
新規経口抗凝固薬② 
(NOAC, novel oral anticoagulants) 

～各効能・効果における用法・用量と術前の休薬方法について～ 
前回は、作用機序などの基本情報と各薬剤の注意点（主に禁忌、減量対象）についてご紹介しました。今回

は各効能・効果における用法・用量（具体的な腎機能の値(Ccr)を示し）と各添付文書および心房細動治療(薬

物)ガイドラインに記載されている NOAC の術前休薬方法についてご紹介します。 

 

各薬剤とも Ccr により禁忌や用量の設定は様々です（表 1）。リクシアナ、イグザレルト、エリキュースに

ついては効能・効果の違いにより、禁忌となる腎機能の範囲が異なります。これは各臨床試験での患者の組み

入れ基準や投与データなどが反映されたためで、わかりにくい部分ですのでご注意ください。そのほか、併用

薬、年齢、既往、体重、肝機能によっても禁忌や用量設定が異なりますのでご注意ください。 

表 1 NOAC 用法・用量一覧（下線部院内採用薬） 

分類 商品名 

(一般名) 

規格 

(mg) 

効能 
・ 
効果 
(※) 

用法・用量 

HD Ccr<15 15≦Ccr<30 30≦Ccr<50 50≦Ccr 

トロンビン

直接阻害薬 プラザキサ 

(ダビガトランエテ

キシラート) 

75 

110 
① 禁忌 220mg 分 2 

300mg 分 2 
以下の患者は 220mg 分 2 
・P-糖蛋白阻害剤(経口剤)
の併用 

・70 歳以上 
・消化管出血の既往 

第Ⅹa 因子

阻害薬 
リクシアナ 

(エドキサバン) 

15 

30 

60 

① 

② 
禁忌 30mg 分 1 

体重 60kg 以下 30mg 分 1
体重 60kg 超  60mg 分 1
→キニジン硫酸塩水和物、

ベラパミル塩酸塩、エリス

ロマイシン、シクロスポリ

ン併用時は 30mg 分 1 

③ 禁忌 15mg 分 1 30mg 分 1 

イグザレルト 

(リバーロキサバン)

10 

15 

① 
禁忌 

中等度以上の肝

機能障害も禁忌

10mg 分 1 15mg 分 1 

② 
禁忌 

中等度以上の肝機能障害も禁忌

初期 3 週間は 30mg 分 2，その後は 15mg 
分 1 

エリキュース 

（アピキサバン） 

2.5 

5 

① 禁忌 
10mg 分 2 

次の基準の 2 つ以上に該当する患者は 5mg 分 2 
・80 歳以上 ・体重 60kg 以下 ・Scr≧1.5mg/dL 

② 禁忌 20mg 分 2 を 7 日間服用後 10mg 分 2 

※①非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制 

②深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制 

③膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制 
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手術前の抗凝固薬・抗血小板薬については、以前くすりばこ No.74(2011 年 11 月)にて特集し、院内資料「抗

血小板薬・抗凝固薬の術前取り扱いについて」の改訂について紹介しました。今回はそこに NOAC を追加し

改訂を行いました（表 2）。4 剤とも添付文書に休薬についての記載があり、中止時期はそれぞれですが 24～

48 時間前となっています。必要に応じヘパリン置換などの代替療法を考慮するよう記載がありますが、ヘパ

リン置換を考慮すべき具体的なケースについては記載がありません。 

表 2 抗血小板薬・抗凝固薬の術前取り扱いについて（NOAC 部分抜粋） 

薬剤名(一般名) 手術前の中止時期 可逆性 半減期 作用持続時間 参考文献 

プラザキサ 

（ダビガトラン

エテキシラート） 

①2 日前 18）+代替療法(ヘパリン等)の

使用を考慮 

(完全な止血機能を要する大手術を実

施する場合や出血の危険性が高い患

者を対象とする場合) 

②24 時間前 18） 

(上記以外、手術や侵襲的手技を実施

する患者) 

可逆的 11.8h 

(150mg 

1 日 2 回) 

10.7h 

(110mg 

1 日 2 回) 

