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背景	

✓近年脳梗塞治療としてt-PA静注療法が標準的	

Lancet . 2012 ; 379 (9834) : 2364-2372	

✓しかし内頸動脈や中大脳動脈などの主幹部閉塞ではt-PA静注療法	
    による再開通率や改善効果が低い	

Stroke . 2007 ; 38 (3) : 948-954
	

血管内治療へ	



血管内治療〜血栓溶解療法〜	

✓前向き，無作為化，オープン，	
✓アメリカ、カナダの多施設	
✓MCAの閉塞した発症6時間以内の患者180人	
✓Intra-arterial	prourokinase群 VS	control群	
✓primary	outcome	90日後のmRS	0-2		

Intra-arterial Prourokinase for Acute Ischemic Stroke: 
The PROACT II Study: A Randomized Controlled Trial

JAMA. 1999; 282 : 2003-2011



✓90日後のmRS	(0-2)はprourokinase群で良好	

✓死亡率は有意差なし	



血管内治療〜血栓回収療法〜	



血管内治療〜血栓回収療法〜	

Safety and Efficacy of Mechanical Embolectomy in Acute Ischemic Stroke
Results of the MERCI Trial

Stroke. 2005; 36 : 1432-1440

✓前向き，無作為化，オープン，	
✓アメリカの25施設	
✓椎骨動脈，脳底動脈，内頸動脈，中大脳動脈の閉塞した発症　　　	
　  8時間以内の患者	
✓t-PA静注療法の禁忌，もしくは再開通を得られない患者	
✓MERCI	Retrieverで血栓除去	
	



✓再開通率はデバイスの使用によって改善	
✓再開通した群では90日後のmRS	(0-2)，死亡率の改善	



NEJM. 2013 ; 368 : 904-13	



SYNTHESIS	

✓前向き，無作為化，オープン，	
✓イタリアの多施設	
✓2008年から2012年まで，追跡期間90日	
✓発症時間が明確な患者で4.5時間以内のt-PA静注か6時間以内の血管内
治療が可能な脳梗塞患者362例	
✓t-PA単独群と血管内治療群に割り付け	
✓血管内治療前のt-PA静注は行わない	
	



✓90日後のmRS	(0-1)は同等	
✓90日死亡率も同等	
✓7日以内の症候性脳出血も同等	
	
血管内治療はt-PA静注と比較し，優越性なし	



ちぇｋｋ	

NEJM. 2013 ; 368 : 893-903	



IMS-Ⅲ	

✓前向き，無作為化，オープン，	
✓北米，オーストラリア，欧州の58施設	
✓2006年から2012年まで，追跡期間90日	
✓発症から3時間以内にt-PA（0.9mg/kg）を静注した脳梗塞患者900人（予定）	
✓t-PA単独群と血管内治療群に割り付け(1:2)	
	



✓90日後のmRS	(0-2)は同等	
✓90日死亡率も同等	
✓30時間以内の症候性脳出血も同等	
	

血管内治療はt-PA単独と比較し，	
同等の安全性も，機能転帰は有意差なし	



✓Subgroup解析では有意差はないものの，	
NIHSS≧20，発症120分以内のt-PA投与では
血管内治療群の方が良好	
	
✓無症候性脳出血は血管内治療群で高い	
	
✓血管内治療群では治療開始時間が遅い	
	
✓閉塞血管の確認なしでの割り付けに問題	
	



NEJM. 2013 ; 368 : 914-923	



MR RESCUE	

✓前向き，無作為化，オープン，	
✓北米の22施設	
✓2004年から2011年まで，追跡期間90日	
✓発症から8時間以内で脳前方循環の近位部閉塞が確認された脳卒中患者	
✓ペナンブラの有無で層別化	
✓t-PA単独群と血管内治療群に割り付け	
	



✓90日後のmRSは同等	
	
✓ペナンブラの有無でも血管内治療は特に
優越性を認めない	
	
✓90日後の死亡率は同等	
	
✓症候性脳出血も同等	
	
✓血管再開通率も同等	
	
	
ペナンブラを同定することは血管内治療に
寄与せず，また血管内治療は標準治療に
優越性を示さない	
	



次世代デバイスの登場	



血管内治療〜デバイスの比較〜	

Solitaire flow restoraYon device versus the Merci Retriever in paYents 
with acute ischaemic stroke (SWIFT)

