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Introduc2on	

●Afの罹患率の増加、高齢化などにより抗血栓薬
（抗凝固薬、抗血小板薬、血栓溶解薬）の使用は増
え続けている。	
Ø 近年、心房細動を有する患者が増加しており、それに伴い長期

に渡って抗凝固薬を使用している患者が増加している。	

JAMA.	2001;285	(18):2370-2375.	

Neurology.2004;63(6):1059-1064.	

Neurology.	2008;71(14):1084-1089.	

Ø ICU（アメリカ単施設）で抗凝固薬に関連した脳出血患者は1988：
5%（5/184）、1993：9%（23/267）、1999：17%（54/311）であった。	

Neurology.	2007	Jan	9;68(2):116-21.	

Ø ICU（オランダ単施設）での抗凝固に関連した脳出血患者は
2007-2009：25.8%（168/652）であった。	

Stroke.2014	Jan;45(1):268-70.	



Introduc2on	

●抗血栓薬の使用は、血腫の拡大を助長し、死亡
率を上げ、機能的予後を悪くする。	
	
Ø イギリス単施設で183人を対象とした前向きコホート研究：

ワーファリン投与にて脳出血の拡大は6.2倍、死亡率は3.5
倍に増えた。	

Neurology.	2004;63:1059–64.	
	

Ø イギリス単施設で脳出血患者の23.4%（105/432）がワー
ファリンを内服しており、3ヶ月死亡率は2.2倍であった。	

Arch	Intern	Med.	2004;164(8):880-4.	



Introduc2on	

●このような現状を踏まえ、抗血栓薬治療中の脳出
血の対応を目的としたガイドラインを作成をした。	



Methods	

Ø The	Neurocri)cal	Care	Society	and	Society	of	Cri)cal	Care	
Medicine：神経内科、脳外科、脳卒中、血液学、救急、薬
理学、看護、血液病理の専門家で組織	

Ø 対象は頭蓋内出血（クモ膜下出血、脳実質出血、脳室内
出血、硬膜下血腫、硬膜外血腫、脳挫傷の成人）	

Ø 上記の脳出血、抗血栓薬（VKA、Ⅹa因子阻害薬、トロンビ
ン阻害薬、未分画ヘパリン、低分子ヘパリン、五炭糖、血
栓溶解薬、抗血小板薬）をキーワードとしてPubMed/
Medline,	Library	of	Science,	the	Cochrane	database,	
EMBASE,	and	CINAHLを利用して、Clinical	trials,	meta-
analyses,	case	series,	preclinical　studies	and	prac)ce	
guidelinesを検索	

Ø これらのデータを批評し、ガイドラインを作成	



Methods	

ACP	J	Club.	2008;149:2.	



抗血栓薬の種類	

• ビタミンK阻害薬(VKA)	
• 第Ⅹa因子阻害薬	
•  トロンビン阻害薬　　　　　　　　抗凝固薬	
• 未分画ヘパリン	
• 低分子ヘパリン	
• 五炭糖	
• 血栓溶解薬	
• 抗血小板薬	

Lexi-comp.	Lexicomp	Online.	Hudson,	OH,	2015.	
Micromedex.	Micromedex	healthcare	series.	2015	ed.	
Greenwood	Village,	CO.:	Thomson	Micromedex.;	2015.	



