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lnordertoevaluateantiplatelettherapylnWhichplateletaLggregationwasmoderately

reduced (toMAR 50-30% byADPIOFEM'andtoMAR 50-30% bycollagen2JLg/ml)ineach

patientbyacombinationofaspirin(ASA)andticlopidine(T),27patientswithvarious

thromboticepisodesorsymptomeswereanalysedin6hospitalsnearNiigataCity. Such

moderateinhibitionwasachievedin14patientsmostoftenbyacombinationofASA 20mg/

dayandT 200mg/dayalthoughthedoseswereconsiderablyvaried amongthepatients.

Reasonsandproblemsprohibitingsuchplateletfunctionmodulationwereanalysed. These

includedfinancialproblem forrepeatedexaminations,laboratorycapacity,intensivefearOf

doctorsforhemorrhageofespeciallyoutpatientsandpoorunderstandingofdoctorsofthis

protocol.

Nothromboticepisodeswerefoundin allpatientsduringaverage7.1monthsofobser-

vation. Hemorrhagicepisodesincluding bleedingfrom gastriclinearulcerinapatient

occurred,butno severeclinicalproblemssuch ascerebralhemorrhageandd組th were

observed.

Inconclusion,thisprotocolcanbeapplicabletopatientswiththromboticepisodesfor

evaluationofpreventionofthrombosis.

Keywords:Antiplatelettherapy,Aspirin,Ticlopidine,Thrombosis

抗血小板療法,アスピリン,チクロピジン,血栓症

要 約

アスピリン(long/日より増量)とチクロピジン (100

mg/日より増量)を併用 し,症例毎に凝集率を ADP

IOFLM で55130%,Collagen2pg/mlで50-30%に抑

える抗血小板療法を6施設の血栓性患者の予防治療に応

用 し,本療法の応用の問題点,出血の副作用についてま

とめた.治療目標域-の薬剤のコントロールは27例中14

例で達成された.その時の量はアスピリン 20mg/日,

チクロピジン 200mg/日が多かった.達成されなかった

理由は症例の薬剤に対する感受性の低下,自覚症状のな

い患者から協力を得る困難性,検査体制の不備,また主

治医の患者の経済負担の増加に対する配慮などがあり,

早期の中断の理由には転院,診断名変更,また主治医や

外来患者の出血に対する恐れなどがあった.観察期間は

平均7.1ケ月で全例に血栓症の発生は見られなかった.

出血の副作用は目標域に適した症例では 1例の噂血の既

往のある慢性気管支拡張症の患者に噂血が見られたが薬

剤中止により消失した.目標域に達しない 2例に打撲後

の紫斑あるいは鼻出血が,また 1例で胃潰虜による消化

管出血が見られたが.後者は潰壕の原因となりうると言

われるアスピリンは 10mg/日と少量で,本療法が直接

の原因とは考え難い.結論として副作用としての出血は

あっても軽度で臨床上十分対処出来,本療法は多数の患

者に応用可能である.
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Ⅰ. は じ め に

血栓性疾患の発生および再発防止は,血栓性疾患およ

びその死亡が増加してきた現在,癌対策と並んで,重要

な医学の課題である.

血栓の発生は血管 (主として動脈硬化性病変),血流,

血液 (脂質あるいは血小板凝固系)の関与 した複雑なも

のであり,現時点では,血栓準備状態あるいは血栓症に

は,高脂血症,喫煙などの危険因子の可及的排除,さら

に血小板凝固の抑制が行なわれている.血小板機能を抑

制して,血栓再発を防止する試みは,血小板の血栓症発

生における重要性が認識されるとともに注目され,既に

心筋梗塞,一過性脳虚血発作 (TIA),脳梗塞,原発性

血小板血症などで臨床効果が認められた.しかし他の病

型やプロジェクトによっては必ずしも有効との結論が得

られずlI2㌧ また本療法による出血の副作用も知られて

いる.

私達は,優れた抗血栓効果をもちながら出血の副作用

の少ない抗血小板療法を模索 してきた3~6I

これまでの Massstudyの欠点として考えられるこ

とは①抗血小板剤は多く単剤で,作用機序からみて血小

板の機能抑制が一面的である.私達のこれまでの原発性

血小板血症の自然凝集抑制成績6)でも,薬剤によっては

invivoの血栓形成に関係している機能を抑えない.㊨

投与量が一定であり,その薬剤が患者で効いていること

がチェックされていない.過量であれば出血傾向は増大

するはずである.

