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新規経口抗凝固薬の特徴と使い分け

とであれば、カテーテルアブレーショ
ど挙げたような抗不整脈薬をのんでも
ンを行うことによって洞調律を維持す
効果がない。効果がないのに、延々と
ることができる可能性が高くなります。 そういう薬をだらだらとのみ続けてい
このような治療法もかなり一般的にな
ってきていると思います。
池脇 そうすると、３番目の質問に
対する基本的な答えというのは、慢性
化して抗不整脈薬で治療しているにも

くということは本当に良くありません。
よく知られていますけれども、抗不整
脈薬は別の新たな、より危険な不整脈
を起こしてしまう再不整脈作用も持っ
ていますので、だらだらと続けるとい

かかわらず心房細動治療薬で継続する
場合には、抗不整脈薬に関しては必要

うことは得策ではありません。
池脇 どうもありがとうございまし
た。

ないと考えてよろしいですか。

榊原記念病院循環器内科

鈴

木

（聞き手

池脇 鈴木先生、新規経口抗凝固薬
（NoAC）に関して、ワーファリン一辺
倒の時代から、今、４種類ですか、新

れども、どう使うのかと、悩みを抱え
ておられる先生がいらっしゃると思い
ます。
まずは、概要、例えばワーファリン
に対してこういう特徴があるという意
味でのNoACの特徴から教えていただ
けますか。
鈴木 現在、NoACとして使用され
るものは、直接トロンビン阻害薬の１
種類と、直接に第Ⅹ因子を阻害する３
種類の合計４種類があります。NoAC
とワーファリンの作用機序に関する最
も大きな違いは、ワーファリンがビタ
ミンK依存性凝固因子の合成過程を間
接的に阻害するということに対して、
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池脇克則）

新規経口抗凝固薬（NoAC）の特徴と疾患別の使い分けをご教示ください。
＜北海道開業医＞

しいNoACが出て、オプションが広が
ったという意味ではいいのでしょうけ
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NoACはどの薬も単一の凝固因子を直
接阻害するという点にあります。言い
換えますと、すでに生成された血液凝
固因子に対して抗凝固作用を有するか
否かというところが、NoACとワーフ
ァリンの大きな違いになると思います。
実臨床で使用するうえで、ワーファ
リンと違う点としては、一つは現時点
では経口のモニタリングが不要といい
ますか、それができないということ。
もう一つは、ワーファリンが、先ほど
言いましたように、ビタミンK依存性
凝固因子に対する阻害薬ですから、食
事の影響を受けるのに対して、この
NoACはその影響が極めて少ないとい
うことです。この点に関してNoACは
ワーファリンと比べて個人的な生活習
慣の影響が少ないという特徴がありま
す。
池脇 確かに、ワーファリンの場合
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は体格が大きいから単純に用量が増え
るというわけでもなく、そういう意味
では逆に目に見えないところで非常に