該当資料なし 18）一時中止は作用機序及び半減期な

どの薬物動態から設定。腎機能正常者

1 日 2 回投与で、2 回分中止すると定

常状態の約 25%、4 回分中止すると 5

～10%の濃度になる。また、国内のガ

イドライン 19)では、手術や侵襲的手技

を実施する際には、対象患者の血栓・

塞栓症リスクを勘案して、ヘパリン等

による橋渡し療法が推奨されている。

リクシアナ 

（エドキサバン

トシル酸塩水和

物） 

24 時間以上 

(手術や侵襲的処置を行う場合) 

必要に応じて代替療法(ヘパリン等)

の使用を考慮する 

可逆的 4.9h 24 時間 20) 20）健康成人男性にエドキサバン

30mgを単回経口投与した時の血液凝

固時間(PT、APTT)は、投与後に速や

かに延長し、投与 1 時間後に 大延

長を示した後、投与 24 時間後には投

与前と同程度の値に回復した。 

イグザレルト 

（リバーロキサ

バン） 

24 時間以上 21） 

(手術や侵襲的処置を行う場合，臨床

的に可能であれば) 

可逆的 (10mg)7.1h 

(20mg)8.9h 

該当資料なし 21）本剤投与中の患者が手術又は侵襲

的処置を受ける場合、抗凝固作用によ

り出血が助長されるおそれがあるの

で、本剤の 終投与後 24 時間以上が

経過し、抗凝固作用が減弱した後に外

科的処置を行うべきと考えられる。 

エリキュース 

（アピキサバン） 

①24 時間以上 22） 

(出血に関して低リスク又は出血が限

定的でコントロールが可能な手術・侵

襲的手技を実施する場合) 

②48 時間以上 22） 

(出血に関して中～高リスク又は臨床

的に重要な出血を起こすおそれのあ

る手術・侵襲的手技を実施する場合)

必要に応じて代替療法(ヘパリン等)

の使用を考慮する 

可逆的 (2.5mg)6.12h

(10mg)8.11h

該当資料なし 22）本剤の投与を中止した場合、本剤

の血漿中濃度は 終投与後 24 時間及

び 48 時間において、定常状態のトラ

フ濃度と比較してそれぞれ 49%及び

80%低下すると推定されている。本剤

の抗 Xa 因子活性は血漿中濃度と比例

することを考慮すると、左記の“手術

前の中止時期”となる。 

参考文献 

18）プラザキサカプセル「新医薬品の使用上の注意の解説」, 2011-2 19）脳卒中合同ガイドライン委員会: 脳卒中治療ガイドライン 2009, 協

和企画, pp. 111-115, 2009 20）社内資料: 健康成人男性を対象とした単回投与試験(1)(リクシアナ錠インタビューフォーム, 2014 年 12 月改訂

(第 7 版)) 21）イグザレルト錠「新医薬品の使用上の注意の解説」, 2015 年 9 月作成 22）エリキュース錠「新医薬品の使用上の注意の解説」, 

2015 年 12 月改訂 

具体的なケースについて、参考に「心房細動治療(薬物)ガイドライン(2013 年改訂版)」を紹介します。「抜

歯や手術の対応」の項で以下のように推奨されています。（詳細については原本をご確認ください） 

・抜歯や白内障手術：新規経口抗凝固薬の継続 

・（出血高危険度の）消化管内視鏡手技：ヘパリンに置換する 

・大手術：24 時間～4 日までのプラザキサ中止、24 時間以上のイグザレルト中止、24～48 時間のエリキュー

ス中止とヘパリンによる術前の抗凝固療法への変更 

 消化器内視鏡に向けての休薬については、「抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン」

(https://www.jstage.jst.go.jp/article/gee/54/7/54_2075/_pdf )を参考にしてください。 

★NOAC はワルファリンと比べ、効果・安全性のモニターがしやすい、効果持続時間が短い、など注目され

る点がありますが、禁忌や相互作用は少なくありませんので、処方の際だけでなく、服用中の腎機能・肝機

能のモニターや他剤の追加時にはくれぐれもご注意ください。 

術前休薬について 