そこで望ましい療法としては,①血小板機能を全般的

に抑え,しかも④過度でなく,④効果を患者毎にチェッ

クすることが考えられる.そのためには,㊥invitro

の検査で効果を評価出来る薬剤を選択する必要があろう.

一方この方法は臨床実施上,医療側の設備.労力と患者

の精神的,経済的負担を増す側面もある.

私達は以上のような新しい抗血小板療法7)を現在新潟

市近郊の6施設において,抗血小板療法が必要と考えら

れる患者に応用しつつある.現時点で症例数,観察期間

の点で,疾患別に血栓予防効果を云ぬんするには至らな

いが,今回一般市中病院で応用するに当たっての,本療

法の難易あるいは問題点,また出血に関する副作用など

について報告し,今後の検討の進め方について考察を加

えたい.

Il. 抗血小板療法のプロコ トール

抗血小板剤の選択:CyclO-oXygenase(CO)の不

可逆的阻害剤であり,主として二次凝集 (放出反応)を

抑制するアスピリン (ASA)と,作用機序の詳細は不

明であるが,C-AMP上昇によって血小板の機能全般

を抑制するチクロピジン (T)を選んだ.後者は前者が

無効の ADP一次凝集を抑制し,両者ともinvitroの

凝集能検査でその効果を検討出来る.

量の決定:ASA は量依存性に血小板 (および血管壁)

CO活性を抑制する8).血小板 COのみ阻害すると考え

られる,超微量療法4)9)を試衣,long/日より増量する.

Tは 100mg/日より増量する.

凝集能検査:クエン酸加血から血小板多血寛を分離

し,血小板を3)万/cmm に調整後,血小板凝集計によ

り,最大凝集率を測定する.

測方方式は同一で,鋼製,径 1mm 長さ5mm のスタ

ーラーにより,撹拝速度は1,00Orpm,セルは内径7mm

長さ50mm,必要試料 200FLlである (一施設のみスタ

ラ- 3mmX4mm).採血から測定までは1-3時間以

内とした.凝集剤は ADP(A)10/上M (最終濃度)と

Collagen(C)2〃g/mlを用いた.正常域は A 76.1±

6.7(SD)形,C62.0±18.0%である.

凝集抑制目標域:各種血小板機能異常症.特に血小板放

出機構異常症および原発性血小板血症の出血傾向とその

凝集態度6川Iおよび,これまでの ASA-T療法7)の経

験から,ADP55-30%,C50-30%に抑えることを目

標にした.この目標域には理論的な根拠はないが,この

程度の抑制では日常生活で殆ど出血傾向は生じないと考

えられる.

目標に至る方式としては,原則として ASAlong/日,

TIOOOmg/日より投与を開始し,薬効が十分出現する1

週間を経過してから凝集能を調べADP凝集能が目標域

より高いときには Tを増量し,C凝集能が高いときに

は ASA を増量する.

明らかな出血性素因,出血源あるいはコントロール出

来ない高血圧がある等,抗血小板療法に不適当と考えら

れる患者は除く.

川. 観 察 方 法

厚生連佐渡病院神経内科,新潟両病院内科,聖園病院

内科,新潟こはり病院内科,県立吉田病院内科および新

潟大学第一内科における入院あるいは外来通院患者を対

象とした.併用薬剤としては,他の強力な抗血小板剤,

抗凝固剤は禁止した.軽微な血小板機能抑制効果が知ら

れるが疾患治療に欠かせない薬剤 (例えば Ca括抗剤,

ロコルナールなど血管拡張剤)は使用を認め,記掛 こと
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どめた.また使用前 (前)および抗血小板効果が十分発

拝された時期 (開始後)に出血時間,血祭 p-トロンポ

グロブリンなどを測定 して参考データとした.また検血,

検風 検尿,肝機能検査を行なった.出血のエピソー ド

は記載し,必要により薬剤を中止 した.場合によりさら

に血小板輸注を行なうべ く,新潟大学第一内科に体制を

作 った.

lV.症 例

主治医が抗血小板療法の適応があると考えた,脳梗塞

19(TIA4,RINDlを含む),閉塞性動脈硬化症 3,心

筋梗塞 3,脳循環不全 1,頚動脈狭窄 1,僧帽弁閉鎖不

全 1計27例.男15,女 12,年令は52-84才.診断時の

合併症は高血圧 11,糖尿病 6,高脂血症 4,動脈硬化症

2,尿路感染症 2,心房細動 2,関節 リュマチ 1,気管

支拡張症 1であった.なお上記主疾患の発症又は診断か

ら本治療開始迄の期間は,1ケ月以内 3,1-6ケ月 4,

6ケ月-1年以内 1,1年以上 19例 と安定 した時期の症

例が多かった.