池脇 今、全体的な特徴をいってい
ただいたNoACは、現時点で４種類が
使用できると思いますが、それぞれに
個人差が大きいような印象があります。 関して特徴を挙げていただけますでし
ょうか。
NoACはその点いかがでしょうか。
鈴木 それでは１つずつ項目をまと
鈴木 具体的にNoACは、体重や腎
めながらお話をします。まず最初に第
機能、年齢に合わせて、その服用の量
を調整することがあります。しかし、 Ⅱ因子、トロンビン阻害薬である商品
それ以外の個人固有での効果の差は少
ないと思われます。
池脇 ワーファリンの場合は、のみ
始めて効いてくるまでに数日はかかる
けれども、NoACの場合は比較的すぐ
に効くと考えてよろしいですか。
鈴木 そうですね。ワーファリンは
内服後、約48時間前後で薬効を評価す
るようになりますけれども、NoACの
場合は、例えばトロンビン阻害薬であ
れば数時間で薬効は出てきますし、第
Ⅹ因子阻害薬に関してもおよそ12時間
前後の半減期をもって薬効が十分現れ
るといわれています。
池脇 ワーファリンの場合はほかの
薬とののみ合わせ、相互作用ですね、
これも気をつけなければいけなかった
のですね。
鈴木 はい。ただし、NoACも、吸
収を阻害する薬、あるいは代謝が拮抗
する薬、代表的なところで、抗不整脈
薬のワソラン、それから心室性不整脈
に対して使われるアミオダロンとの併
用に関しては、十分注意する必要があ
ります。
6（486）
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名プラザキサカプセルに関しましては、
１日２回の服用です。特に、１回量150
㎎の２回服用に関しては、今までの大
規模試験で唯一ワーファリンに対して
有意に虚血性脳卒中を抑制できたとい
うエビデンスがあります。ただし、特
徴として、酒石酸というカプセルで覆
われていますので、それによって胃腸
障害、胸やけ、ディスペプシアといい
ますけれども、そういうものも出やす
いという特徴があります。あとは、代
謝がほぼ腎臓の代謝ですので、腎障害
がある患者さんに対しては使いにくい。
そういう注意すべき点もあります。ま
た、カプセルですので、この薬は一包
化とか粉砕はできないといわれていま
す。
次に第Ⅹ因子阻害薬のまずはイグザ
レルトに関しては、１日に１回の服用
でいいという利点が挙げられます。本
薬剤は肝臓で代謝されていきますので、
中等度以上の肝障害に対しては、使用
については十分注意する、あるいは禁
忌とされています。この薬は、一包化
もしくは粉砕をすることができますの
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で、そういう意味では高齢者の方に使
いやすい薬だと思います。
池脇 次は３剤目ということになり
ますね。
鈴木 ３剤目、エリキュースについ
て話をします。エリキュースの特徴は、
イグザレルトと同じ第Ⅹ因子阻害薬で
すけれども、これは１日２回服用する
必要があります。この薬は減量する基
準が非常に明確です。一つは年齢・80
歳以上、一つは腎機能、血清のクレア
チニンが1.5㎎/㎗を超える方、３つ目
が体重、60㎏を超えない、そういうや
せた患者さんに関しては減量すべきだ
という基準が設けられています。です
ので、この薬の特徴としましては、抗
凝固薬の最も留意すべき特徴である出
血という副作用に対して事前に十分対
処できるといえます。
池脇 確かに効果も大事ですけれど
も、いかに副作用を抑えるか。そのあ
たりの抑え方を明示してあるというの
はありがたいですね。
鈴木 最後はリクシアナという薬で
す。この薬が４種類の薬の中で最後に
登場した薬ですけれども、この薬はイ
グザレルトと同様に１日１回の服用で
いいという利点があります。また、大
出血の出現頻度も、ワーファリンより
少ないという大規模臨床試験の結果も
出ています。ただ、薬価が他のNoAC
３剤に比べて今現在は少し高いという
欠点があります。そのほか、本薬剤は
ドクターサロン59巻７月号（6 . 2015）

非弁膜症性の心房細動以外に、今現在
は深部静脈血栓症に対して唯一予防保
険承認を得ているという特徴を有して
います。
池脇 適応疾患を教えていただいた
ので、質問の後半の部分は疾患別の使
い分けなのですけれども、非弁膜症性
の心房細動に関しては今言われた４剤
ともに適応がある。そして、いわゆる
深部静脈血栓症等の静脈の血栓塞栓症
に関して、現在は一番最後のリクシア
ナだけだけれども、おそらく機序的に
は同じ、あるいは同じような薬ですか
ら、ほかの薬剤に関してもそういった
ものの適応を取ることになるのでしょ
うか。
鈴木 おそらく随時、他の３剤に関
しても、静脈血栓塞栓症に対する薬効
の承認は得られるものと考えられます。
池脇 ただ、現時点ではそういった
疾患名は一応留意しながら薬を選ぶこ
とが必要ですね。
鈴木 そうですね。
池脇 次に、こういった薬が出てき
て、ワーファリンのよさも注目されて
いる。ワーファリンの場合は、モニタ
リングができる。あるいは、何かあっ
たときに中和ができる。この点がNoAC
に関してどうか。あるいは今後の展望
も含めてどうなのでしょうか。
鈴木 今現在はその点がNoACのア
キレス腱と言っても過言ではないと思
います。ただ、情報によりますと、各
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種NoACに対する中和剤の開発が進ん
でいまして、ある薬剤に関しては、現
在、第Ⅲ相試験まで入っているという

