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IF利用の手引きの概要 

－日本病院薬剤師会－ 

1.  医薬品インタビューフォーム作成の経緯 

医療用医薬品の基本的な要約情報として医療用医薬品添付文書（以下、添付文書と略す）がある。医療現場で医師・

薬剤師等の医療従事者が日常業務に必要な医薬品の適正使用情報を活用する際には、添付文書に記載された情報を

裏付ける更に詳細な情報が必要な場合がある。 

医療現場では、当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者等に情報の追加請求や質疑をして情報を補完して対

処してきている。この際に必要な情報を網羅的に入手するための情報リストとしてインタビューフォームが誕生し

た。 

昭和63年に日本病院薬剤師会（以下、日病薬と略す）学術第2小委員会が「医薬品インタビューフォーム」（以下、

IFと略す）の位置付け並びにIF記載様式を策定した。その後、医療従事者向け並びに患者向け医薬品情報ニーズの

変化を受けて、平成10年9月に日病薬学術第3小委員会においてIF記載要領の改訂が行われた。 

更に10年が経過した現在、医薬品情報の創り手である製薬企業、使い手である医療現場の薬剤師、双方にとって薬

事・医療環境は大きく変化したことを受けて、平成20年9月に日病薬医薬情報委員会において新たなIF記載要領が

策定された。 

2.  IFとは 

IFは「添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な、医薬品の品質管理のための

情報、処方設計のための情報、調剤のための情報、医薬品の適正使用のための情報、薬学的な患者ケアのための情

報等が集約された総合的な個別の医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品

の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。 

ただし、薬事法・製薬企業機密等に関わるもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師自らが評価・判

断・提供すべき事項等はIFの記載事項とはならない。言い換えると、製薬企業から提供されたIFは、薬剤師自らが

評価・判断・臨床適応するとともに、必要な補完をするものという認識を持つことを前提としている。 

［IFの様式］ 

①規格はA4版、横書きとし、原則として9ポイント以上の字体（図表は除く）で記載し、一色刷りとする。ただし、

添付文書で赤枠・赤字を用いた場合には、電子媒体ではこれに従うものとする。 

②IF記載要領に基づき作成し、各項目名はゴシック体で記載する。 

③表紙の記載は統一し、表紙に続けて日病薬作成の「IF利用の手引きの概要」の全文を記載するものとし、2頁に

まとめる。 

［IFの作成］ 

①IFは原則として製剤の投与経路別（内用剤、注射剤、外用剤）に作成される。 

②IFに記載する項目及び配列は日病薬が策定したIF記載要領に準拠する。 

③添付文書の内容を補完するとのIFの主旨に沿って必要な情報が記載される。 

④製薬企業の機密等に関するもの、製薬企業の製剤努力を無効にするもの及び薬剤師をはじめ医療従事者自らが評

価・判断・提供すべき事項については記載されない。 



 

⑤「医薬品インタビューフォーム記載要領2008」（以下、「IF記載要領2008」と略す）により作成されたIFは、

電子媒体での提供を基本とし、必要に応じて薬剤師が電子媒体（PDF）から印刷して使用する。企業での製本は

必須ではない。 

［IFの発行］ 

①「IF記載要領2008」は、平成21年4月以降に承認された新医薬品から適用となる。 

②上記以外の医薬品については、「IF記載要領2008」による作成・提供は強制されるものではない。 

③使用上の注意の改訂、再審査結果又は再評価結果（臨床再評価）が公表された時点並びに適応症の拡大等がなさ

れ、記載すべき内容が大きく変わった場合にはIFが改訂される。 

3.  IFの利用にあたって 

「IF記載要領2008」においては、従来の主にMRによる紙媒体での提供に替え、PDFファイルによる電子媒体での

提供を基本としている。情報を利用する薬剤師は、電子媒体から印刷して利用することが原則で、医療機関でのIT

環境によっては必要に応じてMRに印刷物での提供を依頼してもよいこととした。 

電子媒体のIFについては、医薬品医療機器総合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページに掲載場所が設定され

ている。 

製薬企業は「医薬品インタビューフォーム作成の手引き」に従って作成・提供するが、IFの原点を踏まえ、医療現

場に不足している情報やIF作成時に記載し難い情報等については製薬企業のMR等へのインタビューにより薬剤師

等自らが内容を充実させ、IFの利用性を高める必要がある。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に

関しては、IFが改訂されるまでの間は、当該医薬品の製薬企業が提供する添付文書やお知らせ文書等、あるいは医

薬品医療機器情報配信サービス等により薬剤師等自らが整備するとともに、IFの使用にあたっては、 新の添付文

書を医薬品医療機器情報提供ホームページで確認する。 

なお、適正使用や安全性の確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等

は承認事項に関わることがあり、その取扱いには十分留意すべきである。 

4.  利用に際しての留意点 

IFを薬剤師等の日常業務において欠かすことができない医薬品情報源として活用して頂きたい。しかし、薬事法や

医療用医薬品プロモーションコード等による規制により、製薬企業が医薬品情報として提供できる範囲には自ずと

限界がある。IFは日病薬の記載要領を受けて、当該医薬品の製薬企業が作成・提供するものであることから、記載・

表現には制約を受けざるを得ないことを認識しておかなければならない。 

また製薬企業は、IFがあくまでも添付文書を補完する情報資材であり、今後インターネットでの公開等も踏まえ、

薬事法上の広告規制に抵触しないよう留意し作成されていることを理解して情報を活用する必要がある。 

（2008年9月） 
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 Ⅰ．概要に関する項目 

 －1－

I. 概要に関する項目 

1. 開発の経緯 

リクシアナⓇ錠（エドキサバントシル酸塩水和物）は、第一三共株式会社が創製した低分子の経口抗凝固剤であ

る。血液凝固カスケードにおいて、活性化血液凝固第 X 因子（activated coagulation factor X：FXa）はプロト

ロンビンからトロンビンを生成し、フィブリン形成を促進することにより血栓を形成する。本剤はこの FXa を

選択的、可逆的かつ直接的に阻害することにより、血栓形成抑制作用を発現する。 

当社は、経口投与可能な FXa 阻害剤の開発を目指して化合物の探索研究を行い、選択的な FXa 阻害剤であるエ

ドキサバンを見いだした。 

その後、臨床開発を開始し、良好な忍容性、経口吸収性、及び抗凝固活性を確認した。国内外で実施した臨床試

験により、下肢整形外科手術*施行患者における静脈血栓塞栓症（venous thromboembolism：VTE）の発症抑

制に対する本剤の有効性及び安全性が検証されたことから製造販売承認申請を行い、2011 年 4 月に承認を取得

した。 

*：膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術 

 

2. 製品の治療学的･製剤学的特性 

(1) 本剤は国内で初めて FXa を選択的、可逆的かつ直接的に阻害する経口抗凝固剤である（「Ⅴ.治療に関する

項目」及び「Ⅵ.薬効薬理に関する項目」参照）。 

(2) 本剤は 1 日 1 回の経口投与で下肢整形外科手術（膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術）後の

静脈血栓塞栓症（VTE）に対して、優れた発症抑制効果を示す（「Ⅴ.治療に関する項目」参照）。 

(3) 本剤は経口投与後速やかに吸収され（Tmax1～3 時間）、用量に応じた線形の薬物動態を示す（「Ⅶ.薬物動態

に関する項目」参照）。 

(4) 国内、並びに国内及び台湾で実施した第Ⅲ相試験において、総症例 716 例（国内 685 例、台湾 31 例）中、

278 例（38.8％）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、出血（尿中血陽性 35 例、

皮下出血 35 例、創傷出血 20 例等）120 例（16.8％）、γ-GTP 上昇 71 例（9.9％）、ALT（GPT）上昇 46

例（6.4％）等であった（承認時）。重大な副作用としては、出血が認められている（「Ⅷ.安全性（使用上の

注意等）に関する項目」参照）。 
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II. 名称に関する項目 

1. 販売名 

(1)和 名 

リクシアナⓇ錠 15mg 

リクシアナⓇ錠 30mg 

(2)洋 名 

LIXIANAⓇTABLETS 15mg 

LIXIANAⓇTABLETS 30mg 

(3)名称の由来 

Reliable（信頼できる）と FXa（作用機序）の語感よりリクシアナ（LIXIANA）と命名した。 

 

2. 一般名 

(1)和 名（命名法） 

エドキサバントシル酸塩水和物（JAN） 

(2)洋 名（命名法） 

Edoxaban Tosilate Hydrate（JAN） 

edoxaban（INN） 

(3)ステム 

抗血栓剤、第 Xa 因子阻害剤：-xaban 

 

3. 構造式又は示性式 

H N

O CH3

CH3

H

N
H

O

N

S

N

H3C

H
HN

N
H

O

O

N

Cl ・ ・H2O

SO3H

H3C

 
 

4. 分子式及び分子量 

分子式：C24H30ClN7O4S · C7H8O3S · H2O 

分子量：738.27 

 

5. 化学名（命名法） 

N-(5-Chloropyridin-2-yl)-N '-[(1S,2R,4S)-4-(dimethylcarbamoyl)-2-(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro[1,3]thiazolo 

[5,4-c]pyridine-2-carboxamido)cyclohexyl]oxamide mono(4-methylbenzenesulfonate)monohydrate（IUPAC） 

 

6. 慣用名、別名、略号、記号番号 

治験番号：DU-176b 
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7. CAS登録番号 

480449-70-5（エドキサバン） 

480449-71-6（エドキサバントシル酸塩） 
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III. 有効成分に関する項目 

1. 物理化学的性質 

(1)外観・性状 

白色～微黄白色の粉末である。 

(2)溶解性 

1) 各種溶媒に対する溶解性 

N,N-ジメチルホルムアミド又はジメチルスルホキシドに溶けやすく、メタノールにやや溶けやすく、水、

アセトニトリル、又はエタノール（99.5）に溶けにくく、アセトンに極めて溶けにくく、2-プロパノール

又は酢酸エチルにほとんど溶けない。 

2) 各種 pH の水溶液に対する溶解度 

37℃において、pH 約 4.5 以下の酸性溶液では比較的高い溶解度（4mg/mL 以上）を示すが、pH の上昇と

ともに溶解度は低下し、pH8 以上のアルカリ性溶液では低い溶解度（約 0.08mg/mL）を示した。 

(3)吸湿性 

本品を 25℃/93％RH で 64 日間保存した結果、わずかに吸湿性を示した（ 大+0.30％）。 

(4)融点（分解点）、沸点、凝固点 

融 点：約 249℃（分解） 

(5)酸塩基解離定数 

pKa:6.7（ピペリジン環のアミノ基由来）（紫外可視吸光度測定法） 

(6)分配係数 

1-オクタノール／Britton-Robinson 緩衝液（pH 4.0）；−0.91 

1-オクタノール／Britton-Robinson 緩衝液（pH 8.0）；1.72 

(7)その他の主な示性値 

該当資料なし 

 

2. 有効成分の各種条件下における安定性 

(1)各種条件下における安定性 

試 験 保存条件 保存期間 包装形態 結 果 

長期保存

試験 
25°C/60％RH 

18（24、36）ヵ月 
（ ）: 現在継続中 

ポリエチレン袋+ 
プラスチックドラム 

18 ヵ月まで安定 

加速試験 40°C/75％RH 6 ヵ月 
ポリエチレン袋+ 
プラスチックドラム 

安定 

25°C/93％RH 2 ヵ月 シャーレ開放 安定 苛酷試験

（温度 ·  
  湿度） 40°C/75％RH 2 ヵ月 シャーレ開放 安定 

苛酷試験

（温度） 
60°C  2 ヵ月 ガラス瓶 安定 

苛酷試験

（光） 
25°C/60％RH 
（D65 ランプ） 

120 万 lux・hr 
（≧200W・hr/m2） 

シャーレ開放 安定 
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(2)主な分解生成物 

分解物の生成は認められなかった。 

 

3. 有効成分の確認試験法 

日局一般試験法「赤外吸収スペクトル測定法（臭化カリウム錠剤法）」による 

 

4. 有効成分の定量法 

日局一般試験法「液体クロマトグラフィー」による 
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IV. 製剤に関する項目 

1. 剤 形 

(1)剤形の区別、規格及び性状 

外 形 
販売名 剤 形 色 直径 

（mm）
厚さ 

（mm）
重さ 

（mg）

識 別 
コード 

 
リクシアナ 
錠 15mg 

フィルム 
コーティング錠 

黄色 

6.8 約 3.6 約 105 

DSC 
471 

 
リクシアナ 
錠 30mg 

フィルム 
コーティング錠 
（割線入） 

淡赤色 

8.6 約 3.8 約 210 

DSC 
472 

(2)製剤の物性 

溶出性：「Ⅳ.7.溶出性」参照 

(3)識別コード 

上記「Ⅳ.1.(1)剤形の区別、規格及び性状」参照 

(4)pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等 

該当しない 

 

2. 製剤の組成 

(1)有効成分（活性成分）の含量 

1 錠中にそれぞれ次の成分を含有 

販売名 有効成分 添加物 

リクシアナ 
錠 15mg 

エドキサバントシル酸塩水和物
20.2mg 

（エドキサバンとして 15mg） 

D-マンニトール、部分アルファー化デン
プン、クロスポビドン、ヒドロキシプロ
ピルセルロース、ステアリン酸マグネシ
ウム、ヒプロメロース、酸化チタン、タ
ルク、マクロゴール 6000、黄色三二酸
化鉄、カルナウバロウ 

リクシアナ 
錠 30mg 

エドキサバントシル酸塩水和物
40.4mg 

（エドキサバンとして 30mg） 

D-マンニトール、部分アルファー化デン

プン、クロスポビドン、ヒドロキシプロ

ピルセルロース、ステアリン酸マグネシ

ウム、ヒプロメロース、酸化チタン、タ

ルク、マクロゴール 6000、三二酸化鉄、

カルナウバロウ 

 

(2)添加物 

「Ⅳ.2.(1)有効成分（活性成分）の含量」参照 

(3)その他 

該当しない 

 

3. 懸濁剤、乳剤の分散性に対する注意 

該当しない 
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4. 製剤の各種条件下における安定性 

試 験 保存条件 保存期間 包装形態 結 果 

長期保存試験 25℃/60％RH 
12（18、24、36）ヵ月

（ ）：現在継続中 
PTP 
プラスチックボトル 12 ヵ月まで安定 

加速試験 40℃/75％RH 6 ヵ月 
PTP 
プラスチックボトル 安定 

温度･湿度 40℃/75％RH 3 ヵ月 シャーレ開放 安定 

温度 60℃ 2 ヵ月 ガラス瓶 安定 苛酷

試験 
光 

25℃/60％RH 
（D65 ランプ） 

120 万 lux・hr 
（≧200W・hr/m2） 

シャーレ開放 安定 

試験項目：性状、類縁物質、溶出性、含量 

 

5. 調製法及び溶解後の安定性 

該当しない 

 

6. 他剤との配合変化（物理化学的変化） 

該当しない 

 

7. 溶出性 

日局一般試験法「溶出試験法（パドル法）」による 

 

8. 生物学的試験法 

該当しない 

 

9. 製剤中の有効成分の確認試験法 

日局一般試験法「液体クロマトグラフィー」による 

 

10. 製剤中の有効成分の定量法 

日局一般試験法「液体クロマトグラフィー」による 

 

11. 力 価 

該当しない 

 

12. 混入する可能性のある夾雑物 

なし 

 

13. 治療上注意が必要な容器に関する情報 

該当しない 

 

14. その他 
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V. 治療に関する項目 

1. 効能又は効果 

下記の下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制 

膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術 

 

2. 用法及び用量 

通常、成人には、エドキサバンとして 30mg を 1 日 1 回経口投与する。 

 

【用法及び用量の設定根拠】 

有効性について、人工膝関節全置換術（TKA）施行患者を対象とした第Ⅱ相試験では、本剤 5mg1 日 1 回以上

の用量でプラセボと比較して有意に静脈血栓塞栓症（VTE）発現を抑制した（VTE 発現率はそれぞれ 29.5％と

48.3％［Shirley-Williams 法、P =0.005］）。また、30mg1 日 1 回と 60mg1 日 1 回の間に有意差は認められ

なかった。さらに、プラセボに対する VTE 発現の相対リスク減少率は 30mg1 日 1 回で 74.1％と十分に大きか

った。人工股関節全置換術（THA）施行患者を対象とした第Ⅱ相試験での VTE 発現率は、本剤 15mg1 日 1 回

と 30mg1 日 1 回のいずれもエノキサパリン 2000IU1 日 2 回皮下注射と同程度であり、いずれの用量でも十分

な VTE 発症抑制効果を示した。股関節骨折手術（HFS）施行患者を対象とした第Ⅲ相試験での VTE 発現率は、

本剤 30mg1 日 1 回とエノキサパリン 2000IU1 日 2 回皮下注射で同程度であることが確認された。以上より、

TKA、THA、HFS いずれの術式についても本剤 30mg1 日 1 回を推奨用量とした。さらに、TKA 及び THA 施

行患者を対象とした第Ⅲ相試験では、いずれの術式も VTE 発現率について本剤 30mg1 日 1 回投与のエノキサ

パリン 2000IU1 日 2 回皮下注射に対する優越性が検証されている。 

一方、安全性について、TKA 施行患者での本剤 60mg1 日 1 回投与時の大出血又は臨床的に重要な出血の発現率

にプラセボとの差は認められなかったものの、小出血を含む出血性イベント発現率は 30mg1 日 1 回以下の用量

と比較して高く、プラセボと比較して有意に高かった（χ2検定、P =0.005）。また、TKA、THA、及び HFS

施行患者全体での大出血又は臨床的に重要な出血の発現率は、本剤 30mg1 日 1 回又は 60mg1 日 1 回でエノキ

サパリン 2000IU1 日 2 回皮下注射を大きく上回るものではなく、小出血を含む出血性イベント発現率も 30mg1

日 1 回はエノキサパリン 2000IU1 日 2 回皮下注射と同程度であった。さらに、本剤 30mg1 日 1 回での出血性

イベント発現率には、TKA、THA 及び HFS 施行患者の間で明らかな差を認めなかった。このため、30mg1 日

1 回が適切な用量であると判断した。 

以上より、TKA、THA 及び HFS 施行患者のいずれにおいても、「通常、成人には、エドキサバンとして 30mg

を 1 日 1 回経口投与する」と設定した。 

 

＜用法・用量に関連する使用上の注意＞ 

1. 原則として、術後の入院中に限って使用すること。 

2. 本剤の投与期間については、患者個々の静脈血栓塞栓症及び出血のリスクを考慮して決定すべきであり、静

脈血栓塞栓症のリスク低下後に漫然と継続投与しないこと。なお、国内臨床試験において、下肢整形外科手

術施行患者を対象として 15 日間以上投与した場合の有効性及び安全性は検討されていない。 

3. 本剤の初回投与は、手術後 12 時間を経過し、手術創等からの出血がないことを確認してから行うこと。 

4. 本剤の初回投与は、硬膜外カテーテル抜去あるいは腰椎穿刺から少なくとも 2 時間を経過してから行うこと。

また、初回投与以降にこれらの処置を行う場合には、前回投与から 12 時間以上の十分な時間をあけ、かつ、

予定している次回の投与の少なくとも 2 時間以上前に実施すること。 
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5. 腎機能障害のある患者では本剤の血中濃度が上昇し、出血の危険性が増大するおそれがあるので、中等度の

腎機能障害（クレアチニンクリアランス 30mL/min 以上 50mL/min 未満）のある患者では、個々の患者の静

脈血栓塞栓症発現リスク及び出血リスクを評価した上で、15mg1 日 1 回に減量することを考慮すること（「慎

重投与」、「薬物動態」及び「臨床成績」の項参照）。 

6. プロトロンビン時間－国際標準比（PT－INR）や活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）等の通常の

凝固能検査は、本剤の薬効をモニタリングする指標とはならないので、臨床症状を十分に観察し、出血等が

みられた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 

 