V. 成 練

1) 血小板機能抑制

開始前, 抗血小板剤非使用の20例は, A 69.5±18.4

形,C75.8±11.1%,大部分は正常域にあった.開始後

A 54.7±15.7軌 C42.1±25.4% (n-25)に低下 した

(表 lA).目標域に達 した症例は14例 (Ⅰ群)で A46.1

±7.3%,C 25.8±10.7%であった.A あるいは C の
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いずれかが自壊域に達 した症例は 7例 日Ⅰ群),いずれも

達 しなか った症例は 5例 (皿群), 不明 (検査無 し)1

(Ⅳ群)であった. 一方 Ⅰ群中凝集率が目標域以下に抑

制 されたのは ADP20-30% 1,あるいは C 10%以下

2,10-30%3例であったが, 両方で 目標域以下となっ

た症例はなかった.

Ⅰ一皿群の薬剤量を調べると,図2のように,Ⅰ群は

ASA は 20mg/日,Tは 200mg/日に ピークがあ り,

症例問のばらつき (感受性の差)がかな り大 きい.一方

Ⅲ群は ASAlong/日,TIOOmg/目といったやは り量

不足の傾向があった.

各薬剤量と凝集抑制の関係を見ると図 1(B,C)のよ

うで,ASA は 10mg/日では Cは前とくらべ抑制 され

ず ,20mg/日以上で抑制されるが,量依存性はは っきり

しない.Tは A,C ともに 100mg/日では抑制 されず,

200mg/日で抑制 された.しか し 200mg/日と 300mg/

日では差がなかった.量依存性が明確でない理由は,薬

剤本来の特性ではな く,主として効果の挙がらない症例

で増量する方式のためであろ う.

2.血費 β-トロンボグロブリン

治療前 36.6±11.9(pg/ml)(n-10)が開始後26.4±

9.6(n-6)と低下 (P〈O.005)していた. Ⅰ群について

みると, 前 38.4±12.8(n-4),後 24.2±11.2(n-4)

とやは り低下 (P〈O.05)していた.

3.出 血 時 間

Duke法で前 2.7±0.7(∩-13)が後 3.5±1.2分,特

表 1 出 血 症 状 の あ っ た 4 例

患者 年齢性 診 断 治 療 前 治 療 中 出血 薬剤 対 策 転 帰
出血時間 ADP C 出血時間 ADP C 症状 mg/日

TT 79.男 閉塞性動脈硬化症気管支拡張症(噂血あり) 2.5分 60 75 2.0 47 28 噂血 ASA10T200 薬剤中止 消 失

ⅠS 83.女 多発性脳梗塞 93.2 95.7 消化管出血(胃損傷)ASA10T 100 中 止 治療-治癒

MT 71.男 脳梗塞,高血圧 7.5 20●T200 65●服中 62 17 打撲後の紫斑 ASA20T200 中 止 消 失

KM 52.男 脳梗塞 2.0 20 91.5 2.5 24 87 鼻出血 ASA10T 100 継 続 消 失
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Aロpl10pM) collagen(2pg/ml)

ADP(101'M) Collagen(2pg/ml)

図 1 本プロ トコール開始前後の血小板凝集能

A.節/乳 B.ASA量BIl.C.Ticlopidine
量別,omg/dayは開始前値を表わす.
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10 20 30 40 50 mg/day 100 200 300mg/day

図 2 群別の ASA および Ticlopidine投与量

に Ⅰ群についてみると, 前 3.0±0.7分 (n-8)が後 3.4

±1.4分となったが, いずれも有意差はなかった. なお

開始前は全例正常域 (5.0分以内)にあったが, 後では

2例で軽度に延長 (5.5,6.0分)していた.後でのみ測ら

れた SimplateI法では 17.0,17.5,22.5分 (正常9.5分

以下)と延長していた.

4.便 潜 血

グアヤック法で前,陰法 11,偽陽性 1,陽性 Oであっ

たが,後は陰性 8,偽陽性 1,陽性 3と若干陽性例が増

加 したが,消化管出血は後述の一例のみで,他は臨床的

に問題とならなかった.

5.他 の 検 査

血小板数,白血球数は2け例で前後とも正常であった.

1例で後に血小板減少 (10.9万/ml)を起こしたが,前

すでに 13.1万/mlと低下傾向にあり,特に問題と考え

られない.GPT,LDH,AトPは14例で変動 しなか っ

た.1例では前から高値であった.いずれも臨床上,肝

機能障害は問題にならなかった.

6.観 葉 期 間

中断例は4例あり,理由は転院 1(0.8ケ月M),診断

変更 1(0.5M)一主治医の考え2(1,1.1M)であった.

最短 0.5M.最長 40.OM,平均7.1±8.7M,のベ191.7M
であった.

7.睦 床 効 果

上記観察期間中,血栓症22例および僧帽弁閉鎖不全症

1例に血栓症は発生せず,閉塞性動脈硬化 4例では 2例

は改善 (歩行距離の延長),他は不変であった.
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8.副 作 用

(a) 出 血

何らかの出血症状が4例に見られ,3例で治療が中断

された (表 1).噂血 (少量,一回)はその既往のあっ

た気管支拡張症例に見られた.薬剤量は中等量で,出血

時間は延長せず,血小板機能は目棲域にあった.消化管

出血 (胃線状潰虜)例は薬剤量は少量で,血小板機能お

よび出血時間は未榛であった.尚治療前の血小板機能は

ADP,C とも高値であった.これらは薬剤中止と内科

的治療 (後者は輸血を含む)により消失,治癒 した.日

常生活における打撲後の皮下出血例は中等量の治療で,

血小板機能は中程度に抑制されていたが,出血時間は未

検,治療中止により症状は消失した.鼻出血例では,少

量の治療中で,ADPが治療前から低値をとっていた.

治療を中止しなかったが,消失 した.以上の出血におい

て血小板輸注は不必要であった.

(b) その他

特に見られなかった.

9. 血小板機能を目標域にコント｡-ル出来な

かった理由

ASA 30mg/日および T 200-300mg/日でも目標域

に達 しなかった5例では,患者の薬剤感受性の低下と主

治医が後でふれる理由でそれ以上の増量に踏み切れな

かったことが考えられる.ASA long/日および T100

mg/日という最少量の組合わせで恐らく量不足と考えら

れたのは7例である.これらには外来通院患者の出血に
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対する主治医の強い危悦があった.また通院時に必ずし

も血小板機能検査ができない病院側の体制不備,検査に

よる患者の経済的負担の増加-の配慮,また一部には主

治医のプロトコールに対する誤解や不注意があった.ま

た転院や診断変更による短期打ち切 りがあった.しかし,

総 じて,少なくとも途中迄入院していた患者および特殊

な血栓外来を設けた病院に通院した患者ではうまくコン

トロールが出来た.

Ⅵ.考 察

これまでの Massstudyよりもきめ細かで,より優

れた抗血栓効果を求めて考案 した抗血小板療法の臨床応

用を市中病院 6施設で試みた.

本療法の根本である血小板凝集能検査の施設間の均一

性は.これまで新潟血栓止血研究会などを通じての連絡

や共同研究 12113)を通 じて,機種,方法はすでにほとん

ど共通という基盤が出来ていたので,満足すべき状態で

あった.

最近.ASA とジピリダモール14㌧ あるいはジラゼッ

プ 15),トロンボキサン合成酵素阻害剤9)との併用が冠動

脈バイパス閉塞防止,JL､人工弁置換患者の血栓塞栓症や

脳硬茎の再発防止などに試みられ,単剤に勝る効果が得

られたという成績も少なくない9)= 15).しかしASA と

T の併用は両者が強力な抗血小板作用を有するため,

抗血栓効果の向上とともに出血の増大が危供されてか,

臨床では我々の前報7)以外これまでほとんど試みられて

いないようである.ASA と T の併用は本療法のよう

に症例毎の細かいコントロールが前提となるであろう.

