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軽症脳梗塞と一過性脳虚血発作に対する併用抗血小板療法の有用性と安全性

軽症脳梗塞と一過性脳虚血発作に対する
併用抗血小板療法の有用性と安全性

Clopidogrel and Aspirin in Acute 
Ischemic Stroke and High-Risk TIA
N Engl J Med 2018;379:215-25.

雑誌NEJMに、軽症脳梗塞と高リスクの一過性脳虚血発作(TIA)の発症後に、抗血小板薬のアスピ
リンとプラビックスの併用と、アスピリン単独との比較試験が掲載されていました。

軽症脳梗塞とは、NIHSSスケールで３点以下、高リスクのTIAはABCD2スケールで４点以上とし
ています。
以前より軽症脳梗塞とTIAは、発症後９０日間で3~15%に脳梗塞の再発があるとされています。
アスピリンとプラビックスの併用は、急性冠動脈症候群ではその有効性が証明されています。

今回はTIAと軽症脳梗塞に対して研究されました。POINT研究と命名されています。
同時期に中国でも同様の研究発表がされていて、CHANCE研究と命名されています。こ
のCHANCE研究では、発症後24時間以内に治療を開始したところ、併用療法の方がアスピリン単
独より32%のリスク軽減があり、出血などの合併症は同程度であったとの報告です。

本研究を纏めてみますと

１） 2010年から2017年にかけて、１０か国で登録された１８歳以上の4,881名が登録されまし
た。
登録と除外のクライテリアは下記のPDFをご参照ください。
82.8%がアメリカ人でした。
無作為化試験において、軽症脳梗塞または高リスク TIA の患者に、クロピドグレルを １日目に
負荷用量 600 mg、その後は75 mg/日投与し、アスピリン（50～325 mg/日）を併用する群
と、
アスピリンのみを同じ用量範囲で投与する群に割り付けました。
主要有効性転帰は、９０日の時点での主要虚血性イベントの複合リスクとし、脳梗塞、心筋梗
塞、
虚血性血管イベントによる死亡と定義しています。

２） データ安全性モニタリング委員会が、クロピドグレルとアスピリンの併用は、アスピリン単
独と比較
して、９０日の時点での主要虚血性イベントのリスクが低いことと、重大な出血リスクが高いこ
との
両方に関連すると判定したため、試験は予定患者数の 84%が組み入れられたあとに中止されま
した。
主要虚血性イベントは、クロピドグレル＋アスピリン群 2,432 例中 121 例（5.0%）とアスピリ
ン
＋プラセボ群 2,449 例中 160 例（6.5%）に発生し（ハザード比 0.75）、大部分は初回イベン
ト
後１週間に発生しています。
重大な出血は、クロピドグレル＋アスピリン群の 23 例（0.9%）とアスピリン＋プラセボ群の
10 例
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（0.4%）に発生しました。（ハザード比 2.32）

３） 結論的には、９０日間の経過で患者1,000人に対して１５人の虚血性疾患の予防が出来る
が、５人の
重大な出血性疾患が発生する。
中国初のCHANCEと異なる結果だが、投与方法が異なっている点やアジア人はプラビックスの活
性
型への遺伝子が多型であるのが原因かもしれない。
（脳梗塞の発生は１か月以内が多いが、出血の副作用は一貫してある事から、その想定
でCHANCE
は投与方法を設定しています。しかし脳梗塞の発生は１か月過ぎても多いとの報告もあります。
私のブログをご参照ください。）

４） 軽症脳梗塞または高リスク TIA を起こした患者のうち、クロピドグレルとアスピリンの併用
療法を
受けた患者は、アスピリン単独療法を受けた患者と比較して、９０日の時点での主要虚血性イベ
ント
のリスクは低かったが、重大な出血のリスクが高かった。

私見）
併用療法の利害に関しては、十分に患者さんとコンセンサスをとる事が肝心ですが、急性期を過
ぎて
逆紹介された時に、併用療法から単独療法に切り替えるかは、かなり思案しそうです。

文献より (2).pdf
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