解説： 

1. 本剤を投与する際に も注意しなければならない副作用は出血である。国内又は台湾で実施した下肢整形外

科手術施行患者を対象とした臨床試験 1～5)では、退院後に投薬された実績はなく、退院後の本剤の出血リス

クについては情報は蓄積されていないこと、及び、退院後に本剤投与により出血した場合には、入院中以上

に対処が困難となることが想定されることから、原則として、本剤は術後の入院中に限って使用すること。 

2. 国内又は台湾で実施した下肢整形外科手術施行患者を対象とした臨床試験 1～5)は、投与期間を 長 14 日間と

しており、15 日間以上投与した場合の有効性及び安全性は検討していないことから設定した。本剤の投与期

間は、患者個々の静脈血栓塞栓症（VTE）発症リスクと出血リスクを考慮して決定し、VTE 発症リスクが低

下した後に漫然と投与を継続しないこと。 

3. VTE 予防のためには、手術後のより早い時期に本剤の投与が望まれるが、その反面、本剤は抗凝固剤であり、

術後に十分な時間を置かずに本剤を投与した場合に、手術創等からの出血リスクが増大する可能性が考えら

れる。国内又は台湾で実施した下肢整形外科手術施行患者を対象とした臨床試験 1～5)では、手術後 6 時間未

満で本剤の投与を開始した場合の有効性及び安全性は検討しておらず、手術後 6 時間以上 12 時間未満に本剤

の投与を開始した被験者も少数例しかない。手術後 12 時間以降に投与を開始した被験者については十分な評

価被験者数が確保されており、有効性と安全性が確認された。本剤の初回投与は、手術後 12 時間を経過し、

手術創等からの出血がないことを確認してから行うこと。 

4. 本剤は抗凝固剤であり、硬膜外カテーテル抜去あるいは腰椎穿刺後に十分な時間を置かずに本剤を投与した

場合、又は、本剤の血中濃度が十分低下していない時点で硬膜外カテーテル抜去あるいは腰椎穿刺を行った

場合に、出血リスクを助長するおそれが予測されることから設定した。 

ACCP ガイドライン（American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines）

第 8 版注 1)には、「血栓予防のための抗凝固薬投与は、脊髄くも膜下麻酔の針または硬膜外カテーテルの抜去

後少なくとも 2 時間以上経過してから行うべきである」という勧告が記載されている。また、ACCP ガイド

ライン第 8 版注 1)及び日本整形外科学会 VTE 予防ガイドライン注 2)では、抗凝固剤投与中のカテーテル抜去に

ついては、脊髄硬膜外血腫のリスクが高いため、カテーテル抜去は、抗凝固剤の効果が も弱くなったとき

に行うことが求められている。本剤の抗凝固活性は、投与 12 時間後には投与前と同程度になるため、硬膜外

カテーテル抜去あるいは腰椎穿刺は投与から少なくとも 12 時間以上経過してから行い、また、次回の本剤投

与はこれらの処置後 2 時間以上経過してから行うこと。 

注 1： Geerts WH, et al.: Chest 2008; 133(6 Suppl): 381S-453S 

注 2： 日本整形外科学会肺血栓塞栓症／深部静脈血栓症（静脈血栓塞栓症）予防ガイドライン改訂委員会. 日本整形外科学会

静脈血栓塞栓症予防ガイドライン. 南江堂. 2008 

5. 欧州で実施した腎機能障害患者を対象とした臨床薬理試験 6)では、腎機能障害の程度に応じて AUC0-inf の上

昇、腎クリアランス（CLr）の低下、t1/2 の延長、投与 24 時間後の血漿中エドキサバン濃度（C24h）の上昇

が認められている（次表参照）。 
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腎機能障害患者にエドキサバン 15mg を単回経口投与したときの薬物動態パラメータ 

腎機能障害程度（CLCR: mL/min） 
パラメータ 

CLCR  ＞ 80 
80 ≧ CLCR ≧ 50

（軽度） 
50 ＞ CLCR ≧ 30 

（中等度） 
30 ＞ CLCR 
（高度） 

Cmax (ng/mL) 81.2 
(31.7) 

104 
(46.7) 

108 
(38.5) 

87.4 
(34.1) 

C24h (ng/mL) 2.34 
(28.1) 

3.44 
(62.5) 

5.90 
(38.4) 

6.88 
(36.2) 

AUC0-inf  

(ng·h/mL) 
443 

(22.3) 
620 

(24.5) 
794 

(25.6) 
835 

(25.1) 

t1/2 (h) a) 8.60 
(3.83) 

8.15 
(2.82) 

9.44 
(2.12) 

16.9 
(10.4) 

CL/F (mL/min) 564 
(22.3) 

403 
(24.5) 

315 
(25.6) 

299 
(25.1) 

CLr (mL/min) 197 
(16.5) 

121 
(37.8) 

67.4 b) 
(37.8) 

32.5 
(49.3) 

幾何平均値（幾何 CV％）、n = 8 

a：算術平均値（SD）、b: n = 7 

 

また、国内又は台湾で実施した下肢整形外科手術施行患者を対象とした臨床試験 1～5)に共通した用量群であ

る 30mg 群での大出血※又は臨床的に重要な出血※の発現率、及び出血性イベント（大出血、臨床的に重要な

出血、及び小出血）※の発現率は、クレアチニンクリアランス（CLCR）の低下に伴って上昇する傾向が認め

られた（下表参照）。 
 
下肢整形外科手術施行患者対象試験での大出血又は臨床的に重要な出血 

の発現率、及び出血性イベントの発現率と CLCRの関係 

CLCR (mL/min) 
大出血又は臨床的に 

重要な出血 
出血性イベント 

CLCR ≧ 80 2.1％ (9/419) 18.9％ (79/419) 

80 ＞ CLCR ≧ 50 5.0％ (20/399) 22.8％ (91/399) 

50 ＞ CLCR ≧ 30 9.3％ (8/86) 25.6％ (22/86) 

 

以上の結果から、腎機能障害患者では本剤の血中濃度が上昇し出血の危険性が増大するおそれがあること、

特にクレアチニンクリアランスが 30mL/min 以上 50mL/min 未満の患者では、クレアチニンクリアランスが

50mL/min 以上の患者に比べて、大出血又は臨床的に重要な出血の発現率が高い可能性が示唆されたことか

ら、個々の患者の VTE 発現リスク及び出血リスクを評価した上で、15mg1 日 1 回に減量することを考慮す

ること。 

腎機能障害のある患者への投与については「Ⅷ.5.慎重投与内容とその理由」の項をあわせて参照のこと。 

なお、高度の腎機能障害（クレアチニンクリアランスが 30mL/min 未満）の患者には投与しないこと。「Ⅷ.2.

禁忌内容とその理由」参照。 
※：出血性イベントの分類は「Ⅴ.3. (1)臨床データパッケージ」【注釈】参照。 

6. ワルファリンの用量調節に用いられているプロトロンビン時間－国際標準比（PT－INR）や、未分画ヘパリ

ンの用量調節に用いられている活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）等の通常の凝固能検査は、本

剤の用量調節には適用できない。本剤の使用にあたっては、患者の臨床症状を十分に観察し、出血等がみら

れた場合には本剤の投与を中止する等、適切な処置を行うこと。 
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3. 臨床成績 

(1)臨床データパッケージ（2009 年 4 月以降承認品目） 

試験 
番号 

試験の区分 実施地域 対 象 
有効
性 

安全
性 

薬物
動態

概 要 

01 
臨床薬理試験 
（第 I 相） 

日本 健康成人男性 － ○ ○ 
単回経口投与時の忍容性、安全
性、薬物動態、及び薬力学の検討

02 
臨床薬理試験 
（第 I 相） 

日本 健康成人男性 － ○ ○ 
反復経口投与時の忍容性、安全
性、薬物動態、及び薬力学の検討

A123 
臨床薬理試験 
（第 I 相） 

中国 健康成人男性 － ○ ○ 
中国人における反復経口投与時
の忍容性、安全性、薬物動態、及
び薬力学の検討 

PRT019 臨床薬理試験 英国 健康成人男性 － ○ ○ 
14C-エドキサバン溶液単回経口
投与によるマスバランスの検討 

J135 臨床薬理試験 日本 健康成人男性 － ○ ○ 
市販予定製剤を高脂肪食摂取後
に単回経口投与した時の薬物動
態に及ぼす食事の影響の検討 

PRT002 臨床薬理試験 英国 
健康高齢男性、
閉経後／不妊手
術後女性 

－ ○ ○ 

高齢男性及び健康成人女性にお
ける反復経口投与時の忍容性、安
全性、薬物動態、及び薬力学の検
討 

U120 臨床薬理試験 
ドイツ 

他 2 ヵ国 

健康成人、軽度
～高度腎機能障
害患者、末期腎
不全患者 

－ ○ ○ 
腎機能障害者における単回経口
投与時の薬物動態、忍容性、及び
安全性の検討 

U127 臨床薬理試験 米国 健康成人男女 － ○ ○ 

アスピリン 100mg1 日 1 回経口
投与と併用した際の出血時間、薬
物動態、安全性の検討（薬物相互
作用試験） 

PRT021 臨床薬理試験 米国 健康成人男女 － ○ ○ 

臨床で想定される血漿中濃度及
びそれ以上の血漿中濃度となっ
た際の心電図 QTc 間隔への影響
の検討（Thorough QT/QTc 試験）

04 
プラセボ対照 
用量設定試験 
（第Ⅱ相） 

日本 TKA 施行患者 ○ ○ ○ 

プラセボを対照としたエドキサ
バン 4 用量（5mg、15mg、30mg、
60mg）の無作為化二重盲検並行
群間用量比較試験 

J209 
用量設定試験 
（第Ⅱ相） 

日本 
台湾 

THA 施行患者 ○ ○ ○ 

エノキサパリンをオープンラベ
ルの参照薬としたエドキサバン
2 用量（15mg、30mg）の無作為
化二重盲検並行群間用量比較試
験（日台共同試験） 

J302 
実薬対照試験 
（第Ⅲ相） 

日本 
台湾 

TKA 施行患者 ○ ○ ○ 
エノキサパリンを対照とした無
作為化二重盲検並行群間比較試
験（日台共同試験） 

J304 
実薬対照試験 
（第Ⅲ相） 

日本 THA 施行患者 ○ ○ ○ 
エノキサパリンを対照とした無
作為化二重盲検並行群間比較試
験 

J303 
無作為化非盲検試験 
（第Ⅲ相） 

日本 HFS 施行患者 ○ ○ ○ 
エノキサパリンをオープンラベ
ルの参照薬とした無作為化試験 

TKA：人工膝関節全置換術 
THA：人工股関節全置換術 
HFS：股関節骨折手術 
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「Ⅴ.治療に関する項目」において、以降エドキサバンはエドキサバントシル酸塩水和物の無水塩基を示し、

特に断りのない限りエドキサバントシル酸塩水和物の投与量及び濃度はエドキサバン相当量として表示、記

載した。 
 
【注釈】 
以降に各試験成績を記載するが、そのなかにある、略語、評価項目について、以下に一括して説明する。 
 
略語は以下のものを使用する。 

TKA：人工膝関節全置換術（total knee arthroplasty） 
THA：人工股関節全置換術（total hip arthroplasty） 
HFS：股関節骨折手術（hip fracture surgery） 
VTE：静脈血栓塞栓症（venous thromboembolism） 
PTE：肺血栓塞栓症（pulmonary thromboembolism） 
DVT：深部静脈血栓症（deep vein thrombosis） 

 
評価項目 

1) 有効性 
静脈血栓塞栓症発現率（VTE 発現率） 
治験薬投与開始後から治験薬投与終了後の静脈造影検査実施までに認められた以下の血栓塞栓性イベン

ト（①無症候性 DVT、②確定診断された症候性の PTE、③規定の静脈造影前に確認された症候性の DVT
を指す）を 1 つ以上発現した患者の割合を指す。 
 

2) 安全性 
「出血性イベント」は投与開始日から投与終了翌日までに発現した事象を評価した。 
副作用は、投与開始日から事後検査までに発現した事象を評価した。 
「大出血」、「臨床的に重要な出血」、「小出血」は、以下の定義に従う。 
「出血性イベント」という場合は、上記の 3 分類を合わせた全体のイベントを指す。 

出血性イベントの分類 定  義 

大出血 

・ 致死的な出血 
・ 2g/dL を超えるヘモグロビン量の低下を伴う、臨床的に明らかな出血 
・ 4 単位a)を超える輸血（貯血した自己血輸血を除く）を要する臨床的に明らかな出血

・ 後腹膜出血、頭蓋内出血、眼内出血、又は髄腔内出血 
・ 再手術を要する出血 

臨床的に重要な出血 

大出血に該当しない以下の出血 
・ 長径が 5cm 以上の血腫 
・ 外的な要因がなく発現し、5 分以上継続する鼻出血あるいは歯茎の出血 
・ 消化管出血 
・ 24 時間以降も消失しない肉眼的血尿 
・ その他、治験責任医師又は治験分担医師が臨床的に重要な出血と判断した出血 

小出血 大出血にも臨床的に重要な出血にも該当しないすべての出血事象 

a）輸血の 1 単位は約 200mL 
 

(2)臨床効果 

1) 人工膝関節全置換術施行患者を対象とした臨床試験成績 1,2,7) 

国内で実施した第Ⅱ相二重盲検試験において、人工膝関節全置換術施行患者（有効性評価 445 例、安全 

性評価 520 例）に、エドキサバン 5、15、30、又は 60mg、もしくはプラセボを 1 日 1 回、11～14 日間 

経口投与した。静脈血栓塞栓症の発現抑制は用量依存的であり、すべてのエドキサバン群においてプラセ

ボ群よりも有意に静脈血栓塞栓症の発現を抑制した。大出血又は臨床的に重要な出血の発現率には、投与

群間の有意な差は認められなかった。大出血はエドキサバン 60mg 群の 1 例に認められ、ヘモグロビン量

が 2g/dL を超えて低下した症例であった。 
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人工膝関節全置換術施行患者における静脈血栓塞栓症及び大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 

（国内第Ⅱ相試験） 

エドキサバン群 
 プラセボ群 

5mg 15mg 30mg 60mg 

静脈血栓塞栓症 
発現率（例数） 
［95％信頼区間］ 

48.3％(43/89) 
［37.9～58.7］ 

29.5％(26/88) 
［20.0～39.1］

26.1％(24/92)
［17.1～35.1］

12.5％(11/88) 
［5.6～19.4］ 

9.1％(8/88) 
［3.1～15.1］

大出血又は臨床的 
に重要な出血 
発現率（例数） 
［95％信頼区間］ 

3.9％(4/102) 
［1.5～9.7］ 

2.9％(3/103) 
［1.0～8.2］ 

3.8％(4/106) 
［1.5～9.3］ 

3.9％(4/103) 
［1.5～9.6］ 

4.7％(5/106) 
［2.0～10.6］

 

日本及び台湾で実施した第Ⅲ相二重盲検試験において、人工膝関節全置換術施行患者（有効性評価 594 例、

安全性評価 703 例）に、エドキサバン 30mg を 1 日 1 回、11～14 日間経口投与、又は対照薬としたエノ

キサパリンナトリウム（以下、エノキサパリン）2000IU を 1 日 2 回、11～14 日間皮下注射した。静脈血

栓塞栓症の発現率について、対照薬群に対するエドキサバン群の非劣性が検証された。大出血又は臨床的

に重要な出血の発現率には、投与群間の有意な差は認められなかった。エドキサバン群で大出血は 4 例に

発現し、その内訳は、ヘモグロビン量が 2g/dL を超えて低下した症例が 3 例、4 単位＊を超える輸血を必

要とし、かつ、ヘモグロビン量が 2g/dL を超えて低下した症例が 1 例であった。 
＊：輸血の 1 単位は約 200mL 

人工膝関節全置換術施行患者における静脈血栓塞栓症及び大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 

（日台第Ⅲ相試験） 

  エドキサバン群 エノキサパリン群 

静脈血栓塞栓症発現率（例数） 
［95％信頼区間］ 

7.4％（22/299）
［4.9～10.9］ 

13.9％（41/295） 
［10.4～18.3］ 

静脈血栓塞栓症発現率の群間差 
［95％信頼区間］ 

－6.5％［－11.6～－1.6］ 
全体集団 

大出血又は臨床的に重要な出血の

発現率（例数） 
［95％信頼区間］ 

6.2％（22/354）
［4.1～9.2］ 

3.7％（13/349） 
［2.2～6.3］ 

静脈血栓塞栓症発現率（例数） 
［95％信頼区間］ 

7.3％（20/273）
［4.8～11.0］ 

12.2％（33/270） 
［8.8～16.7］ 

静脈血栓塞栓症発現率の群間差 
［95％信頼区間］ 

－4.9％ 
［－10.0～0.1］ 日本人集団 

大出血又は臨床的に重要な出血の

発現率（例数） 
［95％信頼区間］ 

6.2％（20/323）
［4.0～9.4］ 

4.0％（13/323） 
［2.4～6.8］ 

非劣性の許容限界値は 5％と設定した。 

 

2) 人工股関節全置換術施行患者を対象とした臨床試験成績 3,4) 

日本及び台湾で実施した第Ⅱ相試験において、人工股関節全置換術施行患者（有効性評価 224 例、安全性

評価 261 例）に、エドキサバン 15 又は 30mg を二重盲検下で 1 日 1 回、11～14 日間経口投与、もしくは

エノキサパリン 2000IU をオープンラベルで 1 日 2 回、11～14 日間皮下注射した。15mg 群と 30mg 群の

静脈血栓塞栓症の発現率に有意な差は認められなかった。また、大出血又は臨床的に重要な出血の発現率

についても、投与群間に有意な差は認められなかった。大出血はエドキサバン 30mg 群の 1 例に認められ、

ヘモグロビン量が 2g/dL を超えて低下した症例であった。 
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人工股関節全置換術施行患者における静脈血栓塞栓症及び大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 
（日台第Ⅱ相試験） 

エドキサバン群 
 

15mg 30mg 
エノキサパリン群 a) 

静脈血栓塞栓症発現率（例数） 
［95％信頼区間］ 

3.8％（3/78） 
［1.3～10.7］ 

2.8％（2/72）
［0.8～9.6］ 

4.1％（3/74） 
［1.4～11.3］ 

大出血又は臨床的に重要な 
出血の発現率（例数） 
［95％信頼区間］ 

2.2％（2/89） 
［0.6～7.8］ 

1.2％（1/85）
［0.2～6.4］ 

2.3％（2/87） 
［0.6～8.0］ 

a：参考として設定した群であり、統計学的な比較対照群ではない。 

 

国内で実施した第Ⅲ相二重盲検試験において、人工股関節全置換術施行患者（有効性評価 503 例、安全性

評価 604 例）に、エドキサバン 30mg を 1 日 1 回、11～14 日間経口投与、又は対照薬としたエノキサパ

リン 2000IU を 1 日 2 回、11～14 日間皮下注射した。静脈血栓塞栓症の発現率について、対照薬群に対す

るエドキサバン群の非劣性が検証された。大出血又は臨床的に重要な出血の発現率には、投与群間の有意

な差は認められなかった。エドキサバン群で大出血は 2 例に発現し、いずれもヘモグロビン量が 2g/dL を

超えて低下した症例であった。 
 
人工股関節全置換術施行患者における静脈血栓塞栓症及び大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 
（国内第Ⅲ相試験） 

 エドキサバン群 エノキサパリン群 

静脈血栓塞栓症発現率（例数） 
［95％信頼区間］ 

2.4％（6/255） 
［1.1～5.0］ 

6.9％（17/248） 
［4.3～10.7］ 

静脈血栓塞栓症発現率の群間差 
［95％信頼区間］ 

−4.5％ 
［−8.6～−0.9］ 

大出血又は臨床的に重要な 
出血の発現率（例数） 
［95％信頼区間］ 

2.6％（8/303） 
［1.3～5.1］ 

3.7％（11/301） 
［2.1～6.4］ 

非劣性の許容限界値は 8％と設定した。 

 

3) 股関節骨折手術施行患者を対象とした臨床試験成績 5) 

国内で実施した第Ⅲ相試験において、股関節骨折手術施行患者（有効性評価 73 例、安全性評価 88 例）に、

オープンラベルでエドキサバン 30mg を 1 日 1 回、11～14 日間経口投与、もしくはエノキサパリン 2000IU

を 1 日 2 回、11～14 日間皮下注射した。静脈血栓塞栓症の発現率と、大出血又は臨床的に重要な出血の

発現率は、下表のとおりであった。エドキサバン群で大出血は 1 例に発現し、ヘモグロビン量が 2g/dL を

超えて低下した症例であった。 
 
股関節骨折手術施行患者における静脈血栓塞栓症及び大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 
（国内第Ⅲ相試験） 

 エドキサバン群 エノキサパリン群 a) 

