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薬剤溶出性ステント留置後の抗血小板療法の現状と展望
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北里大学医学部循環器内科学

　日本では2004年に薬剤溶出性ステントが登場し，ステント内再狭窄の問題もほぼ解決されるよう
になった。一方で，ステント留置後1年以上経過して突然生じる超遅発性ステント血栓症が一定の
比率で発生することが報告された。ステント血栓症は抗血小板療法2剤併用を中止した症例に起こ

りやすいことから，薬剤溶出性ステント留置患者は生涯抗血小板2剤併用療法を継続すべきという
意見が大勢を占めるようになった。しかし，内視鏡や外科手術の際の対応や，出血性合併症など，

抗血小板療法継続のデメリットも問題となってきた。現在，第1世代の薬剤溶出性ステントはすで

に終焉し，第2世代の薬剤溶出性ステントが日常診療では主流を占めている。Endeavorゾタロリム
ス溶出性ステント留置患者における抗血小板2剤併用療法の早期中止の可能性について紹介する。
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はじめに

　今日，虚血性心疾患における経皮的冠動脈インター

ベンション (PCI: percutaneous coronary intervention) は

薬剤溶出性ステント (DES: drug-eluting stent) の使用が

大半を占めている。DESは新生内膜増殖抑制効果によ

りステント内再狭窄率を著しく低下させた。しかし一

方で，従来の金属ステント (BMS: bare-metal stent) で

は稀とされていたステント留置後1か月以降に発生する

遅発性ステント血栓症 (LST: late stent thrombosis) や，

ステント留置後1年以降に発生する超遅発性ステント血

栓症 (VLST: very late stent thrombosis) が報告され1，新

たな問題点として注目されるようになった。BMSでは

ステント留置後1〜2か月でステント内が新生内膜に

よってほぼ被覆されるのに対し，DESでは薬剤により

ステント内の新生内膜形成が遅延する。そのことが

LSTの原因の一つになっていると考えられており，

LST予防のためにアスピリンとチエノピリジン系抗血

小板薬の併用投与 (DAPT: dual antiplatelet therapy) が主

流となっているが，その継続すべき服薬期間について

は明確なコンセンサスはいまだ得られていない。

　現在，本邦でも様々な血管内画像診断機器が臨床応

用されているが，その一つに光干渉断層法 (OCT:

optical coherence tomography) がある。OCTは近赤外線

を反射させて画像を得るが，血管内超音波 (IVUS: intra-

vascular ultrasound) と比較して10倍も解像度が高いた

め，ステントの新生内膜被覆の程度を評価するのに有

用である。そこで本稿では，著者の私見を交えなが

ら，OCTで観察したDESの新生内膜被覆化過程と，そ

れによるDAPT早期中止の可能性について解説する。

DAPTの服薬期間に関して

　現在AHA/ACC/SCAIのガイドラインではDES留置後

に1年間のDAPTが推奨されている。同様に2011年に改

訂された日本循環器学会のガイドライン (安定冠動脈疾

患における待機的PCIのガイドライン) でも，DES留置

後のDAPT継続期間については少なくとも1年となって

いる (Figure 1)。日本人の大規模臨床試験J-Cypher

Registryにおける5年次までの検討によればVLSTの頻度

は年率0.26%と比較的低いものの，そのうち40%の症例

でDAPTが継続されていた2。この原因としては，抗血

小板薬の内服中断，非被覆化ステントの血栓付着，晩

期圧着不良 (late incomplete stent apposition)3，留置時の

複雑手技，ポリマー惹起性の炎症反応など様々な原因

が関与している可能性がある。その根本的な予防方法

は未だにないことから，DAPTの使用を継続せざるを

得ない状況が続き，DAPTの期間については個々の医

師の判断に委ねられている現状である。

　現状では抗血小板薬内服期間に対するZEST-LATEや

REAL-LATEなどの前向き無作為臨床試験などが行わ

れているものの未だその適切な服薬期間においては明

確なコンセンサスは得られていない。また，DAPTに

伴って生じうる出血性合併症の問題や，DES留置後
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DAPT内服中の患者が外科的治療が必要になった場

