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急性期脳出血に対する積極的降圧療法-2

2016年9月20日 慈恵ICU勉強会 馬場みどり



背景

• 急性期脳出血患者の46～75％に血圧上昇認める

• 急性期高血圧は血腫拡大と死亡率上昇に関連して
いる

Am J Emerg Med	2007;25:32-38.

Stroke	2013;44：67-9.	Stroke	1995;26:21-24.	Stroke	2010;41:307-312.	

→急性期積極的降圧により血腫拡大を抑
制し、その後の死亡および機能障害を減少
させることができる可能性があるのではな
いか

Arch	Neurol 2010;67:570-6.	Hypertension	2010;56:852-8
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AHA/ASA	ガイドライン2010で
「SBP140mmHgへの急性期降圧はおそらく安全であろう」

との記載を加えた（ClassⅡb、level	of	Eviendce B）

脳出血急性期で、24時間後までに血腫が1ｍｌずつ拡大する毎に、
転帰不良の割合は絶対値で3.2~7%ずつ増加する

↓
絶対値で10%以上のリスク減少をえるためには、3ｍｌを超える血
腫拡大の抑制が必要

INTERACTで、積極的降圧群と標準治療群の血腫量の差は1.7ｍｌ、
両群の臨床転帰に差はない
対象患者のうち、発症から4時間以内の症例に限定した場合には、
2群の血腫量の差が3.4ｍｌ

Neurology	2006;66:1175-1181	N	Engl J	Med	2005;352:777-785

→発症早期（4時間以内）の降圧が有効？



• パイロット研究に基づき
• より大規模な母集団を対象に
• 発症後早期から降圧開始する
• 効果（死亡率はどうか）
• 安全性（合併症はどうか）
をガイドライン推奨標準治療群と比較検討

INTERACT-2 ATACH-Ⅱ
◆発症後6時間以内に無作為化
◆無作為化後1時間以内を目標に降圧
◆SBP150~220mmHg

◆発症後4.5時間以内に無作為化
◆発症後4.5時間以内に降圧開始
◆SBP180mmHg以上



[研究デザイン]
・国際多施設共同無作為化臨床試験（21カ国、144施設、2839人）
・2008年10月～2012年8月

2013年9月24日勉強会スライド改変

INTERACT2



[主要評価項目]
90日以内の死亡または重大な機能障害*の割合

*modified	Rankin	Scale(=mRS)で3～6点と定義

[二次評価項目]
①mRSの順序解析
②QOL(EQ-5D)
③介護施設入所の有無

④入院期間
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INTERACT2

◆急性期の積極的な降圧が血腫増大を防止し、潅
流圧の低下による転帰の悪化をもたらすことはない

◆収縮期血圧140mmHg未満を目標とした積極的な
降圧が有効かもしれない

ü 死亡もしくは重大な機能障害の発生率には有意差は
なかったが、積極的降圧療法群で少ない傾向あり

ü 積極的降圧により、機能予後・QOLの改善傾向がみら
れた

ü 積極的降圧が死亡や重大な有害事象を引き起こすこ
とはなかった



今回の研究の目的

◆発症後の血圧が高い患者(SBP180mmHg以上)を選択

◆発症後早期(4.5時間以内)に介入

◆脳出血急性期の患者に対して積極的降圧の有効性、安全性
を確認

◆INTERACT-2試験の結果から、急性期に積極的降圧をすること
で、3ヶ月後の転機を改善する傾向が示された
[mRSの頻度が3.6％減少、（相対危険0.87、p=0.06）]

→しかし有意な治療群間差は得られず、ATACH-Ⅱの結果に期待



ATACH-Ⅱ

[研究デザイン]
・米国・ミネソタ大学のAdnan	I.Qureshe氏ら
・多施設共同無作為化非盲検比較試験

・2011年5月～2015年9月
・米国・日本・中国・台湾・韓国・ドイツの110施設で実施
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方法

[対象]
・年齢18歳以上

・発症後4.5時間以内に無作為化し、ニカルジピンを用いた

治療開始可能

・出血量60cm3未満

・GCS5点以上

・INR値＜1.5

・治療前のSBPが180mmHg以上の脳出血患者



方法

[除外基準]
・脳腫瘍、脳動静脈奇形または動脈瘤による脳出血

・外傷による脳出血

・テント下の脳出血

・脳実質内出血をともなう脳室内出血で、血液が一側側脳室

に充満、または両側側脳室の半分以上満たしている

・血小板数≦50000/㎜３

・緊急手術の対象となる患者



方法

[Primary	outcome]
3ヶ月以内の死亡および重大な機能障害の割合
＊modefied Rankin	Scale(=mRS)スケール4～6と定義

[Secondary	outcomes]
①Euro QOLで評価される90日後の生活の質
②24時間以内の血腫拡大
③72時間以内の重篤な有害事象の割合



方法

[解析]
積極的降圧治療で転帰不良に至る割合を

60%から10%低下すると仮定

・第一種過誤率0.05、第二種過誤率0.10で計算

・サンプルサイズ：1042例

・脱落者を想定して、症例数1280例

・初めから2回中間解析を予定

・解析：ITT（Intention-To-Treat	）のみ



方法

◆発症後4.5時間以内
◆ニカルジピン静脈投与にて降圧

（5ml/時から開始し、15分ごとに2.5mg/時増量、最大量15mg/時）
*ニカルジピンを最大量30分投与しても降圧目標に達さなければ2nd	 choiceとしてラベタロール使用