静脈血栓塞栓症発現率（例数） 
［95％信頼区間］ 

6.5％（3/46） 
［2.2～17.5］ 

3.7％（1/27） 
［0.7～18.3］ 

大出血又は臨床的に重要な 
出血の発現率（例数） 
［95％信頼区間］ 

3.4％（2/59） 
［0.9～11.5］ 

6.9％（2/29） 
［1.9～22.0］ 

a：参考として設定した群であり、統計学的な比較対照群ではない。 
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(3)臨床薬理試験：忍容性試験 

1) 健康成人（日本人、白人）における単回投与試験（01） 

日本人及び白人の健康成人男性 96 例（日本人 60 例、白人 36 例）を対象に、本剤 30、60、90、120 及び

150mg 又はプラセボ（白人には 60、90 及び 120mg 又はプラセボ）の空腹時単回経口投与による無作為

化単盲検比較試験を実施し、単回経口投与した際の安全性を検討した（各ステップとも本剤群 9 例、プラ

セボ群 3 例）。また、日本人 60mg 投与群ではクロスオーバー法により、食後投与群も設定した。 

その結果、治験を中止した被験者はいなかった。日本人、白人いずれかの群で 2 例以上に発現した有害事

象は、日本人 30mg 群の白血球数減少（2 例 2 件）であり、いずれも非重篤であった。 
 

注：本剤の承認用法・用量は「通常、成人には、エドキサバンとして 30mg を 1 日 1 回経口投与する。」である。 

 

2) 日本人を対象とした反復投与試験（02） 

日本人健康成人男性 24 例（各ステップとも本剤群 9 例、プラセボ群 3 例）を対象に、反復経口投与（無

作為化、単盲検）した際の安全性、忍容性について検討した。ステップ 1 では本剤 60mg 又はプラセボを

1 及び 10 日目に朝 1 回、3～9 日目に朝夕 2 回投与し、ステップ 2 では本剤 120mg 又はプラセボを 1 及

び 3～10 日目に朝 1 回投与した（8 日間反復投与）。治験を中止した被験者はいなかった。有害事象はプ

ラセボ 2 回群で 1 例 1 件（腹痛）認められた。120mg8 日間投与時の薬物動態成績は「Ⅶ.1.(3)臨床試験で

確認された血中濃度」参照。 
 

注：本剤の承認用法・用量は「通常、成人には、エドキサバンとして 30mg を 1 日 1 回経口投与する。」である。 
 

3) 中国人を対象とした反復投与試験（A123）（外国人データ） 

中国人健康成人男性 11 例（本剤群 8 例、プラセボ群 3 例）を対象に、反復経口投与（無作為化、単盲検）

した際の安全性、忍容性について検討した。本剤 60mg 又はプラセボを 1 及び 10 日目に朝 1 回、3～9 日

に朝夕 2 回投与した（8 日間反復投与）。治験を中止した被験者はいなかった。いずれかの群で 2 例以上

に認められた有害事象は、傾眠（本剤群 2/8 例、プラセボ群 1/3 例）及び胸痛（本剤群 2/8 例、プラセボ

群 0/3 例）であった。 
 

注：本剤の承認用法・用量は「通常、成人には、エドキサバンとして 30mg を 1 日 1 回経口投与する。」である。 
 

＜参考＞健康成人における心電図 QTc 間隔への影響の検討（PRT021）（外国人データ） 

本剤の心電図 QT/QTc 間隔に及ぼす影響は、ICH E14 ガイドライン＊に従い、米国で thorough QT/QTc

試験を実施し検討した。外国人健康成人男女 64 例に本剤 90 及び 180mg、プラセボ並びにモキシフロキ

サシン 400mg（陽性対照）を単回経口投与する 4 群 4 期クロスオーバー法で行った（休薬期間：7 日間）。 

心臓の再分極過程への作用を解析するにあたり、QTc 間隔延長作用の判断基準は、ICH E14 ガイドライン

に従い、時間を一致させたベースラインからの QTc 間隔の延長がプラセボと比較して 大値を示す時点に

おいて、その片側 95％信頼区間の上限が 10msec 以上を示す場合とした。 

その結果、以下の結果が得られた。 

ⅰ) 陽性対照のモキシフロキサシンは QTc 延長が 5msec より大、という基準を満たしていたため、ΔQTcI

間隔の変化を生じる可能性を検出するのに適切であると判断された。 

ⅱ) 本剤は QTc 間隔延長作用を示さなかった。QTcI（被験者固有のべき数により心拍数で補正した QTc

間隔）のベースラインからの変化量のプラセボ群との 小二乗平均値の差は、本剤 90 及び 180mg 群

では投与 0.5 から 48 時間後のいずれの時点でも片側 95％信頼区間の上限が 4msec より小さく、モキ

シフロキサシン 400mg 群では投与 1 から 24 時間後で片側 95％信頼区間の下限が 5msec より大きかっ

た。 
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この時のエドキサバン及び代謝物 M-4 の AUC0−inf及び Cmaxは、臨床用量で想定される曝露及びこれを

十分に超える曝露であった。 
注＊： International conference on harmonisation of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use.  

 The clinical evaluation of QT/QTc interval prolongation and proarrhythmic potential for non-antiarrhythmic drugs E14. 

(May. 12, 2005). 
   

注：本剤の承認用法・用量は「通常、成人には、エドキサバンとして 30mg を 1 日 1 回経口投与する。」である。  
 

(4)探索的試験：用量反応探索試験 
人工股関節全置換術（THA）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無作為化用量設定試験（J209）3) 
方法 

目  的 
人工股関節全置換術（THA）施行患者を対象とし、本剤15mg又は30mgを1日1回、11～14日間投与した

ときのVTE予防効果、安全性、用法・用量を無作為化二重盲検比較試験で検討する。エノキサパリンを参

照薬として設定し、有効性、安全性に関して既承認類薬との位置関係を把握する。 

試  験 
デザイン 

多施設日台共同、無作為化（本剤の 2 用量群は二重盲検、エノキサパリンはオープンラベルの参照群とし

た）、用量設定試験 

対  象 初めて THA（片側 THA）が施行される 20 歳以上 85 歳未満の患者（再置換術を除く） 

投与方法 

投与薬剤（例数：安全性評価対象例）： 
エドキサバン群 
エドキサバン 15mg 群（89 例）：エドキサバン 15mg1 日 1 回経口投与 
エドキサバン 30mg 群（85 例）：エドキサバン 30mg1 日 1 回経口投与 

エノキサパリン群（87例）：エノキサパリン2000IU1日2回皮下注射 
                （参考として設定した群であり、統計学的な比較対照群ではない。） 
投与期間：11～14 日間 

主  な 
除外基準 

1. 出血性リスクの高い患者 
2. 血栓塞栓症のリスクが高い患者 
3. 体重が 40kg 未満の患者 
4. 重度の腎障害（CLCR30mL/min 未満）のある患者 

評価項目 
有効性*：VTE 発現率 
安全性*：大出血、臨床的に重要な出血、及び大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 

＊：「Ⅴ.3. (1)臨床データパッケージ」【注釈】参照

注：本剤の承認用量は 30mg である。 

結果 

患者背景は下表のとおりである。 

以降の試験では、FAS（Full analysis set：以降 FAS と略す）を主要な解析対象集団とした。 

有効性の主要評価項目である VTE 発現率は、本剤 15mg 群 3.8％（3/78）、30mg 群 2.8％（2/72）、エノキ

サパリン群 4.1％（3/74）であり、本剤 15mg 群と 30mg 群間に統計学的な有意差は認められなかった（Fisher

の直接確率計算法、P =1.000）。VTE の内訳は、いずれも遠位無症候性 DVT であり、症候性 PTE、症候性

DVT、近位 DVT、VTE に関連した死亡及びその他の死亡は認められなかった。 

安全性では、大出血又は臨床的に重要な出血の発現率は下表のとおりであり、本剤 15mg 群と 30mg 群間に

統計学的な有意差は認められなかった（Fisher の直接確率計算法、P =1.000）。大出血は、本剤 30mg 群の

1 例に認められ、ヘモグロビン量が 2g/dL を超えて低下した症例であった（処置後血腫）。出血性イベント発

現率は、本剤 15mg 群 11.2％（10/89）、30mg 群 18.8％（16/85）、エノキサパリン群 17.2％（15/87）であ

った。 

発現率が 5％以上の副作用発現状況は下表のとおりであった。 

結論 

THA 施行患者での VTE 発現率は、本剤 15mg 群 3.8％、30mg 群 2.8％、エノキサパリン群 4.1％であり、本

剤投与群間に統計学的な有意差は認められなかった。 

大出血又は臨床的に重要な出血の発現率に、本剤投与群間の統計学的な有意差は認められなかった。

また、副作用の発現率は本剤 15mg 群 18.0％、30mg 群 25.9％であった。 
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患者背景 
例数（％） 

エドキサバン 
  

15mg 群（n=78） 30mg 群（n=72）
エノキサパリン群

（n=74） 

日本 75（96.2） 70（97.2） 70（94.6） 実施国 

台湾 3（ 3.8） 2（ 2.8） 4（ 5.4） 

男性 15（19.2） 3（ 4.2） 15（20.3） 性別 

女性 63（80.8） 69（95.8） 59（79.7） 

40 未満 2（ 2.6） 1（ 1.4） 3（ 4.1） 

40 以上 50 未満 9（11.5） 9（12.5） 9（12.2） 

50 以上 60 未満 24（30.8） 24（33.3） 27（36.5） 

60 以上 70 未満 21（26.9） 24（33.3） 24（32.4） 

70 以上 80 未満 21（26.9） 12（16.7） 8（10.8） 

80 以上 1（ 1.3） 2（ 2.8） 3（ 4.1） 

年齢（歳） 

mean（SD） 61.3（10.3） 60.6（ 9.6） 58.9（10.7） 

40 以上 50 未満 14（17.9） 12（16.7） 20（27.0） 

50 以上 60 未満 36（46.2） 34（47.2） 30（40.5） 

60 以上 70 未満 16（20.5） 17（23.6） 16（21.6） 

70 以上 80 未満 10（12.8） 7（ 9.7） 5（ 6.8） 

80 以上 2（ 2.6） 2（ 2.8） 3（ 4.1） 

60 以下 52（66.7） 50（69.4） 55（74.3） 

60 超 26（33.3） 22（30.6） 19（25.7） 

体重（kg） 

mean（SD） 57.9（ 9.4） 57.6（10.0） 56.7（10.1） 

CLCR（mL/min） 50 未満 3（ 3.8） 3（ 4.2） 1（ 1.4） 

 50 以上 75（96.2） 69（95.8） 73（98.6） 

 30 以上 50 未満 3（ 3.8） 3（ 4.2） 1（ 1.4） 

 50 以上 70 未満 14（17.9） 9（12.5） 16（21.6） 

 70 以上 90 未満 24（30.8） 25（34.7） 17（23.0） 

 90 以上 37（47.4） 35（48.6） 40（54.1） 

 mean（SD） 91.32（27.52） 94.78（27.98） 93.49（30.09） 

全身麻酔 71（91.0） 65（90.3） 65（87.8） 

硬膜外麻酔 34（43.6） 37（51.4） 32（43.2） 

腰椎麻酔（脊椎麻酔） 25（32.1） 27（37.5） 28（37.8） 

麻酔方法 a) 
 

その他 8（10.3） 5（ 6.9） 3（ 4.1） 

間欠的空気圧迫法 
（足底） 

37（47.4） 36（50.0） 30（40.5） 

間欠的空気圧迫法 
（下腿、大腿） 

32（41.0） 27（37.5） 29（39.2） 

理学療法 a) 
 

弾性ストッキング 64（82.1） 61（84.7） 60（81.1） 

変形性股関節症 62（79.5） 59（81.9） 60（81.1） 

関節リウマチ 2（ 2.6） 1（ 1.4） 3（ 4.1） 

原疾患 

その他 14（17.9） 12（16.7） 11（14.9） 

a)：複数回答あり 
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静脈血栓塞栓症発現率 

 
エドキサバン 15mg 群 

（n=78） 
エドキサバン 30mg 群 

（n=72） 
エノキサパリン群 

（n=74） 

静脈血栓塞栓症発現率 
（例数） 

3.8％ 
（3 例） 

2.8％ 
（2 例） 

4.1％ 
（3 例） 

95％信頼区間（％） 1.3～10.7 0.8～9.6 1.4～11.3 

Fisher の直接確率計算法 P =1.000 − 

 

大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 

 
エドキサバン 15mg 群 

（n=89） 
エドキサバン 30mg 群 

（n=85） 
エノキサパリン群 

（n=87） 

大出血又は臨床的に重要な 
出血の発現率（例数） 

2.2％ 
（2 例） 

1.2％ 
（1 例） 

2.3％ 
（2 例） 

95％信頼区間（％） 0.6～7.8 0.2～6.4 0.6～8.0 

Fisher の直接確率計算法 P =1.000 － 

 

主な副作用発現状況（エドキサバン群もしくはエノキサパリン群の発現率が 5％以上） 

 
エドキサバン 15mg 群 

（n=89） 
エドキサバン 30mg 群 

（n=85） 
エノキサパリン群 

（n=87） 

発現例数（％） 16（18.0） 22（25.9） 46（52.9） 

発現件数 31 33 114 

副作用の種類 発現例数（％） 

 皮下出血 3（3.4） 3（ 3.5） 6（ 6.9） 

 ALT（GPT）増加 5（5.6） 4（ 4.7） 30（34.5） 

 AST（GOT）増加 2（2.2） 1（ 1.2） 20（23.0） 

 γ-GTP 増加 4（4.5） 11（12.9） 24（27.6） 

 尿中血陽性 2（2.2） 5（ 5.9） 3（ 3.4） 

 血中 ALP 増加 1（1.1） 3（ 3.5） 9（10.3） 

MedDRA/J V.11.1 

     
3）社内資料：人工股関節全置換術施行患者における後期第Ⅱ相試験成績 
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(5)検証的試験 

1) 無作為化並行用量反応試験 

人工膝関節全置換術（TKA）施行患者を対象とした無作為化二重盲検プラセボ対照用量比較試験（04）1) 

方法 

目  的 
人工膝関節全置換術（TKA）施行患者を対象とし、本剤のVTE予防効果の用量反応性の検証、プラセ

ボに対する優越性の検証及び安全性について、プラセボを対照とした無作為化二重盲検用量比較試験

により検討する。 

試  験 
デザイン 

多施設共同、無作為化、二重盲検、並行群間比較 

対  象 初めて TKA が施行される 20 歳以上 85 歳未満の片側 TKA 施行患者（国内） 

投与方法 

投与薬剤（例数：安全性評価対象例） 
・エドキサバン群 

エドキサバン 5mg 群（103 例） ：エドキサバン 5mg1 日 1 回経口投与 
エドキサバン 15mg 群（106 例） ：エドキサバン 15mg1 日 1 回経口投与 
エドキサバン 30mg 群（103 例） ：エドキサバン 30mg1 日 1 回経口投与 
エドキサバン 60mg 群（106 例） ：エドキサバン 60mg1 日 1 回経口投与 

・プラセボ群（102 例）：プラセボを 1 日 1 回経口投与 
投与期間（11～14 日間投与） 

主  な 
除外基準 

1. 出血性リスクの高い患者 
2. 血栓塞栓症のリスクが高い患者 
3. 体重が 40kg 未満の患者 
4. 血清クレアチニンが 1.5mg/dL を超える患者 

評価項目 

有効性＊：VTE 発現率 
安全性＊：大出血の発現率、及び臨床的に重要な出血の発現率 
＜解析方法＞ 

Cochran-Armitage検定（有意水準片側0.025）でVTE発現率の用量反応性を検証。 
Shirley-Williams 法（有意水準片側 0.025）を用いてプラセボ群との差が認められる用量群を検証。

＊：「Ⅴ.3. (1)臨床データパッケージ」【注釈】参照

安全性評価については、本剤 5、15、60mg 群も含めて解析評価対象とした。 

注：本剤の承認用量は 30mg である。 

結果 

患者背景は下表のとおりである。 

有効性では、主要評価項目である VTE 発現率はプラセボ群 48.3％（43/89）に対して、本剤 5mg 群 29.5％

（26/88）、15mg 群 26.1％（24/92）、30mg 群 12.5％（11/88）、60mg 群 9.1％（8/88）であり、用量

増加に伴って VTE 発現率は低下し、TKA 施行患者での VTE 予防効果に関する用量反応性が検証された

（Cochran-Armitage 検定、P <0.001）。さらに VTE 発現率のプラセボ群に対する優越性も本剤 5mg 群

から検証された（Shirley-Williams 法、P =0.005）。また、χ2 検定による 2 群比較では、本剤 5mg 群

と 15mg 群、30mg 群と 60mg 群の VTE 発現率に有意な差は認められず（χ2検定、それぞれ P =0.605、

P =0.466）、他の群間比較では有意差が認められた（χ2検定、P <0.001～P =0.021）。 

症候性 DVT は本剤 5mg 群で 1 例（1.1％）、近位 DVT は 30mg 群と 60mg 群で各 1 例（各 1.1％）、プラ

セボ群で 4 例（4.5％）に認められた。症候性 PTE、VTE に関連した死亡を含め死亡は認められなかった。

各群の症候性 DVT、近位 DVT の発現率に用量反応性は認められなかった（Cochran-Armitage 検定、

P =0.053）。 

安全性では、大出血又は臨床的に重要な出血の発現率は下表のとおりであり、用量増加に伴う発現率の上

昇は認められなかった（Cochran-Armitage検定、P =0.332）。大出血は本剤の60mg群の1例に認められ、

ヘモグロビン量が2g/dLを超えて低下した症例であった（創傷出血）。 

出血性イベント全体の発現率は、プラセボ群 9.8％（10/102）、本剤 5mg 群 10.7％（11/103）、15mg 群

18.9％（20/106）、30mg 群 19.4％（20/103）、60mg 群 24.5％（26/106）であり、用量増加に伴う発現率

の上昇が認められた（Cochran-Armitage 検定、P =0.001）。また、プラセボ群と本剤各群での発現率の比
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較の結果、60mg 群の発現率はプラセボ群よりも統計学的に有意に高く（χ2検定、P =0.005）、本剤群間で

の発現率の2群比較では、60mg群の発現率は5mg群よりも統計学的に有意に高かった（χ2検定、P =0.009）。 

発現率が5％以上の副作用発現状況は下表のとおりである。尿中血陽性の発現率は、用量増加により発現

率の上昇する傾向が認められた。その他の副作用では発現率と用量間で明確な関係は認められなかった。 

結論 

TKA 施行患者での VTE 発現率は、本剤 1 日 1 回 5mg、15mg、30mg、60mg の用量範囲で用量増加に伴い

低下したが、30mg 群と 60mg 群の VTE 発現率に統計学的な有意差は認められなかった。また、60mg 群で

はプラセボ群よりも出血性イベント発現率が高かった。以上より、TKA 施行患者での VTE 予防のための本

剤の用法・用量は 30mg1 日 1 回投与が適切であると考えられた。 

患者背景 

例数（％） 

エドキサバン  
 

プラセボ群

（n=89） 5mg 群 
（n=88）

15mg 群 
（n=92） 

30mg 群 
（n=88） 

60mg 群 
（n=88） 

男 21 (23.6) 21 (23.9) 18 (19.6) 19 (21.6) 19 (21.6) 性別 

女 68 (76.4) 67 (76.1) 74 (80.4) 69 (78.4) 69 (78.4) 

40 未満 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 

40 以上 50 未満 1 ( 1.1) 2 ( 2.3) 1 ( 1.1) 2 ( 2.3) 1 ( 1.1) 

50 以上 60 未満 6 ( 6.7) 7 ( 8.0) 3 ( 3.3) 6 ( 6.8) 6 ( 6.8) 

60 以上 70 未満 29 (32.6) 24 (27.3) 25 (27.2) 18 (20.5) 16 (18.2) 

70 以上 80 未満 50 (56.2) 50 (56.8) 54 (58.7) 48 (54.5) 57 (64.8) 

80 以上 3 ( 3.4) 5 ( 5.7) 9 ( 9.8) 14 (15.9) 8 ( 9.1) 

年齢（歳） 

mean（SD） 70.3 ( 6.5) 70.2 ( 7.7) 71.2 ( 7.0) 71.6 ( 8.1) 72.1 ( 7.0) 

40 以上 50 未満 8 ( 9.0) 14 (15.9) 20 (21.7) 9 (10.2) 15 (17.0) 

50 以上 60 未満 31 (34.8) 23 (26.1) 27 (29.3) 28 (31.8) 32 (36.4) 