合，DAPTを中止するのかしないのか，ヘパリン置換

療法を要するのかどうか，臨床の現場において非常に

多く遭遇する問題点もある。

1) 出血性合併症

　抗血小板薬の多剤併用に伴う出血性合併症の増加 (消

化管出血・頭蓋内出血など) は現在非常に問題となって

いる。DAPT + ワーファリン併用症例における頭蓋内

出血リスクを検討したBAT前向き研究では，平均19か

月の追跡期間内に出血性合併症の発症がアスピリン単

剤群において1.21%であったのに対し，DAPT群では

2.06%，DAPT + ワーファリン群では3.56%と，アスピ

リン単剤と比較し約2〜3倍発生リスクが増加すること

が報告されている4。Nakagawaらによると，シロリム

ス溶出性ステント (Cypher) を使用したPCI連続1,300例

の42か月間の経過観察期間において，DAPT継続期間

が6か月以内の症例では頭蓋内出血の発症率が0.7%で

あったのに対して，6か月を超える症例では5.4%と，

約4.5倍出血のリスクが増加すると報告している5。ま

た，カナダの急性心筋梗塞後の患者を対象としたコ

ホート研究において，アスピリン単剤では1.7%/年，チ

エノピリジン系抗血小板薬との併用では5.4%/年の消化

管出血の発症が報告されている6。

Figure 1.  JCS 2011 Guideline update for PCI

Table 1.  Patient's characteristics

2 weeks 4 weeks 6 weeks 8 weeks 10 weeks
(14.8 days) (30.3 days) (47.2 days) (55.6 days) (72.0 days)

No. of patients 4 7 5 7 4
Age 76.2 ± 7.5 69.1 ± 17.4 73.4 ± 8.4 74.3 ± 3.3 72.8 ± 7.6
Gender (M : F) 3 : 1 5 : 2 2 : 3 4 : 3 1 : 3
Body Mass Index 26.3 ± 1.4 22.5 ± 2.3 25.4 ± 3.4 23.7 ± 2.7 21.3 ± 1.5
Hypertension 2 3 3 4 1
Dyslipidemia 3 7 5 7 3
Diabetes Mellitus 3 2 2 2 2
Current smoker 2 4 1 1 0
Chronic kidney disease 1 4 0 3 2

Table 2.  Lesion characteristics

2 weeks 4 weeks 6 weeks 8 weeks 10 weeks

No. of lesion 4 7 5 7 4
Lesion (RCA/LAD/LCx) 3 : 1 : 0 5 : 2 : 0 3 : 1 : 1 3 : 3 : 1 0 : 3 : 1
ACC/AHA type (A : B1 : B2 : C) 0 : 0 : 0 : 4 2 : 0 : 0 : 5 1 : 2 : 1 : 0 1 : 0 : 0 : 6 0 : 1 : 1 : 2
No. of total stents 5 7 5 9 4
Stent diameter (mm)   3.1 ± 0.2   3.1 ± 0.5   3.0 ± 0.5   3.0 ± 0.1   2.8 ± 0.3
Stent length (mm) 24.6 ± 7.5 22.7 ± 7.5 17.2 ± 7.6 23.9 ± 6.3 24.0 ± 8.5
Maximum balloon diameter (mm)   3.2 ± 0.2   3.3 ± 0.5   3.1 ± 0.5   3.0 ± 0.1   2.9 ± 0.1
Maximum inflation pressure (atm) 20.0 ± 4.7 18.3 ± 4.4 18 .0 ± 5.2 20.7 ± 2.7 21.3 ± 1.2
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Table 3.  OCT findings