抗血栓薬の種類	

• ビタミンK阻害薬(VKA)：ワルファリン	
• 第Ⅹa因子阻害薬：リバーロキサバン、アピキサバン、

エドキサバン	
•  トロンビン阻害薬：ダビガトラン、アルガトロバン　　　　　　	

• 未分画ヘパリン：ヘパリン	
• 低分子ヘパリン：エノキサパリン、ダルテパリン	

• 五炭糖：フォンダパリヌクス	
• 血栓溶解薬：アルテプラーゼ	
• 抗血小板薬：アスピリン、ジピリダモール、クロピドグレ

ル、チクロピジン、シロスタゾール、アブシキマブ	



抗血栓薬の種類	

• ビタミンK阻害薬(VKA)：ワルファリン	
• 第Ⅹa因子阻害薬：リバーロキサバン、アピキサバン、

エドキサバン	
•  トロンビン阻害薬：ダビガトラン、アルガトロバン　　　　　　	

• 未分画ヘパリン：ヘパリン	
• 低分子ヘパリン：エノキサパリン、ダルテパリン	

• 五炭糖：フォンダパリヌクス	
• 血栓溶解薬：アルテプラーゼ	
• 抗血小板薬：アスピリン、ジピリダモール、クロピドグレ

ル、チクロピジン、シロスタゾール、アブシキシマブ	



④
③	

②	

アンチトロンビン	

ヘパリン 
（未分画ヘパリン）	

①	

⑤	



①ワルファリン	

• ビタミンKに依存する凝固因子（第Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ因
子）を阻害する	

	
薬剤	 半減期	 肝障害による影

響	
腎障害による影
響	

透析
除去	

排泄	

ワルファリン	
(ワーファリン)	

20-60h	 あり	 あり	 不可	 腎	
92％	



ワルファリン	

• アメリカのreview	
• 脳出血のリスクを2倍にする	
• ワルファリン使用患者の0.3-1.1%が脳出血を起こ

す	
Stroke	J	Cereb	Circ.	2005;36:1588–93.	

• アメリカの単施設1988ｰ2004の抗凝固関連脳出血	
• 脳出血の12-14%に関連する	
• ワルファリンの使用はここ20年で4倍に増加	

Neurology.	2007;68:116–21.		



ワルファリン	

• ビタミンKは量が多い方が早く拮抗できる	
Br	J	Haematol.	2001;115:145–9.	

Arch	Intern	Med.	1998;158:2136–40.	





ワルファリン	

• PCC(Prothrombin	Complex	Concentrates)はビタミン
K、FFPの4-5倍速くINRを修正する	

Stroke	J	Cereb	Circ.	1992;23:972–7.	

		



PCC (Prothrombin Complex 
Concentrates)とは？	



ワルファリン	

• ワルファリンに関連した脳出血患者で4時間以内
にINRを1.3未満に修正できないと血腫拡大のリス
クは2倍以上になる	

JAMA.	2015;313:824–36.		



ワルファリン	

•  FFPはPCCの2倍有害事象が多い	
Circula)on.	2013;128:360–4.	



ワルファリン	

•  3か月後の機能的予後は3-factor	PCC群と3-facｔor　
PCC+FFP群では差がなかった 	

Neurocrit	Care.	2014;21:397–406.	

•  FFPに3-factor	PCCを加えてもINR修正の効果は変
わらない、塞栓症、DICなど合併症のリスクは上げ
る	

Stroke	J	Cereb	Circ.	2012;43:2500–2.		



Circula2on 2012	
Circula2on. 2012;125:2944-2947.	



ACCP2012	

⑴major	bleedingがない時	
•  INR<4.5　WF量の減量	
•  4.5≦INR≦9　ビタミンKの経口投与を検討。	
　　　　　　　　　　WFを中止し、その後減量	
•  INR＞9	　ビタミンKを経口投与する。	
　　　　　　　WFを中止し、その後減量	
⑵major	bleedingがある時、以下を行う	
• WF中止	
•  PCCまたはFFPを投与(但しPCC>FFPで推奨)	
•  Vit	K	5-10mg	ivを併用	

Chest. 2012 Feb;141.2	



Reversal strategies for vitamin K antagonists in 
acute intracerebral hemorrhage. 
	

●目的	
• ワルファリンに関連する脳出血患者の治療としての
FFPとPCCの比較	

●方法	
• 後ろ向き研究、9か国16脳卒中施設	
•  1797人のワルファリンに関連する脳出血患者のうち
INR<1.3である250人を除いた1547人の30日死亡率を
各治療群で比較	

●結果	
• どちらも使用していない 61.7%、FFP単独 45.6%、PCC

単独 37.3%、両方投与 27.8%	

Ann Neurol. 2015 Jul;78(1):54-62. 
	





Four-factor prothrombin complex concentrate versus plasma 
for rapid vitamin K antagonist reversal in pa2ents needing 
urgent surgical or invasive interven2ons: a phase 3b, open-
label, non-inferiority, randomised trial.	

●目的	
•  外科的、侵襲的手技が必要なワルファリン内服患者への4-
factor	PCCとFFPの効果、安全性の比較	

●方法	
•  RCT	
•  上記患者（INR2以上）へビタミンKに加えて、4-factor	PCCまたは
FFPを投与する2群	

•  エンドポイントは外科的、侵襲的手技中の有効な止血、迅速な
INR減少（投与後30分でINR1.3以下）	

●結果	
•  PCC投与群87人、FFP投与群81人	
•  有効な止血は90%対75%	
•  迅速なINR減少は55%対10%	
•  有害事象は56%対60%	

Lancet. 2015;385(9982):2077–87.	



