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￥ 緒　言

　急性主幹動脈閉塞症（ELVO）に対する血管内治療
の全国調査の結果では血栓回収療法の実施状況にお

いては大きな地域格差が生じていると報告されてい
る 1,2）．公表されている結果 3）では東京都全体として
血管内治療専門医数は 118人，治療件数は 814人と
多いが，人口 10万人当たりの症例数は 5.97人，人口
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【目的】東京都多摩地区における血栓回収療法の現状と取り組みについて報告する．【方法】多摩
地区は東京都の西半分を占めており，人口は約 430 万人．限られた専門医・施設において血
栓回収療法が行われている．血栓回収療法普及のため 4 つの取り組みを行っている．1）血栓回
収療法勉強会、多摩急性期虚血性脳卒中治療フォーラム（Tama Forum of Acute ischemic 
Stroke Therapy: Tama-FAST）の立ち上げ，2）情報共有，3）血栓回収療法の多施設登録研究

（Tama-REgistry of Acute endovascular Thrombectomy: TREAT）の 開 始，4）救 急 隊 へ
の教育である．【結果】東京都脳卒中急性期医療機関は多摩地区では 44 施設，そのうち tissue-
plasminogen activator （t-PA）実施可能施設は 33，血栓回収施行施設は 13 である．血栓回収
療法の勉強会を年 3 回，合計 9 回行い，顔の見える連携が構築され脳外科の急性期対応を行うた
めの病病連携へつながった．2017 年 4 月からは血栓回収療法の多施設登録研究を開始し，これ
まで 600 例以上の症例登録があり今後データ解析予定である．【結論】多摩地区ではすでに血栓回
収可能施設に症例が集まっており実質的な脳卒中治療センターとしての機能を果たしている．今後
は血栓回収療法が必要な症例を優先的に治療施設に搬送する救急搬送システムを構築することを目
指すなど，地域の特性をもとに血栓回収療法の治療機会を最大限有効利用できるように検討を進め
ていく必要がある．
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10万人当たりの専門医数は 0.87人とほぼ全国平均で
あったが，人口が集中している東京都においても例外
ではない．東京都多摩地区における血栓回収療法の現
状と取り組みについて報告する．

￥ 東京都の脳卒中救急搬送体制

　東京都では救急搬送レベルを 3つに分けており，初
期救急：入院と必要としない急病患者に対する医療，
2次救急：入院を要する中・重症患者に対する医療を
確保，3次救急：生命危機が切迫している重症・重篤
患者に対する医療を行うと定めている．まず救急隊が
重症度判断を行い，重症以上であれば 3次救急として
搬送している．中等症以下でかつ急性期脳卒中疑い
判断基準から「脳卒中疑い」ありの場合に東京都脳卒
中急性期医療機関へ搬送する体制となっている．さ
らに脳卒中医療機関を tissue-plasminogen activator （t-
PA）投与が可能な「脳卒中急性期医療機関 A」とし，発
症から 24時間以内の脳卒中疑いの傷病者を脳卒中 A
選定とし「脳卒中 A医療機関」へ搬送するシステムを
2009年 3月から運用している 4）．しかし t-PA投与は
発症から 4.5時間以内，ELVOに対する血栓回収療法
の適応時間［発症から 6時間以内に治療開始が望まし
い American Heart Association （AHA）ガイドライン］か
らは大きくずれており，急速に変化している急性期脳
梗塞に対して求められる治療水準に救急搬送体制が追
いついていない現状がある．東京都では脳卒中患者搬
入経路は 3通りあり，来院から t-PAまでの時間につ
いては，救急外来受診，脳卒中 A搬送，3次救急搬送
で大きく異なり，最も時間が短縮されているのは脳卒
中 A搬送であることを以前筆者らは報告した 5）．

￥ 多摩地区の特徴

　多摩地区は東京都の西半分を占めており，島嶼部
を除き 26市 3町 1村の計 30の自治体で構成されて
いる．面積 1159.9平方キロメートル，人口 430万人
以上であり，都道府県の人口と比較すると，静岡県
より多く，福岡県に次ぐ全国 10番目に相当する．人
口規模面積は，全国の二次医療圏の平均面積 1086.0
平方キロメートルとほぼ同規模である．多摩地区は 5
つの保健医療圏（西多摩，南多摩，北多摩西部，北多
摩南部，北多摩北部）から構成され，それぞれの医療
圏において交通網は発達している．患者の受療行動
も，その属する二次医療圏内で受療（入院）する者の割