2 weeks 4 weeks 6 weeks 8 weeks 10 weeks

No. of total struts 1,394 1,602 1,127 2,496 1,128
Thrombus 0 1 0 0 0
Well-apposed with neointima (%) 12.3 ± 6.8 70.4 ± 12.6 67.9 ± 21.2 86.0 ± 10.8 99.2 ± 0.6
Well-apposed without neointima (%) 86.6 ± 6.8 29.1 ± 12.7 32.0 ± 21.0 13.9 ± 10.8   0.8 ± 0.8
Malapposed with neointima (%) 0 0.1 ± 0.2 0 0 0
Malapposed without neointima (%)   1.1 ± 0.8 0.4 ± 0.8 0.1 ± 0.2   0.1 ± 0.4 0
Mean NIH thickness (μm) 40.2 ± 23.4 52.1 ± 18.2 48.1 ± 11.9 86.5 ± 28.1 146.2 ± 49.9
Mean % NIH (%)   3.3 ± 0.6 5.9 ± 1.4 6.3 ± 1.4 10.9 ± 3.2 19.2 ± 5.6

2) 外科的手術

　PCI後に外科的手術を必要とするケースはしばしば

認められ，To ACらの報告では，PCI施行後5年間の追

跡期間内における非心臓手術は26%と報告されている7。

本邦でもJ-Cypher Registryの結果では外科的手術が必要

となった症例は1年で5.1%，3年間では14.7%と高率で

あり2，DES留置後の予測困難な外科的治療に対しどう

対応するのか，臨床医が現実的に直面する課題が浮き

彫りとなっている。

　現在，本邦では第1世代のDES (SES: sirolimus-eluting

stent，PES: paclitaxel-eluting stent) に代わって，より生

体適合性の高い第2世代のDESが主流となっている。

zotarolimus-eluting stentとして薬剤溶出期間の異なる

Endeavorステント (E-ZES) とResolute Integrityステン

ト，everolimus-eluting stent (EES) であるXIENCE Prime/

PROMUS Elementステント，biolimus-eluting stent (BES)

であるNoboriステントの計5種類が使用可能である。ス

トラットのデザイン，ポリマー，薬剤，溶出速度な

ど，それぞれに特徴を有するが，中でもE-ZESにおい

ては，ステントにコーティングされているホスホリル

コリン (PC) ポリマーが赤血球外膜に類似した構造で高

い生体適合性を有していることや，薬剤溶出速度が2週

間で終了と迅速であることから，新生内膜による被覆

化が早期より生じ，よりBMSに近い早期ステントスト

ラット被覆化が得られる可能性が示唆されている8,9。

Kimらは，OCTを用いてE-ZESのストラット被覆化を

評価し，留置3か月後でほぼ100%の被覆化を認め，中

間期報告では狭窄が進行する可能性は低かったと報告

している10-12。

　ステントの被覆化過程はステント血栓症の発症機序

とも密接な関連があると考えられ，これを正確に評価

することは，DAPTの継続期間の決定に有用な情報を

与える可能性がある。現在までに，E-ZES留置3か月以

降の中長期の観察は行われているものの，留置後1から

2か月の超短期評価に関する報告はない。

ステントの被覆化について

　著者らは，冠動脈造影にて多枝病変を有し，段階的

なPCIを予定されている安定狭心症の症例で同意の得

られた27例を対象に，E-ZES留置後3か月未満のステン

トストラット被覆化過程をOCTを用いて検討した。急

性心筋梗塞患者，透析患者，左冠動脈主幹部病変，分

岐部病変，慢性完全閉塞病変，ステント再狭窄病変，

抗血小板剤にアレルギーを有する患者を除外した。全

症例において最初のPCIから最低でも10か月間のDAPT

(アスピリン100 mgおよびクロピドグレル75 mg) を内

服した。

　最初のPCIでE-ZESを留置し，それから2，4，6，8，

10週の後に2回目の待機的PCIを予定した。その治療の

際に前回留置したE-ZESの被覆化をOCTで評価した。

OCTによる被覆化は，血管内OCT imaging system (M3

system, LightLabo Imaging, Westford, MA, USA) を用い，

1 mm間隔の断面解析で行った。各スライスにおいて，

血管内腔 (lumen area)・ステント内腔 (stent area) をト

レースし，新生内膜厚 (neointima thickness)・% NIH

(neointimal hyperplasia: 100× (stent area - lumen area)/

stent area) を計測した。またステント被覆化評価は，ス

トラットの圧着評価 (well-apposed or malapposed)・新

生内膜被覆の有無 (with neointima or without neointima)