Systema2c review: 3-factor versus 4-factor 
prothrombin complex concentrate for warfarin 
reversal: Does it ma[er?	

●背景	
•  ワーファリン拮抗のためにPCCが使用されている	

•  3-factor	PCCよりも4-factor	PCCが好まれる	
●方法	
•  systema)c	review　	
•  ワーファリンによる凝固異常患者のINRを1.5以下にする際の効

果を2群で比較	
●結果	

•  ベースのINRは3-factor群で3.3-5.1、4-factor群で2.3-20	
•  各PCC投与後の1時間でのINRは1.2-1.9対1.0-1.9	
•  1時間でINR1.5以下になったのは3因子群で9研究中6研究4因子

群では13研究中12研究	

Thromb Res. 2012;130(6):833–40.	



Recommenda2ons	

(1)脳出血がある、または疑われるとき、VKAの中止が推奨さ
れる(Good	Prac)ce)	
(2)以下のような場合はVKAの緊急的な拮抗が推奨される	
(a)脳静脈血栓による脳出血が強く疑がわれる	
(Condi)onal,	very	low)	
(b)並存症状、致命的な血栓症、虚血、HITまたはDICがあれ
ば、リスクと利益を評価する	
(Good	Prac)ce)	



Recommenda2ons	

(3)VKAに関連する脳出血ではできるだけ早くビタミンKの投与、
更に他の拮抗薬の投与が推奨される(Strong,	moderate)	
(a)ビタミンK	10mg	ivし、INRをフォローする(Good	Prac)ce)	
(b) 初の投与後24-48時間以内にINR≧1.4であれば、再度
ビタミンK	10mg	ivする(Good	Prac)ce)	

	



Recommenda2ons	

(4)VKAに関連する脳出血またはINR≧1.4	であれば、FFPより
も3	or	4-factor	PCCの投与が推奨される(Strong,	moderate)	
(a)3-factor	PCCよりも4-factor	PCCの使用(Condi)onal,	low)	
(b)	FFPやrFVIIaとの併用ではなくPCC単独で(Condi)onal,	low)	
(c)投与量は体重で決め、INRとPCCの型で調整する	
(Strong,	moderate)	
(d)血栓性合併症、DICのリスクを考え、PCC投与後15-60分で
INRを測り、続く24-48時間は6-8時間毎に測る(Good	Prac)ce)	
(e)PCC投与後24-48時間でINR≧1.4であれば、FFPを投与	
(Condi)onal,	low)	
	
	
	



Recommenda2ons	

(5)VKA拮抗のためのrFVIIaの投与は推奨しない(Strong,	low)	
(6)PCCが使用できない、または禁忌なら代替の治療はしない	
(Strong,	moderate)	
治療選択は、利用できる治療法と患者に特有の因子によっ
て決まる可能性がある(Good	Prac)ce)	
(a)FFPとビタミンKによる治療(Strong,	moderate)	
(b)FFP	10–15	ml/kg	IVとビタミンK	10	mg	IV(Condi)onal,	low)	
	

	
	



②第Ⅹa因子阻害薬（リバーロキサ
バン、アピキサバン、エドキサバン）	

• プロトロンビンをトロンビンにする第Ⅹa因子を阻害
する	

薬剤	 半減期	 肝障害による
影響	

腎障害による
影響	

透析	
除去	

排泄	

リバーロキサバン	
(イグザレルト)	

5h	 あり	 あり	 不可	 腎66%	
便28%	

アピキサバン	
(エリキュース)	

12h	 あり	 あり	 4hで14%	 ほぼ便	
腎27%	

エドキサバン	
(リクシアナ)	

10-14h	 あり	 あり	 不可	 腎50%	



第Ⅹa因子阻害薬	

• RCT、46か国、1393施設	
• 非弁性のAf患者における脳出血のリスクは、ワー

ファリンと比べてリバーロキサバン20㎎/day　
HR0.67、アピキサバン5mg×2/day　HR0.42、エドキ
サバン60mg/day　HR0.54とリスクが低い。	

N	Engl	J	Med.	2013;369:2093–104.		
N	Engl	J	Med.	2011;365:981–92.	
N	Engl	J	Med.	2011;365:883–91.	

