って治療
をしています。

　齊藤　大きいスタディで、研究され
ているのですね。
　北川　実は脳卒中の二次予防の降圧
治療に関する大きなRCTには、海外の
SBS３というラクナ梗塞を対象にした
トライアルと、日本のRESPECT Study
という研究があります。RESPECT研
究は、自治医科大学教授でおられた島
田先生が主宰されて、ちょうど私が論
文執筆に中心的に関与していました。
本研究では通常の血圧管理、すなわち
140/90㎜Hg未満と、厳格な血圧管理、
120/80㎜Hg未満を目指した群を比較
して、最終的にはRESPECT Study単
独では脳卒中再発予防効果、20％以上
の低減効果はあったのですが、有意で
はありませんでした（図１）。ただ、
過去のSPS３研究、および小さい２つ
のRCTとメタ解析しますと、通常管理
に比べて、血圧を130/80㎜Hg未満にし
たほうが脳卒中の再発は22％有意に低
下することが明らかになりました（図
２）（Kitagawa K et al. JAMA Neurol 
76：1309-1318、2019）。それで現在は

脳梗塞慢性期の治療
（1）危険因子の管理と再発予防

図１　脳卒中既往患者における積極的降圧療法と標準的降圧療法の
　　　再発予防効果に関する多施設共同無作為化比較試験（RESPECT Study）

図２　脳卒中既往患者における積極的降圧療法と標準的降圧療法の
　　　再発予防効果に関するRCT試験のメタ解析

Kitagawa K et al. JAMA Neurol 2019

Kitagawa K et al. JAMA Neurol 2019
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130/80㎜Hg未満というのが降圧目標
になってきています。
　齊藤　降圧薬でお勧めはあるのでし
ょうか。
　北川　降圧薬に関しては、アンジオ
テンシンⅡ受容体拮抗薬、アンジオテ
ンシン変換酵素阻害薬、Ca拮抗薬、利
尿薬、この４つの組み合わせで最終的
に130/80㎜Hg未満にすることが推奨
されています。
　齊藤　それから、糖尿病でしょうか。
　北川　糖尿病に関しては、実は脳卒
中の患者さんで糖尿病を管理して脳卒
中の再発が確実に減ったというRCTは
ありません。
　ただ、PROactiveというピオグリタ
ゾンを使った試験のサブ解析で、脳卒
中の既往のある方でピオグリタゾンを
使ったほうが再発が少なかったという
結果は出ています。いずれにしても現
在、学会のガイドラインからHbA1c、
７％未満に管理することが推奨されて
いますので、私たちも低血糖を起こさ
ないようにしながら、HbA1cを７％未
満にしています。
　齊藤　新しい薬もありますが、低血
糖を起こさないことが重要ですか。
　北川　そうですね。私たちは糖尿病
の専門ではありませんので、使いやす
い薬としては低血糖を起こさないDPP- 
４阻害薬やSGLT-２阻害薬をメインに
使っています。ただ、メトホルミンは
血管イベント抑制効果のエビデンスが

ありますので、この３剤をうまく使っ
て管理目標に持っていきます。
　齊藤　もう一つは脂質でしょうか。
　北川　脂質に関しては、スタチンは
心筋梗塞、脳卒中の予防に非常に有効
だというエビデンスが集積しています。
わが国からもJ-STARS研究という、脳
梗塞の患者さんに対してスタチンを使
った試験があり、その中でアテローム
血栓性脳梗塞の発症を有意に減らした
という結果が出ています。そういう結
果を踏まえて現在、動脈硬化疾患ガイ
ドラインで脳卒中の非心原性脳梗塞の
既往のある方はLDLコレステロールを
120㎎/dL未満にすることが勧められ
ていますので、少なくともLDLを120
㎎/dL未満にすることを一つの目標に
しています。
　齊藤　中性脂肪あるいはHDLに関し
てはどうですか。
　北川　脂質のリスクファクターとし
てはLDLコレステロールが非常に強い
と思いますから、まずLDLコレステロ
ールをスタチンあるいはエゼチミブ等
を使って管理目標に持っていき、その
上で、例えばまだTGが高い、あるい
はHDLコレステロールが低い場合には、
最近、フィブラート系のいい薬も出て
いますので、そういった薬を使って、
中性脂肪を150㎎/dL未満に管理する
ようにしています。
　齊藤　３つの重要なリスク因子、そ
れに並行して生活習慣の改善というこ