に分け，計 4 パターンで評価した。圧着不良

(malapposition) はストラットの中心から血管壁までの距

離が120μm以上離れているものを圧着不良と定義し

た13。主要評価項目はOCTによる2〜10週のステントス

トラットの被覆率 (%) とした。それぞれの断面解析で

血栓 (thrombus) の有無も確認した。

　患者背景をTable 1に，病変背景をTable 2に示す。患

者の平均年齢は73.0 ± 9.9歳，性別は男性が55.5%で

あった。2，4，6，8，10週の各週において基礎疾患 (脂

質異常症・高血圧症・糖尿病) の差は認めなかった。ま

た，各週において病変の長さや血管径に差は認めな

かった。OCT所見をTable 3とFigure 2，3に示す。被覆

化の割合は週数に伴い経時的に増加している傾向にあ

り，約8週で85%以上のストラットの被覆化を認めた。
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Figure 2.  Struts coverage within 10 weeks

Figure 3.  Representative cases
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また10週では99.2%と，韓国の3か月のデータ11と同等

の被覆化を認めた。一方，薬剤溶出が完了した直後の

2週目ではストラットの被覆化は不完全で，被覆率は

15%未満にとどまった。ステント圧着不良や血栓は，

留置後4週目の1例のみに認められ，全体を通してほと

んど認められなかった。

E-ZESの特徴と今後の展望について

　ENDEAVOR III/IV試験の結果からE-ZESは第1世代

DES (SES，PES) と比較して3〜4年後の主要心血管イ

ベント・心臓死などにおける非劣性が証明されたが，

造影上のlate loss (損失血管径: 治療直後の血管径−慢

性期の血管径) は有意に大きく，TLR (target lesion

revascularization) も有意に多かった14,15。しかしIVUSサ

ブ解析の結果では，ステント内はほぼ均一に新生内膜

で被覆されており，その被覆の程度 (新生内膜厚) は

BMSより有意に少なかった。これらの情報からE-ZES

は，①非被覆化ストラットが少ない (早期被覆化を認め

る)，②Late acquired malappositionがほとんど認められ

ない，③遅発性ステント血栓症がSES，PES，EESと比

較し低率で，BMSと同等である，などの特徴を有する

と考えられる9,16。

　今回の我々の検討では，E-ZES留置後10週における

ストラット被覆化は99.2%と良好であった。この結果

はKimらの留置3か月後のデータとほぼ同等であり11，

3か月よりもやや早期の時点でほぼ被覆化は完了してい

ることが明らかとなった。一方で，2週目の時点ではほ

とんど被覆化は得られておらず，このことからスト

ラット被覆化過程はゾタロリムス溶出が終了した後に

急速に進行することが示唆される。すなわちE-ZESは

ステント血栓症のリスク要因と考えられる非被覆化部

分が植え込み早期の2週後から経時的に減少し，約10

週で被覆化が完了することから，至適DAPT期間が短

くて済む可能性があり，今後更なる検討とガイドライ

ンの変更が待たれる。

　今年のTCT (Transcatheter Cardiovascular Therapeutics)

