
Aspirin	  in	  Patients	  Undergoing	  
Noncardiac	  Surgery	  

N Engl J Med 2014; 370:1494-1503　April 17, 2014 
PMID：24679062 

P.J. Devereaux, M.D., Ph.D. 
Marko Mrkobrada, M.D. 
Daniel I. Sessler, M.D. 
et al. 

2014年5月28日	

自治医科大学医科大学附属さいたま医療センター	

ジュニアレジデント2年目　飯島　健太 	



Introduction 



周術期心筋梗塞(perioperative	  myocardial	  
infarction;PMI)の機序 

 

・非心臓手術の侵襲による血小板の活性化 
・冠動脈の血栓症	  

	  

アスピリンは血小板凝集作用を抑制することで	  

血栓症の予防に有効とされている。 
 

非心臓手術後の主な血管合併症：	  
心筋梗塞 



l  心筋梗塞におけるアスピリンの一次予防効果に
ついて、手術を受けていない110,000人を対象と
したランダム化試験 

66万人・年の追跡で，重篤な血管イベントが3554例発症 

                          MI,脳卒中，血管死［突然死，肺塞栓症，出血］ 

l  aspirin群1671例（0.51%/年） vs 対照群1883例（0.57%/年）で， 

  aspirin群で12%低下した：率比（RR）0.88（0.82-0.94,P＝0.0001） 

l  これはおもに非致死的MIの抑制によるものであった： 

0.18%/年 vs 0.23%/年；0.77（0.67-0.89,P＜0.0001） 

 

Aspirin	  in	  the	  primary	  and	  secondary	  prevention	  of	  
vascular	  disease:	  collaborative	  meta-‐analysis	  of	  
individual	  participant	  data	  from	  randomised	  trials.	   

Lancet 2009;373: 1849-60 



骨盤骨折の13.356例を対象に術前から３５日間、160mg/
日のアスピリンを内服したところ、MIが有意に上昇した。	
HR1.33(1.00-1.78,P=0.05) 



６週間以内のBMS症例やDES留置後１年以内の患者で、	

周術期に５日以上抗血小板薬を休薬したところ、	

ステント内狭窄を含む心血管イベントが有意に上昇した。	

OR 2.11(1.23-3.63) 



非心臓手術を受ける患者に対しての， 
PMIの一次予防のための周術期のアスピリンの投与法には、 

ばらつきが多く長期投与患者と投与歴のない患者の両者が存在
する。 
 
P：非心臓手術を受ける患者が、 
I：低用量アスピリンを内服することで 
C:プラセボにくらべ、 
O：30日後の死亡または非致死性心筋梗塞を抑制するか 
をPOISE-‐2	  trialの登録症例で検討した。 

目的 

主要評価項目	

カナダ保健研究機構ほかから研究助成を受ている。	
POISE-2 ClinicalTrials.gov 番号：NCT01082874 



Peri-‐	  Operative	  ISchemic	  Evaluation-‐2	  
	  (POISE-‐2)	  Trial	  

Rationale and design of the Peri- Operative ISchemic Evaluation-2 (POISE-2) Trial: 
 an international 2 x 2 factorial  randomized controlled trial of acetyl- salicylic acid versus 
placebo and cloni- dine versus placebo in patients under- going noncardiac surgery. 

Am Heart J 2014;0:1-6/e4.  
http://www.ahjonline.com/article/ S0002-8703(14)00077-5/fulltext 

l  POISE試験では、metoprololによる周術期のβ遮断のリ
スクが利益を上回った　NEJM JW Cardiol May 14 2008　	

l  POISE-2では、動脈硬化性疾患の患者またはそのリス
クがあり、非心臓手術を受ける患者を対象として、	

低用量アスピリンと低用量クロニジンの効果を調べる	



l  対象：動脈硬化性疾患またはそのリスクがあり、	

　　　　非心臓手術を受ける患者	

l  低用量クロニジンvsプラセボ	

l  低用量アスピリンとvsプラセボ	

  2×2 要因デザインの盲検無作為化試験	

l  対象：23 ヵ国 135 施設で計 10,010 例	

l  登録期間：2010年7月-2013年12月	

Peri-‐	  Operative	  ISchemic	  Evaluation-‐2	  
	  (POISE-‐2)	  Trial	  



Methods 



組み入れ基準 
非心臓手術をうける45歳以上で，以下の5つの基準のいずれかをみたす 

(1)冠動脈疾患既往 

(2)末梢動脈疾患既往 

(3)脳卒中既往 

(4)血管大手術施行 

(5)以下の9つのリスク因子のうち3つ以上を有する 
　 

 