合（域内完結率）は約 60.0％，多摩地域内で受療する
者は 80.6％となっている．域内完結率の全国平均値
（75.6％）と比較すると，多摩地域全域での受療行動が
比較的多く行なわれていることがわかる．6）

　日本脳神経血管内治療学会が発表した学会専門医配
置マップ 7）によれば，東京都の専門医は 23区内に集
中しており，多摩地区にはまばらに存在，特に多摩西
部には不在の市町村が多くあることがわかっている．
東京都脳卒中急性期医療機関リスト（平成 30年 3月
1日現在）8）において多摩地区では 44施設，そのうち
t-PA実施可能施設は 33，血栓回収施行施設は 13であ
る（Fig. 1）9）．多摩地区においては限られた専門医，施
設において血栓回収療法が行われているのが実情であ
る．現在，東京都脳卒中急性期医療機関に指定されて
いる病院においても，血管内治療専門医がいる医療機
関は限られているため，この治療を多摩地区全域の適
応患者に施行するためには，専門医不在の地域や各医
療機関との緊密な連携体制の構築が急務となっている．

多摩地区での血栓回収療法普及のための取り組み

血栓回収療法の勉強会（Tama-FAST）の立ち上げ
　2014年の Multicenter Randomized Clinical Trial of 
Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke in the 
Netherlands （MR CLEAN）10），2015年 2月に Extending 
the Time for Thrombolysis in Emergency Neurological 
Deficits - Intra-Arterial （EXTEND-IA）11）, Endovascular 
Treatment for Small Core and Anterior Circulation 
Proximal Occlusion with Emphasis on Minimizing CT to 
Recanalization Times （ESCAPE）12）が発表され血栓回収
療法のエビデンスが確立した．その時点で多摩地区に
おいて血栓回収療法可能施設が少なかったため，血
栓回収適応症例を治療可能な施設を増やすこと，ま
た血管内治療可能施設へ速やかに患者搬送するシス
テムを構築することが急務と考え，多摩地区の急性
期脳梗塞治療成績向上のため多摩急性期虚血性脳卒
中治療フォーラム（Tama Forum of Acute ischemic Stroke 
Therapy: Tama-FAST）を立ち上げた．これまで年 3回
の開催を継続しており，参加者はおもに血栓回収療法
を施行する血管内治療医，脳卒中診療に携わる神経内
科医のみならず各病院の看護師や放射線技師，リハビ
リテーションスタッフと多職種にわたっている．一般
演題はこれまで多摩地区の全血栓回収治療施設から発
表があり，また患者を転送する脳卒中初療施設からの
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発表も取り入れ，さらに看護師や放射線技師からの一
般演題も設けている．参加者は過去 2回とも 60名を
超え増加傾向であり，今後も開催を予定している．
　Tama-FASTを継続していくことで，多摩地区の血管
内治療医の顔を合わせる機会が増え必然的に顔の見え
る連携を組みやすくなり，この研究会開催から後述す
る 3つの大きな取り組みにつながることになった．さ
らに ELVOのみならず，くも膜下出血や外傷などの転
院搬送依頼のハードルが非常に低くなり，脳外科の急
性期対応を行うための病病連携を組むことができるよ
うになったことが大きな成果であったと考えている．

情報共有
　情報共有のために 2つの取り組みを行っている．
1つは血栓回収療法施行時の患者・家族への説明文書
の共通化，もう 1つは学会期間中の各施設の血栓回収
治療対応可能状況の情報共有である．多摩地区におい
て，脳卒中初療施設と治療施設は必ずしも 1対 1の関
係ではなく，どの初療施設も近くの複数の治療施設へ
治療目的に転送する可能性が考えられる．また後述す
る実態調査の結果から，多摩地区においては救急搬送
症例の 2割弱が他院からの転院搬送例であることが判
明しており決して少ない割合ではない．そのため多摩

