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プロフィール 

本邦で 1978年に合成された世界初の選択的 
抗トロンビン薬 
 

欧米では2000年頃より、主にヘパリン起因性血小
板減少症(HIT)の治療剤として使用されている 
 

日本においては脳梗塞の急性期、慢性閉塞動脈
症 の 機 能 改 善 が 主 な 適 応 で あ っ た が 、 
2008年にHITⅡ型における血栓症の発症抑制に適
応を取得している 

 （日本でHITに適応があるのはアルガトロバンのみ） 
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基本情報① 

分子量：526.65 

構造式，外観 

代謝経路，相互作用 
主に肝代謝（CYP3A4/5）：t1/2（α ）=15min， t1/2（β ）=30min 
CYPの基質ではあるが，エリスロマイシンとの相互作用は 
認められない 
肝障害のある患者ではt1/2が延長し，減量の必要あり 
腎障害のある患者では投与量の調節の必要なし 

Drugs 2001; 61 (4): 515-522 
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基本情報② 
禁忌 
 出血している患者   （止血が困難になるため） 
 脳塞栓もしくはその恐れのある患者 
（HITⅡ型の患者を除く） 

 重篤な意識障害を伴う大梗塞の患者 
 本剤に対し過敏症の既往のある患者 

抗凝固のモニタリング 

出血性脳梗塞を 
起こす恐れがあるため 

APTT ：baselineの1.5-3倍，100以下 （投与後2時間で採血） 
ACT  ：PCI等，High doseで用いる場合はACTを指標とする 
PT-INR：ワルファリンとの併用時の指標，4以上でアルガトロバン中止， 
       ワルファリンのみでINRが2-3におさまるようコントロール 

Expert Rev. Hematol 2010. 3(5), 527–539  

スロンノンHI 添付文書(第9版) 
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作用機序 

アルガトロバンによる阻害 
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適応（日本） 

1. 発症後４８時間以内の脳血栓症急性期（ラクネを除く） 

2. 慢性動脈閉塞症 

3. 先天性アンチトロンビンⅢ欠乏患者，アンチトロンビン
Ⅲ低下を伴う患者，HITⅡ型患者における血液体外循
環時の灌流血液の凝固防止（血液透析） 

4. HITⅡ型患者におけるPCI時の血液の凝固防止 

5. HITⅡ型における血栓症の発症抑制 

6 



用法・用量 

1. はじめの2日間は1日60mgを24時間かけて投与、その
後5日間は1回10mgを1日2回、2-3時間かけて投与 

2. 1回10mgを1日2回、2-3時間かけて投与 

3. 透析開始後に10mgを回路内へ投与、その後25mg/hr
より投与開始、5-40mg/hrを目安として適宜増減 

4. 0.1mg/kgを3-5分で投与、術後4時間まで6μ g/kg/min
で投与、その後継続する場合は0.7μ g/kg/minに減量
し、適宜調節 

5. 0.7μ g/kg/minで開始し、適宜増減 
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海外での適応 

欧州 アメリカ カナダ 韓国 中国 

脳梗塞急性期 ○ 

慢性動脈閉塞症 ○ ○ 

HIT患者の透析 ○ 

HIT患者のPCI ○ ○ 

HIT患者における
抗凝固 

○ ○ ○ 

スロンノンHI インタビューフォーム（第11版）より 

欧米では主にHITの治療薬として適応が通っているが， 
アジアの一部の国ではHITに対する適応が通っていない 
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HITに用いる抗凝固薬 
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臨床試験 
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脳梗塞症急性期（国内） 
脳血栓症急性期に対する抗トロンビン薬MD-805の臨床的有用性 
 

医学のあゆみ 1992 （161）:887-907 

対象患者 

試験デザイン 

評価項目 

脳梗塞と診断された発症後5日以内で、意識障害レベルⅡ-1以下の入院患者 
CTにより出血が認められる患者，脳塞栓症が疑われる患者，85歳以上の患者は除外 

多施設二重盲検比較試験，M群 (argatroban, n=59)，P群(placebo ,n=59)で比較 
最初の48時間は60mg/day，その後の5日間は20mg/dayで投与 
 