70歳以上，大手術施行（胸腔、腹腔、後腹膜、整形外科），	

うっ血性心不全既往，一過性脳虚血発作既往，高血圧既往，	

糖尿病（経口血糖降下薬やインインスリンの使用），	

周術期血清クレアチニン＞2.0mg/dL，2年以内の喫煙，緊急手術施行	



l  除外基準	

１．アスピリンまたは、クロニジンへの過敏性がある患者	

２．手術前72時間以内にアスピリンの内服がある	

３．sBP<105mmHg	

４．HR<55bpm or 永久ペースメーカーのない2、3度房室ブロック	

５．手術前６週間以内に消化管潰瘍や出血の既往がある	

６．手術前６週間以内に脳出血の既往がある	

７．手術前６か月以上前に発症のくも膜下出血や硬膜外血腫の既往がある	

８．手術前１年以内に薬剤溶出性ステントを留置した	

９．手術前6週間以内に単純金属ステントを留置した	

	



l  除外基準	

１０．チエノピリジン系（プラビックスなど）やTicagrelor(新規抗血小
板薬)を手術前72時間以内あるいは術後7日間で内服する人	

１１．術前にα2アゴニストやメチルドパ、モノアミンオキシダーゼ阻
害薬、レセルピンなどの内服がある	

１２．　術後3日間で治療用量の抗凝固薬を使用する予定がある	

１３．頭蓋内手術や、頚動脈内膜剥離術、網膜手術の既往がある	

１４．POISE-2への参加同意が得られない	

１５．以前にPOISE-2へ参加している	



l  層別化：登録前のアスピリン服用の有無 

 
Initiation 開始層	Continuation 継続層	

5,628例	
100mg/日で30日間内服	

4,382例	
100mg/日で7日間続け、	
その後、元の処方量に戻す	

いずれの層も手術直前にまず、初期投与量200mg/日で開始	

出血、致死的合併症が発生した際にアスピリンを中止とした。	

手術前6週以内に、	
1ヵ月以上の服用あり	

これまでに、	
アスピリン内服歴なし	



←アスピリン内服歴で	
継続層と開始層に分ける	

いずれの層も手術直前にまず、	

初期投与量200mg/日を内服	

その後の投与法は、
層によって異なる	



l  無作為割り付け	

コンピューターによる中央割り付け方式	

アスピリン、クロニジン、各プラセボ群を	

1：1：1：1に均等に割り付け	

四重盲検化：患者、医師、データ解析者、アウトカム評価だれも割り付け
が分からない	

l  追跡方法	

術後6-12時間後より３日間	

　トロポニンまたはCK-MB測定	

　上昇があれば心電図	

無作為割り付けから30日間追跡した。	

 



l  主要評価項目	

無作為割り付け後３０日間の死亡	

　　　　　　　　　　　と非致死的心筋梗塞の発生	

l  2次評価項目	

「主要」＋非致死性脳卒中	

または	

「主要」＋冠動脈血行再建術＋非致死性静脈血栓
塞栓症＋非致死性深部静脈血栓塞栓症	

Outcome	  



l  ３次評価項目	

死亡、血管イベントでの死亡、心筋梗塞、非致死的心停止、
冠動脈血行再建術、静脈血栓塞栓症、深部静脈血栓塞
栓症、重大な心房細動、末梢動脈塞栓症、四肢切断、
血管疾患による再入院、透析が必要な急性腎障害、入
院期間、ICU/CCU滞在期間	

l  救命的評価項目	

致死的出血、大出血、重大な低血圧(sBP<90mmHg,輸液、
血管作動薬、IABPを要する)、脳卒中、うっ血性心不全、
感染症、敗血症	

Outcome	  



血管性イベント；	

　心筋梗塞 心停止　脳卒中 冠動脈血行再建
術(PCIやCABG)、肺出血、肺塞栓　死因不明
を含む	

非血管性：	

明らかに、外傷や感染症や悪性腫瘍など非血
管性であるもの。	

	

死亡の定義 



Statistical analysis 



・サンプル数を計算し、10000人で予測アウトカム発生率は
6.1％	

l  2×2要因デザインのRCT	

l  Cox proportonnnal hazard model	

l  アウトカムの評価はロジスティック回帰を使用	

　　　　　（AKI によるHDの使用は除く）	

l  病院滞在期間の分析はlog-rank testを使用	

　　HR0.75 の検出Powerを84%	

l  両側検定でp＜0.05を有意とした	

l  ソフトウェア；SAS ver.9.1.	