地区において各治療施設のみならず，これまで症例を
転送してくれている初療施設にも説明文書を置いて共
通化することで，どこでも同じ説明をうけ，治療をう
ける患者・家族の不安軽減につながり，転院搬送時の
治療導入がスムーズとなる．Fig. 2で示すようなリー
フレットとさらに説明文書を用意している．まだ全施
設で導入が完了しているわけではなく，今後も共通文
書使用を広めていきたいと考えている．
　2つ目については血管内治療専門医のメーリングリ
スト（ML）を作成した．Tama-FASTを開始する前には
転送先について思いつくまま電話をかけ、受け入れ確
認をとっていたが余計な時間を要することもあった．
脳神経血管内治療学会総会や日本脳卒中の外科学会総
会などの大規模学会期間中には対応可能施設をお互い
に把握しておくことで，血栓回収のみならずくも膜下
出血，脳出血，頭部外傷などの緊急症例について転送
先を探す手間が大きく省けている．またこのMLで各
施設の状況をお互い理解することで血管内治療医の充
足度についても確認することが可能となった．

 血栓回収療法の多施設登録研究（Tama-REgistry of 

Acute endovascular Thrombectomy: TREAT）
　Tama-FASTで「顔の見える連携」を構築できてきた

Fig. 1
Distribution of hospitals performing mechanical thrombectomy according to secondary 
medical areas in the Tama region.9）（著者により，一部変更）
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ところで，今後治療件数を増やす，治療機会を増やし
症例を増やすためにはどうしても東京都救急搬送体制
に血栓回収療法適応症例について組み込んでもらう必
要がでてきた．前述したように患者搬送経路によって
治療開始までの時間に差がでること，また脳卒中で
あっても意識障害が強い場合には 3次救急扱いになっ
てしまい脳卒中診療医がかかわるのが遅れる点など，
現場での問題点も明らかになってきた．そのため現状
を把握し，今後の有効な搬送体制構築の基礎データを
集めることを目的とした多施設登録研究（UMIN-CTR: 
UMIN000026888）を 2017年 4月より開始した（目標登
録症例数 1000例）．本研究では，ELVOに対して血管
内治療を行った患者を後向き，前向きに登録しており
東京都多摩地区での ELVOに対する血管内治療の実

施状況を把握し，治療成績の評価および治療成績に影
響を与える因子を探索し問題点を明らかにすることを
目的としている．多摩地区での血栓回収療法の実施状
況，患者発生件数，患者の動態，治療を受ける際の移
動距離などの問題点が明らかになると考える．
　現在症例登録中であるが，2018年 3月 3日までの
登録は 606例（後向き 396例，前向き 210例），直接救
急搬送は 424例（70.0％），転院搬送 106例（17.5％），
院内発症 76例（12.5％）であり多摩地区において出張
治療は行われていなかった．データ集計途中であり，
90日後の modified Rankin Scale （mRS）データ入力済が
503例（83.0％），90日後 mRS 0-2は 201例（40.0％）．
平均年齢約 75歳，来院時 National Institute of Health 
Stroke Scale （NIHSS） medianは 18，intravenous tissue 

Fig. 2
Leaflet on mechanical thrombectomy available for distribution.
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plasminogen activator （IV-tPA）は約 45％に施行されて
おり，心原性塞栓が約 70％，TICI 2b/3の有効再開通
は約 78％で得られており，症候性頭蓋内出血は約 4％
であった．Real worldにおいても血栓回収療法の有効
性，安全性は確認された．また TREATでは脳卒中発
症場所の住所も登録しており治療施設までの距離，転
院搬送された場合の転送距離もデータ収集している．
今後詳しい解析を予定しているが，2次医療圏あるい
は市ごとの治療成績や治療関連時間に遅れがあるかど
うか，搬送距離と治療成績などについての検討が可能
であり，血栓回収療法適応症例をいかに治療可能施設
へ搬送するシステムを構築するか行政・救急隊へフィー
ドバックする重要なデータとなりうるものである．