• 誤嚥のリスクがあるので活性炭の使用は挿管患
者にしたほうがよい	

	
• 血液透析は高分子タンパクのため、不可		



Recommenda2ons	

(1)脳出血がある、または疑われるとき、第Ⅹa因子阻害薬の
中止が推奨される(Good	Prac)ce)	
(2)第Ⅹa因子阻害薬が 後に投与されてからの時間を推測
すること、また抗凝固の程度の評価のための薬物相互作用
が役立つかもしれない(Good	Prac)ce)	
(3)経口第Ⅹa因子阻害薬の薬理学的拮抗は、臨床検査でな
く出血によって評価する(Condi)onal,	low)	



Recommenda2ons	

(4)経口第Ⅹa因子阻害薬摂取後2時間以内の挿管された脳
出血患者への活性炭(50g)の投与(Condi)onal,	very	low)	
(5)薬物投与後、半減期（5-14h）の3-5倍の期間、または肝不
全の状態で起こった脳出血患者であれば、4-factor	PCC(50	
U/kg)または ac)vated	PCC	(50	U/kg)を投与(Condi)onal,	low)	
(6)血栓性イベントのリスク低いため、rFVIIaに加えて4-factor	
PCCまたはac)vated	PCC	を投与する(Condi)onal,	low)	
	



③ダビガトラン	

• フィブリノーゲンをフィブリンにするトロンビンを阻
害する	

薬剤	 半減期	 肝障害に
よる影響	

腎障害に
よる影響	

透析	
除去	

排泄	

ダビガトラン	
(プラザキサ)	

12-17h,	腎機能
低下により延長	

あり	 なし	 4hで
~57%	

腎	
80%以上	



ダビガトラン	

• 腎期機能障害があると半減期が延長し、抗凝固作
用が長くなる	
• P-glycoprotein	inhibitorsはダビガトランの作用を増

強する	
Lexicomp	Online.	Hudson,	OH,	2015.	

• 活性炭はダビガトラン除去に有効である	
American	Society	of	Hematology;	2009.	

• 透析は有効である	
Clin	Pharmacokinet.	2010;49:259–68.	



Intracranial hemorrhage in atrial fibrilla2on 
pa2ents during an2coagula2on with warfarin 
or dabigatran: the RE-LY trial.	
●目的	

•  脳卒中の危険因子を有する非弁膜症性Af患者を対象に、
脳卒中および全身性塞栓症の発症抑制におけるダビガト
ランの有効性と安全性について、ワルファリンとの比較	

	

Stroke J Cereb Circ. 2012;43:1511–7.



Intracranial hemorrhage in atrial fibrilla2on 
pa2ents during an2coagula2on with warfarin 
or dabigatran: the RE-LY trial.	
●方法	

Stroke J Cereb Circ. 2012;43:1511–7.



Intracranial hemorrhage in atrial fibrilla2on 
pa2ents during an2coagula2on with warfarin 
or dabigatran: the RE-LY trial.	
●結果	

Stroke J Cereb Circ. 2012;43:1511–7.



Intracranial hemorrhage in atrial fibrilla2on 
pa2ents during an2coagula2on with warfarin 
or dabigatran: the RE-LY trial.	
●結果	

Stroke J Cereb Circ. 2012;43:1511–7.



Idarucizumab for Dabigatran Reversal.	

●背景	
•  非ビタミン K	阻害経口抗凝固薬に対する特異的中和薬はない．	
•  抗体フラグメントであるイダルシズマブはダビガトランの抗凝固

作用を中和するために開発	
●方法	
•  前向きコホート、38か国、400施設	
•  重篤な出血を起こした患者（A	群）と緊急手術・処置を要した患

者（B	群）の2群	
•  イダルシズマブ 5	g	IVの安全性と、ダビガトランの抗凝固作用に

対する中和能を検討	
•  主要評価項目はイダルシズマブ投与後 4	時間以内のダビガトラ

ンの抗凝固作用に対する 大の中和効果（%）	
•  中央測定された希釈トロンビン時間またはエカリン凝固時間によ

り判定	
•  主要な副次的評価項目は止血機能の回復	

N Engl J Med. 2015;373(6):511–20.	