Conference 2013で，E-ZES留置患者におけるDAPT至適

投与期間に関する興味深いエビデンスが複数報告され

た。OPTIMIZE試験はブラジル人を対象に，短期間 (3

か月) DAPT投与群と長期間 (12か月) DAPT継続群の2

群間でイベント発生率を比較した前向き無作為化試験

(n = 3,120) である17。結果，DAPT 3か月群は，12か月

継続群と比較し，1年後の死亡，心筋梗塞，脳卒中，ス

テント血栓症のリスクを増加させることはなく，重症

出血のリスクにも差はなかったことが，Late Breaking

Clinical Trialsセッションで発表された。また本邦から

はE-ZES市販後使用成績調査から充当された12か月

DAPT継続群 (PMSデータ: n = 1,200) と，3か月でDAPT

を中断した群 (レジストリ群: n = 1,200) の心血管イベ

ントを比較するOPERA試験が発表された。OPTIMIZE

試験同様，DAPT早期中断によって，ステント血栓

症・大出血・心血管イベントなどの主要評価項目に差

を認めず，12か月群に対する3か月群の非劣性が証明

された。以上の結果からE-ZES留置患者ではDAPT投与

期間を従来より短くできる可能性が示された。更に，

その他の第2世代DESについても，EES留置後のDAPT

期間を3か月にして安全性を評価するSTOPDAPT試験

や，BES留置後のDAPT期間を6か月と18か月で比較す

るNIPPON試験など，日本人患者のDAPT至適期間を検

討するための前向き試験が進行中で，その結果が待た

れる。

終わりに

　E-ZESにおける3か月未満のステントストラット早期

被覆化現象をOCTにより経時的に評価した結果，10週

で被覆化が完了することが明らかとなった。本研究

は，E-ZES留置後の抗血小板薬の至適内服期間を検討

する上で重要な臨床的意義を有していると考えられ

る。一方で，特に病理学的側面から，ステントを被覆

している新生内膜の性状が通常のBMSで見られる被覆

組織とは異なるのではないかとの意見もあり，ステン

トストラットの完全被覆化現象がステント血栓症の発

症リスクを完全に払拭できるのかどうかについては今

後も慎重に議論されるべきであろう。しかしながら上

述の臨床比較試験が期待通りの結果だったことから

も，E-ZESには留置後のDAPTを比較的短期に終了でき

る可能性が十分に期待できる。長期のDAPTに伴うリ

スクが危惧される高齢者やワーファリン・新規経口抗

凝固薬 (novel oral anticoagulant) 内服併用が必要で抗血

小板薬を早期に離脱したい症例 (脳梗塞・心房細動・血

栓症関連疾患・大血管や心臓疾患の外科的治療後など)

などにE-ZESは積極的適応になるのではないかと考え

る。
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Potential of short-term dual antiplatelet therapy in patients after
Endeavor zotarolimus-eluting stent implantation

Takao Shimohama, Ryo Kameda, Junya Ako

Department of Cardiovascular Medicine, Kitasato University School of Medicine

The Endeavor Sprint zotarolimus-eluting coronary stent (E-ZES) is a second-generation drug-eluting stent
(DES) comprised of a low-profile stent, a biocompatible polymer vehicle for rapid drug elution within 2 weeks
of implantation, and the antiproliferative drug zotarolimus.  The stent struts have been reported to be almost
fully covered with neointima at 3 months after E-ZES implantation.  However, to our knowledge there is no
information currently available on the short-term analyses of neointimal coverage in patients with E-ZES.  The
aim of this study was to evaluate early vessel responses to E-ZES implantation, i.e., within 10 weeks of E-ZES
implantation by using optical coherence tomography (OCT).  In this study, we evaluated 27 lesions (30 E-ZES
implantations) in 27 patients with stable angina pectoris caused by de novo native coronary artery lesions.
OCT scanning was performed at 2−10 weeks after E-ZES implantation.  Each E-ZES stent strut was investigated
for apposition to the vessel wall and neointimal coverage using cross-sectional OCT images obtained at 1.0-
mm intervals.  Neointimal coverage of E-ZES had progressed rapidly from 2 to 4 weeks, and more than 70%
of the E-ZES struts were covered at 4 weeks after implantation.  The E-ZES struts were almost completely
covered at 10 weeks after implantation.  An intracoronary thrombus was detected in 1 stent at 4 weeks after
implantation.  Neointimal coverage of E-ZES was observed at a relatively early phase of the post-implantation
period.  Patients with stable angina pectoris who undergoing E-ZES implantation might not require dual
antiplatelet therapy for more than 3 months after implantation.

Key words: Optical coherence tomography (OCT), Endeavor Sprint zotarolimus-eluting stent (E-ZES),
Neointimal coverage
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