Result 



追跡率	
アスピリン   4993/4998（99.89％）　	
プラセボ     5006/5012（99.88％）	
合計         9999/10010(99.89%) 
ITT解析	
アドヒアランス	
80％以上の内服率	
アスピリン 80.4％  プラセボ 82.4％ 	



患者背景	
 
各群で偏りは見られなかった。	
 
平均年齢：68.6歳	
男性は52.8％	
血管疾患の既往は32.7％	
ステント治療既往は4.3％	
 
 
試験登録となった疾患：	
血管疾患既往	
32.7％，32.6％，	
冠動脈疾患	
23.1％，22.2％，	
末梢動脈疾患	
8.8％，8.5％，	
脳卒中	
5.0％，5.8％，	
血管大手術施行	
4.9％，4.9％，	
9つのリスク因子	
83.3％，82.6％。	



患者背景	
 
大手術：	
胸腔、腹腔、後腹膜、整形外科	
 
 
 
65％が術後に抗凝固療法を行う	



VS 



【主要Out come】	
aspirin群351例（7.0％）	
プラセボ群355例（7.1％）	
で，有意差なし	
HR 0.99；95％CI 0.86-1.15,p＝0.92 
全死亡	
1.3％ vs. 1.2％，p＝0.78。	
心筋梗塞	
6.2％ vs. 6.3％，p＝0.85。	
 
【副次Out come】	
死亡＋非致死性心筋梗塞	
＋非致死性脳卒中：	
7.2％ vs. 7.4％，	
HR 0.98；0.85-1.13，p＝0.80。	
死亡＋非致死性心筋梗塞	
＋冠動脈血行再建術	
＋非致死性静脈血栓塞栓症	
＋非致死性深部静脈血栓塞栓症	
8.0％ vs. 8.1％，	
HR 0.99；0.86-1.14，p＝0.90。	
いずれも有意な差なし 
 
【大出血】	
aspirin群230例（4.6％）は、	
プラセボ群188例（3.7％）に	
くらべて有位に上昇した	
HR 1.23；1.01-1.49，p＝0.04 
 
 



主要評価項目 
アウトカム	 （人） 

あり	 なし	 合計	

投薬	 351 4647 4998 

偽薬	 355 4657 5012 

706 9304 10010 

EER 0.0702 

CER 0.0708 

RR 0.9915 

ARR 0.0006 

RRR 0.0084 

NNT 1662 

主要評価項目	



主要評価項目 
aspirin群351例（7.0％）	
プラセボ群355例（7.1％）	
で，有意差なし。	
HR 0.99；95％CI 0.86-1.15，p＝0.92 
	
post hoc 後付け サブグループ解析	
での1交互作用の検定でも有意差なし。	
Asprin vs clonidineでも有意差なし	
P≧0.12 	

【Revised Cardiac Risk Index（RCRI)】	
Circulation 1999; 100:1043-1049 

 
既往歴など項目を点数化して、	
major cardiac event 
(MI、肺水腫、VF、心停止、完全房室ブロック)　	
のリスクを評価するもの。	
0点－0.4％　1点－0.9％	
2点－6.6％　3点以上－11％	
	

主要評価項目	



大出血	

【大出血】	
致命傷に至らず、以下のいずれかのもの。	
1.Hb<70g/L ^ RCC2U以上の輸血	
2.HB >50g/Lの低下と^ RCC2U以上の輸血	
3.24時間以内にRCC4U以の輸血	
4.塞栓や鼻腔パッキングや	
　　　　表層血管の修復処置を受けたもの	
5.後腹膜、眼内、髄腔内の出血が疑われるもの	
 