改善度・・・著明改善，改善，やや改善，不変，悪化 
安全度・・・安全である，ほぼ安全である，やや安全性に問題あり，安全性に問題あり 
有用度・・・きわめて有用，有用，やや有用，有用とは思われない，好ましくない 

以上の項目より評価 11 



結果 

改善率，有用率において有意差あり 
この試験により脳梗塞の機能改善に対する適応が通っている 
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Argatroban Anticoagulation in Patients With Acute Ischemic 
Stroke (ARGIS-1) 

脳梗塞症急性期（海外） 

multicenter, randomized, double-blinded, placebo-controlled study 
high infusion-dose argatroban (3μ g/kg/minで継続, APTTは2.25倍に調節, n=59) 
low infusion-dose argatroban (1μ g/kg/minで継続, APTTは1.75倍に調節, n=59) 
placebo (n=58) for 5 days 

対象患者 

試験デザイン 

評価項目 

Stroke 2004; 34: 1677-1682 

18-85歳, 発症後12時間以内のAIS患者（NIHSS score 5-22) 

Primary outcome : Safety 
Exploration of Patient Outcomes:  
90日目における治療成功患者において各群で比較 
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安全性に有意差なし 

欧州で脳梗塞の適応が 
通っていないのはこうした 
理由による可能性がある 

結果 

しかし有意差はないものの， 
Argatroban群の方で 

90日死亡率が高い傾向 

神経学的予後も 
有意差なし 
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慢性動脈閉塞症 

対象患者 

試験デザイン 

評価項目 

慢性動脈閉塞症に対する抗トロンビン剤MD-805の治療成績 
 

臨床医薬 1986; 2(12):1645-55 

Buerger病，閉塞性動脈硬化症患者のうち四肢に虚血性潰瘍を有する症例で， 
血管造影にて閉塞部位の確認ができている患者 

20mg群（朝，夕に10mgずつ投与，n=36），40mg群（朝，夕に20mgずつ投与，n=28） 
多施設共同試験，Open試験 

潰瘍の大きさ（  長径×短径 mm ）の推移 
担当医によるアナログスケール（100を「是非今度も使いたい」， 
0を「二度と使いたくない」としたスケール）による有用度判定 
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結果 

潰瘍の大きさは20mg群，40mg群ともに 
投与前と比較して縮小が認められた 

有用度判定では，20mg群では71%， 
40mg群では59%が有用以上と判定された 

慢性動脈閉塞症に関しては 
以上の点より適応となった 
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アンチトロンビンⅢ欠乏患者における血液透析 

対象患者 

試験デザイン，評価項目 

Effects of argatroban as an anticoagulant for haemodialysis in 
patientswith antithrombin III deficiency 
 Nephrol Dial Transplant 2003; 18: 1623–1630 

アンチトロンビンⅢ活性が正常の70%未満，ヘパリンによる抗凝固ができない患者 
Argatrobanを抗凝固薬として透析をしている患者 

血液体外循環時の灌流血液の凝固防止（血液透析）に対してArgatrobanが 
使用された全症例をレトロスペクティブに収集し、有効性を検討 
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結果 

88.1% 

28.8% 

灌流血液の凝固防止効果認められただけでなく， 
アンチトロンビンⅢ活性の上昇も認められた 

Previous treatment 
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HITに対するPCI 
Argatroban Anticoagulation During Percutaneous Coronary 
Intervention in Patients With Heparin-Induced Thrombocytopenia 
 

対象患者 

試験デザイン 

評価項目 

18歳以上のHITの既往がある患者のうち，PCI の適応となる患者 
肝不全，コントロール不良の高血圧，出血傾向のある患者は除外 

PCIの2-24時間前にアスピリン325mgを服用 
最初にArgatroban 350μ g/kgをbolus投与，その後25μ g/kg/minで継続 
ACTはPCI中300-450sでキープ 

Catheterization and Cardiovascular Interventions 57:177–184 (2002) 