60 以上 70 未満 29 (32.6) 38 (43.2) 29 (31.5) 37 (42.0) 23 (26.1) 

70 以上 80 未満 21 (23.6) 10 (11.4) 15 (16.3) 12 (13.6) 15 (17.0) 

80 以上 90 未満 0 ( 0.0) 3 ( 3.4) 1 ( 1.1) 2 ( 2.3) 3 ( 3.4) 

90 以上 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 

体重（kg） 

mean（SD） 61.4 ( 9.7) 60.2 ( 9.8) 58.6 (10.2) 61.0 ( 8.6) 59.6 (10.8) 

全身麻酔 62 (69.7) 61 (69.3) 63 (68.5) 64 (72.7) 63 (71.6) 

硬膜外麻酔 50 (56.2) 51 (58.0) 50 (54.3) 49 (55.7) 46 (52.3) 

麻酔方法 a) 

腰椎麻酔（脊椎麻酔） 53 (59.6) 51 (58.0) 58 (63.0) 51 (58.0) 56 (63.6) 

a)：複数回答あり 
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静脈血栓塞栓症発現率 

 

 

大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 

 
エドキサバン

5mg 群 
（n=103） 

エドキサバン

15mg 群 
（n=106） 

エドキサバン

30mg 群 
（n=103） 

エドキサバン

60mg 群 
（n=106） 

プラセボ群

（n=102）

大出血又は臨床的に重要な 
出血の発現率（例数） 

2.9％ 
（3 例） 

3.8％ 
（4 例） 

3.9％ 
（4 例） 

4.7％ 
（5 例） 

3.9％ 
（4 例） 

95％信頼区間（％） 1.0～8.2 1.5～9.3 1.5～9.6 2.0～10.6 1.5～9.7 

Fisher の直接確率計算法 
（vs プラセボ群） 

P =0.721 P =1.000 P =1.000 P =1.000 － 

Cochran-Armitage 検定 P =0.332 － 

 

主な副作用発現状況（エドキサバン群の発現率が 5％以上） 

 エドキサバン

5mg 群 
（n=103） 

エドキサバン

15mg 群 
（n=106） 

エドキサバン

30mg 群 
（n=103） 

エドキサバン

60mg 群 
（n=106） 

プラセボ群 
（n=102） 

発現例数（％） 31（30.1） 44（41.5） 42（40.8） 44（41.5） 27（26.5） 

発現件数 59 91 75 94 57 

副作用の種類 発現例数（％） 

 ALT（GPT）増加 4（ 3.9） 6（ 5.7） 5（ 4.9） 5（ 4.7） 5（4.9） 

 AST（GOT）増加 4（ 3.9） 6（ 5.7） 4（ 3.9） 3（ 2.8） 2（2.0） 

 血中 LDH 増加 12（11.7） 15（14.2） 14（13.6） 14（13.2） 9（8.8） 

 γ-GTP 増加 7（ 6.8） 10（ 9.4） 5（ 4.9） 10（ 9.4） 6（5.9） 

 尿中血陽性 2（ 1.9） 4（ 3.8） 5（ 4.9） 6（ 5.7） 1（1.0） 

 血小板数増加 7（ 6.8） 13（12.3） 9（ 8.7） 6（ 5.7） 4（3.9） 

 血中 ALP 増加 6（ 5.8） 10（ 9.4） 5（ 4.9） 8（ 7.5） 7（6.9） 

MedDRA/J V.10.1 

1）社内資料：人工膝関節全置換術施行患者における後期第Ⅱ相試験成績 
 

 

発現率（症例数）［95％信頼区間］ 

p<0.001 Cochran-Armitage 検定（用量依存性） 

p=0.005 Shirley-Williams 検定（5mg 群 vs プラセボ群） 

p<0.001 Shirley-Williams 検定（15,30,60mg 群 vs プラセボ群） 

 エドキサバン 5mg 群 エドキサバン 15mg 群 エドキサバン 30mg 群 エドキサバン 60mg 群 プラセボ群 

［95％信頼区間］ ［20.0～39.1］ ［17.1～35.1］ ［5.6～19.4］ ［3.1～15.1］ ［37.9～58.7］ 
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2) 比較試験 

a) 人工膝関節全置換術（TKA）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（J302）2) 

方法 

目  的 

人工膝関節全置換術（TKA）施行患者を対象とし、ダブルダミー法による無作為化二重盲検並行群

間比較試験により、本剤30mg1日1回投与のVTE予防効果について、エノキサパリン2000IU1日2
回投与に対する非劣性の検証を検討する。また、本剤30mg1日1回投与の安全性について、エノキ

サパリン2000IU1日2回投与と比較する。 

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）、並行群間比較 

対  象 
初めて TKA（片側 TKA）が施行される 20 歳以上 85 歳未満の患者（日本人、台湾人） 
（本試験で置換術を実施する患肢とは別の TKA 施行の既往のある患者も含めた。） 

投与方法 

投与薬剤（例数：安全性評価対象例） 
・エドキサバン群（354例）：エドキサバン30mg1日1回経口投与 
・エノキサパリン群（349例）：エノキサパリン2000IU1日2回皮下注射 
投与期間：11～14日間 

主  な 
除外基準 

1. 出血性リスクの高い患者 
2. 血栓塞栓症のリスクが高い患者 
3. 体重が 40kg 未満の患者 
4. 重度の腎障害（CLCR30mL/min 未満）のある患者 

評価項目 

有効性＊：VTE 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 
＜解析方法＞ 
VTE 発現率について、非劣性限界値を 5％として上乗せ法により Z 検定統計量を用いてエドキサバ

ン群のエノキサパリン群に対する非劣性を検証（有意水準片側 0.025）し、エドキサバン群の非劣

性が検証できた場合に限り、優越性について検証した（χ2検定、有意水準両側 0.05）。 
＊：「Ⅴ.3. (1)臨床データパッケージ」【注釈】参照

結果 

患者背景は下表のとおりである。 

有効性では、主要評価項目であるVTE発現率は、本剤群7.4％（22/299）、エノキサパリン群13.9％

（41/295）であり、発現率の群間差（本剤群の発現率−エノキサパリン群の発現率、以下同様）は−6.5％

（95％信頼区間（正規近似）−11.5％～−1.6％）であった。非劣性限界値5％をエノキサパリン群に

上乗せし、有意水準片側0.025でZ検定を行ったところ、本剤群がエノキサパリン群を有意に下回り

（P <0.001）、本剤群のエノキサパリン群に対する非劣性が検証された。またVTE発現率についての

非劣性が検証できたため、事前に計画していたとおりχ2検定によって群間比較を行ったところ（有意

水準両側0.05）、本剤群のVTE発現率は、エノキサパリン群よりも統計学的に有意に低く（P =0.010）、

エノキサパリン群に対する本剤群の優越性も示された。 

日本人集団のみでの VTE 発現率は、本剤群 7.3％（20/273）、エノキサパリン群 12.2％（33/270）で

あり、全体集団（本剤群 7.4％（22/299）、エノキサパリン群 13.9％（41/295））と一致した結果が

得られた。 

症候性PTE及びVTEに関連した死亡は認められなかった。無症候性DVTと症候性DVTの発現率は、

本剤群 7.4％（22/299）、エノキサパリン群 13.9％（41/295）、発現率の群間差は−6.5％（95％信頼

区間（スコア法）−11.6％～−1.6％）であり、エノキサパリン群に対して本剤群での発現率が有意に低

かった。また、症候性 DVT もしくは近位 DVT の発現率は本剤群 1.3％（4/299）、エノキサパリン群

0.7％（2/295）であった。 

安全性では、大出血又は臨床的に重要な出血の発現率は下表のとおりであり、投与群間に有意な差は

認められなかった。大出血は本剤群で 4 例に発現し、その内訳は、ヘモグロビン量が 2g/dL を超えて

低下した症例が 3 例、4 単位＊を超える輸血を必要とし、かつ、ヘモグロビン量が 2g/dL を超えて低下

した症例が 1 例であった。 
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発現率が 5％以上の副作用発現状況は下表のとおりである。 

結論 

TKA施行患者でのVTE抑制効果について、エノキサパリン2000IU1日2回皮下注射に対する本剤

30mg1日1回経口投与の非劣性及び優越性が検証された。本剤30mg1日1回経口投与に伴う出血及び重

篤な有害事象を含む他の有害事象の発現リスクは、エノキサパリン2000IU1日2回皮下注射と大きく変

わらないものと考えられる。従って、本剤30mg1日1回経口投与の有効性と安全性のバランスは、エノ

キサパリン2000IU1日2回皮下注射よりも優れていると考えられる。 

                                ＊：輸血の1単位は約200mL 

患者背景 
例数（％） 

  エドキサバン群 
（n=299） 

エノキサパリン群 
（n=295） 

男性  54（18.1）  66（22.4） 性別 

女性  245（81.9）  229（77.6） 

年齢（歳） mean（SD）  72.6（ 7.5）  72.1（ 7.8） 

40 以上 50 未満  54（18.1）  41（13.9） 

50 以上 60 未満  106（35.5）  97（32.9） 

60 以上 70 未満  82（27.4）  96（32.5） 

70 以上 80 未満  42（14.0）  48（16.3） 

80 以上  15（ 5.0）  13（ 4.4） 

体重（kg） 

mean（SD）  59.6（11.2）  60.7（10.4） 

50 未満  30（10.0）  35（11.9） 

50 以上 80 未満  167（55.9）  147（49.8） 

80 以上  102（34.1）  113（38.3） 

CLCR

（mL/min） 

mean（SD）  75.7（22.5）  77.3（25.3） 

変形性膝関節症  260（87.0）  257（87.1） 

関節リウマチ  32（10.7）  30（10.2） 

原疾患 

その他  7（ 2.3）  8（ 2.7） 

全身麻酔  222（74.2）  213（72.2） 

硬膜外麻酔  119（39.8）  124（42.0） 

腰椎麻酔（脊椎麻酔）  142（47.5）  143（48.5） 

その他  36（12.0）  38（12.9） 

麻酔方法 a) 

全身麻酔以外  77（25.8）  82（27.8） 

間欠的空気圧迫法 
（足底） 

 153（51.2）  156（52.9） 

間欠的空気圧迫法 
（下腿、大腿） 

 69（23.1）  72（24.4） 

理学療法 a) 

弾性ストッキング  185（61.9）  182（61.7） 

a：重複集計あり 
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静脈血栓塞栓症発現率 

 
 
 
大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 

 エドキサバン群（n=354） エノキサパリン群（n=349） 

大出血又は臨床的に重要な 
出血の発現率（例数） 

6.2％ 
（22 例） 

3.7％ 
（13 例） 

95％信頼区間（％） 4.1～9.2 2.2～6.3 

χ2検定 P =0.129 

 

主な副作用発現状況（エドキサバン群もしくはエノキサパリン群の発現率が 5％以上） 

 エドキサバン群（n=354） エノキサパリン群（n=349） 

発現例数（％） 135（38.1） 172（49.3） 

発現件数 236 396 

副作用の種類 発現例数（％） 

 皮下出血 22（6.2） 26（ 7.4） 

 ALT（GPT）増加 21（5.9） 86（24.6） 

 AST（GOT）増加 9（2.5） 82（23.5） 

 γ-GTP 増加 31（8.8） 60（17.2） 

MedDRA/J V.12.0 

 
2）社内資料：人工膝関節全置換術施行患者における第Ⅲ相試験成績 

 

発現率（症例数）［95％信頼区間］ 

＊： p＜0.001 Z 検定（非劣性、vs エノキサパリン群） 

 p=0.010 χ2 検定（優越性、vs エノキサパリン群） 

 エドキサバン群 エノキサパリン群 

［95％信頼区間］ ［4.9～10.9］ ［10.4～18.3］ 
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b) 人工股関節全置換術（THA）施行患者におけるエノキサパリンを対照とした多施設比較試験（J304）4) 

方法 

目  的 

人工股関節全置換術（THA）施行患者を対象とし、ダブルダミー法による無作為化二重盲検並行群

間比較試験により、本剤30mg1日1回投与のVTE予防効果について、エノキサパリン2000IU1日2
回投与に対する非劣性の検証を行う。本剤30mg1日1回投与の安全性について、エノキサパリン

2000IU1日2回投与と比較する。 

試  験 
デザイン 

多施設共同、無作為化、二重盲検（ダブルダミー）、並行群間比較 

対  象 初めて THA（片側 THA）が施行される 20 歳以上 85 歳未満の患者 

投与方法 

投与薬剤（例数：安全性評価対象例） 
・エドキサバン群（303例）：エドキサバン30mg1日1回経口投与 
・エノキサパリン群（301例）：エノキサパリン2000IU1日2回皮下注射 
投与期間：11～14 日間 

主  な 
除外基準 

1. 出血性リスクの高い患者 
2. 血栓塞栓症のリスクが高い患者 
3. 体重が 40kg 未満の患者 
4. 重度の腎障害（CLCR30mL/min 未満）のある患者 

評価項目 

有効性＊：VTE 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 
＜解析方法＞ 
VTE 発現率について、本剤群のエノキサパリン群に対する非劣性を、非劣性限界値 8％、有意水準

片側 0.025 で Farrington & Manning の方法により検証し、本剤群の非劣性が検証できた場合に限

り、本剤群とエノキサパリン群との群間差の 95％信頼区間の上限を評価すること（上限が 0 を下

回るか否か）により、本剤のエノキサパリン群に対する優越性を検証した（χ2 検定、有意水準片

側 0.05）。 
＊：「Ⅴ.3. (1)臨床データパッケージ」【注釈】参照

結果 

患者背景は下表のとおりである。 

有効性では、主要評価項目である VTE 発現率は、本剤群 2.4％（6/255）、エノキサパリン群 6.9％

（17/248）であり、非劣性限界値を 8％、有意水準を片側 0.025 として Farrington & Manning の検

定を行った結果、本剤群のエノキサパリン群に対する非劣性が検証された（P <0.001）。そのため、

事前に計画していたとおり、本剤群とエノキサパリン群の VTE 発現率の差の 95％信頼区間の上限を

確認した。本剤群とエノキサパリン群の発現率の群間差（本剤群の発現率―エノキサパリン群の発現

率）は−4.5％、差の 95％信頼区間は（−8.6％～−0.9％）で、95％信頼区間の上限が 0 を下回り、本剤

群のエノキサパリン群に対する優越性も検証された。 

症候性 DVT、症候性 PTE 及び VTE に関連した死亡は認められなかった。近位 DVT の発現率は、本

剤群 0.4％（1/255）、エノキサパリン群 0.8％（2/248）で、群間に有意な差は認められなかった（群

間差−0.4％、95％信頼区間 −2.5％～1.5％）。 

安全性では、大出血又は臨床的に重要な出血の発現率は下表のとおりであり、投与群間に有意な差は

認められなかった（χ2検定、P =0.475）。大出血は、本剤群では 2 例（皮下出血 1 例、創傷出血 1

例）に発現し、いずれも 2g/dL を超えるヘモグロビン量の低下を伴う臨床的に明らかな出血であった。

エノキサパリン群では大出血が 6 例（皮下出血 2、出血性関節症 1、出血性十二指腸潰瘍 2、創傷出血

1 例）に発現し、いずれも 2g/dL を超えるヘモグロビン量の低下を伴う臨床的に明らかな出血であり、

出血性関節症と創傷出血の各 1 例では 4 単位を超える輸血（貯血した自己血輸血を除く）を要する臨

床的に明らかな出血、出血性関節症 1 例はさらに再手術を要する出血であった。 

発現率が 5％以上の副作用発現状況は下表のとおりである。 

結論 

THA 施行患者での VTE 抑制効果について、エノキサパリン 2000IU1 日 2 回皮下注射に対する本剤
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30mg1 日 1 回経口投与の優越性が検証された。本剤 30mg1 日 1 回経口投与に伴う出血及び重篤な有

害事象を含む有害事象全般の発現リスクは、エノキサパリン 2000IU1 日 2 回皮下注射と大きく変わら

ないものと考えられる。 

従って、本剤 30mg1 日 1 回経口投与の有効性と安全性のバランスは、エノキサパリン 2000IU1 日 2

回皮下注射よりも優れていると考えられる。 

患者背景 
例数（％） 

  エドキサバン群 
（n=255） 

エノキサパリン群 
（n=248） 

男性  35（13.7）  36（14.5） 性別 

女性  220（86.3）  212（85.5） 

年齢（歳） mean（SD）  62.8（ 9.6）  62.8（ 9.7） 

40 以上 50 未満  54（21.2）  58（23.4） 

50 以上 60 未満  106（41.6）  99（39.9） 

60 以上 70 未満  64（25.1）  67（27.0） 

70 以上 80 未満  25（ 9.8）  15（ 6.0） 

80 以上  6（ 2.4）  9（ 3.6） 

体重（kg） 

mean（SD）  57.7（ 9.7）  57.0（ 9.6） 

50 未満  14（ 5.5）  7（ 2.8） 

50 以上 80 未満  93（36.5）  91（36.7） 

80 以上  148（58.0）  150（60.5） 

CLCR

（mL/min） 

mean（SD）  89.6（29.6）  88.9（26.5） 

変形性股関節症  226（88.6）  213（85.9） 

関節リウマチ  4（ 1.6）  10（ 4.0） 

原疾患 

その他  25（ 9.8）  25（10.1）  

全身麻酔  219（85.9）  218（87.9） 

硬膜外麻酔  123（48.2）  123（49.6） 

腰椎麻酔（脊椎麻酔）  109（42.7）  103（41.5） 

その他  14（ 5.5）  14（ 5.6） 

麻酔方法 a) 

全身麻酔なし  36（14.1）  30（12.1） 

間欠的空気圧迫法 
（足底） 

 137（53.7）  135（54.4） 

間欠的空気圧迫法 
（下腿、大腿） 

 120（47.1）  114（46.0） 

理学療法 a) 

弾性ストッキング  209（82.0）  201（81.0） 

a：重複集計あり 
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静脈血栓塞栓症発現率 

 
 
大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 

 エドキサバン群（n=303） エノキサパリン群（n=301） 

大出血又は臨床的に重要な 
出血の発現率（例数） 

2.6％ 
（8 例） 

3.7％ 
（11 例） 

95％信頼区間（％） 1.3～5.1 2.1～6.4 

χ2検定 P =0.475 
 
主な副作用発現状況（エドキサバン群もしくはエノキサパリン群の発現率が 5％以上） 

 エドキサバン群（n=303） エノキサパリン群（n=301） 

発現例数（％） 121（39.9） 177（58.8） 

発現件数 198 439 

副作用の種類 発現例数（％） 

 皮下出血 11（ 3.6） 18（ 6.0） 

 ALT（GPT）増加 25（ 8.3） 121（40.2） 

 AST（GOT）増加 13（ 4.3） 94（31.2） 

 γ-GTP 増加 38（12.5） 76（25.2） 

 尿中血陽性 19（ 6.3） 11（ 3.7） 

 血中 ALP 増加 12（ 4.0） 38（12.6） 

MedDRA/J V.12.0 

4）社内資料：人工股関節全置換術施行患者における第Ⅲ相試験成績 

発現率（症例数）［95％信頼区間］ 

＊：p＜0.001 非劣性限界値 8％と設定した Farrington & Manning 法（vs エノキサパリン群） 

発現率の群間差 －4.5％［ 95％信頼区間＝－8.6％～－0.9％］ 

 エドキサバン群 エノキサパリン群 

［95％信頼区間］ ［1.1～5.0］ ［4.3～10.7］ 
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c) 股関節骨折手術（HFS）施行患者におけるエノキサパリンを対照とした多施設共同試験（J303）5) 

方法 

目  的 
股関節骨折手術（HFS）施行患者を対象とし、本剤 30mg1 日 1 回を 11～14 日間投与した時の安

全性及び有効性を検討する。エノキサパリンをオープンラベルの参照薬として設定し、安全性及び

有効性について既承認類薬との位置関係を把握する。 

試  験 
デザイン 

多施設共同、無作為化、非盲検 

対  象 
大腿骨頸部内側骨折、又は大腿骨頸部外側（大腿骨転子部、転子下）骨折で 10 日以内に手術を施

行する 20 歳以上の患者（弾性ストッキング、間欠的空気圧迫装置等の理学療法の併用も可。） 

投与方法 

投与薬剤（例数：安全性評価対象例） 
・エドキサバン群（59例）：エドキサバン30mg1日1回経口投与 
・エノキサパリン群（29例）：エノキサパリン2000IU1日2回皮下注射 