救急隊への教育
　ELVOを疑う症例を治療可能施設へ直接搬送する
（Stroke bypass）が有効であることは言うまでもない．
ただし東京都では先にのべた脳卒中 A選定基準があ
るため，直近施設へ搬送するという原則が搬送先決定
に大きく影響している．搬送先を決定するのは現場の
救急隊であるため救急隊レベルで各種の病院前脳卒中
スケールなどを利用し ELVOを疑うことができるよ
うになれば，血栓回収可能施設への直接救急搬送症例
が増え必然的に発症から来院時間が短縮されるため血
栓回収適応症例が増えることが見込まれる．都内では
まだ体系的に救急隊への教育を行うことができていな
い状況であるが，各施設において個別に救急隊へ症例
のフィードバック，講演などを行い救急隊 1人 1人の
レベルアップを目指して活動している．今後多摩地区
全体で ELVOについて共通内容の講演や指導などを
行うことを目指している．

大都市圏の問題

　TREATの結果から多摩地区では脳梗塞発症場所
から治療施設までは約 95％が 10 km圏内であり，
STRATISでは 9マイル（約 14.5 km）以内が約 40％で
あったことと比較しても 13），多摩地区では患者搬送
距離が短いといえる．これは人口密度の高い大都市圏
の特徴であると思われる．人口に比し治療可能な施設
が少なく，すべての脳卒中症例を集めるとすぐにベッ
ドが埋まってしまうため対応困難となってしまう．そ
の対応策としては，1）治療施設のセンター化，2）実
施医の増加，という 2つの方向性がある 1）．1）は Drip 

and Shipシステムが有用と考えられているが，多摩地
区ではすでに治療可能施設に症例が集まっており実質
的な脳卒中治療センターとしての機能を果たしてい
る．多摩地区の西部には山間部もあり脳卒中専門医・
血管内治療医が不在の地域もあるため，それらの地域
においては遠隔医療システムにより，画像診断や診察
の補助を受け，t-PA静注療法を行うことなども検討
する価値はあるかもしれない．今後は血栓回収療法が
必要な症例を優先的に治療施設に搬送する救急搬送シ
ステムを構築することを目指すなど，地域の特性をも
とに血栓回収療法の治療機会を最大限有効利用できる
ように検討を進めていく必要がある．TREATにおい
ては 2017年 4月以降の治療症例について前向き登録
が進行中であり，多摩地区の現状をさらに詳細に明ら
かにすることができると考えられその結果が待たれ
る．
　TREATについては 2017年度日本脳神経血管内治療
学会助成研究として採択された．

利益相反の開示

　松丸祐司はメドトロニック，ストライカーから講演
料等の謝金を受けている．その他の著者に利益相反は
ない．
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Objective: We report here the current status of mechanical thrombectomy performed in the Tama region of the 
Tokyo metropolitan area.
Methods: The Tama region, with a population of about 4.3 million, comprises the western half of Tokyo 
metropolis. Mechanical thrombectomy in the region is performed by a limited number of specialists, in a 
limited number of centers. To make mechanical thrombectomy more available throughout the region, several 
efforts are underway. Creation of a study seminar for mechanical thrombectomy (Tama Forum of Acute 
ischemic Stroke Therapy: Tama-FAST), sharing of information, initiation of a multicenter registration of 
mechanical thrombectomy (Tama-REgistry of Acute endovascular Thrombectomy: TREAT), and educating 
emergency service personnel.
Results: There are 44 acute stroke centers in the region, of which 33 provide intravenous tissue-plasminogen 
activator (t-PA), and of which 13 perform mechanical thrombectomy. A triannual study seminar, which started 
3 years ago, resulted in a close relationship between health care providers, leading to a better coordination 
between hospitals for acute neurosurgical care. We have started a multicenter registration from April 2017, with 
over 600 patients registered at this point, and with data analysis planned in the future.
Conclusion: In the Tama region, many patients are already being transported to hospitals providing mechanical 
thrombectomy, making them function in essence as stroke care centers. In the future, taking regional 
characteristics into account, efforts should be made to maximize the opportunities of mechanical thrombectomy, 
like the creation of an emergency transport system that gives priority to patients potentially in need of 
endovascular treatment.

Keywords　acute ischemic stroke, large vessel occlusion, mechanical thrombectomy, registry
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