◆24時間投与継続
◆24時間以降の管理は主治医の判断にゆだねる
◆24時間以降であれば経口降圧剤内服可

積極的降圧群

（SBP110～139mmHg）
標準的降圧群

（SBP140～179mmHg）VS
500例 500例



方法
Symptom	onset

Randamize

within	4.5	hours

Reduce	SBP	to
≦180mmHg

Reduce	SBP	to
≦140mmHg

24-hour	CT	scan													

Day90:診察にてｍRSによる機能障害評価、EuroQOLによるQOL評価＊

→33％以上の血腫増大があるか

Day7まで:すべての有害事象をWeb上の報告書に記録

Day7以降は重篤な有害事象のみ追跡

Web上サイトにて割付け

＊治療について知らされていない評価者が行う



結果



患者選択

• ATACH-2は事前に計画された中間解析において無益性が認められたた
め、3回目の途中解析において目標人数1280人に達する前に中止された

• 1000例が登録され、積極的降圧群500例、標準降圧群500例に無作為化
し比較した

発症からニカルジピン投与
までの平均：149±65分

発症からニカルジピン投与
までの平均：163±101.3分

積極的降圧群 標準的降圧群



患者背景

・平均年齢は61.9歳

・女性38.0％

・56.2％がアジア人

・GCS15点が約半数

・GCS3-11点は15％

・血腫量平均10cm3

・血腫量30cm3以上は10％



患者背景

[既往歴]

・高血圧患者は80％

・降圧薬内服歴50％

・2型糖尿病20％

・脳梗塞既往16%

・心疾患既往3~5%

・うっ血性心不全3~5%

・不整脈3~5%



無作為化後24時間の収縮期血圧

介入までの時間 積極的降圧群： 182.2±57.2分
標準的降圧群：184.7±56.7分

介入後2時間後の最低収縮期血圧 積極的降圧群：128.9±16mmHg
標準的降圧群：141.1±14.8mmHg

110

2時間後

140~179mmHg

110~139mmHg

onset



Treatment	failure

Priary treatment	failure（p＜0.001）：無作為後2時間でターゲットまで降圧できなかった人
積極的治療群：61人（12.2％）
標準的治療群：4人（0.8％）

Secondary treatment	failure（p＜0.001）：無作為後2～24時間後の間にターゲット上限より
SBP高い時間が2時間連続した人

積極的治療群：78人（15.6％）
標準的治療群：7人（1.4％）

→積極的治療群でどちらも多かった



主要評価項目

死亡・重度の障害の割合は、
積極的降圧群38.7％

（186/481例）
標準降圧群37.7％

（181/480例）
→有意差なし

年齢・ベースラインのGCSスコ
ア・脳室内出血の有無で調整
後の相対リスクは1.04（95％
信頼区間：0.85～1.27）p=0.56,有意差なし



二次評価項目

①Euro QOLで評価される90日後の生活の質

→有意差なし
95％CI：-5.25～2.60



二次評価項目

②24時間以内の血腫拡大

→有意差ないが、積極的治療群で少ない傾向みられた
p=0.08、95％CI：0.58～1.03



二次評価項目

③治療に関連した重篤な有害事象の割合

72時間後：積極的降圧群1.6％、標準的降圧群1.2％
(p=0.56、95%ＣＩ0.47～3.95)、有意差なし

＊ただ、無作為化後3ヶ月でみると
積極的降圧群25.6％、標準的20.0％

→積極的降圧群の方が多い



サブグループ解析

GCS3-11では積極的降圧群が
良い傾向
GCS12-14では標準的降圧群が
良い傾向

血腫の量＞30cm３で積極的降
圧群が良い傾向
血腫の量≦30cm３で標準的降
圧群が良い傾向

男性:標準的降圧群良い傾向
女性:積極的降圧群良い傾向

アジア人では積極的降圧群
積極的降圧群が良い傾向



有害事象

ü 7日以内の腎臓の有害事象が積極的降圧群9.0％、標準的降圧群
4.0％で、積極的降圧群が有意に高値であった（p＝0.0018）

ü 重篤な有害事象では有意差なし

腎障害

心疾患

脳出血

脳梗塞



腎臓の有害事象の項目

積極的降圧群で急性腎機能障害の数多い



DISCUSSION

• 死亡、重度機能障害の割合において、10%の差を
仮定していたが今回1%の差であった

• 降圧開始までの時間の長短＊によって治療効果に
差がなかった
＊無作為後2時間以内に降圧開始したかどうか

―primary	failureが、積極的治療群で高かった。この割合が少なれば、
もっと治療効果は良かった可能性がある。
―ただデザインはうまくできており，ＩINTERACT2と比べると目標時間内
に降圧目標に達した割合も多い。
―早期の降圧がメリットが大きいのか疑問。

