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イントとして比較した。比較方法は，rt-PA群と比べ
て血栓除去群が良好なmRSを示す可能性を共通オッ
ズ比で算出している。プライマリエンドポイントは，
rt-PA群のmRS中央値は3，血栓除去群は4でオッズ比
は1.67であった。セカンダリエンドポイントとして良
好なmRSスコア（0-2）を示した割合は rt-PA群で19.1％
であったのに対し，血栓除去群では32.6％と多かった。
30日以内の死亡率は rt-PA群で18.4％，血栓除去群で
18.9％，症候性頭蓋内出血は rt-PA群で6.4％，血栓除
去群で7.7％と，両群間で差はなかった。

コメント：rt-PA静注療法と機械的血栓除去術の比較
で，最も大規模なRCTであり，機械式血栓除去療法
の有効性が広く認識されるきっかけになった重要な論
文である。本論文を皮切りに有効性を示すいくつかの
RCTが報告され，AHAガイドラインでの血栓除去術の
推奨や本邦での血栓除去デバイスの使用指針改訂に繋
がった。また本論文では2年後の追跡データも報告さ
れ（N Engl J Med. 2017; 376: 1341 -9.），391例の追跡結
果により同様にmRSの中央値は rt-PA群で3，血栓除
去群で4，オッズ比は1.68と長期成績でも血栓除去群
で有効性が証明された。累積死亡率は両群間で有意差
はなかった。こちらも論文も併せて一読をお勧めする。

Goyal M, et al and HERMES collaborators.
Endovascular thrombectomy after large-vessel 
ischaemic stroke: a meta-analysis of individual 
patient data from five randomised trials.
Lancet 2016; 387: 1723-31.

要旨：MR CLEAN，ESCAPE，REVASCAT，SWIFT 
PRIME，EXTEND IAの2010～2014に実施されたRCT
に関して，前方循環の急性閉塞患者情報をそれぞれの
データベースより無作為に抽出し，1287人の患者（機
械式血栓除去療法群634人，コントロール群653人）に
ついて発症90日後の機能予後に関する解析を行った。
発症から90日後のmRS：0-2の機能予後良好患者は，
血栓除去群で46％，コントロール群で26.5％であり，
mRS改善のためのオッズ比は2.49，血栓除去術により
mRSを1以上改善するための必要治療数は2.6であっ
た。またサブグループ解析で，特に血栓除去術の優位
性が証明されたのは，80歳以上（オッズ比3.68），発症
から300分以上経過（420分以下）症例の無作為割り付
け（オッズ比1.76），rt-PA静注療法適応外症例（オッズ
比2.43）であった。安全性に関する評価では，症候性
頭蓋内出血，死亡率について両群間で差はなかった。

コメント：MR CLEAN以降のMR CLEAN5を含む5つ
のRCTに関するメタ解析である。前方循環の近位部塞
栓において，データベースから直接抽出した患者デー
タを解析した質の高い解析結果であり，本研究でも血
栓回収療法の高い有効性と安全性が証明されている。
特に本研究からは，80歳以上の超高齢者や発症6時間

はじめに
　超急性期脳虚血に対する IVRは，この15～20年で
劇的な変化を遂げてきた。当初は限られた施設，限ら
れた術者での経カテーテル的局所線溶療法からバルー
ンカテーテルを使用した血栓破砕に始まり，2005年の
rt-PA静注療法の国内承認を挟んでMerci clot retriever
やPenumbra systemといった機械的血栓除去デバイス
の承認を経，現在ではPenumbra systemを使用した
ADAPT法や，ステント型血栓除去デバイスを使用し
た機械式血栓除去が主流となり，良好な治療成績が報
告されている。最初の機械式血栓除去デバイスは再開
通率や合併症の問題もあり，2013年のハワイでの ICS
（International Continence Society）で rt-PA静注療法と
のRCTで有効性がなかったことの報告（いわゆるホノ
ルルショック）以来，治療の普及や治療成績が停滞し
ていたものが，2014年のステント型デバイスの登場で
比較的安全に高い再開通率が得られるようになった。
特に2015年以降，大規模な rt-PA静注療法とのRCTで
有効性が続々と報告されて以来，IVRは全世界で広く
普及しつつある。また本邦でも2017年に日本脳神経
血管内治療学会が主導となり，各施設の治療成績を集
計した共同研究で IVRの治療後転機への寄与が証明さ
れ，この治療を地域格差なく広めようとする動きが高
まっている。本項ではbreakthroughのきっかけとなっ
た論文やその後の続報について紹介したい。

Berkhemer OA, et al.
MR CLEAN Investigators.
A randomized trial of intraarterial treatment for 
acute ischemic stroke.
N Engl J Med. 2015 Jan 1;372(1):11-20.

要旨：オランダでの 16施設において 18歳以上，500
例の前方循環閉塞による急性期脳虚血患者で発症6時
間以内に治療可能な患者に対し，rt-PAのみの治療群
267例と機械的血栓除去群233例（うち87％は rt-PA併
用）とを，90日後のmRSスコアをプライマリエンドポ
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以上（7時間以内）のサブ解析でも優位性が証明されて
おり，今後の適応拡大に寄与する結果といえる。

Saver JL, et al and HERMES Collaborators.
Time to Treatment With Endovascular 
Thrombectomy and Outcomes From Ischemic 
Stroke: A Meta-analysis．
JAMA. 2016 Sep 27; 316(12): 1279-88.