けないという患者さんもいらっしゃる
と思うのですけれども、どうしても出
血が怖い。この点はどうでしょうか。

情報も得ています。モニタリングに関
しても、今現在正確にモニタリングが
できる薬剤はこのNoAC４種類どれも

鈴木 おっしゃるとおりでして、循
環器疾患、特に虚血性心疾患を持たれ
ている患者さんで、２剤の抗血小板薬

ありませんが、中和剤の開発と併せて
進んでいるという情報を得ています。
池脇 中和に関してはどうなのでし
ょう。理論的にはトロンビン阻害薬と
活性化第Ⅹ因子阻害薬に対しての中和

を服用されている患者さんは非常に増
えています。そこにもう１剤、抗凝固
作用を持っている薬、すなわち３剤の

剤というものは、別ものと考えてよろ
しいのですか。
鈴木 おそらく直接阻害薬になりま
すので、種類としては変わってくると
思います。
池脇 最後に、質問と直接の関係は
ないのですけれども、抗凝固薬ととも
に血小板凝集抑制薬も、特に循環器疾
患の患者さんでは使われています。場
合によってはその両方を使わないとい
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併用になった場合には、これは海外の
データも含めて、出血、特に致死的な
出血も含めた副作用が増える、その頻
度が増えることは認識されているのは
事実です。ですので、どうしてもこの
３剤を服用する必要がある場合には、
今現在としてはモニタリングができる
ワーファリンを併用することが、有用
性、あるいは危険性を回避する意味で
も高いのではないかと思っています。
池脇 どうもありがとうございまし
た。
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関節リウマチと心疾患

日本大学血液膠原病内科准教授

原

岡

（聞き手

ひとみ

池脇克則）

１．関節リウマチ（RA）と心疾患について
心
 機能の低下（拡張能、収縮能）にRAが関与しているのでしょうか。
２．IL-６と心疾患について
IL-６のサイトカインと心機能や心疾患との関係はありますか。
＜鹿児島県開業医＞

池脇 原岡先生、膠原病が心血管疾
患のリスクを高めることが知られてい
ますが、膠原病と心臓との関係につい
ての質問をいただきました。
最初の質問は関節リウマチ（RA）と

1990年代に入りますと、大規模な疫
学調査がいろいろ行われるようになり、
RAの心血管病変による標準化死亡率
も、一般集団と比較して1.28〜３倍と、
幅はありますが、そういう報告もあり、

心疾患についてですがいかがでしょう
か。
原岡 RAの患者さんと心疾患につ

生存期間も５〜10年短いことが報告さ
れました。
池脇 RAが何かの炎症状況で、そ

いての歴史を簡単に少しだけお話しさ
せていただきます。1962年に、初めて
心臓病変の既往のないRAの患者さん
の剖検例についての報告がありました。
一般集団と比較しましたところ、なん

れが心筋の細胞浸潤ですとか、あるい
は血管の何か変化を及ぼすのですか。
原岡 そうですね。また、心血管病
変とRAの死因の関連について、メタ
解析などがたくさん行われまして、RA

と20％以上の患者さんの心筋に炎症、
細胞浸潤があることがはっきりしまし
て、RAにおける心血管病変の危険性
について最初の警鐘となりました。

の心血管病変による標準化死亡率は
1.59倍であり、一般集団に比べて有意
に増えていることが示されました。さ
らに2010年ですけれども、ピーターら
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