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経口抗凝固薬の現状	

•  経口抗凝固薬として使用されるのは、ワルファリ
ンのみであった 

•  ワルファリンは、至適用量域の狭さ、定期的モニタ
リング、食事制限、他の薬物との相互作用があり
出血性副作用のリスクも問題視されている 

•  新規経口抗凝固薬は、抗凝固活性のモニタリン
グによる用量調整を不要とし、より簡便な投与方
法にてワルファリンと同等の効果を有する 

•  非弁膜症性心房細動患者以外のデータがまだな
いなど、データが不足しており、適応が広がってい
くのはこれからである	



分類	

直接トロンビン阻害剤	

– ダビガトラン(プラザキサⓇ) 
第Ⅹa因子阻害剤	

– リバーロキサバン(イグザレルトⓇ) 
– アピキサバン(エリキュースⓇ)	
– エドキサバン(リクシアナⓇ)	

	 
 
	



作用機序	

直接トロンビン 
阻害剤	

第Ⅹa因子阻害剤 
•  プロトロンビナーゼ複合体のXa

因子も阻害し、より効果的にトロ
ンビンの生成を阻害する 

•  トロンビンによる血小板活性化
や細胞増殖作用を阻害しないた
め、止血に影響を与えないと考
えられている	

直接トロンビン阻害剤	
•  アンチトロンビンに依存せず、ト

ロンビンへ直接結合し阻害する 
•  血液中に存在するフリーのトロン

ビンだけでなく、フィブリンに結合
したトロンビンにも作用する 

イグザレルトIFより改変	



基本情報	



ダビガトラン リバーロキサバン アピキサバン エドキサバン
商品名 プラザキサ イグザレルト エリキュース リクシアナ
標的因子 トロンビン
Tm ax	 (時間) 1～4 1～3 1～4 1～2
半減期 12～17時間 5～9時間 12時間 9～11時間

生物学的利用率 6% 100%(食後) 50% 50%
腎排泄 80% 30～40% 27% 35%

ﾀﾝﾊ ｸ゚結合率 35% ＞90% 87% 55%
投与回数 1日2回 1⽇日1回 1日2回 1⽇日1回
薬物相互作用 P-gp阻害薬

粉砕 × ○ × ×
食事の影響 × ○ × ×
モニタリング

中和剤

薬価 132円	 (75m g) 372円	 (10m g) 144円	 (2.5m g)
エリキュースは

当院不採用 232円	 (110m g) 530円	 (15m g) 265円	 (5m g)

不不要
なし

CYP3A4基質、P-gp阻害薬

Xa因⼦子

397円	 (15m g)

ワーファリン(1)：9.6円	
各社添付文書、IF、DIより	

各薬剤の概要	



　	
ダビガトラン	 リバーロキサバン	 アピキサバン	 エドキサバン	

プラザキサ	 イグザレルト	 エリキュース	 リクシアナ	

適応	 NVAFにおける虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制	
下肢整形手術後	
のVTE発症抑制	

用法	
用量	

150mg　1日2回	 15mg　1日1回	 5mg　1日2回	 30mg　1日1回	

110mg　1日2回	 10mg　1日1回	 2.5mg　1日2回	 15mg　1日1回	

　CrCL:30～50mL/min	 CrCL:15～49mL/min	 80歳以上	 80歳以上	

　P-gp阻害剤（経口）併用	 　	 体重60kg以下	 CrCL:30～50mL/min	

　70歳以上	 　	 SCｒ≧1.5mg/dL	 　	

　消化管出血の既往	 　	 (上記2項目該当時)	 　	

禁忌 
(出血	
関連	

を除く)	

CrCL≦30mL	 CrCL≦15mL	 CrCL≦15mL	 CrCL≦30mL	

ITCZ内服時	 中等度以上の肝障害	 　	
急性細菌性	
心内膜炎	

脊椎・硬膜外カテーテルを	
留置中及び抜去後1時間以内	

妊婦又は妊娠している	
可能性のある者	

　	 　	

　	 急性細菌性心内膜炎	 　	 　	

　	
アゾール系抗真菌剤	

(FLCZを除く内服・注射)	
　	 　	

　	 HIVプロテアーゼ阻害剤	 　	 　	

　	 　	 　	

NVAF：非弁膜症性心房細動　　VTE：静脈血栓塞栓症	



腎機能による影響	

•  各薬剤において半減期が延長することで薬剤が蓄
積され、出血リスクが上昇する恐れあり 

•  待機的手術時にも腎機能に合わせた休薬期間が必要	

Eur Heart J 2013 34 : 2094-2106 
Am J Hematol. 2012;87:S141–S145	

～15.1h　 
(CrCL＞80mL/min)	