満足のいく結果が得られたかどうかで評価 
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結果 
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HITに対する抗凝固療法 

Circulation. 2001;103:1838-1843 

Argatroban Anticoagulant Therapy in Patients With  
Heparin-Induced Thrombocytopenia 

対象患者 

試験デザイン 

評価項目 

18-80歳，HITもしくはHITTS の患者 

多施設，非ランダム化，Open ラベル，経過観察をcontrol とした試験 

37日間における全死亡，切断や新しい血栓の発現の頻度をend pointとする 

21 



結果（proportion event-free) 
HIT  Study arm HITTS  Study arm 

HIT，HITTSともにhistorical control patientsと比較して 
Argatroban-treated patientsのほうがイベントが起こらなかった 
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結果（categorical efficacy analyses) 

HIT arm, HITTS  armともに血栓症による死亡， 
新しい血栓の出現に対してリスクを減少させる 23 



CRRTにおけるargatroban 

対象患者 

試験デザイン 

評価項目 

Argatroban for anticoagulation in continuous renal 
replacement therapy Crit Care Med 2009 ; 37 (1) : 105-110 

Prospective, dose finding study 
Argatriban 100μ g/kg bolusの後, 1μ g/kg/min で持続投与, APTT を2-3倍に調節 

APACHE-Ⅱ，ICG-PDR（インドシアニングリーンの消失率） 
とatgatrobanの維持用量との相関性を検証 

HITⅡ型の既往があり，CRRTを必要とする急性腎不全を呈している内科，外科患者 
(n=30) 
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結果 

APACHE-Ⅱ，ICG-PDRともにArgatrobanの維持用量との 
相関性が認められた 

Argatroban infusion rate [g/kg/min]  
=  2.15– 0.06 × APACHE II 

Argatroban infusion rate [g/kg/min]  
= -0.35 + 0.08  × ICG-PDR 
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結果/考察 

• ArgatrobanでCRRTを回すことでBUNの低下が認められた 
（55.1±25.9 ⇒32.2±18.0） 

• 維持量は1μ g/kg/minであったが，22例で減量を要し(平均
0.7μ g/kg/min)，5例で増量を要した(1.2-1.5μ g/kg/min) 

• 重症の多臓器不全の患者には0.2μ g/kg/minでargatroban
を投与することが他の論文で推奨されている 

• DanaparoidやLepirudinなどの薬剤は腎排泄型のため出血
のリスクを上昇させる 

• argatrobanには解毒剤は存在しないが，投与を中止して4-6
時間でAPTTがbaselineまで戻る 
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まとめ 
• 脳梗塞や慢性動脈閉塞症の機能改善に関する海外
のエビデンスは乏しい 

• HITに対する抗凝固療法の有用性は高く，推奨される 

• モニタリングは主にAPTTを用いるが，PCIの時はACT，
ワルファリンとの併用時はPT-INRも指標となる 

• Argatrobanに解毒剤は存在しないが，投与中止する
ことですぐに抗凝固効果が落ちる 

• CRRTの維持量においては，APACHⅡ，ICG-PDRを
用いた以下の計算式により求められる可能性がある 

Argatroban infusion rate [µg/kg/min] =  2.15– 0.06 × APACHE II 

Argatroban infusion rate [µg/kg/min] = -0.35 + 0.08  × ICG-PDR 
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薬価の比較 

商品名 一般名 規格 / 剤形 薬価 薬価/日 

スロンノンHI アルガトロバン 10mg / A 3491 20946 

ノボヘパリン ヘパリンナトリウム 5000単位 / V 212 424 

フサン メシル酸ナファモスタット 50mg / V 2927 14585 

オルガラン ダナパロイドナトリウム 1250単位 / A 1457 2914 

アリクストラ フォンダパリヌクスナトリウム 2.5mg / 本 2146 2146 

ウロキナーゼ ウロキナーゼ 60000単位 / V 3142 3142 

ワーファリン ワルファリンカリウム 1mg / Tab 9.6 28.8 

プラザキサ ダビガトランエテキシラート 75mg / Cap 132.6 530.4 
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