（参考として設定した群（参照薬）であり、統計学的な比較対照群ではない。）

投与期間：11～14 日間 

主  な 
除外基準 

1. 出血性リスクの高い患者 
2. 血栓塞栓症のリスクが高い患者 
3. 体重が40kg未満の患者 
4. 重度の腎障害（クレアチニンクリアランス30mL/min未満）のある患者 

評価項目 

有効性＊：VTE 発現率 
安全性＊：大出血又は臨床的に重要な出血の発現率、出血性イベント（大出血、臨床的に重要な出

血、小出血）の発現率 
＊：「Ⅴ.3. (1)臨床データパッケージ」【注釈】参照 

結果 

患者背景は下表のとおりである。 

有効性では、VTE 発現率は下表のとおりで、本剤群 6.5％（3/46）、エノキサパリン群 3.7％（1/27）

であった。VTE の内訳は、いずれも遠位無症候性 DVT であり、症候性 PTE 及び症候性 DVT は認め

られなかった。 

安全性では、大出血又は臨床的に重要な出血の発現率は下表のとおりであった。大出血は本剤群 1 例

（胃腸出血）、エノキサパリン群 1 例（処置後血腫）に認められ、いずれもヘモグロビン量が 2g/dL

を超えて低下した症例であった。 

発現率が5％以上の副作用発現状況は下表のとおりである。 

結論 

大腿骨頸部内側骨折、又は大腿骨頸部外側（大腿骨転子部、転子下）骨折に対して、HFSが施行され

た患者での大出血又は臨床的に重要な出血の発現率及び出血性イベント（大出血、臨床的に重要な出

血、又は小出血）の発現率には、いずれも投与群間で明確な差は認められなかった。また、本剤群の

みに特異的な有害事象は認められなかった。血栓塞栓性イベント発現率にも、投与群間に明確な差は

認められなかった。 

以上の結果から、大腿骨頸部内側骨折、又は大腿骨頸部外側（大腿骨転子部、転子下）骨折に対して、

HFSが施行された患者での血栓塞栓性イベント発症抑制について、本剤30mg1日1回経口投与時の安

全性と有効性のバランスは、参照薬としたエノキサパリン2000IU1日2回皮下注射時と比較して大きな

違いはないと考えられた。 
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患者背景 
例数（％） 

  エドキサバン群 
（n=59） 

エノキサパリン群 
（n=29） 

年齢（歳） mean（SD）  76.5（11.0）  75.6（12.0） 

男性  11（18.6）  7（24.1） 性別 

女性  48（81.4）  22（75.9） 

体重（kg） mean（SD）  52.3（ 8.4）  55.1（10.0） 

50 未満  24（40.7）  8（27.6） 

50 以上 80 未満  23（39.0）  10（34.5） 

CLCR

（mL/min） 

80 以上  12（20.3）  11（37.9） 

全身麻酔  16（27.1）  3（10.3） 

硬膜外麻酔  0  0 

腰椎麻酔（脊椎麻酔）  45（76.3）  26（89.7） 

麻酔方法 a) 

その他  3（ 5.1）  0 

間欠的空気圧迫法 
（足底） 

 16（27.1）  8（27.6） 

間欠的空気圧迫法 
（下腿、大腿） 

 13（22.0）  7（24.1） 

理学療法 a) 

弾性ストッキング  47（79.7）  20（69.0） 

a：複数回答あり 

 

静脈血栓塞栓症発現率 

 エドキサバン群（n=46） エノキサパリン群（n=27） 

静脈血栓塞栓症発現率 
（例数） 

6.5％ 
（3 例） 

3.7％ 
（1 例） 

95％信頼区間（％）  2.2～17.5 0.7～18.3 

 

大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 
 エドキサバン群（n=59） エノキサパリン群（n=29） 

大出血又は臨床的に重要な 
出血の発現率（例数） 

3.4％ 
（2 例） 

6.9％ 
（2 例） 

95％信頼区間（％） 0.9～11.5 1.9～22.0 
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主な副作用発現状況（エドキサバン群もしくはエノキサパリン群の発現率が 5％以上） 

 エドキサバン群（n=59） エノキサパリン群（n=29） 

発現例数（％） 22（37.3） 11（37.9） 

発現件数 28 21 

副作用の種類 発現例数（％） 

 ALT（GPT）増加 0 3（10.3） 

 AST（GOT）増加 0 4（13.8） 

 γ-GTP 増加 2（3.4） 3（10.3） 

 尿中血陽性 4（6.8） 1（ 3.4） 

 処置後血腫 1（1.7） 2（ 6.9） 

MedDRA/J V.12.0  

5）社内資料：股関節骨折手術施行患者における第Ⅲ相試験成績 
 

3) 安全性試験 

該当資料なし 

＜参考＞長期投与について 

投与期間については、下肢整形外科手術施行患者に対して本剤を術後 14 日を超えて継続投与した成績は

ない。非弁膜性心房細動（non-valvular atrial fibrillation）患者を対象とした試験で、より長期（約 3

ヵ月）の投与により凝固線溶バイオマーカーへの効果が減弱することを示唆する成績はない。 

4) 患者・病態別試験 

該当資料なし 

＜参考＞特殊な病態（高齢者、低体重、腎機能障害、肝機能障害）患者における試験成績 

以下は、いくつかの臨床試験成績を併合し解析を行った結果である。 

国内又は台湾で実施した下肢整形外科手術施行患者対象の以下の試験（合計1099例）で、内訳は、国内

TKA後期第Ⅱ相試験1)（209例）、日台TKA第Ⅲ相試験2)（354例）、日台THA後期第Ⅱ相試験3)（174例）、

国内THA第Ⅲ相試験4)（303例）、国内HFS第Ⅲ相試験5)（59例）である。 

注）( )内は、本剤15mg投与例と30mg投与例の合計例数 

① 高齢者 

30mg群での副作用発現率について、75歳未満と75歳以上にサブグループ化した場合、年齢による差

は認められなかった。 

30mg群での大出血又は臨床的に重要な出血は、75歳未満3.1％（19/610例）、75歳以上6.1％（18/294

例）であった。 
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 副作用発現率 大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 

 

 

② 低体重 

30mg群での副作用発現率については、体重40kg以上50kg未満・50kg以上にサブグループ化した場合、

体重が軽い患者で発現率が高まる傾向は認められなかった。 

30mg群での大出血又は臨床的に重要な出血の発現率は、40kg以上50kg未満5.0％（9/179例）、50kg

以上3.9％（28/725例）であった。 

 

 副作用発現率 大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 

 

 

③ 腎機能障害患者 

30mg群での副作用発現率について、CLCR30mL/min以上50mL/min未満、50mL/min以上80mL/min

未満、80mL/min以上にサブグループ化した場合、腎機能の程度による差は認められなかった。 

30mg群での大出血又は臨床的に重要な出血の発現率は、CLCR30mL/min以上50mL/min未満9.3％

（8/86例）、50mL/min以上80mL/min未満5.0％（20/399例）、80mL/min以上2.1％（9/419例）であ

った。 

発
現
率 

40kg 以上 50kg 未満 

エドキサバン 15mg 群 

エドキサバン 30mg 群 

50kg 以上 

体重 

発
現
率 

40kg 以上 50kg 未満

エドキサバン 15mg 群 

エドキサバン 30mg 群 

50kg 以上 

体重 

発
現
率 

75 歳未満 

エドキサバン 15mg 群 

エドキサバン 30mg 群 

75 歳以上 

年齢 

発
現
率 

75 歳未満 

エドキサバン 15mg 群 

エドキサバン 30mg 群 

75 歳以上 

年齢 
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 副作用発現率 大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 

 
 

④ 肝機能障害患者 

国内又は台湾で実施した下肢整形外科手術施行患者対象試験では、AST又はALTが施設基準値上限の2

倍以上、もしくは総ビリルビンが施設基準値上限の1.5倍以上を示す肝機能障害者は除外したため、臨

床的に明らかな肝機能障害を有する患者での安全性に関する情報は得られていない。 

AST、ALT又は総ビリルビン値が施設基準値上限を上回っていた患者で肝機能異常発現率が高まるこ

とはなかった。 

(6)治療的使用 

1) 使用成績調査・特定使用成績調査（特別調査）・製造販売後臨床試験（市販後臨床試験） 

該当資料なし 

2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した試験の概要 

該当しない 

 

発
現
率 

30mL/min 以上 

50mL/min 未満 

エドキサバン 15mg 群 

エドキサバン 30mg 群 

CLCR 

エドキサバン 15mg 群 

エドキサバン 30mg 群 

発
現
率 

50mL/min 以上

80mL/min 未満

80mL/min 以上 30mL/min 以上

50mL/min 未満

CLCR 

50mL/min 以上 

80mL/min 未満 

80mL/min 以上



 Ⅵ．薬効薬理に関する項目 

 －33－

VI. 薬効薬理に関する項目 

1. 薬理学的に関連ある化合物又は化合物群 

フォンダパリヌクスナトリウム、エノキサパリンナトリウム 

 

2. 薬理作用 

(1)作用部位・作用機序 

静脈血栓は、血液凝固経路の 終産物であるフィブリンと赤血球を主体に構成されている。 

活性化血液凝固第Ⅹ因子（FXa）は、内因系（接触因子系）と外因系（組織因子系）の合流点に位置し、血栓

形成において重要な役割を果たしている。 

血液凝固経路における FXa の役割は、第Ⅱ因子（プロトロンビン）を活性化して活性化第Ⅱ因子（FⅡa、ト

ロンビン）を生成することであり、生成されたトロンビンはフィブリノゲンをフィブリンに変換する。1 分子

の FXa は 1 分間に 138 分子のトロンビンを生成し、FXa はプロトロンビンのほかにも、Ⅴ因子、Ⅶ因子、Ⅷ

因子、プロテイン C の活性化を行う。 

エドキサバンは in vitro でヒトの FXa を競合的かつ選択的に阻害した。トロンビンなど、他の凝固関連因子

のセリンプロテアーゼに対する阻害活性は弱かった 8)。 
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(2)薬効を裏付ける試験成績 

1) FXa 酵素阻害作用（in vitro）8) 

エドキサバントシル酸塩水和物はヒトの FXa を競合的に阻害した。 

ウサギ及びカニクイザルの FXa に対する Ki 値はヒト FXa に対する Ki 値（0.561nM）と大きな差はなか

ったが、ラット FXa に対する Ki 値はヒト FXa より約 10 倍大きかった。 

 

Xa 酵素阻害作用 

FXa 由来動物種 
濃度 

（U/mL） 
基質 

Ki 
（nM）

ヒト 0.005 S-2222 0.561 

ラット 0.025 S-2222 6.98 

ウサギ 0.005 S-2222 0.457 

カニクイザル 0.025 S-2222 0.715 

S-2222：N-benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-p-nitroaniline 

血液凝固機序

TF(組織因子) 

内因系 

ＦVIIa 

ＦIX

ＦIXa

ＦXIIa ＦXII 

ＦXI ＦXIa

ＦVIIIa

ＦVa

プロトロンビン 

ＦXIII

ＦXIIIa

：作用

血液凝固作用

外因系 

ＦXＦX 

トロンビン 

フィブリン 

（可溶性） 
フィブリノゲン 

フィブリン 

（不溶性） 

：活性化 

ＦXa

阻害

エドキサバン
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2) 選択的 FXa 阻害作用（in vitro）8) 

エドキサバントシル酸塩水和物はトロンビン及び活性化血液凝固第Ⅸ因子（FⅨa）を高濃度で抑制した。 

エドキサバントシル酸塩水和物の FXa 以外のセリンプロテアーゼに対する Ki 値は、FXa に対する Ki 値

（0.561nM、前項参照）より明らかに高かった。 
 
ヒトセリンプロテアーゼに対する阻害作用 

セリンプロテアーゼ 
濃度 

（U/mL） 
基質 

Ki 
（µM）

トロンビン 0.03 S-2238 6.00 

FⅨa 6.25 
Spectrozyme

fⅨa 41.7 

rFⅦa/sTF 2nM/ 
20nM 

Spectrozyme
fⅦa >100 

FXIa 0.25nM S-2366 >100 

トリプシン 0.3 S-2222 >100 

キモトリプシン 0.005 S-2586 >100 

プラスミン 0.004 S-2251 >100 

rtPA 750 S-2288 >100 

活性化プロテイン C 2.5nM S-2366 >100 

S-2238：H-D-phenylalanyl-L-pipecolyl-L-arginine-p-nitroaniline 
Spectrozyme fⅨa：methylsulfonyl-D-cyclohexylglycyl-glycyl-arginine-p-nitroanilide 
Spectrozyme fⅦa：methanesulphonyl-D-cyclohexylalanyl-butyl-arginine-p-nitroaniline 
S-2366：L-pyroglutamyl-L-prolyl-L-arginine-p-nitroaniline 
S-2222：N-benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-p-nitroaniline 
S-2586：3-carbomethoxypropionyl-L-arginyl-L-prolyl-L-tyrosine-p-nitroaniline 
S-2251：H-D-valyl-L-leucyl-L-lysine-p-nitroaniline 
S-2288：H-D-isoleucyl-L-prolyl-L-arginine-p-nitroaniline 

 

3) 抗凝固作用 8) 

エドキサバンは in vitro でヒト血漿におけるプロトロンビン時間（PT）、活性化部分トロンボプラスチン

時間（APTT）及びトロンビン時間（TT）を延長した。その凝固時間延長作用の強さは PT＞APTT＞TT

の順であった。 

 

凝固時間 2 倍延長濃度（µM） 
パラメータ 

ヒト 

PT 0.256 

APTT 0.508 

TT 4.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅵ．薬効薬理に関する項目  

 －36－

4) ラット各種血栓モデルにおける抗血栓作用 9) 

ラットの静脈血栓モデル、静脈うっ血血栓モデル、動静脈シャントモデル、及び組織因子誘発 DIC モデル 

において、エドキサバンは単回経口投与により用量依存的に血栓形成を抑制した。 

① ラット静脈血栓モデル 

エドキサバントシル酸塩水和物は用量依存的に血栓重量を減少させ、2.5mg/kg で有意な作用を示した。

FXa 活性は 0.5 及び 2.5mg/kg で有意に抑制された。PT は延長しなかった。以上より、ラット静脈血

栓モデルにおいてエドキサバントシル酸塩水和物は 2.5mg/kg の経口投与で有効であることが示された。 
 
ラット静脈血栓モデル 

群 
用量 

（mg/kg） 
血栓重量# 
（mg） 

FXa 活性 
（mOD/min） 

PT 
（sec） 

対照 0 2.45±1.08 7.595±0.135 19.0±0.3 

0.1 2.60±1.11 7.850±0.337 19.2±0.4 

0.5 1.91±0.58 6.429±0.340＊＊＊ 18.4±0.2＊ 
エドキサバン 

トシル酸塩水和物
2.5 0.73±0.59＊＊ 2.197±0.458＊＊＊ 18.7±0.4 

＊ p<0.05、＊＊ p<0.01、＊＊＊ p<0.001 Dunnett の多重比較検定（対照群との比較） 
# p<0.001 回帰分析（用量依存性） 
（mean±SD、n=8／群、mOD/min は 405nm で測定） 

 
② ラット静脈うっ血血栓モデル 

エドキサバントシル酸塩水和物は 0.5～12.5mg/kg で用量依存的かつ有意に血栓重量を減少させた。

FXa 活性は 2.5 及び 12.5mg/kg で有意に抑制された。PT は 12.5mg/kg で有意に延長した。以上より、

ラット静脈うっ血血栓モデルにおいてエドキサバントシル酸塩水和物は 0.5、2.5、及び 12.5mg/kg の

経口投与で有効であることが示された。 
 
ラット静脈うっ血血栓モデル 

群 
用量 

（mg/kg） 
血栓重量# 
（mg） 

FXa 活性# 
（mOD/min） 

PT 
（sec） 

対照 0 4.38±1.49 13.847±0.554 18.2±0.4 

0.5 2.03±1.39＊＊＊ 6.588±0.776 17.9±0.4 

2.5 0.71±0.81＊＊＊ 0.836±0.278＊＊ 20.6±1.9 
エドキサバン 

トシル酸塩水和物
12.5 0.58±0.46＊＊＊ 0.345±0.090＊＊＊ 24.0±1.0＊＊＊

＊＊ p<0.01、＊＊＊ p<0.001 パラメトリック又はノンパラメトリックDunnett の多重比較検定（対照群との比較） 
# p<0.001 回帰分析（用量依存性） 
（mean±SD、n=8／群、mOD/min は 405nm で測定） 

 
③ ラット動静脈シャントモデル 

エドキサバントシル酸塩水和物は 0.5～12.5mg/kg で用量依存的に血栓蛋白質量を減少させ、2.5 及び

12.5mg/kg で有意な作用を示した。FXa 活性もこの 2 用量で有意に抑制された。PT は 12.5mg/kg で有

意に延長した。以上より、ラット動静脈シャントモデルにおいてエドキサバントシル酸塩水和物は 2.5

及び 12.5mg/kg の経口投与で有効であることが示された 
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ラット動静脈シャントモデル 

群 
用量 

（mg/kg） 
血栓蛋白質量# 

（µg） 
FXa 活性 

（mOD/min） 
PT 

（sec） 

対照 0 577.4±176.9 7.284±0.159 18.3±0.3 

0.5 509.7±93.8 4.727±0.579 17.5±0.4 

2.5 338.6±148.8＊ 0.994±0.251＊＊ 18.4±0.9 
エドキサバン 

トシル酸塩水和物
12.5 269.0±47.5＊＊ 0.493±0.076＊＊＊ 21.3±1.5＊ 

＊p<0.05、＊＊ p<0.01、＊＊＊ p<0.001 Dunnett の多重比較検定（対照群との比較） 
# p<0.001 回帰分析（用量依存性） 
（mean±SD、n=6／群、mOD/min は 405nm で測定） 

 

④ ラット DIC モデル 

エドキサバントシル酸塩水和物は 0.1、0.5、及び 2.5mg/kg で ThromboplastinC Plus 静注後の血小板

の消費を用量依存的かつ有意に抑制した。Thrombin-antithrombin Ⅲ complex (TAT) 濃度の増加及

びフィブリノゲンの減少もすべての用量で有意に抑制された。FXa 活性は 0.5 及び 2.5mg/kg で有意に

抑制された。以上より、ラット DIC モデルにおいてエドキサバントシル酸塩水和物は 0.1、0.5、及び

2.5mg/kg の経口投与で有効であることが示された。 

 

ラット DIC モデル 

群 
用量 

（mg/kg） 
血小板数# 

（×104/µL） 
FXa 活性 

（mOD/min） 
TATd) 

（ng/mL） 
フィブリノゲン 
（mg/dL） 

シャム a) 0 64.6±4.0 8.572±0.357 3.4 202.2 

対照 0 39.8±2.5b) 8.689±0.447 290.5c) 124.4c) 

0.1 47.8±6.8＊ 8.387±0.333 173.1＊ 157.3＊＊ 

0.5 50.2±3.0＊＊ 6.125±0.565＊＊＊ 108.3＊＊＊ 182.8＊＊＊ 
エドキサバン 

トシル酸塩水和物
2.5 56.9±6.0＊＊＊ 1.517±0.294＊＊＊ 38.6＊＊＊ 197.4＊＊＊ 

a：Thromboplastin C Plus の代わりに生理食塩液を静脈内投与 
b：シャム群に対して p<0.001（Student’s t 検定） 
c：シャム群に対して p<0.001（Aspin-Welch t 検定） 
d：TAT(thrombin-antithrombin Ⅲ complex,トロンビン・アンチトロンビンⅢ 複合体) 
＊ p<0.05、＊＊ p<0.01、＊＊＊ p<0.001 Dunnett の多重比較検定（対照群との比較） 
# p<0.001 回帰分析（用量依存性） 
（mean±SD、n=6／群、mOD/min は 405nm で測定） 
 

⑤ ラット静脈血栓モデル（他剤との比較） 

ラット静脈血栓モデルにおいて、エドキサバントシル酸塩水和物及びエノキサパリンナトリウムはそれ

ぞれ単回経口及び単回皮下投与により、いずれも用量依存的な抗血栓作用を示した。エドキサバントシ

ル酸塩水和物は APTT に影響せずに PT を延長した。 
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ラット静脈血栓モデル（他剤との比較） 

群 用量 
血栓蛋白質量# 

（µg） 
PT# 

（sec） 
APTT$ 
（sec） 

対照 1a) 0mg/kg 128±35 18.4±0.3 19.0±0.7 

0.30mg/kg 87±19＊＊ 17.8±0.8 18.2±1.2 

1.0mg/kg 86±20＊＊ 18.8±0.6 19.2±2.2 
エドキサバン 

トシル酸塩水和物 
3.0mg/kg 49±26＊＊＊ 23.1±1.1＊＊ 18.3±1.3 

対照 2b) 0IU/kg 167±74 18.6±0.5 19.1±0.4 

100IU/kg 139±61 18.5±0.4 21.0±1.2 

300IU/kg 112±11 19.3±0.3 24.9±1.5＊＊ 
エノキサパリン 
ナトリウム 

1000IU/kg 46±39＊＊＊ 20.3±0.3＊＊＊ 44.8±5.8＊＊＊

a：0.5％メチルセルロースを経口投与 
b：生理食塩液を皮下投与 
＊＊ p＜0.01、＊＊＊ p＜0.001 パラメトリック又はノンパラメトリックDunnett の多重比較検定（各対照群との比較） 
# p＜0.001 Spearman の順位相関係数の検定（エドキサバントシル酸塩水和物及びエノキサパリンナトリウム共に用量依存性） 
$ p＜0.001 Spearman の順位相関係数の検定（エノキサパリンナトリウムのみ用量依存性） 
（mean±SD、n=8／群） 
 

5) 止血に及ぼす影響（ラット）10) 

ラット尾出血モデルにおいて、抗血栓用量よりも高い用量のエドキサバントシル酸塩水和物及びエノキサ

パリンナトリウムは出血時間を有意に延長した。出血時間 2 倍延長用量（BT2）とラットの静脈血栓モデ

ルにおける血栓形成 50％抑制用量（ED50）から算出した治療係数（BT2/ED50）は、エドキサバントシル

酸塩水和物が 10.5 より大きく、エノキサパリンナトリウムは 3.4 であった。 

 

治療係数 

被験物質 
血栓形成抑制作用 

（ED50） 
出血時間延長作用 

（BT2） 
治療係数 

（BT2/ED50） 

エドキサバン 
トシル酸塩水和物 

1.9mg/kg >20mg/kg >10.5 

エノキサパリン 
ナトリウム 

500IU/kg 1700IU/kg 3.4 

 

抗血栓効果 9)と出血時間延長作用の用量反応性をプロットすると、エドキサバンの両作用の乖離が大きい

ことが示された。 

 

抗血栓効果と出血時間延長作用の用量反応性 

 

抗
血
栓
効
果
（
％
阻
害
）
a) 

出
血
時
間
延
長
作
用
（
対
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
比
） 

抗
血
栓
効
果
（
％
阻
害
）
a) 

出
血
時
間
延
長
作
用
（
対
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
比
） 

エドキサバントシル酸塩水和物（mg/kg 経口投与） エノキサパリンナトリウム（IU/kg 皮下投与） 

mean 

a：抗血栓効果（％阻害）=［1−薬物投与による血栓蛋白質量／対照の血栓蛋白質量］×100 

抗血栓効果 （n=8） 

出血時間延長作用 （n=8） 

抗血栓効果 （n=8） 

出血時間延長作用 （n=8） 
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6) 血液凝固因子製剤による抗凝固作用のリバース（in vitro）11) 

健康成人から得られたヒト血漿にエドキサバントシル酸塩水和物（血漿中濃度 0、150、及び 300ng/mL）

を加え血液凝固因子抗体迂回活性複合体（血漿中濃度 0、0.15、0.5、及び 1.5U/mL）、血液凝固第Ⅸ因子

複合体（血漿中濃度 0、0.15、0.5、及び 1.5U/mL）、又は遺伝子組換え活性化血液凝固第Ⅶ因子（rFⅦa）

（血漿中濃度 0、100、300、及び 1000ng/mL）を添加し、HemosIL PT-fibrinogen HS PLUS とともに

37℃でインキュベートして PT を測定した。 

ヒト血漿でのエドキサバンによる in vitro PT 延長作用は、血液凝固因子抗体迂回活性複合体、血液凝固第

Ⅸ因子複合体及び遺伝子組換え活性化血液凝固第Ⅶ因子により抑制された。 

 

PT 延長に及ぼす血液凝固因子抗体迂回活性の影響 

 
b: p<0.001 Dunnett の多重比較検定（vs 対照群） 
c: p<0.001 Dunnett の多重比較検定（vs エドキサバントシル酸塩水和物単独群） 
（mean±SD、n=6/群） 

  

 

PT 延長に及ぼす血液凝固第Ⅸ因子複合体の影響 

 
a: p<0.05 Dunnett の多重比較検定（vs 対照群） 
b: p<0.001 Dunnett の多重比較検定（vs 対照群） 
c: p<0.001 Dunnett の多重比較検定（vs エドキサバントシル酸塩水和物単独群） 
（mean±SD、n=6/群） 

 

 

 

血液凝固第Ⅸ因子複合体 0U/mL 

血液凝固第Ⅸ因子複合体 0.15U/mL

血液凝固第Ⅸ因子複合体 0.5U/mL

血液凝固第Ⅸ因子複合体 1.5U/mL

エドキサバントシル酸塩水和物（ng/mL） 

（対照群） 

PT 

（sec） 

PT 

（sec） 

血液凝固因子抗体迂回活性 0U/mL 

血液凝固因子抗体迂回活性 0.15U/mL

血液凝固因子抗体迂回活性 0.5U/mL

血液凝固因子抗体迂回活性 1.5U/mL

エドキサバントシル酸塩水和物（ng/mL）

（対照群）
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PT 延長に及ぼす rFⅦa の影響 

 
b: p<0.001 Dunnett の多重比較検定（vs 対照群） 
c: p<0.001 Dunnett の多重比較検定（vs エドキサバントシル酸塩水和物単独群） 
（mean±SD、n=6/群） 

 
 

 

(3)作用発現時間・持続時間 12) 

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（プロトロンビン時間、活性化部

分トロンボプラスチン時間）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。 

 

投与後経過時間（h） 
 投与量 n

投与 
前日 0.5 1 1.5 2 4 8 12 24 48 

30mg 9 13.52 
(0.63) 

16.57
(1.65)

19.71
(2.27)

18.78
(1.99)

17.57
(2.29)

16.88
(1.17)

14.90 
(0.74) 

14.36 
(0.76) 

13.68
(0.57)

13.67
(0.47)PT 

（秒） 
プラセボ 15 13.63 

(0.65) 
13.81
(0.78)

13.78
(0.73)

13.83
(0.73)

13.81
(0.72)

13.90
(0.80)

13.63 
(0.71) 

13.89 
(0.87) 

13.70
(0.82)

13.65
(0.74)

30mg 9 34.21 
(2.90) 

39.84
(5.16)

44.29
(4.96)

43.06
(4.73)

42.56
(4.26)

41.54
(4.22)

37.81 
(3.37) 

36.90 
(3.25) 

35.51
(3.38)

34.29
(2.85)APTT 

（秒） 
プラセボ 15 36.07 

(1.95) 
36.47
(2.53)

36.87
(2.50)

36.71
(2.63)

37.17
(2.67)

37.53
(2.48)

36.42 
(2.82) 

38.39 
(3.47) 

36.34
(2.70)

36.06
(2.45)

算術平均値（SD） 
PT：プロトロンビン時間 APTT：活性化部分トロンボプラスチン時間 

 

rFVIIa 0ng/mL 

rFVIIa 100ng/mL 

rFVIIa 300ng/mL 

rFVIIa 1000ng/mL 

エドキサバントシル酸塩水和物（ng/mL） 

（対照群） 

PT 

（sec） 
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VII. 薬物動態に関する項目 

1. 血中濃度の推移・測定法 

(1)治療上有効な血中濃度 

該当資料なし 

(2)最高血中濃度到達時間 

下記「Ⅶ.1.(3) 1) ①単回投与」参照 

(3)臨床試験で確認された血中濃度 

1) 健康成人 

①単回投与 12,13) 

健康成人男性にエドキサバン 30mg を空腹時単回経口投与したときの血漿中濃度推移及び薬物動態パ

ラメータは以下のとおりであった。 

 

単回経口投与時の血漿中濃度推移（空腹時） 

 （mean±SD、n=34） 

 

単回経口投与時のエドキサバンの薬物動態パラメータ（空腹時） 

投与量 n 
Cmax 

（ng/mL） 
Tmaxa) 
（h） 

t1/2 
（h） 

AUC0-24h 
（ng・h/mL）

CL/F 
（L/ h） 

V/F 
（L） 

30mg 34 
218.9 

（34.1） 
1.0 

（0.5～3.0）
4.9 

（19.2） 
1,187.0 
（21.7） 

24.2 
（21.7） 

171.7 
（31.1） 

幾何平均値（幾何 CV％）、a：中央値（ 小値～ 大値）、ノンコンパートメント解析 

CL/F：見かけの全身クリアランス 

 

なお、健康成人 45 例にエドキサバン 30～150mg を単回経口投与したとき、Cmax及び AUC は概ね投

与量に比例して上昇した。 

 
注）本剤の承認用量は 30mg である。 
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②反復投与 14) 

健康成人男性 9 例にエドキサバン 120mg を第 1 日目に単回投与し、第 3 日から第 10 日に 1 日 1 回反

復経口投与したとき、蓄積性は認められなかった。 

 

反復経口投与時の血漿中濃度推移（食後） 

 

 

薬物動態パラメータ 

投与 
AUCtau 

（ng・h/mL） 
Cmax 

（ng/mL） 
Tmaxa) 
（h） 

t1/2 
（h） 

AUCtau 

（10 日目）／ 
AUCtau 

（1 日目） 

1 日目 4,178.58（13.6）  855.49（21.3） 1.00（1.00, 3.50） 6.84（30.0） 

10 日目 4,696.43（17.9） 1,035.67（34.7） 1.50（0.50, 4.00） 9.05（38.0） 
1.13（15.5） 

a：中央値（ 小値, 大値）       ノンコンパートメント解析、n=9、幾何平均値（幾何 CV％）  
AUCtau：反復投与時における投与間隔の血漿中濃度―時間曲線下面積 
 
注）本剤の承認用量は 30mg である。 

 

2) 下肢整形外科手術施行患者 

初めて人工膝関節全置換術（TKA）が施行される 20 歳以上 85 歳未満の患者、351 例にエドキサバンを

5､15､30､又は 60mg、もしくはプラセボを 1 日 1 回、11～14 日間経口投与し、血漿中濃度の推移を検討

した。エドキサバン投与 7 日目のトラフ時と投与 1～3 時間後及び投与終了日のトラフ時のいずれの時点

でも、血漿中濃度は概ね用量に比例して増加した。 
 
注）本剤の承認用量は 30mg である。 

 

血
漿
中
濃
度

（ng/mL） 

幾何平均値 

120mg1 日 1 回投与（n=9） 

時間（日） 
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血漿中濃度推移 

 
 

3) 高齢者 

該当資料なし 

＜参考：外国人データ＞ 

健康高齢男性（平均年齢 70 歳）9 例にエドキサバン 90mg を第 1 日目に単回投与し、第 3 日から第 10

日に 1 日 1 回反復経口投与したとき、健康成人男性と比較し AUCtauは 28％高値を示した。 
 
薬物動態パラメータ 

 投与 
AUCtau 

（ng・h/mL）
AUC0-inf 

（ng・h/mL）
Cmax 

（ng/mL）
Tmaxa) 
（h） 

t1/2 
（h） 

1 日目 
3,032 

（13.4） 
3,382 

（13.7） 
496 

（28.0） 
2.00 

（1.0, 3.5） 
10.4 

（17.8） 健康高齢男性 
（n=9） 

10 日目 
3,582 

（10.0） NC 
520 

（15.0） 
1.50 

（0.5, 3.5） 
11.7 

（19.0） 

1 日目 
2,549 

（14.7） 
2,735 

（16.3） 
537 

（26.0） 
1.00 

（0.5, 3.5） 
8.8 

（27.4） 健康成人男性 
（n=9） 

10 日目 
2,806 

（15.5） NC 
507 

（17.3） 
2.00 

（1.0, 2.5） 
9.2 

（30.5） 

NC = 計算せず                 ノンコンパートメント解析、n=9、幾何平均値（幾何 CV％） 

a：中央値（ 小値, 大値）                     AUC0-inf：無限大時間までの血漿中濃度―時間曲線下面積 

 
注）本剤の承認用量は 30mg である。 

血
漿
中
濃
度 

 エドキサバン 5mg 群 エドキサバン 15mg 群 エドキサバン 30mg 群 エドキサバン 60mg 群 

 （n＝86、86、85） （n＝89、89、90） （n＝87、87、85） （n＝86、87、84） 

治験薬投与開始 7 日目 治験薬投与前 

治験薬投与開始 7 日目 投与後 1～3 時間 

治験薬投与終了日 治験薬投与前 

mean±SD 
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4) 腎機能障害患者 

該当資料なし 

＜参考：外国人データ＞6) 

腎機能障害患者 24 例にエドキサバン 15mg を単回経口投与したとき、クレアチニンクリアランス（CLCR）

の低下に伴い t1/2の遅延と AUC0-infの上昇が認められた。 
 

腎機能障害患者における血漿中濃度推移 

 
 

腎機能障害患者に 15mg を単回経口投与したときの薬物動態パラメータ 

腎機能障害程度（CLCR: mL/min） 
パラメータ 

CLCR＞80 
80≧CLCR≧50

（軽度） 
50＞CLCR≧30
（中等度） 

30＞CLCR 
（高度） 

Cmax（ng/mL） 
81.2 

（31.7） 
104 

（46.7） 
108 

（38.5） 
87.4 

（34.1） 

C24h（ng/mL） 
2.34 

（28.1） 
3.44 

（62.5） 
5.90 

（38.4） 
6.88 

（36.2） 

AUC0-inf（ng・h/mL）
443 

（22.3） 
620 

（24.5） 
794 

（25.6） 
835 

（25.1） 

t1/2（h）a) 
8.60 

（3.83） 
8.15 

（2.82） 
9.44 

（2.12） 
16.9 

（10.4） 

CL/F（mL/min） 
564 

（22.3） 
403 

（24.5） 
315 

（25.6） 
299 

（25.1） 

CLr（mL/min） 
197 

（16.5） 
121 

（37.8） 
67.4ｂ) 

（37.8） 
32.5 

（49.3） 

幾何平均値（幾何 CV％）、n=8 
a)：算術平均値（SD） b)：n=7 
C24h：投与後 24 時間の血漿中濃度、CLr：腎クリアランス、CLCR：クレアチニンクリアランス 
 
注）本剤の承認用量は 30mg である。 

 

5) 肝機能障害患者 

該当資料なし 

＜参考：外国人データ＞15) 

軽度及び中等度の肝機能障害患者 16 例にエドキサバン 15mg を単回経口投与したとき、健康成人と比較

し薬物動態に大きな差異は認められなかった。 

 
注）本剤の承認用量は 30mg である。 

血
漿
中
濃
度 

投与後の時間 

健康成人 （n=8） 

軽度腎機能障害患者 （n=8） 

中等度腎機能障害患者 （n=8） 

高度腎機能障害患者 （n=8） 

 mean 

：定量限界（1ng/mL） 
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6) 閉経後／不妊手術後女性 

該当資料なし 

＜参考：外国人データ＞ 

エドキサバン 90mg1 日 1 回投与時の白人閉経後／不妊手術後女性での Cmax及び AUCtauは、健康成人男

性での成績と比較して、大きな差異はなかった。 
 
注）本剤の承認用量は 30mg である。 
 

7) 人種（外国人データ） 

中国人健康成人男性に対してエドキサバン 60mg1 日 2 回を投与した時の薬物動態パラメータは、日本人

健康成人男性と類似していることが示された。 

日本人と白人の単回投与時の各薬物動態パラメータを比較したところ、日本人及び白人ともに、Cmax と

AUC0-tは概ね用量に比例して上昇した。60～120mg の用量範囲での Cmax及び AUC0-48hの日本人に対す

る白人の比（白人／日本人）は、0.759～0.971 及び 0.853～1.006 であり、単位体重あたりの投与量で補

正すると Cmaxは日本人と白人で同程度であった。 
 
注）本剤の承認用量は 30mg である。 
 

(4)中毒域 

該当資料なし 

(5)食事･併用薬の影響 

1) 食事の影響 13) 

健康成人男性 34 例に食後に投与したとき Cmaxは 13％上昇したが、AUC に影響は認められなかった。 
 

血漿中濃度推移 

 
 

薬物動態パラメータ 

 
Cmax 

（ng/mL） 
Tmaxa) 

（h） 
t1/2 

（h） 
AUC0-24h 

（ng・h/mL） 

30mg 空腹時 
218.9 

（34.1） 
1.0 

（0.5～3.0） 
4.9 

（19.2） 
1,187.0 
（21.7） 

高脂肪食摂取後 
246.3 

（31.3） 
1.5 

（0.5～4.0） 
5.3 

（13.2） 
1,145.8 
（18.1） 

a：中央値（ 小値～ 大値） ノンコンパートメント解析、n=34、幾何平均値（幾何 CV％） 
 

血
漿
中
濃
度 

時間 

空腹時（n=34） 

高脂肪食摂取後（n=34） 

mean±SD 
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2) 併用薬の影響（「Ⅷ.7.(2)併用注意とその理由」参照） 

① エドキサバン 60mg と P 糖蛋白（P-gp）基質のジゴキシン 0.25mg を併用したとき、ジゴキシン及び

エドキサバンの薬物動態への影響はわずかであった。 

② P-gp 阻害作用を有する薬剤であるケトコナゾール、キニジン、ベラパミル、アミオダロン又はエリス

ロマイシンを併用したとき、エドキサバンの Cmax及び AUC は約 1.5～2 倍に上昇した。（外国人デー

タ） 
 
注）本剤の承認用量は 30mg である。 

 

(6)母集団（ポピュレーション）解析により判明した薬物体内動態変動要因 

母集団薬物動態解析の結果、見かけの全身クリアランスに対する CLCR及び人種（日本人を含むアジア人、白

人）、中心コンパートメントの見かけの分布容積に対する体重及び集団（下肢整形外科手術施行患者、健康

成人）、吸収速度定数に対する集団、並びに相対的バイオアベイラビリティに対する食事の有無がそれぞれ

影響を及ぼす共変量として選択された。 

 

2. 薬物速度論的パラメータ 

(1)コンパートメントモデル 

薬物動態成績の解析：ノンコンパートメントモデル 

母集団薬物動態解析：一次吸収過程と一次消失過程をもつ 2-コンパートメントモデル 

(2)吸収速度定数 

1.63 (6.5) h−1  [母集団薬物動態解析による推定値（相対標準誤差％）]      

(3)バイオアベイラビリティ 

該当資料なし 

＜参考：動物データ＞ 

ラットにエドキサバントシル酸塩水和物（0.3～1mg/kg）を単回経口投与後の絶対バイオアベイラビリティは、

38.9％～40.6％であり、用量による大きな変動はみられなかった。 

また、カニクイザルにエドキサバントシル酸塩水和物（0.3～1mg/kg）を単回経口投与後の絶対バイオアベイ

ラビリティは、53.6％～55.6％であった。 

(4)消失速度定数 

0.14081 (19.2) h−1  [幾何平均値（幾何 CV％）] （健康成人男性に 30mg 空腹時単回投与、n=34） 

(5)クリアランス 

「Ⅶ.1.(3) 1) ①単回投与」参照 

(6)分布容積 

「Ⅶ.1.(3) 1) ①単回投与」参照 

(7)血漿蛋白結合率 

該当資料なし 

＜参考：外国人データ＞ 

健康成人男性 18 例にエドキサバン 90mg 及び 120mg を単回経口投与したとき、投与 2、6、及び 12 時間後

の ex vivo 血漿蛋白結合率は 40.0～58.9％であった。 

 

3. 吸 収 

(1)吸収部位 

上部消化管 
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(2)吸収率 

該当資料なし 

＜参考：動物データ＞ 

「Ⅶ. 2. (3)バイオアベイラビリティ」参照 

 