: a randomised, parallel-group, non-inferiority trial
Stroke. 2005; 36 : 1432-1440

✓NIHSS	8-29点	
✓頭蓋内主幹動脈閉塞を有する中～重症脳梗塞患者	
✓発症8時間以内	
✓t-PA適応外及び無効例	
✓Solitaire群とMerci群に無作為に割り振り	
	
	



✓90日後のmRS	(0-2)はSolitaire群で有意に改善	
✓90日死亡率もSolitaire群で有意に低下	
	



血管内治療〜デバイスの比較〜	

Trevo versus Merci retrievers for thrombectomy revascularisaYon of 
large vessel occlusions in acute ischaemic stroke (TREVO 2)

: a randomised trial
Stroke. 2005; 36 : 1432-1440

✓SWIFT試験と同様	
✓NIHSS	8-29点	
✓頭蓋内主幹動脈閉塞を有する中～重症脳梗塞患者	
✓発症8時間以内	
✓t-PA適応外及び無効例	
✓Merci群とTrevo群に無作為に割り振り	
	
	



✓再開通率はTrevo群で有意に改善	
✓90日後のmRS	(0-2)もTrevo群で	
　 有意に改善	
✓90日死亡率は同等	
	



NEJM. 2015 ; 372 : 1009-1018	



EXTEND-IA	

✓前向き，無作為化，オープン，	
✓オーストラリア、ニュージーランド14の施設	
✓追跡期間90日	
✓発症から4.5時間以内にt-PA静注療法施行	
✓脳前方循環の近位部閉塞が確認された脳卒中患者	
✓t-PA単独群と血管内治療群に割り付け	
	



イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コンピューターを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してください。

✓血管内治療群の方が90日のmRS良好	
	
✓90日のmRS(0-2)も血管内治療群で良好	
	
✓5-7日後or退院時のNIHSSも	
　 血管内治療群の方が低い	
	
✓死亡率，症候性脳出血は有意差なし	
	
	
脳前方循環の頭蓋内動脈近位部閉塞に
おいて6時間以内に血管内治療を追加す
ることは機能的転帰は良好で安全	
	



NEJM. 2015 ; 372 : 11-20	



MR CLEAN	

✓前向き，無作為化，オープン，	
✓オランダの16施設	
✓2010年から2014年まで，追跡期間90日	
✓画像で脳前方循環の近位部閉塞が確認された脳卒中患者	
✓発症6時間以内に血管内治療が可能	
✓t-PA単独群と血管内治療群に割り付け	
	



✓血管内治療群の方が90日のmRS良好	
	
✓90日のmRS(0-2)も血管内治療群で良好	
	
✓5-7日後or退院時のNIHSSも	
　 血管内治療群の方が低い	
	
✓死亡率，症候性脳出血は有意差なし	
	
	
　脳前方循環の頭蓋内動脈近位部閉塞に  	
			おいて6時間以内に血管内治療を追加す	
			ることは機能的転帰は良好で安全	
	



NEJM. 2015 ; 372 : 1019-1030	



ESCAPE	

✓前向き，無作為化，オープン，	
✓カナダ，米国，韓国，アイルランド，英国の22施設	
✓2013年から2014年まで，追跡期間90日	
✓画像で脳前方循環の近位部閉塞が確認された脳卒中患者	
✓大梗塞と側副血行不良は除外	
✓t-PA単独群と血管内治療群に割り付け	
✓両群とも発症4.5時間以内にt-PA	