Idarucizumab for Dabigatran Reversal.	

●結果	

•  中間解析、2014/6～2015/2	
•  イダルシズマブ投与 90	例（A	群 51	例，B	群 39	例）を対象	
•  ベースラインで68例が希釈トロンビン時間が延長、81例がエカリン

凝固時間が延長	
•  イダルシズマブにより、患者の 88～98%において検査結果が正常

化、この効果は数分以内に出現	
•  24	時間時点非結合ダビガトラン濃度は、患者79%で20	ng/mL未満	
•  A	群の35	例で止血機能の回復に要した時間は 11.4	時間	
•  緊急手術を受けた B	群の 36	例における術中の止血機能は、33	

例が異常なし、2	例が軽度異常、1	例が中等度異常	
•  抗凝固薬を再開していなかった 1	例で，イダルシズマブ投与後 72	

時間以内に血栓イベントが 1	件発生	

N Engl J Med. 2015;373(6):511–20.	







Recommenda2ons	

(1)脳出血がある、または疑われるとき、トロンビン阻害薬の
中止が推奨される(Good	Prac)ce)	
(2) 後に摂取された時間、量、腎機能を評価すること、また
抗凝固の程度の評価のための薬物相互作用が役立つかも
しれない(Good	Prac)ce)	
(3)トロンビン阻害薬の薬理学的拮抗は、臨床検査でなく出血
によって評価する(Condi)onal,	low)	
(4)経口トロンビン阻害薬摂取後2時間以内の挿管された脳
出血患者への活性炭(50g)の投与(Condi)onal,	very	low)	



Recommenda2ons	

(5)ダビガトランに関連する脳出血患者で下記の場合、イダル
シズマブ5ｇを2回に分けてIV投与する	
(a)腎機能障害がなく、半減期(12-17h)の3-5倍の期間以内の
ダビガトランの投与	
(Strong,	moderate)	
(b)腎機能障害があり、半減期(12-17h)の3-5倍の期間を超え
る薬物の投与	
(Strong,	moderate)	



Recommenda2ons	

(6)トロンビン阻害薬（ダビガトラン以外）に関連した脳出血患
者で、下記の場合、4-factor	PCC(50	U/kg)または	ac)vated	
PCC	(50	U/kg)を投与	
(a)腎機能障害がなく、半減期(12-17h)の3-5倍の期間のトロ
ンビン阻害薬の投与(Condi)onal,	low)	
(b)腎機能障害があり、半減期(12-17h)の3-5倍の期間を超え
る薬物の投与	
(Condi)onal,	low)	
(7)ダビガトランに関連する脳出血患者で腎不全または過量
服薬の場合、イダルシズマブが使えないなら、血液透析をす
る(Condi)onal,	low)	
	



Recommenda2ons	

(8)臨床的に重要な出血があり、イダルシズマブ、	4-factor	
PCCまたは	ac)vated	PCC	で治療歴のあるダビガトランに関連
した脳出血患者では、イダルシズマブの再投与、血液透析を
考慮する(Condi)onal,	low)	
(9)トロンビン阻害薬に関連した脳出血患者へのrFVIIa、FFP
の投与は推奨しない(Strong,	low)	



④ヘパリン	

• 第Ⅹa因子と第Ⅱa因子を阻害するアンチトロンビ
ンに結合し、活性化する	

薬剤	 半減期	 肝障害に
よる影響	

腎障害に
よる影響	

透析	
除去	

排泄	

未分画ヘパリン	
(ヘパリン)	

60-90min	 なし	 なし	 不可	 腎	



ヘパリン	

• 神経学的徴候がない患者にヘパリンを静注した時
にヘパリンに関連した脳出血が起こるのは0-0.1%	

N	Engl	J	Med.	2006;354:1477–88.	

• プロタミンの半減期は7分	
Br	J	Pharmacol	Chemother.	1949;4:135–44.	

• プロタミン含有のインスリン投与歴、プロタミンアレ
ルギー歴、薬物アレルギー、プロタミン投与歴、魚
アレルギーなどある人はプロタミン使用によるアレ
ルギー反応のリスクが上昇する	

日本麻酔科学会：麻酔薬および麻酔関連薬使用ガイドライン 第３版	

• 透析は有効かもしれない	
Clin	Pharmacokinet.	2010;49:259–68.	