～17.6h　 
(CrCL:30-49mL/min)	

～17.3h　 
(CrCL＜30ml/min)	

～14.6h　 
(CrCL:50-79mL/min)	



待機的手術時の腎機能別休薬期間	

Eur Heart J 2013 34: 2094-2106	

ダビガトランではCrCL＜80より、 
アピキサバン、リバーロキサバンではCrCl＜30より 
休薬期間の延長が必要 



薬物相互作用 
＜併用禁忌＞ 
・ダビガトラン 
　イトラコナゾール（経口薬） 
・リバーロキサバン 
　HIVプロテアーゼ阻害薬 
　アゾール系抗真菌薬	

 (ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙを除く経口、注
射薬)	

・アピキサバン、エドキサバン 
　なし 
＜併用注意＞ 
•  P-gpの基質であり、CY

Pで代謝を受けるため、
それらの基質となる薬
剤は注意 

ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ	

ｱｿﾞｰﾙ系 
真菌薬	

HIVプロテアーゼ
阻害薬	

ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ 

CAM,EM 

Eur Heart J 2013 34: 2094-2106	



プラザキサ適正使用のポイント、メーカーDIより	

※ベラパミルをプラザキサ内服の1 時間前に単回経口投与した場合、ダ 
    ビガトランの AUC、Cmax  は 2.43 倍、2.79 倍に増加した 
※4日目以降は AUC、Cmax の増加が軽減したため、同時服用でよい	

ベラパミルとダビガトラン(参考)	



薬物相互作用まとめ	

•  新規経口抗凝固薬はP-gpの基質であるため、
P-gp阻害薬（アミオダロン、ベラパミルなど）と
の併用時は減量を考慮する 

•  Xa阻害薬はCYPの基質でもあるため、CYP
阻害薬や誘導薬とは併用に注意を要する 

•  ダビガトランはベラパミル(経口)と併用時に専
用のプロトコルが存在する 



他剤への切り替え	

Xa阻害剤→注射剤 
 次回内服予定時間に抗凝固剤の静脈内投
与又は皮下投与を開始する 

ダビガトラン→注射剤 
 内服後12 時間の間隔を空けてから開始する 

ダビガトラン、Xa阻害剤→ワルファリン 
 PT-INRが治療域の下限を超えるまでは、各
薬剤とワルファリンを併用する	



適応を獲得した第三相臨床試験	



RE-LY 試験	



RE-LY 試験　結果	

•  ダビガトラン110mg群：脳卒中/全身性塞栓症発症率は非
劣性を、出血は優位に低下であることを示した 

•  ダビガトラン150mg群：脳卒中/全身性塞栓症発症率は優
越性を、出血の発現率は同等であることを示した 



J-ROCKET AF 試験	
•  対　象	

	日本人非弁膜症性心房細動患者1,280例（心不全、高血圧、75歳以上、
糖尿病のうち2つ以上のリスクを有する、又は虚血性脳卒中/TIA/全身
性塞栓症の既往を有する患者）	

•  目的	

	日本人は欧米人より減量した15mg/日を標準用量としたため，独自の試
験を行い、ROCKET AF 試験との相関を見る。(イグザレルトの安全性
についての非劣性を検証)	

•  試験デザイン	

	

		

	

• 有効性・安全性評価項目 
 はROCKET AFと同じ 



J-ROCKET AF 試験　結果	

•  出血イベントは、日本人にあわせた用量でもワルファリンに対して非劣
性が認められた 

•  有効性については、強い抑制傾向が示された(有効性を検証するため
の十分な例数は有していないが、ROCKET　AF試験と同様の結果)	



•  対象 
 非弁膜症性心房細動または心房粗動が確認され、脳卒中リ
スク因子を1つ以上有する18歳以上の患者18,201例 

•  目的：ワルファリンに対する非劣性を検証 
•  試験デザイン 

 	