✓90日のmRSは血管内治療群で良好	
	
✓90日のmRS(0-2)も血管内治療群で良好	
	
✓死亡率も血管内治療群で良好，症候性脳出血は有意差なし	

脳前方循環近位部閉塞で梗塞巣が小さく，	
側副血行路が良好な患者において迅速な血
管内治療は機能的転帰を改善し，死亡率を
低下させた	



NEJM. 2015 ; 372 : 2285-2295	



SWIFT PRIME	

✓前向き，無作為化，オープン，	
✓欧米の39施設	
✓2012年から2014年まで，追跡期間90日	
✓画像で中大脳動脈（M1）の閉塞が確認された脳卒中患者	
✓t-PA単独群と血管内治療群に割り付け	
✓両群とも発症4.5時間以内にt-PA	
✓発症から6時間以内に血管内治療を開始	



✓血管内治療群の方が90日のmRS良好	
	
✓90日のmRS(0-2)も血管内治療群で良好	
	
✓27時間後のNIHSSの変化は血管内治療
群の方が大きい	
	
✓死亡率，症候性脳出血は有意差なし	
	
	
前方循環近位部閉塞による脳卒中でt-PA
を受ける患者において，6時間以内の血栓
除去は90日後の機能的転帰を改善	



NEJM. 2015 ; 372 : 2296-2306	



REVASVAT	

✓前向き，無作為化，オープン，	
✓スペインの4施設	
✓2012年から2014年まで，追跡期間90日	
✓画像で前方循環の近位部の閉塞が確認された中等〜重症脳卒中患者	
✓t-PA単独群と血管内治療群に割り付け	
✓発症4.5時間以内ではt-PAを投与し再灌流を得られない場合	
✓発症から8時間以内に血管内治療を開始	



✓血管内治療群の方が90日のmRS改善	
	
✓90日のmRS(0-2)も血管内治療群で良好	
	
✓死亡率，症候性脳出血は有意差なし	
	
	
前方循環近位部閉塞の脳卒中で，8時間
以内の血栓除去は機能的転帰を改善	



JAMA. 2015 ; 314 (17) : 1832-43	



Methods	

P:急性期脳梗塞患者	
I	:標準的治療に加えて血栓吸引除去を行う群	
C:標準的治療のみの群	
O:90日におけるmRS(0-2)の割合	
	



Methods	
✓Search	Strategy	
・Datebase:	
MEDLINE,EMBASE,CINAHL,Google	Scholar,the	Cochrane	Library	
・DuraZon： August	2015	
✓Study	SelecZon	
・3	reviewers,	independent,	resolved	by	consensus	(or	4th	reviewer)	
✓StaZsZcal	Analysis	
・Primary	outcome	:	mRS	at	90	days	
・Secondary	outcome	:	mRS	(0-2)	at	90	days,	revascularizaZon	at	24	hrs,	all-cause	
mortality	at	90	days,	symptomaZc	intracranial	hemorrhage	within	90	days	
・Heterogeneity	:	the	Cochrane	Q	test	and	I2staZsZcs	
	













✓mRS	scoreは0-2点の割合が血管
内治療群にて改善	
	
✓90日における機能的自立度は血
管内治療群にて改善を認めた	
（ P値0.005)	
	
✓しかしI2＝75.9%，P値＜0.01とばら
つきが大きい	
（90日機能的自立度は2013年の
RCT3編は有意差を認めないが，
2015年のRCT5編は有意に改善を認
めた）	
	



90日の機能的自立度	

✓OR	1.00	(95%CI;	0.77-1.30）と有意差なし	
✓I2＝2.6	%，P値=0.36とばらつきも小さい	

✓OR	2.05	(95%CI;	1.63-2.57）と有意に血管内治療群で改善	
✓I2＝29.4	%，P値=0.23とばらつきも比較的小さい	

2013年	
（第1世代）	

2015年	
（血栓回収型）	

✓第2世代以降のデバイス使用で	
 　有意に予後を改善	



90日における機能的自立度（mRS 0-2)	

✓OR	1.71	(95%CI;	1.18-2.49）と血管内治療群にて優位に予後の改善を認める	
✓I2＝75.4%，P値＜0.01とばらつきが大きい	
（2013年のRCT3編：有意差なし⇔2015年のRCT5編：有意差あり）	
	

ばらつき大きいのに本当に改善??	