Recommenda2ons	

(1)脳出血がある、または疑われるとき、未分画ヘパリンの中
止が推奨される(Good	Prac)ce)	
(2)ヘパリンをｆull	doseで投与中に進行する脳出血患者では
緊急的に拮抗する(Good	Prac)ce)	
(3)予防的ヘパリン皮下注は通常拮抗しない(Good	Prac)ce)	
　 APTTが延長しているときは拮抗を考慮する(Good	Prac)ce)	
	

	



Recommenda2ons	

(4)脳出血患者ではヘパリン拮抗のため、プロタミンを静注す
る(Strong,	moderate)	
(a)2-3時間の間に投与されたヘパリンの量でプロタミンの量
を決める(Strong,	high)	
(b)2-3時間で投与されたヘパリン100単位に対しプロタミン1
㎎投与する、1回投与量は 大50㎎(Strong,	moderate)	
(c)APTTが上昇し続けているなら、ヘパリン100単位に対しプ
ロタミン0.5㎎を再投与する(Condi)onal,	low)	
	

	



⑤フォンダパリヌクス	

• 選択的にAtⅢに結合し、抗第Xa因子活性を顕著に
増強させることにより、トロンビン産生を阻害する	

薬剤	 半減期	 肝障害に
よる影響	

腎障害に
よる影響	

透析	
除去	

排泄	

フォンダパリヌクス	
(アリクストラ)	

17-21h,	高齢,	腎
機能により延長	

あり	 なし	 クリアラ
ンス	
20%増加	

腎	
50-77%	



フォンダパリヌクス	

• Ac)vated	PCC	(20	U/kg)	がトロンビン生成時間を正
常化する	
• フォンダパリヌクスによる深刻な出血がある場合

拮抗薬としてrFVIIa	が有用である	
Transfus	Med.	2012	Apr;22(2):108-15.	

• 動物実験レベルだがPCCがフォンダパリヌクスの拮
抗に有効である	

Thromb	Haemost.	2013;109:560–3.	
Thromb	Haemost.	2011;105:161–8.	



Subcutaneous fondaparinux versus intravenous 
unfrac2onated heparin in the ini2al treatment of 
pulmonary embolism	

●目的	
•  血行動態の安定したPE患者に対する標準的初期治療は、血中

濃度のモニタリングの必要なヘパリンのIV	
•  合成抗血栓症薬であるフォンダパリヌクスの有効性と安全性を

ヘパリンと比較し、有効性が劣らないことを実証することを目的	
●方法	
•  RCT、症候性急性PE患者 2213	例が対象	
•  フォンダパリヌクス（BWが 50	kg	未満、50～100	kg、100	kg	以上

の患者に、5.0	mg、7.5	mg、10.0	mg）を 1	日 1	回皮下投与、また
はヘパリン（APTTが正常の1.5～2.5倍を目標）のDIV	

•  両剤は少なくとも 5	日間、さらにワルファリンを使用しINRが 2.0	
以上になるまで投与	

N Engl J Med.2003;349:1695–702.	



Subcutaneous fondaparinux versus intravenous 
unfrac2onated heparin in the ini2al treatment of 
pulmonary embolism	

•  有効性の主要転帰は、症候性の再発性PE（非致死的または致
死的）および新規または再発性のDVTの3	ヵ月での発生率	

●結果	
•  フォンダパリヌクス群、1103	例中 42	例（3.8%）で再発性PE	
•  ヘパリン群、1,110	例中 56	例（5.0%）で再発性PE	
•  絶対差は－1.2	ポイントで、フォンダパリヌクスが優れていた	
•  重大な出血は、フォンダパリヌクス群1.3%、ヘパリン群1.1%	
•  3	ヵ月の時点での死亡率は 2	群間で同様	
●結論	
•  血行動態の安定した肺塞栓症患者の初期治療において、モニタ

リングを行わない 1	日 1	回のフォンダパリヌクスの皮下投与は、
用量を調整したヘパリンIVと比較して、有効性、安全性は同程度	

N Engl J Med.2003;349:1695–702.	