要旨：MR CLEAN，ESCAPE，REVASCAT，SWIFT 
PRIME，EXTEND IAの2010～2014に実施されたRCT
に関して，前方循環の急性閉塞患者情報をそれぞれの
データベースより無作為に抽出し，1287人の患者（機
械式血栓除去療法群634人，コントロール群653人）に
ついて，特に発症から治療までの時間に着目して解析
を行った。90日後のmRS平均値は，血栓除去群で2.9，
内科治療群で3.6であり，血栓除去療法がmRSを改善
させると仮定した場合の共通オッズ比は2.49であっ
た。血栓除去療法は発症から治療までの時間が長いほ
どmRSは悪化し，時間ごとのオッズ比は3時間では
2.79，6時間では1.98，8時間では1.57であった。有効
性が見られたのは発症から7時間18分までであった。
一方で，内科治療群では発症から治療までの時間で差
は見られなかった。症候性出血の発生率には時間の影
響はなかった。血栓除去群では発症から再開通までの
時間は機能予後と関連し，救急治療室到着から動脈穿
刺，救急室到着から画像診断まで，画像診断から再開
通までの時間は，いずれも機能予後と関連が見られた。
死亡率や症候性出血との関連は見られなかった。

コメント：前述のHERMES研究のサブ解析論文であ
る。これまで考えられてきた時間との関係について，
具体的な数値で治療遅延による有効性の低下を示した
重要性の高い論文である。一方でこれまで推奨されて
きた発症6時間以内という適応範囲も，本研究からは
7時間18分までは検討しても良いことになる。また，
血栓除去に関しては発症からER到着，診断，動脈穿
刺，再灌流と，いずれのプロセスにおいても時間短縮
が機能予後に関わることが証明されており，改めて環
境整備の重要性を認識させられる。

Bracard S, et al.
Mechanical thrombectomy after intravenous 
alteplase versus alteplase alone after stroke 
(THRACE): a randomised controlled trial.
Lancet Neurol. 2016 Oct; 15(11): 1138-47.

要旨：フランスにて26施設，414人の急性期脳虚血患
者に対し，rt-PA静注療法のみの患者208人（IVT group）

とrt-PAに引き続いて機械式血栓除去療法を行った204
人（IVTMT group）との治療成績を比較したRCTであ
る。Primary outcomeとして治療3ヵ月後の機能的自
立（mRS：0-2）の割合を比較し，secondary outcomeと
して安全性評価を行っている。IVT groupには208人
が，IVTMT groupには204人が割り付けられた。閉塞
血管は，IVT groupでは ICA：19％，M1：79％，basilar 
trunk（BT）：1％，M2：1％で IVTMT groupでは ICA：
12％，M1：86％，BT：1％であった。治療結果でmRS：
0-2の割合は，IVT groupが42％，IVTMT groupが53％
でオッズ比は1.55となり，IVTMT groupにて良好な
治療成績が得られた。Secondary outcomeとしては，
IVT groupと IVTMT groupとで，3ヵ月後の死亡率はそ
れぞれ12％と13％，24時間以内の症候性出血は，2％
と2％で差はなかった。

コメント：rt-PA静注と，静注後に行われる機械式血
栓除去療法を比較した大規模RCTのうちの一つであ
り，本studyにても機械式血栓除去術の機能予後改善
効果における優位性が報告されている。画像診断の評
価方法が曖昧でbias controlについては疑問が残るが，
多くの実臨床例での流れとなっているであろう“rt-PA
静注療法が無効な近位主幹動脈閉塞に対する機械式血
栓除去の適応”に関しては，それを積極的に勧めるべ
きであることを後押しする結果となっている。脳底動
脈閉塞例も少数ながら含まれる点が他の studyと異な
るが，脳底動脈閉塞は機能予後，生命予後に大きく関
わり，適応の判断や技術的なリスクも前方循環と異な
る点があるため，今後の大規模試験の結果が待たれる。

おわりに
　これまで様々な大規模試験やメタ解析により，概し
て機械式血管内除去療法は rt-PA静注療法より高い機
能予後改善への寄与と安全性が証明されてきた。その
結果を受けて，ガイドライン上の推奨レベルも変更さ
れ，血栓除去療法の臨床的重要性は高まるばかりで
ある。本邦では各施設への質問用紙配布形式による
血栓除去療法に関する共同研究が実施され（Takaki T, 
Yoshimura S, et al. JNET 2017; 10: 504 -511.），機械式
血栓除去療法の高い再開通率（TICI 2b以上症例75％）
と機能予後改善効果が報告された一方で，単一施設あ
たりの治療症例の少なさと発症から再開通までの時間
の長さの問題点も指摘されている。今後は可能な限り
多くの施設で迅速な診断と治療が可能となるような環
境整備が求められており，本誌読者においてもこの治
療に関する知識をアップデートしつつ，これから急性
期脳虚血患者への治療に貢献できる IVR医が一人でも
増えることを期待する。




