
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

脳梗塞慢性期の治療　（2）抗血小板療法
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　大西　それはどの辺で判断したらよ
いのでしょうか。
　内山　研究目的では行われますが、
実際、患者さんでこの遺伝子を調べる
のは、日常診療では無理だと思います。
ですから、できれば血小板凝集能を測
って血小板のADP凝集が抑制されてい
るか、されていないかで判定してくだ
さい。ただ、それも全例に行うのはな
かなか難しいと思います。どうも効果
が発揮されていないと考えられる場合
には、そのような方法でスクリーニン
グをかけることはできると思います。
　大西　シロスタゾールについてはい
かがでしょうか。
　内山　シロスタゾールは逆に欧米で
はあまり用いられていないのですが、
日本をはじめとするアジア諸国では脳
梗塞の再発予防にも用いられています。
この薬剤の最大の特徴としては出血リ
スクが非常に低いことです。逆に副作
用として、頭痛や頻脈、あるいは動悸
が多いので使う場合には問題になると
思います。
　大西　ハイリスクの脳梗塞の方に関
する治療についてはいかがでしょうか。
　内山　ハイリスクの脳梗塞というの
はどういう患者さんかといいますと、
まず急性期脳梗塞の患者さんは非常に
強い血小板の活性化が起こっています
ので、再発リスクが非常に高いという
ことが言えますし、頸動脈や脳内動脈
の狭窄のある患者さん、頸動脈狭窄に

対して内膜剝離術とかステント留置術
を行っている患者さん、それから多数
の危険因子、例えば高血圧、糖尿病、
高脂血症と、多数を合併している患者
さん、そして１剤の抗血小板薬で再発
を起こしてしまった患者さん、これら
がハイリスクになると思います。こう
いう患者さんには抗血小板薬の２剤併
用療法が推奨されています。
　ただ、併用しますと、単剤療法の約
２倍、大出血が起こりやすいというデ
ータがありますし、この頻度はワーフ
ァリンと同等といわれていますので、
リスク・ベネフィットバランスを考え
て適応を考慮する必要があると思いま
す。
　大西　出血はやはり消化管出血が多
いのでしょうか。
　内山　２大出血は消化管出血と頭蓋
内出血です。これはより重篤になりま
すので、十分に注意しなければいけな
いと思います。
　大西　併用療法、例えばアスピリン
とクロピドグレルについて、少し詳し
く教えていただけますか。
　内山　これは急性冠症候群でも行わ
れている併用療法だと思いますが、現
在までにエビデンスがあるのはアスピ
リンとクロピドグレルの併用療法です。
これがどのくらいまで有効かを解析し
たデータもあるのですが、急性期には
確かに有効なのですけれども、３週間
を過ぎた場合には再発予防効果もやや

とシロスタゾールです。実際にはチク
ロピジンという薬もありますが、これ
は副作用が問題となりました。新しい
クロピドグレルという第二世代のADP
受容体阻害薬が出たので、新規に処方
されることはほとんどないと思います。
ですから、アスピリン、クロピドグレ
ル、シロスタゾールの３種類が主に使
われているのが現状だと思います。
　大西　それでは、まずアスピリンに
関してご説明いただけますか。
　内山　アスピリンは非常に安価な薬
で、世界的に最も広く使われている薬
剤だと思いますが、プラセボと比べて、
急性期には非常に再発予防効果が高い
のです。ただし、３カ月を過ぎると再
発予防効果があまり期待できなくなっ
てしまうというエビデンスもあり、そ
こが問題になると思います。
　作用機序としては、COX-１という
酵素を阻害することによって、プロス
タグランジンの代謝物質で、血小板凝
集作用のあるトロンボキサンA２の合
成を阻害し、抗血小板作用を発揮する
薬剤です。
　最も長い歴史がありますし、それか
ら非常に豊富なエビデンスがあるので、
世界的に一番評価されている薬剤だと
思います。ただし、副作用としては消
化管粘膜障害があり、消化管のびらん
や潰瘍、出血が問題になります。また
アスピリン喘息という疾患も知られて
いますので、気管支喘息のある方には