Recommenda2ons	

(1)脳出血がある、または疑われるとき、フォンダパリヌクスの
中止が推奨される(Good	Prac)ce)	
(2)脳出血患者ではフォンダパリヌクスが十分な量の治療で
拮抗する(Good	Prac)ce)	
(a)	ac)vated	PCC	(20	U/kg)	IV(Condi)onal,	low)	
(b)	ac)vated	PCC	が禁忌、利用できないなら、 	
rFVIIa	(90	mcg/kg)	IV	(Condi)onal,	low)	
(3) プロタミンの投与を推奨しないIV(Strong,	low)	



⑥アスピリン	

• COX1、COX２を不可逆的に阻害	

薬剤	 半減期	 肝障害に
よる影響	

腎障害に
よる影響	

透析	
除去	

排泄	

アスピリン	
(バイアスピリン)	

20min	 あり	 あり	 可	 腎　
5.6-35.6
%	



他の抗血小板薬	

• P2Y12	ADP受容体の不可逆的な抑制	

薬剤	 半減期	 肝障害に
よる影響	

腎障害に
よる影響	

透析	
除去	

排泄	

クロピドグレル	
(プラビックス)	

6-8h	 あり	 あり	 不可	 腎50%	
便46%	

プラスグレル	
(エフィエント)	

2-15h	 あり	 あり	 不可	 腎68%	
便27%	

チクロピジン	
(パナルジン)	

12h,	腎機能低
下により延長	

あり	 あり	 不可	 腎60%	
便23%	



他の抗血小板薬	

• 糖タンパク質Ⅱb/Ⅲa受容体を不可逆的に抑制	

薬剤	 半減期	 肝障害に
よる影響	

腎障害に
よる影響	

透析	
除去	

排泄	

アブシキシマブ	
(レオプロ)	

Free	drug	30min	
Receptor	bound	
drug	24-48h	

なし	 なし	 不明	 不明	



Nature.	2008;	451(7181):	914–918	

 






アスピリン	

• 日常的な開頭手術（偏移、圧迫なし）では血小板
輸血しても死亡率、機能的予後は変わらない	

Lancet.	2005;365:387–97.	

Lancet.	2013;382(9890):397–408.	

• 早期血小板輸血による血小板機能の改善は血腫
増大を抑制し、機能的予後を改善する	

Neurocrit	Care.	2012	Feb;16(1):82-7.	

• 血小板輸血の14-16%で有害事象（低血圧、発熱、
循環・呼吸イベント）が起こる	

J	Trauma.	2011;71:358–63.	
Stroke.	2009;40:2398–401.	

	



アスピリン	

• デスモプレシンは急性期脳出血において血小板機
能を改善する	

Stroke	J	Cereb	Circ.	2014;45:2451–3.	

• 周術期のアスピリン投与下においてデスモプレシ
ンが低体温よって生じた一次止血機能障害を改善
する	

BMC	Anesthesiol.	2015	May	28;15:80.	



Effect of acetylsalicylic acid usage and platelet transfusion on 
postopera2ve hemorrhage and ac2vi2es of daily living in 
pa2ents with acute intracerebral hemorrhage.	

●目的	
•  術後出血患者へのアスピリン使用と血小板輸血の効果、開頭後

の急性高血圧性基底核出血患者のADLスコア、死亡率の評価	
●方法	
•  RCT、入院後緊急で開頭血腫除去術を受けた患者780人	
•  アスピリン非治療群（A:279）と治療群を比較	
•  治療群は抵抗性群（B135）、反応性群を比較	
•  アスピリン反応群は血小板12単位投与群（C:122）、血小板6単

位投与群(D:122)、血小板未治療群（E:122）を比較	
•  6単位投与群は術前、12単位投与群は術前6単位、入院後24時

間で6単位	
•  術後の出血発生率との平均血腫容積を記録、6か月間のADLス

コアと死亡率を測定	

J Neurosurg. 2013 Jan;118(1):94-103	



Effect of acetylsalicylic acid usage and platelet transfusion on 
postopera2ve hemorrhage and ac2vi2es of daily living in 
pa2ents with acute intracerebral hemorrhage.	

