
次世代薬剤溶出型ステント（DES）が
もたらす新たなPCI時代への期待

糖尿病患者の第二世代DESの現状と課題

―経皮的冠動脈インターベンション

（PCI）の現状について教えてください。

中村　虚血性心疾患に対するPCIの

成績は、年を追うごとに改善されてきま

した。そのなかでも大きな進歩といえ

るのが、DESの登場です。DESによっ

て、BMSでは解決しきれなかった再狭

窄の大幅な減少が可能となり、現在で

は、多枝病変や左冠動脈主幹部病変

であっても、SYNTAX Score 33未満の

ような非重症例では、冠動脈バイパス

などは軽減されましたが、臨床的には

留置1年後以降の遅発性再狭窄が解

決されたとはいえません。実際、第二世

代DESと第一世代DES間で、留置後

30日～3年以内のステント内新生動脈

硬化病変発症率に有意差がないこと

が示されています（χ2検定）［Otsuka 

F, et al. Circulation. 2014; 129: 211］。

―臨床的にはどのような転帰につな

がるのでしょうか。

中村　ステント留置後どれだけ期間

が経過しても、標的病変再血行再建

術（TLR）施行率が経時的に増加する

ということです（図2）。これはステン

ト血栓症においても同様です。DAPT 

studyのサブ解析において、ステント留

置12か月後に抗血小板薬二剤併用療

法（DAPT）から抗血小板薬単剤療法

に切り替えると、第二世代DESであって

も30か月にわたり、ステント血栓症発

症率の経時的な増加が示されています

［Hermiller JB, et al. JACC CI. 2015, 

doi: 10.1016/j.jcin.2015.10.001］ 。

Thompson　 RESOLUTE All-Comers

試験でも、エベロリムス溶出型ステント

またはゾタロリムス溶出型ステントの

いずれにおいても、留置後5年にわたっ

術（CABG）と同等の成績（MACCE

率；死亡、脳卒中、心筋梗塞、再血行

再建術施行率、ログランク検定）が得

られるようになりました（SYNTAX試

験［Kappetein AP, et al. Eur Heart J. 

2011; 32, 2125］）。なお、日本人を対

象としたレジストリ研究 "J-Lesson" 

の中間解析では、SYNTAX Scoreの

層別解析においてMACCE率に差は

認められませんが、MACCE率に標的

血管再血行再建術（TVR）施行率を

加えると、SYNTAX Score 33以上の

群でイベント発症率が有意に高くな

りました（p=0.0003、ログランク検

定）［Nakamura M, et al. J Am Coll 

Cardiol. 2015; 66（15_S）］。このよう

な欧米とのアウトカムの違いの理由の

ひとつは、わが国における血管内超音

波（IVUS）併用率の高さにあると考え

ています。

　現在治療に使用されているDESは、

いわゆる第二世代と呼ばれるもので、

パクリタキセル溶出型ステントなどの

第一世代DESからさまざまな改良が施

されました（図1）。その結果、より早期

のストラット内皮被覆が可能となり、急

性期の過敏症反応やMalapposition
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　2015年11月、わが国でも生体吸収性ポリマー搭載薬剤溶出型ステント（DES）のSYNERGYが承認され、経皮的冠動脈
インターベンション（PCI）の新たな時代が加速し始めた。SYNERGYは、留置直後の再狭窄高リスク時には、塗布されたエベ
ロリムス薬剤があることで炎症反応を抑制し、約4か月以降はポリマーが消失することで長期間のポリマー露出による炎症
反応を抑制できる。虚血性心イベント急性期を救うだけでなく、長期にわたる安全性が期待できるステントの登場である。
このような次世代ステントがなぜ必要なのか、またその成績について、国内外の専門家に伺った。



第一世代DES 

● 厚いストラット厚
  ● むらがあり均一性に乏しい

　ポリマー分布で、厚く耐久性
　のあるポリマーコーティング

 
● 高薬剤量

第二世代DES 

● より薄いストラット厚  

● 生体適合性の高い耐久性
　ポリマー

● 薬剤量の軽減
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DESの課題の変遷 臨床試験におけるステント別TLR発生率
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て毎年約2%ずつ、標的血管関連イベ

ント（心臓死、標的血管支配領域心筋

梗塞、TLR）発生率の増加が示されま

した［ Iqbal J, et al.: Circ Cardiovasc 

Interv. 2015］。このような遅発性再狭

窄や、DAPT studyで示された超遅発

性ステント血栓症の問題は、せっかく

行ったPCI治療の効果が持続しないと

いうことであり、第二世代DESに残さ

れた課題のひとつといえるでしょう。

中村　SYNTAX試験の5年追跡で示

されたとおり、ステント留置例の予後

改善に、至適薬物治療が有用なのは

いうまでもありません［ Iqbal J, et al. 

Circulation.2015; 131: 1269］。しかし

ステント自体も、第二世代からもう一

段、進歩することが望まれます。

Thompson　同感です。現在、DES留

置後、最低でも1年間のDAPTが米国ガ

イドラインで推奨されています。しかし

実臨床では、23.3%が1年以内にDAPT

を中止していることが報告されており、

そのうち外科手術や出血、アドヒアラン

ス低下によるDAPT中止例ではイベント

リスクが増加していました［Mehran R, 

et al. Lancet 2013; 382: 1714］。問題な

のは、どの患者がDAPTを継続できな

いか、ステント留置前に知る術がないと

いう点です。したがって、次世代DESに

は、DAPT期間の短縮が期待されます。

次世代DES－SYNERGYの登場

―上記のような課題を解決するため

に、どのようなDESが開発されたので

しょうか。

Thompson　DES留置後、速やかな血

管ヒーリングを達成できるステントで

す。第二世代DESに残る課題は、血管

ヒーリングの不完全性に起因すると考

えられたからです。

　そのためにまずポリマーを、薬剤溶出

とともに消失する生体吸収性としまし

た。ポリマーは、DES留置後早期の炎

症抑制を目的とする薬剤保持のための

媒体であり、薬剤溶出後に残っている

必要はありません。したがって、薬剤溶

出終了とほぼ同時にポリマーも消失す

る設計が理想的です。また、速やかな

再内皮化によるステント被覆のために、

ポリマーは血管壁と接触する側のみの

片面コーティングとしました。ステントス
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Crai  Thompson先生ご提供【対象】 冠動脈病変を有する患者で、病変径 28mm以下、血管径 2.25mm以上
3.5mm以下、および直径狭窄50%以上の患者291例（左主幹部病変、CTO、
AMI、recent MI症例を除く）
【方法】 対象を第二世代エベロリムス溶出型ステント群、SYNERGY群に無作為
化し、TLR率を観察した（プロスペクティブ、無作為化、単盲検、非劣性試験）。

【対象・方法】 2007年から2015年10月までに留置された83,334ステントにお
けるステント血栓症発症率を観察した。

図3 ７万例強登録レジストリにおけるステント血栓症発症率
（S edish Coronary An io raphy and An ioplasty Re istry）

図4

トラット厚もこれまで以上に薄くなって

います。さらにストラットの素材は、数

あるなかから最も炎症惹起性が低く、

また冠動脈造影下での可視性にも優れ

るプラチナクロムが選ばれました。溶出

する薬剤はエベロリムスで、ステントデ

ザインも実績のあるPromus PREMIER

とほぼ同じです。こうして完成したのが、

次世代ステントのSYNERGYです。

―SYNERGYの臨床成績をお示しく

ださい。

Thompson　まずSYNERGY留置患

者37例を光干渉断層法（OCT）シス

テムで評価したTIMELESS試験では、

留置3か月後にはストラットの99.7%

以上が内皮化していることを認めまし

た［Granada JF, et al. JACC CI. 2015; 

8［Suppl］: S3］。また、SYNERGYを

覆っているのは機能的内皮細胞であ

ることも、ウサギを用いた検討で明

らかになっています［Koppara T, et 

al. Circ Cardiovasc Interv. 2015; 8 

:e002427］。

　さらに注目したいのは、TLR発生率

です（図3）。冠動脈未治療病変を有す

る291例がランダム化されたEVOLVE

試験の結果をご覧ください。第二世代

のエベロリムス溶出型ステントでは留

置後1年以上経過してもTLR発生率が

経時的に増加していくことをお話ししま

したが、SYNERGYでは、留置後6か月

以降、4年間のフォローアップにおいて

TLRが必要となった患者は1例もいま

せんでした。

　さらに、SYNERGYはステント血栓

症発症率が低いことも、70,000例強

が登録された "Swedish Coronary 

An io raphy  and  An ioplasty 

Re istry" で、すでに明らかになってい

ます（図4）。SYNERGY群では留置後

6か月ほどで、ステント血栓症発症率の

増加がみられなくなる点も注目に値する

でしょう。

―SYNERGY留置例では、DAPT期

間はどのくらい必要でしょうか。

Thompson　いまのところは6か月と

されていますが、現在、DAPT期間3か

月での安全性を検討する "EVOLVE 

Short DAPT" 試験が行われています。

―PCI治療はどのように変わっていく

のでしょうか。

中村　SYNERGYは、革新的な技術

進歩によって、患者さんの長期安全性

に大きく貢献する可能性を示していま

す。BMSは再狭窄さえ来さなければ、

非常に安全に使えましたが、その経

験からも生体吸収性ポリマー搭載の

SYNERGYには大きな期待を寄せてい

ます。今後の冠動脈ステント選択は、急

性期の有効性だけでなく、長期予後を

見据えたものにシフトしていくでしょう。
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