ARISTOTLE 試験	

有効性主要評価項目：脳卒中又は全身塞栓症 
安全性主要評価項目：大出血の初発までの期間 

二重盲検	



•  脳卒中/全身性塞栓症
の発現率は、非劣性、
優越性が示された 

•  出血イベントの発現率は
、優越性が示された	

ARISTOTLE 試験　結果	



人工膝関節全置換術施行患者における 
エノキサパリンを対照とした日台共同比較試験	

•  対象 
 人工股関節全置換術施行患者を対象 

•  目的 
 エノキサパリンに対する静脈血栓塞栓症予防効果の非劣性、 
 安全性を検証   

•  試験デザイン 
 多施設日台共同、無作為化、二重盲検（ダブルダミー） 
 　　エドキサバン群（354例）：エドキサバン30mg  1日1回経口投与	

 　　エノキサパリン群（349例）：エノキサパリン2000IU  1日2回皮下注射	

 　　投与期間：11～14 日間 
•  評価項目	

	有効性：静脈血栓塞栓症発現率	

	安全性：大出血、臨床的に重要な出血、大出血又は臨床的に	

	 	　　重要な出血の発現率	



結果	

静脈血栓塞栓症発現率につ	

いて、優越性が示された。	

 安全性の有意差はなか
ったが、肝機能障害が
少なかった。	

リクシアナIFより 



ICUで知っておきたいこと① 
出血リスク	



【目的】 
 新規経口抗凝固薬の治療効果は知られているが、消化管出血と臨床的に関連す
る出血のリスクについてはあまり知られていない。新規経口抗凝固薬を服用の
患者における出血リスクの検討を行った。 

【方法】 
 新規経口抗凝固薬服用による消化管出血、臨床的に関連のある出血についての
記載がある43のRCTが該当し、標準療法を対照とした出血リスクをメタ解析を
行った。 
 標準療法 
Ø  心房細動：用量調節ワルファリン 
Ø  整形術後：低分子ヘパリン 
Ø  DVT/PE:低分子ヘパリン ⇒ ワルファリンの併用 
Ø  急性冠症候群：抗血小板薬二剤を併用し、プラセボと比較 

【結果】 
 primary outcome : 消化管出血 
 secondary outcome : 臨床的に関連のある出血 

出血リスクの検討	



結果	

静脈血栓症、急性冠症候群の患者に新規経口抗凝固薬を服用させ
ることで、消化管出血のリスクが特に上昇することが示された。	

疾患別	 薬剤別	消化管出血	 消化管出血	



臨床的に関連のある出血に関しても、 
急性冠症候群の患者ではリスクが特 
に上昇することが示された。	

• 急性冠症候群の患者に新規経口抗凝固薬を服用させる 
 ことで出血リスクが特に上昇する 

• 薬剤間で直接比較をしていないので、一概にどの薬剤が   
 一番出血リスクが低いとは言えない面もある 
 



ICUで知っておきたいこと② 
凝固能のモニタリング	



　        J Thromb Haemast 2013;11 122-128 
	

ダビガトラン⇒APTT(トラフ＞80秒にて出血リスク↑) 
Xa阻害薬　 ⇒PT：血中濃度と相関を示すと言われている 
 
その他の検査ﾃﾞｰﾀは感度が低かったり、相関性がないと言われている 

凝固能の指標となりえる検査	



ダビガトランとAPTT	

トロンビン活性が抑制されることで、ポジティブフィードバック 
も抑制される。その結果、内因系凝固因子の活性も抑えられ 
APTTが延長すると考えられている。	

　プラザキサ適正使用のポイントより 

血中濃度域	



リバーロキサバンとPT	

•  濃度依存的にPTを延長させる 
•  他のXa阻害薬ではデータはないが、同様の傾向

を示すと考えられる 
イグザレルトIF，Eur Heart J 2013 34 : 2094-2106	

試薬による 
バラつきがある	



ICUで知っておきたいこと③ 
出血時の対応	



過量投与の場合(出血ﾅｼ) 
・凝固能の確認 
・経過観察	
　(半減期短のため) 

健康成人や動物を対象とし
た試験からのデータであり、
臨床データが十分でない	

Eur Heart J 2013 34: 2094-2106	

特異的解毒剤はない	



症例：79歳　男性　(RE-LY試験参加中) 
既往歴：2型糖尿病、慢性腎不全(CrCL=36mL/min) 
術式：大動脈弁置換術(生体弁)、冠動脈バイパス術 

  人工心肺使用 
ダビガトラン内服量：150mg　1日2回 

    　 終内服は手術2日前 
 
※常用薬など詳細な記載はなかった	

Blood 2012；119：2172–2174 	

出血事例	



•  術後、DVT(POD7)、
肺炎を発症したが、
POD56に退院した 

•  この症例では、ダビガト
ランの血中濃度とTCT
に関連性があった 

•  術前にTCTを測定し、
凝固能の正常化を確
認すべきだった 

•  腎機能にあわせた休
薬が必要であった(こ
の場合、術前4日目から) 

•  第Ⅶ因子製剤と透析
は有効であった	

経過と著者らの考察	



まとめ	

•  服用後、速やかに抗凝固作用を発現し、休
薬後の効果の消失も速い	

•  服用にあたり、腎機能の評価は必須 
•  基本的に凝固能のモニタリングは不要だが

、安全性(緊急時など)の指標として必要で
あるかもしれない 

•  現時点では解毒剤はないが、開発が進み
つつある(Ph１、Ph２で進行中) 