使いにくいと言えます。
　大西　長期間内服されている患者さ
んも多いと思いますが、今後どのよう
になっていくのでしょうか。
　内山　消化管障害のハイリスクの患
者さんにはプロトンポンプ阻害薬を併
用することが推奨されていますが、ま
だ十分に普及していない面もあると思
いますので、普及すれば消化管出血の
リスクは減らせると思います。
　大西　次にクロピドグレルについて
教えていただけますか。
　内山　クロピドグレルは、アテロー
ム血栓症の患者さんにはアスピリンよ
りもやや有効ですが、日本人ではクロ
ピドグレルレジスタンスという薬剤抵
抗性が問題となりました。クロピドグ
レルの作用機序としては、P2Y12とい
うADPの受容体を阻害することによっ
て、ADP依存性の血小板凝集を特異的
に阻害する作用があります。このADP
受容体の阻害に関しては、CYP2C19
の遺伝子多型が関与しており、その効
果に相違があることが知られています。
　このCYP2C19のスター２とかスタ
ー３という多型のキャリアが、日本人
やアジア人では、欧米人よりも多いこ
とが知られています。クロピドグレル
というのは肝臓で活性代謝物に変換さ
れて初めて血小板凝集抑制作用を発揮
する薬剤ですが、せっかく投与しても、
その変換が行われにくいという点が問
題になると思います。

ドクターサロン64巻５月号（4 . 2020） （391）  5554 （390） ドクターサロン64巻５月号（4 . 2020）

2005本文.indd   55 2020/04/14   9:38



　大西　それはどの辺で判断したらよ
いのでしょうか。
　内山　研究目的では行われますが、
実際、患者さんでこの遺伝子を調べる
のは、日常診療では無理だと思います。
ですから、できれば血小板凝集能を測
って血小板のADP凝集が抑制されてい
るか、されていないかで判定してくだ
さい。ただ、それも全例に行うのはな
かなか難しいと思います。どうも効果
が発揮されていないと考えられる場合
には、そのような方法でスクリーニン
グをかけることはできると思います。
　大西　シロスタゾールについてはい
かがでしょうか。
　内山　シロスタゾールは逆に欧米で
はあまり用いられていないのですが、
日本をはじめとするアジア諸国では脳
梗塞の再発予防にも用いられています。
この薬剤の最大の特徴としては出血リ
スクが非常に低いことです。逆に副作
用として、頭痛や頻脈、あるいは動悸
が多いので使う場合には問題になると
思います。
　大西　ハイリスクの脳梗塞の方に関
する治療についてはいかがでしょうか。
　内山　ハイリスクの脳梗塞というの
はどういう患者さんかといいますと、
まず急性期脳梗塞の患者さんは非常に
強い血小板の活性化が起こっています
ので、再発リスクが非常に高いという
ことが言えますし、頸動脈や脳内動脈
の狭窄のある患者さん、頸動脈狭窄に

対して内膜剝離術とかステント留置術
を行っている患者さん、それから多数
の危険因子、例えば高血圧、糖尿病、
高脂血症と、多数を合併している患者
さん、そして１剤の抗血小板薬で再発
を起こしてしまった患者さん、これら
がハイリスクになると思います。こう
いう患者さんには抗血小板薬の２剤併
用療法が推奨されています。
　ただ、併用しますと、単剤療法の約
２倍、大出血が起こりやすいというデ
ータがありますし、この頻度はワーフ
ァリンと同等といわれていますので、
リスク・ベネフィットバランスを考え
て適応を考慮する必要があると思いま
す。
　大西　出血はやはり消化管出血が多
いのでしょうか。
　内山　２大出血は消化管出血と頭蓋
内出血です。これはより重篤になりま
すので、十分に注意しなければいけな
いと思います。
　大西　併用療法、例えばアスピリン
とクロピドグレルについて、少し詳し
く教えていただけますか。
　内山　これは急性冠症候群でも行わ
れている併用療法だと思いますが、現
在までにエビデンスがあるのはアスピ
リンとクロピドグレルの併用療法です。
これがどのくらいまで有効かを解析し
たデータもあるのですが、急性期には
確かに有効なのですけれども、３週間
を過ぎた場合には再発予防効果もやや