4. 分 布 

(1)血液－脳関門通過性 

該当資料なし 

＜参考：動物データ＞ 

「Ⅶ.4.(5)＜参考：動物データ＞」参照 

(2)血液－胎盤関門通過性 

該当資料なし 

＜参考：動物データ＞ 

一晩絶食した妊娠 13 及び 18 日目のラット（測定時点ごとに 3 例）に 14C-エドキサバントシル酸塩水和物

3mg/kgを単回経口投与し、投与 0.5、24、48時間後に親ラット及び胎児の各組織における放射能をLSC（liquid 

scintillation counting：液体シンチレーション計測）法により測定した結果、14C-エドキサバントシル酸塩水

和物を妊娠ラットに単回経口投与後、放射能は胎盤を通過し、胎児へ分布することが示された。 
 
妊娠ラットの組織中放射能濃度 

組織中放射能濃度（ng eq./g or ng eq./mL） 

妊娠13日目 妊娠18日目 組 織 

0.5h 24h 48h 0.5h 24h 48h 
血漿（親動物） 519.96  9.45  4.59 682.74  9.60  4.41 

血液（親動物） 593.90  8.97  4.60 825.74  7.72  3.92 

子宮（親動物） 529.37 38.49 15.66 694.05 25.54 22.20 

卵巣（親動物） 492.11 19.99 14.84 620.69 16.97 12.83 

胎盤（親動物） 967.90 65.56 15.58 1,071.25 40.68 24.08 

卵黄嚢液（親動物）  28.36  6.75  2.96 NA NA NA 

羊水（親動物） NA NA NA  19.43 10.90  7.58 

胎児  67.53 13.13 12.95 113.60 11.67  9.58 

血液（胎児） NA NA NA 109.94  9.64  7.94 

脳（胎児） NA NA NA  39.56  7.46  5.82 

心臓（胎児） NA NA NA 158.86 13.65  8.59 

肺（胎児） NA NA NA 153.08 14.99 10.28 

肝臓（胎児） NA NA NA 226.83 22.37 12.65 

腎臓（胎児） NA NA NA 160.58 16.72 12.01 
mean、n=3／各時点 
NA：該当せず 
 

(3)乳汁への移行性 

該当資料なし 

＜参考：動物データ＞ 

授乳期のラット 3 例に 14C-エドキサバントシル酸塩水和物 3mg/kg を単回経口投与し、投与 1、2、4、6、8、

24、48 時間後に乳汁中における放射能濃度を測定した。14C-エドキサバントシル酸塩水和物投与 1 時間後の

乳汁中の放射能濃度は 894.20ng eq./mL であり、以降経時的に減衰した。一方、投与 1 時間後の母体血漿中

の放射能濃度は 321.26ng eq./mL であり、以降経時的に減衰した。いずれの採取時点においても乳汁中放射

能濃度は血漿中放射能濃度よりも高く、放射能は乳汁中へ移行した。 
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(4)髄液への移行性 

該当資料なし 

(5)その他の組織への移行性 

該当資料なし 

＜参考：動物データ＞ 

一晩絶食したアルビノラット（各時点 3 例）に 14C-エドキサバントシル酸塩水和物 3mg/kg を単回経口投与

し、投与 1、4、8、24、72 及び 168 時間後における放射能の組織中分布を LSC 法により測定した。摘出組

織中放射能濃度は、大腸を除き、投与 1 時間後に 高値を示した。組織中放射能濃度の 高値は小腸、胃、

膀胱、腎臓及び肝臓中で高く、血漿中の 6～24 倍を示した。脳中放射能濃度の 高値は非常に低く、血漿中

の 0.05 倍であった。 
 
摘出組織中放射能濃度 

組織中放射能濃度（ng eq./g or ng eq./mL） 
組 織 

1h 4h 8h 24h 72h 168h 

血漿 329.6 64.6 33.8 4.0 1.5 0.0 

血液 337.8 71.8 33.7 4.2 2.1 0.5 

大脳 16.4 6.5 3.4 1.2 1.5 0.4 

小脳 17.3 7.5 4.1 1.4 1.4 1.0 

下垂体 1,148.8 239.0 99.7 5.6 0.0 0.0 

眼球 102.8 28.4 13.2 2.1 1.5 0.9 

ハーダー腺 1,146.8 220.1 92.0 18.3 7.8 2.4 

甲状腺 617.2 176.6 99.3 33.8 26.4 10.2 

気管 326.8 74.8 40.0 12.0 6.6 0.0 

顎下腺 864.2 205.7 88.6 11.0 6.0 3.0 

顎下リンパ節 581.1 119.4 62.2 11.1 4.7 2.2 

胸腺 579.5 115.5 49.5 9.1 6.5 2.1 

心臓 435.0 98.5 51.1 9.6 5.7 2.6 

肺 594.2 161.4 75.8 14.8 8.9 3.2 

肝臓 2,059.1 494.0 224.2 28.4 16.7 6.3 

腎臓 2,147.0 458.9 188.4 21.5 12.1 5.9 

副腎 836.8 194.4 87.6 16.3 11.5 1.4 

脾臓 1,037.6 213.1 112.0 19.5 8.2 3.1 

膵臓 1,052.5 181.1 72.7 10.9 5.9 2.7 

白色脂肪組織 112.1 24.0 10.2 2.9 3.3 2.6 

褐色脂肪組織 373.2 84.0 40.3 12.5 10.7 5.5 

骨格筋 341.7 68.9 30.1 4.3 2.9 2.0 

皮膚 470.8 236.4 136.5 20.0 15.8 5.6 

骨髄 669.7 174.3 80.1 23.3 7.7 1.2 

大動脈 809.5 131.0 49.0 6.4 2.6 0.0 

精巣 138.9 93.4 35.3 6.9 3.7 1.5 

精巣上体 456.1 143.2 59.7 12.0 5.1 2.1 

前立腺 559.9 283.0 80.4 10.3 4.6 1.7 

膀胱 2,475.4 1,288.3 292.8 23.8 4.5 1.2 

胃 2,816.0 379.6 92.6 28.6 9.9 4.2 

小腸 8,019.3 2,075.2 300.0 44.0 7.3 3.6 

大腸 868.6 1,593.7 3,676.1 111.3 7.8 4.9 

mean、n=3／各時点 
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5. 代 謝 

(1)代謝部位及び代謝経路 

ヒトにおけるエドキサバンの代謝物及び推定代謝経路 

 

 
 

(2)代謝に関与する酵素（CYP450 等）の分子種 

エドキサバンの一部は CYP3A4 で代謝されることが示された（上記「Ⅶ.5.(1) 代謝部位及び代謝経路」参照）。 

エドキサバンは臨床用量で想定される血漿中濃度で主要なヒト CYP 分子種を阻害あるいは誘導しなかった。

エドキサバンは P 糖蛋白（P-gp）の基質であることが示唆された。（in vitro 試験データ） 

(3)初回通過効果の有無及びその割合 

該当資料なし 

(4)代謝物の活性の有無及び比率 

エドキサバントシル酸塩水和物及び代謝物 M-4 のヒト及びラット FXa に対する阻害活性は同程度であり、

M-4 は活性代謝物であることが示された。また、エドキサバントシル酸塩水和物及び M-4 のヒト及びラット

血漿における抗凝固作用は、同程度であった。 

(5)活性代謝物の速度論的パラメータ 

活性代謝物 M-4 の薬物動態パラメータ 

 n 
Cmax 

（ng/mL） 
Tmaxa) 

（h） 
t1/2 

（h） 
AUC0-24h 

（ng・h/mL） 

30mg 空腹時 34 
21.33 

（54.1） 
2.0 

（1.0～4.0）
5.54 

（19.4） 
133.2 

（45.5） 

a：中央値（ 小値～ 大値） ノンコンパートメント解析、n=34、幾何平均値（幾何 CV％） 
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6. 排 泄 

(1)排泄部位及び経路 

下記「Ⅶ.6.(2) マスバランス試験」参照 

(2)排泄率 

日本人健康成人男性 45 例にエドキサバン 30～150mg を空腹時単回経口投与し、尿中排泄率を検討した。 

エドキサバン投与後 48 時間までの未変化体累積尿中排泄率（平均値）は、32.9～35.0％であった。また、 

CLr（平均値）は、192.0～230.9mL/min であった。 

 
注）本剤の承認用量は 30mg である。 

 

＜参考：外国人データ＞ 

マスバランス試験 

白人健康成人男性 6 例に 14C-エドキサバン 60mg を単回経口投与し、マスバランスを検討した。総放射活 

性は、投与後 168 時間までに投与量の 97.6％（平均値、以下同様）が排泄され、そのうち糞中に投与量の 

62.2％、尿中に投与量の 35.4％が排泄された。尿中及び糞中での総放射活性は主にエドキサバン未変化体 

であり、糞中 53.4％（投与後 144 時間）、尿中 23.8％（投与後 48 時間）であった。 

代謝物の総排泄量は 10％以下であった。 

 
注）本剤の承認用量は 30mg である。 

 

(3)排泄速度 

上記「Ⅶ.6.(2)排泄率」参照 

 

7. 透析等による除去率 

該当資料なし 
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VIII. 安全性（使用上の注意等）に関する項目 

1. 警告内容とその理由 

【 警  告 】 

脊椎・硬膜外麻酔あるいは腰椎穿刺等との併用により、穿刺部位に血腫が生じ、神経の圧迫による麻痺があ

らわれるおそれがある。併用する場合には神経障害の徴候及び症状について十分注意し、異常が認められた

場合には直ちに適切な処置を行うこと。（「用法・用量に関連する使用上の注意」の項参照） 

解説： 人工関節置換術等の下肢整形外科手術では、脊椎・硬膜外麻酔を使用する患者が多いことが予想される。

抗凝固療法と脊椎･硬膜外麻酔、あるいは腰椎穿刺等との併用時に注意すべき副作用として脊髄硬膜外血

腫があり16)、その発症頻度はまれであるが、不可逆的な神経学的後遺症を残すおそれがある。特に出血の

リスクの高い患者では、術者、麻酔科医、患者が話し合い、安全性や有効性について脊椎麻酔や硬膜外

麻酔以外の麻酔方法と比較検討することが重要である注 1)。 

 国内又は台湾で実施した下肢整形外科手術施行患者を対象とした臨床試験 1～5)においては、硬膜外カテー

テルを本剤の初回投与の少なくとも 2 時間前までに抜去することと定めていた。また、硬膜外カテーテ

ル留置中に本剤を投与した症例や本剤の初回投与後に硬膜外カテーテルを留置した症例はない。そのた

め、やむを得ず本剤と脊椎・硬膜外麻酔あるいは腰椎穿刺等を併用する場合には、神経障害の徴候及び

症状について十分注意し、異常が認められた場合には直ちに適切な処置を行うこと。 

 なお、本剤投与とカテーテル抜去のタイミング等については「Ⅴ.2.＜用法・用量に関連する使用上の注

意＞」の項もあわせて参照のこと。 
注 1）肺血栓塞栓症／深部静脈血栓症（静脈血栓塞栓症）予防ガイドライン作成委員会. 肺血栓塞栓症/深部静脈血栓症（静脈血栓

塞栓症）予防ガイドライン（第 1 版）. メディカルフロントインターナショナルリミテッド. 2004 

 

2. 禁忌内容とその理由（原則禁忌を含む） 

【禁忌】（次の患者には投与しないこと） 

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

2. 出血している患者（頭蓋内出血、後腹膜出血又は他の重要器官における出血等）［出血を助長するおそれ

がある。］ 

3. 高度の腎機能障害（クレアチニンクリアランス 30mL/min 未満）のある患者［使用経験が少ない。また、

静脈血栓塞栓症発症抑制効果を上回る出血のリスクを生じるおそれがある。］ 

4. 急性細菌性心内膜炎の患者［血栓剥離に伴う血栓塞栓様症状を呈するおそれがある。］ 

解説： 1. 本剤の成分（有効成分又は添加物）に対し過敏症の既往歴のある患者に本剤を投与した場合、より重

篤な副作用が発現するおそれがあるので、本剤を投与しないこと。 

 2. 本剤は抗凝固剤であり、出血している患者に本剤を投与した場合にその出血を助長する可能性が考え

られる。頭蓋内出血、後腹膜出血又は他の重要器官で出血している患者には、本剤を投与しないこと。 

 3. 高度の腎機能障害（クレアチニンクリアランスが 30mL/min 未満）のある患者での使用経験が少ない

ため、得られるベネフィットに対し許容できないリスクが伴う可能性も想定される。高度の腎機能障

害のある患者には、本剤を投与しないこと。「Ⅶ.1.(3) 4)腎機能障害患者」参照。 

 4. 急性細菌性心内膜炎は、感染により心内膜や弁膜に菌塊が混入した血栓が形成される疾患で、抜歯や

カテーテル処置などが契機となることがある。急性細菌性心内膜炎の患者に本剤を投与すると、血栓

が遊離して血栓塞栓症を引き起こす可能性がある。急性細菌性心内膜炎の患者には、本剤を投与しな

いこと。 
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3. 効能又は効果に関連する使用上の注意とその理由 

該当しない 

 

4. 用法及び用量に関連する使用上の注意とその理由 

「Ⅴ. 2. 用法及び用量」参照 

 

5. 慎重投与内容とその理由 

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること） 

(1) 出血する可能性が高い患者（出血傾向のある患者、消化管潰瘍の患者、頭蓋内出血後又は脳脊髄や眼の

手術後日の浅い患者等）［出血を生じるおそれがある。］ 

(2) 高度の肝機能障害のある患者［凝固因子の産生が低下していることがあるので、出血の危険性が増大す

るおそれがある。］ 

(3) 腎機能障害のある患者［本剤は腎臓を介して排泄されるので、血中濃度が上昇し、出血の危険性が増大

するおそれがある（「用法・用量に関連する使用上の注意」及び「薬物動態」の項参照）。］ 

(4) 高齢者（「高齢者への投与」の項参照） 

(5) 体重 40kg 未満の患者［国内臨床試験において使用経験がない。低体重の患者では出血の危険性が増大す

るおそれがある。］ 

解説： (1) 本剤は抗凝固剤であり、出血する可能性が高い患者に本剤を投与した場合に、出血を生じる可能性が

考えられる。出血傾向のある患者、消化管潰瘍の患者、頭蓋内出血後又は脳脊髄や眼の手術後日の浅

い患者等、出血する可能性が高い患者に本剤を使用する場合は、出血に十分注意しながら慎重に投与

すること。なお、出血している患者（頭蓋内出血、後腹膜出血又は他の重要器官における出血等）に

は投与しないこと。 

 (2) 高度の肝機能障害のある患者は、凝固因子の産生が低下し、出血の危険性が増大する可能性がある。

高度の肝機能障害のある患者に本剤を使用する場合は、出血に十分注意しながら慎重に投与すること。 

 (3) 「Ⅴ.2.＜用法・用量に関連する使用上の注意＞」第 5 項参照。なお、高度の腎機能障害（クレアチニ

ンクリアランスが 30mL/min 未満）の患者には投与しないこと。 

 (4) 「Ⅷ.9.高齢者への投与」参照。 

 (5) 40kg 未満の患者での本剤の使用経験がなく、安全性に関する情報は得られていない。母集団薬物動

態解析の結果、体重は本剤の 高血漿中濃度（Cmax）に影響することが示唆されており、体重が軽い

場合には、出血の危険性が増大する可能性がある。体重 40kg 未満の患者に本剤を使用する場合は、

出血に十分注意しながら慎重に投与すること。「Ⅶ.1.(6)母集団（ポピュレーション）解析により判

明した薬物体内動態変動要因」参照。 

 

6. 重要な基本的注意とその理由及び処置方法 

2. 重要な基本的注意 

(1) 本剤の使用にあたっては、観察を十分に行い、出血又は出血の増悪がみられた場合には投与を中止する

こと（「副作用」の項参照）。 

(2) 出血等の副作用を生じることがあるので、必要に応じて血算（ヘモグロビン値及び血小板数）及び便潜

血検査等の臨床検査を実施することが望ましい（「副作用」の項参照）。 

解説： (1) 本剤を投与する際に も注意しなければならない副作用は出血である。本剤の使用にあたっては、

個々の患者の出血リスク（出血する可能性が高い患者、高度の肝機能障害のある患者、腎機能障害の
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ある患者、低体重の患者等）、及び患者の年齢や手術後の状態を考慮し、臨床状態を十分に観察する

こと。出血又は出血の増悪がみられた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと注 1)。「Ⅷ. 

8.副作用」参照。 

 (2) 本剤を投与する際に も注意しなければならない副作用は出血である。本剤の使用にあたっては、必

要に応じて血算（ヘモグロビン値及び血小板数）及び便潜血検査等の臨床検査の実施を考慮すること。

「Ⅷ.8.副作用」参照。 

注 1）厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル 出血傾向 平成 19 年 6 月 

 

7. 相互作用 

(1)併用禁忌とその理由 

該当しない 

(2)併用注意とその理由 

3. 相互作用 

併用注意（併用に注意すること） 

薬剤名等 臨床症状・措置方法 機序・危険因子 

抗凝固剤 
ヘパリンナトリウム、ワルファリン

カリウム、エノキサパリンナトリウ

ム、フォンダパリヌクスナトリウム

等 

血小板凝集抑制作用を有する薬剤 
アスピリン、ジピリダモール、チク

ロピジン塩酸塩、クロピドグレル硫

酸塩、非ステロイド性消炎鎮痛剤等 

血栓溶解剤 
ウロキナーゼ、t-PA 製剤等 

これらの薬剤との併用により、出

血の危険性を増大させるおそれ

がある。併用する場合には、患者

の状態を十分に観察するなど注

意すること。 

相互に抗血栓作用を増強するこ

とが考えられる。 

P 糖蛋白阻害作用を有する薬剤 
キニジン硫酸塩水和物、ベラパミル

塩酸塩、アミオダロン塩酸塩、エリ

スロマイシン、イトラコナゾール等 

本剤の血中濃度を上昇させ、出血

の危険性を増大させるおそれが

ある。併用する場合には、本剤

15mg1 日 1 回に減量することを

考慮すること。 

消化管の P 糖蛋白を阻害するこ

とにより、本剤のバイオアベイ

ラビリティを上昇させると考え

られる。 

 
解説： 

抗凝固剤、血小板凝集抑制作用を有する薬剤、血栓溶解剤 

これらの薬剤との併用は、相互に抗血栓作用を増強すると考えられる。これにより、出血の危険性を増大させる

おそれがあるので、本剤との併用には注意が必要である。 

＜参考＞ 

アスピリン［低用量（100mg）及び高用量（325mg）］との相互作用（外国人データ） 

外国人健康成人 36 例（各群 6 例）に、アスピリン 100mg と本剤 60mg を 1 日 1 回 5 日間併用反復経口投与、

アスピリン 100mg を 1 日 1 回 5 日間単独反復経口投与、及び本剤 60mg を 1 日 1 回 5 日間単独反復経口投与、

の 3 種類の投与法を 6 通りの順序で投与する 6 群 3 期クロスオーバー試験を実施した（休薬期間：17 日間）。 

各投与での投与 1 日目の投与前値に対する投与 5 日目の投与後の出血時間は、本剤とアスピリンの併用では 2.0

倍であり、本剤及びアスピリンの単独投与では、それぞれ 1.2 及び 1.5 倍であった。併用時の安全性のプロフィ

ールに単剤投与時のプロフィールと差はなかった。 

外国人健康成人 56 例（各コホート 28 例）に、コホート 1 ではアスピリン 325mg と本剤 60mg を 1 日 1 回 5

日間併用反復経口投与、及びアスピリン 325mg を 1 日 1 回 5 日間単独反復経口投与、コホート 2 ではアスピリ

ン 325mg と本剤 60mg を 1 日 1 回 5 日間併用反復経口投与、及び本剤 60mg を 1 日 1 回 5 日間単独反復経口投
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与する各コホート 2 群 2 期のクロスオーバー試験を実施した（休薬期間：14 日間）。 

投与 1 日目の投与前値に対する投与 5 日目の投与後の出血時間は、本剤とアスピリンの併用では 1.8～2.0 倍で

あり、本剤及びアスピリンの単独投与では、それぞれ 1.4 及び 1.3 倍であった。本剤はアスピリンによる血小板

凝集に影響を及ぼさなかった。安全性についても、併用投与時の忍容性が確認された。 
 
注：本剤の承認用量は 30mg である。 
 

P 糖蛋白阻害作用を有する薬剤 

P 糖蛋白阻害作用を有する薬剤との併用は、消化管の P 糖蛋白を阻害することにより本剤のバイオアベイラビリ

ティを上昇させると考えられる。これにより、本剤の Cmax及び AUC は約 1.5～2 倍に上昇し（下表、外国人デ

ータ）、出血の危険性を増大させるおそれがあるので、本剤との併用には注意が必要である。併用する場合には、

本剤 15mg1 日 1 回に減量することを考慮すること。 

なお、海外臨床試験では薬物相互作用の検討にケトコナゾールを使用したが、本邦では外用薬のみの承認である 

ため、代表的な同系統薬剤であるイトラコナゾールを記載した（下表で、ケトコナゾール＋は経口投与時のデー 

タである）。 
 
本剤の Cmax及び AUC の P 糖蛋白阻害剤併用投与時と本剤単独投与時の比（外国人データ） 

P 糖蛋白阻害剤 Cmax AUC 

ケトコナゾール+ 1.89 (1.68, 2.12) 1.87 (1.76, 1.98) 