血小板凝集能が低い患者では,高い患者と比べ,脳梗塞

の再発が有意に少ない16Iことを認めた高橋は,再発防止

には抗血小板剤で凝集能を適度に抑制することが重要と

考えている17).しかし脳梗塞に限らず,血小板機能抑制

の目標の基準はこれまで誰によっても示されておらず,

本療法では我々の各種血小板機能異常症の経験から出血

症状があっても軽いと思われる範囲を仮設した.

今回の成績で本療法が必ずしも順調に応用されなかっ

たことが明らかになった.プロトコール通 りに治療を開

始し,目標域に達したのは27例中14例であった.うまく

いかなかった例が13例あり,その理由としてほ先ず薬剤

の変更によっても目標域に達しなかった点がある.しか

し薬量は ASA にしても Tにしても上限 (前者で 80

mg/日,後者で 600mg/日と考えられる)まで使用 さ

れた例はない.凝集能と出血時間でチェックしつつ増量

するという本方式では今後この点に留意して改善すべき

と思われる.別に外来通院ではコス トの面から検査がし

難い,検査体制の容量不足で頻繁に検査出来ない,検査

日に患者の来院を調整することが難しい,など医療最前

線における難点が指摘された.本療法では当初一週間間

隔で検査を行ない.なるべく早期に自壊域に連すること

を目指していたが,患者,病院の実情に合わせて実施す

ることは止むを得ない.しかし本療法の重要性を考える

と,病院の体制は可及的速やかに改善されるべきと考え

られる.最後に本プロトコールに対する患者担当の医師の

不慣れ,あるいは出血の副作用と得られるメリットとの

バランスが兼だ不明の時点での出血に対する恐れがあっ

た.後者は実は上述の薬量不足の原因となっていること

は明らかであり,この点については抗血小板療法および,

あるいは本プロトコールの説明不十分であったかもしれ

ず,今後の努力目標と考える.

目標域にある患者の出血時間は.予想通 り Duke 法

ではほとんど延長せず,より鋭敏な Simplate法で は

中等度の延長を示した.軽微な療法中に胃漁癌による出

血を来した 1例があった.ASA内服時の本症の発生18J

19)はよく知られてお り,十分の注意事項である.しか

し従来は1.2-3.Ogr/日にわたる大量である.ASA の

胃腸出血発生機序としては,粘膜細胞の CO活性阻害

により枯膜保護作用をもつ PGE2産生が阻止されるた

めと考えられている.本療法のような超微量については

文献上資料はないが,我々の経験でははっきり●した胃腸

出血はない.今回の症例は ASAは凝集能の抑制の見ら

れない (図1B)と考えられる 10mg/日のみであった.

これまでの検討41ではこの量の内服による血小板凝集抑

制は,正常人で認められるが軽く,さらに血栓性疾患患

者では軽い.本例では,Tは 100mg/日のみでもあり,

これらを考え合わせると ASA が出血の軽い増強因子

となった可能性は否定出来ないが,一次的に発生因子と

して積極的な役割を演じたとは考えにくいように思われ

る.しかし勿論出血時の凝集能や出血時間などのデータ

を欠くので結論的なことは言えない.ともあれこの例を

除いて,高齢者が含まれていたにもかかわらず,脳出血

等臨床上重大な出血や死亡が無かったことから,症例数

は十分でないが,本療法が強い出血傾向を生じない,臨

床上かなり安全な療法であろうと考えられる.なお出血

のあった他の例では A,C いずれかの凝集能が目標域

以下に低下していた (表1).これが出血に結びつくか

否かは,出血時のデータではないので不明であり,今後

出血時の詳しい解析を行なう必要がある.今後は目標域

の変更なしで,ただしそれ以下に下がらぬよう気をつけ
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ながら,検討を進めていきたい.

薬量と凝集抑制の関係から ASA 20mg/E],T200

mg/日が目標域に達した例で多いことがわかった.この

組合わせからスタートすることが少ない検査回数で早期

に血小板機能を目標域に持って行く可能性が高いと考え

られる.

臨床効果として本療法で経過観察中,血栓再発あるい

は症状の増悪がみられなかったが.有効性はこれからの

検討で明らかにしてゆく予定である.

･(本研究は昭和61年度新潟県労働衛生医学協会研究

助成金によるものである.)
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