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Background and Purpose: The aim of this study was to evaluate the clinical features of cerebral infarction (CI) and
transient ischemic attack (TIA) in patients taking non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOAC).
Methods: This retrospective study enrolled consecutive patients during anticoagulation therapy with NOACs, who
were diagnosed as CI and TIA in Nakamura Memorial Hospital between January 2011 and January 2014. We
reviewed the medical records and analyzed their clinical characteristics.
Results: Twenty-one patients had 26 ischemic events (24 CIs and 2 TIAs) during NOAC treatment. The average age
was 71.7 years old. NOACs before CI or TIA onset were Dabigatran 220 mg/day in 15 cases, 300 mg/day in 5 cases,
unclear in 1 case; Rivaroxaban 10 mg/day in 3 cases, 15 mg/day in 1 case; Apixaban 10 mg/day in 1 case. Thirteen
cases (50%) had been receiving concomitant use of antiplatelet therapy. Type of ischemia was cardiogenic embolism
in 21 cases (81%), small vessel disease in 4 cases (15%), and unknown etiology in another one (4%). The median
score of National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) at admission was 2.5 (range, 0-32), and NIHSS ≤4 was
17 cases (62%). NIHSS >20 was 4 cases (15%), and all of them had major vessel occlusion. Treatment in the acute
phase was intravenous recombinant tissue plasminogen activator in 2 cases, endovascular treatment in 2 cases,
intravenous agents (heparin, argatroban, or ozagrel) in 20 cases, and only NOACs in 2 cases. Eighteen cases (69%)
had modified Rankin Scale 0-2 at discharge. The one patient requiring surgical decompression was dead.
Conclusions: In this study, most patients with CI and TIA during NOAC treatment had been receiving low-dose
NOACs, and they had mild symptoms and favorable outcomes. However, major vessel occlusion was associated with
severe neurological deficits and poor outcomes.
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はじめに

2011年、本邦でも非ビタミンK阻害経口抗凝固薬

（Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants: NOAC）が

導入され、脳卒中や全身塞栓症の予防、出血性合併症の

軽減が期待されている。しかしながら、NOAC内服中に

発症した脳梗塞および一過性脳虚血発作（Transient

ischemic attack: TIA）についての報告は少ない。NOAC

内服中に発症した脳梗塞およびTIAについて、当院での

経験を報告する。

対象と方法

2011年1月から2014年1月まで、NOAC内服中に脳梗塞

またはTIAを発症し、当院へ入院した連続症例を対象と

した。退院時要約、カルテ、脳卒中台帳などを参照して、

発症前のNOAC、臨床的特徴、治療内容、転帰などにつ

いて後方視的に検討した。臨床的特徴は病型診断、主幹

動脈閉塞、入院時National Institute of Health Stroke Scale

（NIHSS）などを検討し、転帰はmodified Rankin Scale

（mRS）で評価した。

結　　果

21症例26事象（男性17例、女性9例、平均年齢71.7歳）

が対象となった。脳梗塞24例（92%）、TIA 2 例（8%）で

あった。発症前mRSは0: 16例（62%）、1: 4例（15%）、2:

3例（12%）、4: 1例（4%）、5: 2例（8%）であった。発症

前mRS 4の原因は大腿骨骨折（術後）、mRS 5の2例は大

腿骨骨折（術前）、急性心筋梗塞（術後）が原因であっ

た。

病型診断は心原性塞栓症が21例（81%）、穿通枝梗塞が

4 例（15%）、不明が1例（4%）であった。心原性塞栓症

21例のうち、7例で主幹動脈閉塞を伴っており、閉塞血管

は内頚動脈3例、中大脳動脈2例、脳底動脈1例、椎骨動脈

1例であった。

入院時NIHSSは中央値2.5（0-32）であり、軽症例

（NIHSS 4 以下）が18例（69%）であった（Fig. 1）。重症

例（NIHSS 20 以上）は4例であり、全例、主幹動脈閉   塞

例であった。

急性期治療はrt-PA 静注療法が2例（8%）、脳血管内治

療が2例、点滴加療が20例（76%）、NOAC継続のみが2例

（8%）であった。点滴治療の内訳は、ヘパリン13例、ア

ルガトロバン2例、オザグレル5例であった。出血性梗塞

となり、減圧開頭術を施行した症例が1例あった。開頭手

術を施行した1例はリバーロキサバン 15 mg/day + DAPT

（アスピリン100 mg/day + クロピドグレル75 mg/day）の

組み合わせであった。

転帰について、退院時mRS 0-2: 18例（69%）、3: 2例

（8%）、4: 5例（19%）、6: 1例（4%）であった。退院時

mRS 4の原因は主幹動脈閉塞2例、経過中に進行1例、大

腿骨骨折2例であった。死亡（mRS 6）は広範な脳梗塞で

減圧術を要した1 例であった。

考　　察

本邦でもNOACが導入され、現在ではダビガトラン、

リバーロキサバン、アピキサバンの3種類が非弁膜症性心

房細動患者における虚血性脳卒中の発症抑制に使用可能

である。それぞれのNOACにおける第III相試験では脳卒

中または全身性塞栓症が主要評価項目であったが、ワル

ファリンと比較して非劣性が証明された1-4）。NOACには

ワルファリンのような頻回のモニタリングが不要であり、

また、食品や他の薬剤との相互作用が少ないといった利

点もあり、今後ますます普及することが予想される。

しかしながら、実臨床での使用経験が少なく、NOAC

内服中に発症した脳梗塞およびTIAについての報告は少
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Fig. 1. National Institute of Health Stroke Scale at admis-
sion in the patients taking non-vitamin K antagonist
oral anticoagulant treatment

NIHSS: National Institute of Health Stroke Scale,
ICO: internal carotid artery occlusion, MCO: mid-
dle cerebral artery occlusion, BAO: basilar artery
occlusion



ない。今回、われわれは26例の脳梗塞またはTIAを経験

した。発症前のNOACはダビガトラン20例、リバーロキ

サバン4例、アピキサバン1例であった（Table 1）。心原

性塞栓症21例に限ると、ダビガトラン17例、リバーロキ

サバン4例であった（Table 2）。ダビガトランが最多であ

ったが、これは発売時期による影響と考えられた。ダビ

ガトランは2011年3月から、リバーロキサバンは2012年4

月から、アピキサバンは2013年2月から処方可能となった

ため、臨床現場に出ている期間が長いほど虚血イベント

が発生していると思われた。

用量に着目すると、ダビガトラン、リバーロキサバン

ともに低用量の方が多かった（Table 1, 2）。それぞれの

NOACには通常量と低用量があり、選択基準が定められ

ている5）。ダビガトランの低用量選択基準は中等度の腎障

害（クレアチニンクリアランス30-50 ml/min）、P-糖蛋白

阻害剤（経口剤）の併用、70歳以上、消化管出血の既往

であり、リバーロキサバンは腎機能障害（クレアチニン

クリアランス15-49 ml/min）などである。アピキサバン

の低用量選択基準は80歳以上、体重60     kg以下、血清クレ

アチニン1.5 mg/dl以上のうち、2つ以上に該当する場合で

ある。今回経験した心原性塞栓症21例におけるNOACの

適正量を検討したところ、通常量を選択すべきであった

症例がダビガトランでは4例、リバーロキサバンでは2例

認められた（Table 2）。ただし、これは入院時の情報を元

に先述の低用量選択基準で検討したものであり、抗血小

板薬の併用など、個別の事情は加味されていない。安全

性を重視して低用量を選択するという考え方もあるが、

安全性に問題ない症例では低用量ではなく、通常量を選

択した方が良いと思われる。

本研究では、NOAC内服中に発症した脳梗塞およびTIA

は軽症例、転帰良好例が多かった。NOACは従来使用さ

れてきたワルファリンとは作用機序、有効血中濃度（治

療域）が異なり、フィブリン血栓の形成を適切に抑制し

ているためと推測される。しかし、主幹動脈閉塞を来た

した症例は重症、転帰不良となっており、これは従来と

同様であった。

結　　語

NOAC内服中に発症した脳梗塞およびTIAについて、当

院での経験を報告した。発症前のNOACは低用量が多か

った。軽症例、転帰良好例が多かったが、主幹動脈閉塞

例では重症、転帰不良であった。症例数が少なく、症例

を蓄積した後に再検討が必要である。

本論文の要旨は第39回日本脳卒中学会総会（2014年3

月、大阪）で発表した。
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Table 1. Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants
before the onset of cerebral infarction or tran-
sient ischemic attack

NOAC: Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants

Table 2. Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants
before the onset of cardiogenic embolism and
appropriate dose

NOAC: Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants




