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左前下行枝に STENT 留置後５カ月間に Subacute Stent
Thrombosis，再狭窄を繰り返した不安定狭心症の１例
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Recurrence of Subacute Stent Thrombosis and In‑Stent Restenosis
during Five M onths after Stent Implantation in the LAD. A Case Report.
Hirohide SHIM ADA, M afumi OWA, Shumpei SAKURAI
Hiroyuki HIKITA and Shu‑ichi IKEDA
Third Department of Medicine, Shinshu University School of Medicine
A coronary stent was deployed in the left anterior descending artery of an 82‑year‑old woman with
unstable angina.Recurrence of subacute stent thrombosis and in‑stent restenosis occurred frequently during
the five months after initial stent implantation.Balloon angioplasty and cutting balloon angioplasty failed to
prevent these complications,but theyceased after re‑stenting in the initial stent.In this case,tissue protrusion
through the stent strut, deformation of the coil stent and inadequate stent expansion were suspected as the
cause of the subacute stent thrombosis and in‑stent restenosis. Shinshu Med J 49 : 151―159, 2001
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ステント，亜急性ステント血栓症，不安定狭心症
冠危険因子：本態性高血圧（＋），高脂血症（−）
，

はじめに

糖尿病（−），喫煙歴（−）
。

不安定狭心症に対して冠動脈形成術（percutaneous

家族歴：父，高血圧。

transluminal coronary angioplasty：PTCA）やステ

現 病 歴：1970年 頃 か ら 高 血 圧（収 縮 期 血 圧160

ント留置術（intracoronary stent implantation）は重

mmHg 前後）を指摘された。1993年10月洞不全症候

要な治療法となっている。しかし，ステント留置術で

群にて当科受診時は血圧145/80mmHg と安定してお

は亜急性ステント血栓症（subacute stent thrombo-

りエナラプリル５mg/日で経過観察されていた。1998

sis：SAT）が１〜２％出現し問題となる

。今回，

年５月初旬歩行中に胸痛が出現し，５分程度持続した

我々は PTCA を施行したが，冠動脈造影で造影染度

が安静で消失した。その後，１〜２日おきに同様の症

不均一（haziness）が残存しステント留置を行い，そ

状が出現した。同年６月４日胸背部痛が出現し持続し

の後約５カ月間にわたり SAT，再狭窄を繰り返した

たため近医を受診した。心電図上Ｖ

症例を経験したので報告する。

減高，ST 上昇を認め，急性心筋梗塞を疑われ同日当

症

例

誘導のＲ波の

科紹介され受診した。受診時血圧130/80mmHg，脈
拍78/分・整，心音，呼吸音には異常を認めなかった

患 者：82歳，女性。

が，胸背部痛の持続，心電図上Ｖ

主 訴：胸痛。

昇を認め急性心筋梗塞が疑われて入院した。入院時胸

既往歴：1993年洞不全症候群に対してペースメーカ

部 X線上心胸隔比48％，肺野に異常を認めなかった。

ー植え込み。
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誘導での ST の上

血液検査では，GOT10U/l，GPT10U/l，CK61U/l，
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LDH225U/l と心筋逸脱酵素の上昇なく，冠危険因子
に関しては総コレステロール187mg/dl，中性脂肪53
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Fig. 1

A :The angiogram showed LAD seg.6 90% stenosis.
B : After angioplasty with a 2.75mm balloon, the angiogram showed a
hazy appearance at seg.6.
C :Implantation of a 3.0mm GFX stent.
D :After stent implantation, the angiogram showed a good result.

mg/dl，尿酸4.3mg/dl，血糖88mg/dl であった。

Ａ Ｂ
Ｃ Ｄ

後，心筋逸脱酵素の上昇を認めず，不安定狭心症と診

入院後経過：６月４日緊急冠動脈造影で左前下行枝

断し６月23日退院となった。抗血小板薬は術後からア

（left anterior descending artery：LAD）seg.6に90

スピリン81mg/日，シロスタゾール200mg/日を開始

％狭窄を認め，責任病変と診断し PTCA を施行した

し退院後も継続とした。

（Fig. 1Ａ）
。ガイドワイヤーを通過させ，バルーンカ

しかし，７月24日胸痛が再び出現し近医受診後当科

テーテル2.75mm，最大８気圧で拡張した（Fig. 1Ｂ）
。

を紹介された。心電図上不完全右脚ブロック，Ｖ

しかし，冠動脈造影で造影染 度 不 均 一 が 残 存 し，

誘導で ST 上昇を認め，急性心筋梗塞の疑いで当科へ

AVE 社製 GFX ステント3.0mm，長さ18mm を９気

再入院した。緊急冠動脈造影で LAD seg.6GFX ステ

圧で留置し（Fig. 1Ｃ）
，後拡張を同バルーンカテーテ

ン ト 内 は90％ 狭 窄 と な っ て お り，SAT と 診 断 し

ルを用いて12気圧 で 行 い，残 存 狭 窄 な く 開 大 し た

PTCA を 行 っ た（Fig. 2Ａ）。バ ル ー ン カ テ ー テ ル

（Fig. 1Ｄ）。術中ヘパリン8000単位を動注した。その

3.25mm をステントの中央で最大12気圧で拡張した。
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Fig. 2

A :In‑stent restenosis at GFX stent.
B : After angioplasty with a 3.25mm balloon for in‑stent restenosis,
retrograde dissection from the proximal end of GFX stent into the left
main trunk.
C :After implantation of two 3.0mm M ulti‑Link stents in LAD proximal,
the angiogram showed no reflow in LCx.
D :After implantation of a 3.0mm GFX stent and a 3.0mm Multi‑Link
stent in LCx, the angiogram showed a good result.

Ａ Ｂ
Ｃ Ｄ

しかし，左冠動脈主幹部近傍におよぶ逆行性冠解離を

mm，Multi‑Link ステント3.0mm を留置し残存狭窄

生じ（Fig. 2Ｂ）
，左冠動脈主幹部から GFX ステント

なく開大した（Fig. 2Ｄ）。８月３日の確認冠動脈造影

近位部まで ACS 社製 Multi‑Link ステント3.0mm を

では再狭窄を認めず，８月13日退院した。また，入院

遠位部から２個連続して留置した。後拡張をそれぞれ

時の血液検査では血小板，凝固系検査では血小板数

バルーンカテーテル3.25mm，10気圧で行った。残存

24.7万/μl，プロトロンビン値（PT）85.7％，活性化

狭窄なく開大したが，LAD からさらに左回旋枝（left

部分トロンボプラスチン時間（APTT）25.9秒とそ

circumﬂex artery:LCx）へおよぶ冠解離を生じ，左

れぞれ正常であった。

冠動脈主幹部近傍から LCx にかけ急性冠閉塞となっ

しかし，８月18日早朝胸痛が出現したため来院し，

た（Fig. 2Ｃ）
。直ちに LCx にガイドワイヤーを通過

心電図上Ｖ

させ，バルーンカテーテル3.0mm で拡張したが修復

症 と 診 断 し 再 入 院 し た。緊 急 冠 動 脈 造 影 で LAD

できず，遠位部から GFX ステント3.0mm，長 さ24

seg. 7 GFX ステント内遠 位 部 に90％ 狭 窄 を 認 め た
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Fig. 3

A :In‑stent restenosis in the distal site of GFX stent.
B :After angioplasty with a 3.25mm balloon.
C :In‑stent restenosis of GFX stent.
D :After angioplasty with a 3.25mm balloon.

Ａ Ｂ
Ｃ Ｄ

（Fig. 3Ａ）
。バルーンカテーテル3.25mm，８気圧で

（Fig. 3Ｃ）。バルーンカテーテル3.25mm，最大12気

拡張し50％残存狭窄まで開大した（Fig. 3Ｂ）
。また，

圧で拡張し25％残存狭窄まで開大した（Fig. 3Ｄ）。術

抗血小板薬はアスピリン81mg/日，チクロピジン200

後の血管内超音波では GFX ステントから遠位部にか

mg/日へ変更した。８月31日胸痛が再出現し当科受診

けて僅かにプラークが残存していた（Fig. 4Ａ‑Ｄ）。

し，心電図上Ｖ

誘導で ST 低下し不安定狭心症と診

９月21日また胸痛が出現し当科受診した。心電図上

断 し た。再 び 緊 急 冠 動 脈 造 影 を 行 っ た と こ ろ，

Ｖ

LAD seg. 6 GFX ス テ ン ト 内 に90％ 狭 窄 を 認 め た

再び緊急冠動脈造影を行った。LAD seg. 7 GFX ステ

誘導で ST 低下しており，不安定狭心症と診断し

信州医誌

Vol. 49

亜急性ステント血栓症，再狭窄の１例

（IVUS）after PTCA
Fig.4 Intravascular ultrasound
A :Proximal site of GFX stent.
B :Center of GFX stent.
C :Distal edge of GFX stent.
D :Distal site of LAD.

Ａ Ｂ
Ｃ Ｄ

ント遠位端に90％狭窄を認め（Fig. 5Ａ）
，バルーンカ

テーテル3.25mm，６気圧で拡張し25％残存狭窄まで

テーテル3.0mm，最大８気圧で拡張した（Fig. 5Ｂ）

開大した（Fig. 6Ｂ）
。

ところ冠解離を生じ GFX ステントの遠位端に端端を

11月17日胸痛が出現し心電図上Ｖ

誘導で ST 低下

重ねて Multi‑Link ステント3.0mm を留置し，バル

し不安定狭心症と診断し緊急冠動脈造影を行った。

ーンカテーテル3.0mm，12気圧で後拡張を行った。

LAD seg. 6 GFX ステント内から99％造影遅延を認め

その際に Multi‑Link ステント遠位端から冠解離を生

た（Fig. 6Ｃ）。バルーンカテーテル3.0mm，12気圧

じ（Fig. 5Ｃ）
，バルーンカテーテル3.0mm で拡張し

で拡張したがステント内に造影染度不均一が残存した

たが改善せず，遠位に Multi‑Link ステント3.0mm

ため Multi‑Link ステント3.0mm を２個 GFX ステン

を留置した。バルーンカテーテル3.0mm，12気圧で

ト内に留置した（Fig. 6Ｄ）。その後は約２年経過して

後拡張を行い，残存狭窄なく終了した（Fig. 5Ｄ）。

いるが胸痛なく経過している（Fig. 7）。

10月15日再び胸痛が出現し心電図上Ｖ

誘導で ST

低下し不安定狭心症と診断し緊急冠動脈造影を行った。

考

察

LAD seg. 6 GFX ステント内に90％狭窄が新たに出現

ステント留置は当初は PTCA 後の冠解離，弾性リ

した（Fig. 6Ａ）
。このため，カッティングバルーンカ

コイル（elastic recoil），造影染度不均一などの不満
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Fig. 5

A :In‑stent restenosis in the distal site of GFX stent.
B :Angioplasty with a 3.0mm balloon for in‑stent restenosis in the distal
site of GFX stent.
C :After implantation of a 3.0mm Multi‑Link stent at the distal edge of
GFX stent, the angiogram showed dissection of a 3.0mm Multi‑Link
stent distal.
D :After implantation of the next 3.0mm M ulti‑Link stent at dissection
site, the angiogram showed a good result.

足な結果に対する緊急離脱から始まり，待機的症例，

Ａ Ｂ
Ｃ Ｄ

積極的に行われ良好な結果が報告されている

。

最近では急性心筋梗塞や不安定狭心症などの急性冠症

SAT の出現頻度は当初ステント留置後ワーファリ

候群（acute coronary syndrome;ACS）に対しても

ン（抗凝固薬）投与が行われていた時期には10％であ
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Fig. 6

A :In‑stent restenosis of GFX stent.
B :After angioplasty with a 3.25mm cutting balloon.
C :The angiogram showed 99% delay of LAD.
D :After implantation of two 3.0mm M ulti‑Link stents in GFX stent,the
angiogram showed good result.

Ａ Ｂ
Ｃ Ｄ

ったが，留置後チクロピジン（抗血小板薬）投与が行

ールを選択した

われるようになり，かつ高圧拡張が併用されるように

PTCA 以後はチクロピジンに変更し，現時点で SAT

。さ ら に ３ 回 目（８ 月18日）の

なってからは１〜２％に減少している

。しかしなが

の予防に有用と考えられている一般的な抗血小板薬に

ら，未だに SAT はステント留置にともなう大きな合

よる薬物療法を行っていたにもかかわらず SAT が発

併症である 。本症例のように ACS の緊急症例では，

症した。

血管内の血栓量が多く，術前に抗血小板薬を服用して
おらず，SAT の危険性が高いことが予想され

この症例で SAT を繰り返した原因について我々は

，そ

以下の要因を考えている。すなわち，① 血栓量の多

のため，待機的症例では抗血小板薬としてチクロピジ

い ACS の状態でのステント留置であったこと ，②

ンを使用しているが，効果発現までに48時間から72時

血管径が３ mm 以下と極めて狭小化しており，3.5

間かかるため，効果発現までの時間が短いシロスタゾ

mm 以上に比 して SAT の頻度は２倍以上高かった
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1998/6/4 unstableAP :LAD #6 90% (Fig.1A)→ PTCA＋Stenting
(Fig.1B,1C,1D)
↓
7/24 SAT :LAD #6 GFX stent 90% (Fig.2A)→ PTCA
↓
retrograde dissection in LAD (Fig.2B)
↓
stenting → no reﬂow in Lcx (Fig.2C)
↓
stenting in Lcx (Fig.2D)
↓
8/18 LAD #7 GFX stent distal 90% (Fig.3A)→ PTCA (Fig.3B)
↓
8/31 LAD #6 GFX stent distal (Fig.3C)→ PTCA (Fig.3D)
↓
9 /21 LAD #7 GFX stent distal 90% (Fig.5A)→ PTCA (Fig.5B)
↓
M ulti‑Link stenting
↓
dissection of Multi‑Link stent distal edge(Fig.5C)
↓
stenting (Fig.5D)
↓
10/15 LAD #6 GFX stent 90% (Fig.6A)→ Cutting balloon (Fig.6B)
↓
11/17 LAD #6 GFX stent 99% (Fig.6C)
↓
stent in stent (Fig.6D)
Fig. 7 Clinical course after intervention

こと ，③ ステントが十分に拡張していなかった可能

血栓を繰り返した原因に関してはコイルステントで

性，などである。アスピリン81mg/日，シロスタゾー

ある GFX ステントの間𨻶からの組織の逸脱やコイル

ル200mg/日で開始し，約２カ月後にはアスピリン81

ステントの変形，局所的な拡張不十分などの可能性が

mg/日，チクロピジン200mg/日に変更して継続して

ある。その理由としては，① GFX ステント近位部，

おり，薬物投与が不十分であった可能性は少ないと考

遠位部に留置したチューブステントの Multi‑Link ス

えている。また，③ に対しては，SAT の際の PTCA

テントに再狭窄が出現せず，通常のバルーンカテーテ

時にはバルーン径を3.25mm へサイズアップした。

ル，カッティングバルーンで拡張しても GFX ステン

GFX ステント内はびまん性に狭窄しており，ステン

ト内にのみ血栓を伴った狭窄を繰り返し発症したこと，

トの中心で拡張を行ったが，バルーンカテーテル径が

② GFX ステント内への Multi‑Link ステントによる

過大であった可能性があり，LMT 近傍におよぶ冠解

ステント内ステントですべて被覆し，その後，症状が

離を生じ，LAD 近位部にも Multi‑Link ステントを

消失したことである。

留置した。しかし，以後も GFX 内で再狭窄をくり返

最後に，本症例の場合は冠動脈バイパス術を選択す

した。さらに２回目以降の再狭窄も発症が再 PTCA

るのも治療法の一つと考えられた。しかし本患者は高

後２〜３週間で出現しており，内膜増殖によるステン

齢であること，症状出現時は，いずれも緊急で，やむ

ト再狭窄ではなく ，血栓の関与による再狭窄であっ

を得ず PTCA を選択せざるを得ず，治療戦略に苦慮

た可能性が高いと考えられた。

した症例であった。
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