●結果	
•  術前の血腫率と術後の平均血腫容積と死亡率はアスピリ

ン投与群で有意に高かった	
•  アスピリン治療群では未治療群と比べて、ADLスコアは低

グレードでは高く、全体としては低かった	
•  血小板輸血後においてはアスピリン反応群では術前の血

腫率と術後の平均血腫容積と死亡率が有意に低かった	
•  ADLスコアとレベルも非血小板輸血群よりも高かった	

J Neurosurg. 2013 Jan;118(1):94-103	





A	
アスピリン
非治療群	

B	
アスピリン
抵抗群	

C	
アスピリン
反応群	
血小板	
12単位群	

D	
アスピリン
反応群	
血小板	
6単位群	

E	
アスピリン
反応群	
血小板	
未投与群	

total	

N	 279	 135	 122	 122	 122	 780	

脳出血	 54（19.4%）	 29（21.5%）	 23（18.9%）	 27（22.1%）	 48（39.3%）	 181(23.2%)	

)Volume	
(術後出血)	

36.57±	
18.996	

38.97±	
22.433	

35.61±	
17.093	

37.30±	
21771	

57.35±	
18.898	

死亡数	 40(14.3%)	 22(16.3%)	 19(15.6%)	 20(16.4%)	 42(34.4%)	 143(18.3%)	

ADLスコア	 65.63±	
27.294	

64.78±	
27.061	

66.60±	
24.617	

64.26±	
25.894	

50.50±	
29.474	



A	
アスピリン
非治療群	

B	
アスピリン
抵抗群	

C	
アスピリン
反応群	
血小板	
12単位群	

D	
アスピリン
反応群	
血小板	
6単位群	

E	
アスピリン
反応群	
血小板	
未投与群	

total	



Incidence of intracranial hemorrhage complica2ng treatment 
with glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitors: a pooled analysis 
of major clinical trials.	

●目的	
•  糖タンパク質Ⅱb/Ⅲa受容体拮抗薬による 大のリスクは出血	
•  これらの薬の使用による出血の増加を比較	
●方法	
•  経皮的冠インターべンション施行または急性冠症候群患者の内、

糖タンパク質Ⅱb/Ⅲa受容体拮抗薬使用患者を対象	
•  薬剤投与群（15850人）とプラセボ群（12039人）を比較	
●結果	
•  ヘパリン＋糖タンパク質Ⅱb/Ⅲa受容体拮抗薬群とヘパリン＋プ

ラセボ群での脳出血発生率は0.12%対0.09%で有意差なし	
•  糖タンパク質Ⅱb/Ⅲa受容体拮抗薬単独とヘパリン単独の群で

も脳出血発生率は0.07%対0.06%と有意差なし	

Am J Med. 2000;109:213–7.	



Recommenda2ons	

(1)脳出血がある、または疑われるとき、抗血小板薬の中止
が推奨される(Good	Prac)ce)	
(2)抗血小板薬の種類、血小板機能、血腫量、神経学的検査
に関わらず、神経外科的処置を受けたことのない抗血小板
薬に関連した脳出血患者への血小板輸血は推奨しない
(Condi)onal,	low)	
(3)神経外科的処置を受けたアスピリン、ADP阻害薬に関連
する脳出血患者への血小板輸血(Condi)onal,	moderate)	
(a)可能なら血小板輸血の前に血小板機能を調べる(Strong,	
moderate)	
(b)直ぐに血小板機能が調べられないなら、エンピリックに投
与する(Condi)onal,	low)	
(c)血小板機能が正常、または抗血小板抗体が認められれば
血小板輸血しない(Strong,	moderate)	



Recommenda2ons	

(4)神経外科的介入があっても、NSAIDやGP	IIb/IIIa阻害薬に
関連した脳出血患者では血小板輸血しない(Condi)onal,	
very	low)	
(5)血小板輸血はsingle	apheresis	unit（PC6単位）を初回量と
して投与する、再投与の際は可能なら再度血小板機能調べ、
血小板機能異常がある、または出血が続く場合のみ再投与
する(Condi)onal,	moderate)	
(6)アスピリン、COX-1阻害薬、ADP受容体阻害薬に関連した
脳出血患者へデスモプレシン（0.4	mcg/kg	IV）投与、脳外科
的処置を受けたなど必要があれば、血小板輸血に追加して
使用してよい(Condi)onal,	low)	
	





Limita2ons	
• 複雑な状況（内因性凝固異常、血小板減少、DIC、

多発外傷、付随した虚血、血栓形成傾向など）に
言及していない	
• 小児に言及していない	

• 新しい抗血栓薬や拮抗薬は開発されており、抗血
栓薬に関連した脳出血患者の治療法も急速に進
んでいる	
• 新しい治療法が可能になれば、ガイドラインも訂正、

更新していかなければいけない	

Future Direc2ons	