【生命を脅かす出血】	
血管作動薬や心筋収縮薬を要する重大な低血圧	
脳出血や２４時間以内の緊急手術を要するもの	

【大出血】	
aspirin群230例（4.6％）は、	
プラセボ群188例（3.7％）に	
くらべて有位に上昇した	
HR 1.23；1.01-1.49，p＝0.04 
【生命を脅かす出血】	
有意差なし	



post hocに多変量ロジスティック解析を行ったところ、	
「生命を脅かす出血」または「大出血」の複合は周術期心筋梗塞の予測因子であった	
調整HR 1.82；1.40-2.36，p＜0.001 



VS 



Continutation群で透析を必要とするAKI 
Initiation群で大出血のHRが高かったが、いずれも交互作用の検定で、有意差はなかった。	
脳梗塞については、Initiation群がHR 0.25 (0.07-0.89)，交互作用検定でもp=0.01 
有意に低かった。　⇒　しかし・・・偽性spuriousと思われる	

層別化解析の結果	
 
 
 



Discussion 



l  周術期ではアスピリン群の方がより出血しやすいから	

　-アスピリンの予防効果の機序は血小板凝集抑制作用	

　-過去と今回の研究から、大出血はMIの因子となることが分かっている	

　-今回の研究のような周術期では、アスピリン投与群の方が侵襲に伴い出血しやすい	

l  PMIの主な機序は冠動脈血栓症ではないかもしれない	

　-PMIの主な機序は、やはり酸素需給バランスの不均衡だったのではないか	

	

l  有意差を検出できていないのかもしれない	

 - β power 84%では、アスピリンによる、PMIあるいは死亡の	

    リスク低下の有意差を検出するパワー不足かもしれない（βエラー）	

主要評価項目で有意差が出なかった理由	



開始層で脳梗塞のリスクが有意に低いが偽性と思われる	

l  16人しかいないので結果が影響されやすい	

l  以前の研究と比較して、今回のHR値が低すぎる	

 - 脳梗塞1000例を対象としたPEP trialのHRは1.10(0.75-1.62)	

l  Out comeが多いため、有意差が検出された	

　- ３次評価項目は19項目ある	

l  仮説に反する	

 -  開始層よりも継続層の方がwithdrawl効果でリスクが下がるはず	

以上より、脳梗塞についてはOver allで評価するべきと思われる	

層別化分析での脳梗塞の結果について	



今回のPOISE-2試験では、	

	

アスピリンによる30日後の死亡または非致死性心
筋梗塞の一次予防効果については、	

有益性も有害性も判定できなかった。	

	

大出血についてはアスピリン群で有意に上昇した。	

まとめ 



・Inclusion criteriaは適切であったか？	

　criteria中の各病態に関して細かい定義は述べられて
いたか？	

   ⇒本文・Appendix中には記載なし。POISE-2 trial中
のProtocol中に詳細な記載あり	

	

・出血量はどの程度増えたか？	

   ⇒RCC 2U(日本では4Uに該当)以上が必要となった
ものを大出血とし、有意差が出た	

	

論文を読んで 

Am Heart J 2014;0:1-6/e4.  
http://www.ahjonline.com/article/ S0002-8703(14)00077-5/fulltext 



・抗血小板薬を内服していたがやめた人もいるの
か？割付人数は適切であったか？	

   ⇒内服歴があったがアスピリンプラセボに割付ら
れた人は術前3日、術後5日間はアスピリンフリーに
なっていたが、outcomeは変わらず出血のみが増え
た。患者背景にも差はなかった。	

論文を読んで 



・今回studyでは、DES1年、BMS6ヶ月以内の留置と
いう除外診断の時期に該当しないステント留置者が
含まれている。DESの種類(Cypherなど)の記載はな
し。	

・アスピリンを開始した基礎疾患毎の予後の差につ
いてのサブグループ解析の記載はない。	

しかし、サブグループ解析でも予後に差がないので、
出血のリスクが増えるのみであり、	

アスピリン単剤の患者では術前に中止しても良いと
考えられる。	

論文を読んで 



ただし、DAPT施行中、他の抗血小板薬(エパデール、
プレタール)であればこれは適応されない。	

・30日以内までしか追跡されていないので長期予後
については不明	

・アスピリン再開時期と出血のリスクについては不
明	

論文を読んで 