―信頼区間の幅が広く相対リスクの値が正確ではない
―降圧までの時間が関係しているかは断定できない



DISCCUSION

• INTERACT2よりは低い確率であったけれども、アジア
の参加者の割合は高い。

• 標準的治療群の3ヶ月後死亡率、重度機能障害の
割合が37.7％と低かった。
―ベースにした過去の論文では60％であり、比較すると低い
―軽傷な人が多かったのではないか
―実際に56%がGCS15点で、治療に関係なく好ましい結果の傾向が
あった
―有益な効果を見つけるのが難しかった

―INTAERACT2では、アジア人と非アジア人と、中国の参加者とそれ以
外で重要な相違なかった。
―今回もサブグループ解析で有意な差はなかった。



DISCCUSION

• 脳内出血量が多い患者や、頭蓋内圧が高い患者、
脳の還流圧が低い患者には一般化できない

• 積極的治療群の方が3ヶ月後の全体の有害事象の
割合が多く、特に腎臓の有害事象で有意差を認め
た。
―INTERACT2では腎機能の副作用見ていないが、降圧により腎機能
血流まで低下する
―有害事象も考慮する必要ある

―SBPの積極的降圧により、脳の低還流を引き起こす可能性がある
―急激な変動が治療効果を相殺するかもしれない



DISCCUSION
【INTERACT2	と ATACH	–Ⅱでkeyとなる違い】
①無作為抽出するまでの時間

INTERACT2
→41%は症状発症から
4時間以上かかっている

ATACH-Ⅱ
→100%が症状発症後
4.5時間以内

＞

→ATACHⅡの方が正確に早くからの介入ができている

②最初の収縮期血圧が180mmHg以上の割合
INTERACT2：48％ ATACH-Ⅱ：100％＜

→BP高い人を下げた方がいいと考えらえていたが、発症時
異常な高血圧の場合は無理やり降圧するのは悪いのかも



DISCCUSION
【INTERACT2	と ATACH	–Ⅱでのkeyとなる違い】
③Primary	treatment	failure

INTERACT２
（無作為化後1時間以内に降圧目
標に届かなかった割合）66％

ATACH-Ⅱ
（無作為化後2時間以内に降圧目標
に届かなかった割合）6.5％

＞

→ATACHⅡの方が厳密に早期から介入、INTERACT2の評価が
正確であったか疑問

＊積極的降圧群のみでみても12.2%と低い



DISCCUSION
【INTERACT2	と ATACH	–Ⅱでのkeyとなる違い】④SBP

ATACH-Ⅱ （無作為化は4.5時間以内）

→無作為化後2時間で
積極的治療群128.9mmHg
標準的治療群141.1mmHg

INTERACT-2 （無作為化は6時間以内）

→無作為化後最初の1時間で
積極的治療群150mmHg
標準的治療群164mmHg

ATACH-Ⅱの標準治療群の早期の収縮期血圧はINTERACT-2での積極的
治療群の早期の値と類似している

＞

→ＡＴＡＣＨⅡでのＳＢＰはターゲットの下限、下げすぎている



結論

急性期脳出血患者に対し、収縮期血圧110～
139mmHgを目標に積極的に降圧することは、
収縮期血圧140～179mmHgを目標に降圧する
群に比べて、機能的臨床転帰を改善する効果
を認めなかった。



批判的吟味

・患者のデータ紛失による除外患者がいた
・治療にあたる医師、看護師は盲検化されていない
・頭蓋内圧の評価がない
血圧上昇が体血圧上昇によるものなのか、ICP上昇によるCushing	徴候か

を鑑別しないといけない

・脳浮腫に対する薬の使用に決まりがない

・アジア人の割合が多く、人種の違いが影響を与えた
かは不明
・高血圧既往の有無で解析されていない
・軽症患者が多く、治療効果が表れにくい

GCS15点の患者が約半数



私見
◆脳出血患者の早期積極的降圧は、今までの結果と比べ全体
的な死亡、重度機能障害の割合が減っていることから有用だが、
降圧目標には疑問が残る。
―ATACHⅡでは有害事象（特に腎機能障害）の割合が増えた
―収縮期血圧だけでなく平均血圧値も考慮すべき
―降圧目標を140mmHg以下よりもう少し高めてもよいかも
◆発症時の血圧の異常に高い患者では慎重な降圧が必要か
◆Primary outcomeをdichotomized	だと結果が出にくいため、研
究デザインを工夫する
→患者の重症度に合わせた詳細な評価できたら良い
◆軽症の割合を減らしたり、発症時のSBPに上限を設けることで
有効な結果がでるのではないか