とですね。
　北川　生活習慣の改善として最も重
要なのは、喫煙されている方は禁煙し
ていただくことです。どの薬よりもこ
れは重要です。あとは肥満の是正、適
度な運動の推奨、それからアルコール
に関しては節酒する、適切な量にする
ことが非常に大事だと思っています。
　齊藤　たばこはゼロ。アルコールは
ほどほどということですか。
　北川　虚血性の脳梗塞の場合は、心
筋梗塞とほぼ同じように考えて、少量
のアルコールはいいということになっ
ています。ただ脳出血に対しては、ア
ルコールは少量でもリスクを高めるこ
とが示唆されていますので、脳出血の
既往のある方に対しては、できたらア
ルコールはやめていただくように指導
しています。
　齊藤　運動はどういったことをする
のでしょうか。
　北川　少なくとも週に２回、30分以
上の有酸素運動となっています。実際
には脳梗塞の患者さんはいろいろな、
片麻痺等の歩行障害を持たれています
から、できる範囲で散歩、歩いていた
だく。週に最低２日、30分以上歩いて
もらうようにお話ししています。
　齊藤　生活習慣の改善を並行して行
う。それから、最後に抗血栓療法でし
ょうか。
　北川　脳梗塞の再発予防に抗血栓療
法は非常に重要です。脳梗塞には病型

がありまして、主に心房細動が原因に
なる心原性脳塞栓症と、それ以外の非
心原性脳梗塞とに分かれています。
　心原性脳塞栓症では再発予防には抗
凝固療法が必須になりますので、従来
はワルファリンだけだったのですが、
最近は直接経口抗凝固薬（DOAC）の
ダビガトラン、リバーロキサバン、ア
ピキサバン、エドキサバンの４剤が出
ていますので、そういったDOACと呼
ばれるものを中心に処方しています。
　DOACとワルファリンについては、
脳梗塞予防効果そのものは同等ですが、
DOACのほうが脳出血の合併症が圧倒
的にワルファリンに比べて少ないです。
特に一度脳梗塞を起こされた心房細動
の方は、ワルファリン治療をしますと
年間0.5～１％、脳出血が発症してしま
います。DOACではそれを半分以下に
減らすことができますので、私たちは
DOACを中心に処方するようにしてい
ます。
　非心原性脳梗塞では抗血小板薬、す
なわちアスピリン、クロピドグレル、
シロスタゾール、この３剤を使い分け
て使用しているところです。
　齊藤　抗血小板療法は３つの薬があ
るということですが、どのように使い
ますか。
　北川　まず非心原性脳梗塞急性期の
場合は、発症してから、例えば最初の
１週間以内とか１カ月以内は非常に再
発が多いので、その時期は抗血小板薬
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を２剤重ねる、特にアスピリンとクロ
ピドグレルを重ねるDAPTと呼ばれる
療法ですが、これを使うことが多いで
す。ただ、アスピリンとクロピドグレ
ルの２剤併用を長い期間、例えば２年、
３年と使うと脳出血の合併症が増加し
てきますので、１カ月以上を経過して
安定すれば、できるだけ抗血小板薬は
１剤にすることになっています。
　その中で最近、シロスタゾールを用
いた抗血小板薬併用療法、すなわちシ
ロスタゾールとアスピリン、もしくは
シロスタゾールとクロピドグレルを使
う２剤併用療法が、クロピドグレル単
独あるいはアスピリン単独より有意に
脳卒中の再発を予防できることが日本
からのCSPS.comという試験で発表さ
れています。したがいまして、慢性期
でもし２剤併用療法を、例えば再発率
が高いと判断して使う場合は、シロス
タゾールを含む２剤併用療法が望まし
いと思います。そうでなければ、いず
れかの薬の単剤になるかと思います。
　齊藤　DAPTの期間はどのくらいで
すか。
　北川　まだそれも決まっていないの
ですが、今までのエビデンスでは、例

えば３週間以内のDAPTは非常に有効
だという結果が出ています。一方、３
カ月間続けると、有効性はあるのです
が、少し脳出血が増えるというデータ
があります。ですので、１カ月ぐらい
を一つのめどとする。すなわち、脳梗
塞で入院されてから最初の退院まで、
だいたい15～20日の方が多いので、そ
こまではDAPTでいく。脳梗塞の再発
リスクがそれほど高くない方はリハビ
リテーション病院に行かれる方が多い
ので、そこで単剤にしてリハビリテー
ション病院に行っていただいている場
合が多いです。
　齊藤　脳梗塞患者さんは病院がかわ
っていきますから、そこでの受け渡し
が重要になってきますね。漫然とDAPT
を続けるのは非常に怖いのですね。
　北川　急性期の病院でDAPTを使っ
て、そのままリハビリテーションの病
院に送りますと、３カ月、４カ月、DAPT
のまま、その後で帰ってくるというか
たちになります。症例によっては脳出
血リスクが高い方もいますから、退院
のときに方針をしっかり決めて紹介す
るようにしています。
　齊藤　ありがとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅱ）

国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授
山王病院・山王メディカルセンター脳血管センター長

内　山　真一郎
（聞き手　大西　真）

　大西　脳梗塞慢性期の治療としての
抗血小板療法について教えていただき
たいと思います。
　まず初めに、脳梗塞の慢性期の再発
予防に関しては、どのような管理をし
たらよいでしょうか。
　内山　再発予防の原則としては二本
柱があると思います。そのうちの一つ
が危険因子の管理で、それとともにも
う一つの柱が抗血栓療法になります。
つまり、脳梗塞の危険因子といいます
と、高血圧、糖尿病、脂質異常、心房
細動、喫煙、大量飲酒、メタボ、CKD
がありますが、これらについて厳格な
管理を行うとともに、脳梗塞は脳動脈
の血栓による閉塞が原因ですので、抗
血栓療法も同時に行わなければいけな
いというのがポイントになると思いま
す。
　大西　次に、心原性脳梗塞が重要か
と思いますが、その治療に関して、適
応などを、教えていただけますか。
　内山　抗血栓療法は脳梗塞の病型に
よって使い分けが必要だというのがポ

イントになると思います。
　つまり、心原性の脳梗塞、具体的に
は心房細動を伴う脳梗塞と言い換えて
もいいと思いますが、左心房にできる
血栓は血小板血栓ではなくて、フィブ
リン血栓ですので、抗凝固療法の適応
になります。抗凝固薬としては長い間、
ワーファリンが使われてきましたが、
最近では直接作用型の経口抗凝固薬、
DOACとかNOACと言っていますけれ
ども、それらが使われるようになりま
した。
　それに対して、非心原性の脳梗塞、
具体的にはアテローム血栓性脳梗塞、
ラクナ梗塞、そしてその他の原因また
は原因不明の脳梗塞を含めて、これら
は動脈にできる血栓が原因と考えられ
るので、血小板血栓をターゲットにし
た抗血小板療法の適応になります。
　大西　今お話が出ました抗血小板療
法ですが、具体的には抗血小板薬には
どういったものがあるのでしょうか。
　内山　日本で主に使われているのは
３つで、アスピリンとクロピドグレル
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