90日における機能的自立度（mRS 0-2)	

✓OR	0.98	(95%CI;	0.77-1.26）と有意差なし	
✓I2＝0.0	%，P値=0.58とばらつきも小さい	

✓OR	2.39	(95%CI;	1.88-3.04）と有意に血管内治療群で改善	
✓I2＝0.0	%，P値=0.69とばらつきも小さい	

2013年	
（第1世代）	

2015年	
（血栓回収型）	

血栓回収型のデバイス使用で	
有意に予後を改善	



90日死亡率	

✓OR	0.87	(95%CI;	0.68-1.12）と血管内治療群と標準治療群で予後に有意差を認めない	
✓I2＝17.7%，P値=0.29とばらつきも小さい	
	



90日死亡率	

✓OR	0.98	(95%CI;	0.66-1.47）と有意差なし	
✓I2＝24.8	%，P値=0.26とばらつきも小さい	

✓OR	0.78	(95%CI;	0.55-1.12）と有意差なし	
✓I2＝22.3	%，P値=0.27とばらつきも小さい	

2013年	
（第1世代）	

血管内治療はデバイスの種類によらず
死亡率のriskを上昇させない	

2015年	
（血栓回収型）	



24時間時点での血行再建率	

✓OR	6.49	(95%CI;	4.79-8.79）と血管内治療群にて有意に予後の改善を認める	
✓I2＝0.0	%，P値=	0.46とばらつきも小さい	
	



90日時点での症候性脳出血	

✓OR	1.12	(95%CI;	0.77-1.63）と血管内治療群と標準治療群で予後に有意差を認めない	
✓I2＝0.0	%，P値=0.82とばらつきも小さい	
	



90日時点での症候性脳出血	

✓OR	1.06	(95%CI;	0.63-1.78）と有意差なし	
✓I2＝0.0	%，P値=0.97とばらつきも小さい	

✓OR	1.19	(95%CI;	0.69-2.05）と有意差なし	
✓I2＝0.0	%，P値=0.47とばらつきも小さい	

2013年	
（第1世代）	

2015年	
（第2世代以降）	

血管内治療はデバイスの種類によらず
脳出血のriskは上昇させない	



✓サブグループ解析にて	
・70歳以上,		
・NIHSS	20点以上,	
・ASPECTS	score	8点以上,	
・2015年に発刊,	
・責任血管を同定,	
・MCA/ICA,		
・tPA施行,		
・血栓回収型ステント使用	
有意に90日機能的自立度を改善	
	



discussion	

✓Heterogeneityが大きい	
　・SYNTHESIS/MR	RESCUE/IMS	Ⅲ	
　・t-PA静注療法の有無	
　・デバイスの差	
	
✓血管内治療だけではなく，t-PA静注療法を組み合わせることが大事	
	
✓CT/MRIを施行し閉塞血管を予め同定	



LimitaYon	

✓データの欠如	
　・麻酔方法	
　・治療開始までの時間	
　・経動脈的血栓溶解療法の使用の詳細	
　	
✓治療可能な最大時間	
　・DAWN/POSITIVE	
	
✓次世代デバイスの使用	
	
✓対象患者の同定方法	



EDITORIAL	

✓機能的予後の異質性が大きい	
✓死亡率と症候性脳出血の信頼区間が大きい	
✓8つのうち，5つのRCTは途中で終了	
✓血管内治療は何時間まで可能なのか	
✓血管内治療を行える施設	
✓合併症に留意する必要がある	
	



私見	

✓異質性が大きいため，この結果自体は鵜呑みにはできず，サブグルー
プ解析の結果を踏まえた新しいスタディが待たれる．	
	
✓しかし血管内治療が前方循環系の脳梗塞に効果的である可能性は考
えられる	
	
✓時間との勝負でもあるため，社会全体としての取り組みが必要である	



まとめ	

✓18-80歳	
✓前方循環近位部閉塞が画像で確認	
✓大梗塞（MCA領域の50％以上）が否定	
✓発症4.5時間以内であればt-PA静注	
✓発症12時間以内（❓）であれば血管内治療を追加	
✓血管内治療は第2世代以降のデバイスを使用	

標準的治療に比較し，機能的自立度を改善し，かつ安全に施行できる	