とシロスタゾールです。実際にはチク
ロピジンという薬もありますが、これ
は副作用が問題となりました。新しい
クロピドグレルという第二世代のADP
受容体阻害薬が出たので、新規に処方
されることはほとんどないと思います。
ですから、アスピリン、クロピドグレ
ル、シロスタゾールの３種類が主に使
われているのが現状だと思います。
　大西　それでは、まずアスピリンに
関してご説明いただけますか。
　内山　アスピリンは非常に安価な薬
で、世界的に最も広く使われている薬
剤だと思いますが、プラセボと比べて、
急性期には非常に再発予防効果が高い
のです。ただし、３カ月を過ぎると再
発予防効果があまり期待できなくなっ
てしまうというエビデンスもあり、そ
こが問題になると思います。
　作用機序としては、COX-１という
酵素を阻害することによって、プロス
タグランジンの代謝物質で、血小板凝
集作用のあるトロンボキサンA２の合
成を阻害し、抗血小板作用を発揮する
薬剤です。
　最も長い歴史がありますし、それか
ら非常に豊富なエビデンスがあるので、
世界的に一番評価されている薬剤だと
思います。ただし、副作用としては消
化管粘膜障害があり、消化管のびらん
や潰瘍、出血が問題になります。また
アスピリン喘息という疾患も知られて
いますので、気管支喘息のある方には

使いにくいと言えます。
　大西　長期間内服されている患者さ
んも多いと思いますが、今後どのよう
になっていくのでしょうか。
　内山　消化管障害のハイリスクの患
者さんにはプロトンポンプ阻害薬を併
用することが推奨されていますが、ま
だ十分に普及していない面もあると思
いますので、普及すれば消化管出血の
リスクは減らせると思います。
　大西　次にクロピドグレルについて
教えていただけますか。
　内山　クロピドグレルは、アテロー
ム血栓症の患者さんにはアスピリンよ
りもやや有効ですが、日本人ではクロ
ピドグレルレジスタンスという薬剤抵
抗性が問題となりました。クロピドグ
レルの作用機序としては、P2Y12とい
うADPの受容体を阻害することによっ
て、ADP依存性の血小板凝集を特異的
に阻害する作用があります。このADP
受容体の阻害に関しては、CYP2C19
の遺伝子多型が関与しており、その効
果に相違があることが知られています。
　このCYP2C19のスター２とかスタ
ー３という多型のキャリアが、日本人
やアジア人では、欧米人よりも多いこ
とが知られています。クロピドグレル
というのは肝臓で活性代謝物に変換さ
れて初めて血小板凝集抑制作用を発揮
する薬剤ですが、せっかく投与しても、
その変換が行われにくいという点が問
題になると思います。
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弱くなります。それから、先ほども触
れましたが、出血リスクが増大してし
まう問題点があります。ですから、ア
スピリンとクロピドグレルの併用療法
は急性期に限定したほうがいいという
ことも言えます。
　大西　長期の治療に関してはどのよ
うにしたらよいでしょうか。
　内山　最近、私たちはCSPS.comと
いうスタディを日本人の脳梗塞の患者
さんに行い、シロスタゾールを絡めて、
シロスタゾールとアスピリン、または
クロピドグレルの併用療法は、長期に
使用しても出血が増えず、脳梗塞再発
予防効果が高いという結果を得ました。
長期の併用療法には出血リスクが少な
いシロスタゾールが有用ではないかと
考えています。
　大西　抗血小板療法のお話をいろい
ろうかがいましたが、血圧管理が重要
ということになるでしょうか。
　内山　そうですね。血圧管理、特に
頭蓋内出血を回避するためには血圧を
厳格に管理する必要があります。少な
くとも130/80㎜Hg未満の血圧を年齢
を問わず維持することが推奨されてい
ます。
　大西　きちんと管理するということ
ですね。今回うかがったいろいろな治
療法ですが、かなり長期にわたって使

用が必要だと思うのですが。
　内山　脳梗塞の最大の危険因子は加
齢です。年齢が高くなるほどリスクが
高くなるわけですから、原則として重
篤な副作用が発生しないかぎりは、途
中でやめていいという理論は成り立た
ないことになります。ですからパーマ
ネントに継続すべきだろう。途中でや
めると、逆に再発リスクが高まるとい
うエビデンスもありますので、やはり
継続して服用するように患者さんには
説明しておく必要があると思います。
　大西　消化管出血にも気をつけなが
らということですね。
　内山　そういうことですね。
　大西　頭蓋内出血は予兆といいます
か、何か事前に予測できるようなこと
もあるのでしょうか。こういった薬を
のんでいても、突然起きるのでしょう
か。
　内山　例えばMRIを撮りますと、び
まん性白質病変といって、脳の深いと
ころに虚血性の変化が広く現れている
患者さん、あるいはMRIでT２スター
画像を撮りますと微小出血を認める患
者さんがいますので、そういう人は症
候性の脳出血も起こしやすいといわれ
ています。より注意しなければいけな
いと思います。
　大西　ありがとうございました。

脳卒中対策の最新情報（Ⅱ）

杏林大学脳卒中医学教授
平　野　照　之

（聞き手　齊藤郁夫）

　齊藤　脳梗塞慢性期の抗凝固療法に
ついてうかがいます。
　今回は、二次予防が主たる焦点です
が、その前に一次予防という点で抗凝
固療法について少しお話しいただけま
すか。
　平野　私どもの病院は救急病院で、
年間700人強の脳梗塞をはじめとする
脳卒中の患者さんを診療させていただ
いています。心房細動を持っている患
者さんのうち、抗凝固療法をしっかり
行っていて脳梗塞を起こした方より、
抗凝固療法が不適切あるいは不十分で
あったがために脳梗塞で運ばれてきた
方が多いというのが偽らざる実感です。
　心房細動の患者さんは、CHADS2、
あるいはCHA2DS2-VAScというリス
ク評価に基づいて、適切な抗凝固療法
を行えば脳梗塞を予防できるわけです。
ワーファリンですと、少しINRが低い
ままの状況で管理されていたり、ある
いは最近のDOACですと、本来使うべ
き適切な用量ではなく、低めの用量、
すなわち不適切な量を用いたがために

大きな脳梗塞を起こしてしまった方が
かなりの頻度でいます。抗凝固療法は
かなり普及してきましたが、まだまだ
十分ではないという印象です。
　齊藤　脳卒中センターで患者さんを
診ている立場ですと、そういった不適
切な治療があるという実感なのですね。
　平野　もちろん抗凝固療法をしっか
りしていても脳梗塞を発症される方は
少なからずいます。しかし、その場合
はわりと軽症のことが多いのです。適
切な抗凝固療法を行うことで、よしん
ば発症したとしても軽症で済みますの
で、やはり一次予防の重要性というの
は現場で日々感じています。
　齊藤　軽症で済むというのは非常に
重要ですね。さて、脳梗塞の急性期治
療、簡単にお話しいただくとどうなり
ますか。
　平野　特に抗凝固療法の適応となる
ような心房細動を原因とする脳梗塞、
心原性脳塞栓症というタイプですが、
今、急性期の治療はとても進歩してい
ます。t-PA治療という薬で血栓を溶か

脳梗塞慢性期の治療
（3）抗凝固療法
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