キニジン 1.85 (1.65, 2.08) 1.77 (1.65, 1.89) 

ベラパミル 1.53 (1.34, 1.76) 1.53 (1.41, 1.65) 

アミオダロン 1.66 (1.46, 1.88) 1.40 (1.34, 1.46) 

エリスロマイシン 1.68 (1.50, 1.89) 1.85 (1.75, 1.96) 

小二乗平均値の併用投与時/単独投与時の比（90％信頼区間の下限値、上限値） 

 

8. 副作用 

(1)副作用の概要 

4. 副作用 

国内、並びに国内及び台湾で実施した第Ⅲ相試験において、総症例 716 例（国内 685 例、台湾 31 例）中、

278 例（38.8％）に副作用（臨床検査値異常を含む）が認められた。主な副作用は、出血（尿中血陽性 35

例、皮下出血 35 例、創傷出血 20 例等）120 例（16.8％）、γ-GTP 上昇 71 例（9.9％）、ALT（GPT）

上昇 46 例（6.4％）等であった（承認時）。 

解説：国内又は台湾で実施した下肢整形外科手術施行患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験 2,4,5)における副作用発 

現状況をもとに設定した。 
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国内又は台湾で実施した下肢整形外科手術施行患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験 2,4,5)における副作用発現状況 

 例数 (％)     

評価対象例数 716      

副作用発現例数（発現率） 278 (38.8)     

 
副作用の種類 例数 (％) 副作用の種類 例数 (％) 

感染症及び寄生虫症 5 (0.7) 胃腸障害 21 (2.9) 

 鼻咽頭炎 2 (0.3) 腹部不快感 2 (0.3) 

 肺炎 1 (0.1) 腹部膨満 1 (0.1) 

 術後創感染 1 (0.1) 上腹部痛 1 (0.1) 

 尿路感染 1 (0.1) 口唇炎 2 (0.3) 

血液及びリンパ系障害 3 (0.4) 便秘 1 (0.1) 

 貧血 3 (0.4) 下痢 4 (0.6) 

代謝及び栄養障害 3 (0.4) 胃腸出血 2 (0.3) 

 糖尿病 1 (0.1) 歯肉出血 2 (0.3) 

 痛風 1 (0.1) 舌炎 1 (0.1) 

 高カリウム血症 1 (0.1) 悪心 1 (0.1) 

神経系障害 5 (0.7) 口内炎 1 (0.1) 

 浮動性めまい 1 (0.1) 嘔吐 1 (0.1) 

 頭痛 3 (0.4) 下部消化管出血 1 (0.1) 

 感覚鈍麻 1 (0.1) 小腸出血 1 (0.1) 

眼障害 3 (0.4) 痔出血 1 (0.1) 

 結膜出血 2 (0.3) 皮膚及び皮下組織障害  49 (6.8) 

 複視 1 (0.1) 薬疹 1 (0.1) 

耳及び迷路障害 2 (0.3) 湿疹 1 (0.1) 

 頭位性回転性めまい 1 (0.1) 紅斑 1 (0.1) 

 中耳滲出液 1 (0.1) 皮下出血 35 (4.9) 

心臓障害 1 (0.1) そう痒症 3 (0.4) 

 心室性期外収縮 1 (0.1) 発疹 6 (0.8) 

血管障害 21 (2.9) 全身性皮疹 1 (0.1) 

 高血圧 1 (0.1) 皮膚剥脱 1 (0.1) 

 創傷出血 20 (2.8) 蕁麻疹 2 (0.3) 

呼吸器、胸郭及び縦隔障害 11 (1.5) 全身性そう痒症 1 (0.1) 

 咳嗽 1 (0.1) 筋骨格系及び結合組織障害 10 (1.4) 

 呼吸困難 1 (0.1) 関節痛 1 (0.1) 

 鼻出血 9 (1.3) ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症 1 (0.1) 

    出血性関節症 7 (1.0) 

    四肢痛 1 (0.1) 

MedDRA/J Ver.12.0 を使用 
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国内又は台湾で実施した下肢整形外科手術施行患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験 2,4,5)における副作用発現状況

（つづき） 

副作用の種類 例数 (％) 副作用の種類 例数 (％) 

腎及び尿路障害 11 (1.5) 臨床検査（つづき）  

 血尿 9 (1.3) 血中トリグリセリド増加 7 (1.0) 

 尿閉 1 (0.1) 血中尿素増加 1 (0.1) 

 排尿回数減少 1 (0.1) 血中尿酸増加 3 (0.4) 

生殖系及び乳房障害 1 (0.1) C-反応性蛋白増加 1 (0.1) 

 性器出血 1 (0.1) γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 71 (9.9) 

全身障害及び投与局所様態 11 (1.5) 尿中ブドウ糖陽性 1 (0.1) 

 胸部不快感 1 (0.1) ヘマトクリット減少 6 (0.8) 

 末梢性浮腫 4 (0.6) 尿中血陽性 35 (4.9) 

 発熱 3 (0.4) ヘモグロビン減少 7 (1.0) 

 血性分泌物 3 (0.4) 赤血球数減少 6 (0.8) 

臨床検査 178 (24.9) 尿中赤血球陽性 3 (0.4) 

 アラニン・アミノトランスフェラーゼ増加 46 (6.4) 血小板数増加 12 (1.7) 

 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 22 (3.1) 好酸球百分率増加 4 (0.6) 

 血中ビリルビン増加 22 (3.1) 尿中蛋白陽性 1 (0.1) 

 血中クロール減少 1 (0.1) 血中アルカリホスファターゼ増加 22 (3.1) 

 血中コレステロール増加 1 (0.1) 便潜血陽性 1 (0.1) 

 血中クレアチニン増加 2 (0.3) 障害、中毒及び処置合併症 10 (1.4) 

 血中ブドウ糖増加 1 (0.1) 硬膜下血腫 1 (0.1) 

 血中乳酸脱水素酵素増加 7 (1.0) 創部分泌 1 (0.1) 

 血中カリウム増加 1 (0.1) 処置後血腫 7 (1.0) 

 血圧上昇 1 (0.1) 処置後腫脹 1 (0.1) 

 血中ナトリウム減少 1 (0.1)   

MedDRA/J Ver.12.0 を使用 

 

(2)重大な副作用と初期症状 

4. 副作用 

(1) 重大な副作用 

出血：2g/dL を超えるヘモグロビン量の低下を伴う創傷出血等の出血（1.1％）を生じることがあり、ま

た、頭蓋内出血、後腹膜出血を生じるおそれがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合に

は投与を中止し、適切な処置を行うこと。 

解説： 国内又は台湾で実施した下肢整形外科手術施行患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験 2,4,5)において、安全性評

価対象 716 例（国内 685 例、台湾 31 例）中 120 例（16.8％）に出血の副作用が認められた。そのうち

大出血（下表の注 1 参照）の副作用は 8 例（1.1％）に認められ、そのほとんどが 2g/dL を超えるヘモグ

ロビン量の低下を伴う、臨床的に明らかな出血（下表の注 1 の 1 参照）であった。 
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本剤との関連性が否定できない大出血の症例一覧 

術式 
性・年齢 

体重、ｸﾚｱﾁﾆﾝｸﾘｱﾗﾝｽ 

使用理由 

（合併症） 
出血事象名

大出血 

分類注 1）

重篤度

重症度

1 日投与量 

投与期間 
発現日注 2） 転帰

TKA 
男・80 代 

55kg、56.3mL/min 

関節リウマチ 

（高血圧、高脂血症、

糖尿病、骨粗鬆症、

両膝変形性膝関節症、

間質性肺炎） 

創傷出血 1 
非重篤

中等度

30mg 

3 日間 
3 日目 回復

TKA 
女・80 代 

46kg、49.3mL/min 

変形性膝関節症 

（高血圧、高脂血症、

骨粗鬆症、左室肥大）

創傷出血 1 
非重篤

中等度

30mg 

5 日間 
3 日目 回復

TKA 
女・70 代 

56kg、75mL/min 

変形性膝関節症 

（高血圧、糖尿病）
小腸出血 1, 2 

非重篤

中等度

30mg 

7 日間 
3 日目 回復

TKA 
女・70 代 

50kg、73.7mL/min 

変形性膝関節症 

（高血圧、高脂血症、

上室性期外収縮） 

皮下出血 1 
非重篤

中等度

30mg 

5 日間 
4 日目 回復

THA 
女・70 代 

50kg、60.9mL/min 
変形性股関節症 創傷出血 1 

非重篤

軽度 

30mg 

3 日間 
3 日目 回復

THA 
女・60 代 

50kg、78.7mL/min 

変形性股関節症 

（高脂血症） 
皮下出血 1 

非重篤

中等度

30mg 

6 日間 
6 日目 回復

HFS 
女・80 代 

44kg、47.6mL/min 

大腿骨頸部外側（転子

部）骨折 

（認知症） 

胃腸出血 1 
非重篤

軽度 

30mg 

10 日間 
9 日目 軽快

HFS 
男・80 代 

47kg、52.2mL/min 

大腿骨頸部外側（転子

部）骨折 

（高血圧、糖尿病、頚

動脈硬化症） 

硬膜下血腫 3 
重篤 

重度 

30mg 

13 日間 

21 日目 

（投与終了

8 日後）

軽快

注 1) 出血性イベントの分類は「Ⅴ.3. (1)臨床データパッケージ」【注釈】参照。 

本表では以下の通り： 

 1：2g/dL を超えるヘモグロビン量の低下を伴う、臨床的に明らかな出血 

 2：4 単位を超える輸血（貯血した自己血輸血を除く）を要する臨床的に明らかな出血（輸血の 1 単位は約 200mL） 

 3：後腹膜出血、頭蓋内出血、眼内出血、又は髄腔内出血 

注 2) 本剤投与開始日から発現日までの日数 

 

 なお、臨床的に重要な出血の副作用は、25 例（3.5％）に認められた。 

 また、国内又は台湾で実施した下肢整形外科手術施行患者を対象とした臨床試験 1～5)において、出血に関

連する重篤な副作用は、硬膜下血腫 1 例（大出血）と出血性関節症 1 例（臨床的に重要な出血）の 2 例

であった。 

 本剤を投与する際に も注意しなければならない副作用は出血である。本剤の使用にあたっては、観察

を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと注 1)。 

注 1）厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル 出血傾向 平成 19 年 6 月 



Ⅷ．安全性（使用上の注意等）に関する項目  

 －58－

(3)その他の副作用 

4. 副作用 

(2) その他の副作用 

下記の副作用があらわれることがあるので、異常が認められた場合には必要に応じ投与を中止するなど

適切な処置を行うこと。 

 1～10％未満 1％未満 

血 液 貧血、血小板数増加 好酸球増多 

出血傾向 血尿（尿中血陽性等）、皮下出血、創傷出

血、鼻出血 
関節内血腫 

肝 臓 γ-GTP 上昇、ALT(GPT)上昇、AST(GOT)
上昇、ALP 上昇、ビリルビン上昇 

LDH 上昇 

精神神経系  頭痛 

消化器  下痢 

過敏症 発疹 そう痒 

その他  トリグリセリド上昇、浮腫、尿酸上昇、発熱 

解説： 国内又は台湾で実施した下肢整形外科手術施行患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験 2,4,5)において認められ

た主な副作用を、その発現頻度とともに記載した。 
 
(4)項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧 

該当資料なし 

ただし、国内又は台湾で実施した下肢整形外科手術施行患者を対象とした第Ⅲ相臨床試験 2,4,5)における副作用

発現状況については「Ⅷ.8. (1)副作用の概要」参照。 
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(5)基礎疾患、合併症、重症度及び手術の有無等背景別の副作用発現頻度 

下表のとおりである。 

 
背景因子別の副作用発現率 

エドキサバン 15mg エドキサバン 30mg 
背景因子 評価 

被験者数 
発現 

被験者数 
評価 

被験者数

発現 
被験者数 

実施地域 日本 192 59 （30.7） 870 324 （37.2）

 台湾 3 1 （33.3） 34 18 （52.9）

年齢（歳） ＜65 72 15 （20.8） 306 110 （35.9）

 ≧65 123 45 （36.6） 598 232 （38.8）

 ＜75 146 35 （24.0） 610 230 （37.7）

 ≧75 49 25 （51.0） 294 112 （38.1）

性別 男性 35 8 （22.9） 174 61 （41.5）

 女性 160 52 （32.5） 757 281 （37.1）

体重（Kg） ＜50 37 14 （37.8） 179 71 （39.7）

 ≧50 158 46 （29.1） 725 271 （37.4）

 ＜60 109 37 （33.9） 527 195 （37.0）

 ≧60 86 23 （26.7） 377 147 （39.0）

 ＜70 160 47 （29.4） 768 285 （37.1）

 ≧70 35 13 （37.1） 136 57 （41.9）

CLCR ＜50 13 7 （53.8） 86 35 （40.7）

（mL/min） ≧50＜80 84 31 （36.9） 399 153 （38.3）

 ≦80 98 22 （22.4） 419 154 （36.8）

原疾患 a) 変形性関節症 171 54 （31.6） 743 281 （37.8）

 関節リウマチ 13 6 （46.2） 59 21 （35.6）

 その他 117 46 （39.3） 145 61 （42.1）

NSAIDs あり 186 58 （31.2） 870 327 （37.6）

併用の有無 なし 9 2 （22.2） 34 15 （44.1）

P-gp 阻害薬 b) あり 5 2 （40.0） 17 6 （35.3）

併用の有無 なし 190 58 （30.5） 887 336 （37.9）

a：日本 HFS P3 は含まない 
b：ベラパミル、クラリスロマイシン、イトラコナゾール 
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(6)薬物アレルギーに対する注意及び試験法 

【禁忌】（次の患者には投与しないこと） 

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 

 

4. 副作用 

(2) その他の副作用 

下記の副作用があらわれることがあるので、異常が認められた場合には必要に応じ投与を中止するなど

適切な処置を行うこと。 

 1～10％未満 1％未満 

過敏症 発疹 そう痒  

 

9. 高齢者への投与 

5. 高齢者への投与 

一般的に高齢者では生理機能が低下しているので、患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。 

解説： 一般に高齢者では腎機能を含む生理機能が低下している場合が多いので、患者の状態を十分に観察しな

がら、慎重に投与すること。 

 健康高齢男性 9 例（平均年齢 70 歳）と健康成人男性 9 例（平均年齢 32 歳）に本剤 90mg を 1 日 1 回 8

日間反復経口投与したとき、健康高齢男性の AUCtau（投与間隔あたりの AUC）は健康成人男性と比較

して 28％高値を示した（外国人データ）。 

 

注：本剤の承認用量は 30mg である。 

 

10. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与 

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与 

(1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にの

み投与すること。［妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。動物実験（ラット）で胎児への移

行が報告されている。］ 

(2) 授乳中の婦人には本剤投与中は授乳を避けさせること。［動物実験（ラット）で乳汁中に移行すること

が報告されている。］ 

解説：妊婦、産婦、授乳婦等での使用例はなく、非臨床試験結果を考慮して設定した。 

 (1) 動物実験（ラット）で胎児への移行が認められている。妊娠又は妊娠している可能性のある婦人に対

しては、次世代への影響を考慮し、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ使用す

ること。「Ⅶ. 4. (2)血液－胎盤関門通過性」参照。 

 (2) 動物実験（ラット）で、乳汁中への移行が認められている。授乳婦に投与する場合には、授乳を避け

るよう指導すること。「Ⅶ. 4. (3)乳汁への移行性」参照。 

 

11.小児等への投与 

7. 小児等への投与 

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小児に対する安全性は確立していない（使用経験がない）。 

解説：小児に対する臨床試験は実施しておらず、安全性は確立していない。 
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12. 臨床検査結果に及ぼす影響 

該当資料なし 

 

13. 過量投与 

8. 過量投与 

症状： 本剤を過量投与した場合、出血性の合併症を引き起こすおそれがある。 

処置： 本剤の抗凝固作用を選択的に中和する薬剤は知られていない。出血が認められた場合には、適切な

処置を行うこと。症状に応じて、外科的止血、新鮮凍結血漿輸注、血漿交換等の適切な治療の開始

を検討すること。 

解説： これまでの臨床試験成績から、出血性イベントの発現率は用量依存的に上昇することが示されている。

誤って本剤を過量投与した場合には、出血事象を誘発する危険性があるため設定した。 

 本剤の抗凝固作用を選択的に中和する薬剤は知られていない。出血が認められた場合には、適切な処置

を行うとともに、症状に応じて、外科的止血、新鮮凍結血漿輸注、血漿交換等の適切な治療の開始を検

討すること。 

 

14. 適用上の注意 

9. 適用上の注意 

薬剤交付時：PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。（PTP シートの誤

飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発する

ことが報告されている。） 

 

15.その他の注意 

該当しない 

 

16. その他 

 

 

 



Ⅸ．非臨床試験に関する項目  

 －62－

IX. 非臨床試験に関する項目 

1. 薬理試験 

(1)薬効薬理試験（「Ⅵ.薬効薬理に関する項目」参照） 

(2)副次的薬理試験 

 血小板凝集に及ぼす影響  

コラーゲン、トロンボキサン A2 受容体作動薬（U46619）、及びアデノシン二リン酸（ADP）によるヒト血

小板凝集に対して、エドキサバントシル酸塩水和物は 100µM まで影響しなかった。エドキサバントシル酸塩

水和物はトロンビンによるヒト血小板凝集を抑制し、50％阻害濃度（IC50）は 2.90µM であった。 

「Ⅵ.2.(2) 5) 止血に及ぼす影響（ラット）」及び「Ⅵ.2.(2) 6) 血液凝固因子製剤による抗凝固作用のリバース

（in vitro）」参照 

(3)安全性薬理試験 

中枢神経系（一般症状・行動、自発運動量、協調運動、及び体温）に及ぼす影響（マウス、サル）、心血管系

に対する影響（サル、in vitro）、呼吸器系に対する影響（サル）、腎機能に対する影響（ラット）について

検討した結果、薬効用量で臨床的に問題となる可能性は低いと考えられた。 

(4)その他の薬理試験 

該当資料なし 

 

2. 毒性試験 

(1)単回投与毒性試験（ラット、サル） 

単回経口投与毒性試験では、概略の致死量は、ラットでは雌雄とも 2000mg/kg より大、雌カニクイザルでは

400mg/kg より大であった。投薬に関連した変化は、ラットでは認められなかったが、カニクイザルでは、

200mg/kg 以上で投与翌日の血液学的検査においてプロトロンビン時間及び活性化部分トロンボプラスチン

時間の延長、FXa 活性の減少、並びに 400mg/kg で血小板数の減少が認められた。 

(2)反復投与毒性試験（ラット、サル） 

反復経口投与した場合、ラットの血漿中エドキサバン濃度は、投与量の増加に伴って増加したが、その増加

率は投与量の増加率に比べて低かった。また、Cmax及び AUC0-24hは雌で雄より概ね高く、反復投与により増

加傾向を示した。カニクイザルの血漿中エドキサバン濃度も、投与量の増加に伴って増加したが、その増

加率は投与量の増加率に比べて低かった。しかし、性差及び反復投与による蓄積は認められなかった。 

1) 4 週間投与（ラット、サル） 

ラット 4 週間反復経口投与で、20mg/kg/日以上の雄で膵臓の出血及び炎症、60mg/kg/日の雄及び

200mg/kg/日の雌雄でヘモグロビン結晶を含む肺炎巣、200mg/kg/日の雌で胸腺の出血が観察された。 

（無毒性量：雄 18mg/kg/日、雌 60mg/kg/日） 

カニクイザル 4 週間反復経口投与では、100mg/kg/日の雌で死亡及び瀕死例が各 1 例ずつ認められた。い

ずれも投与あるいは採血時の機械的損傷による出血がエドキサバントシル酸塩水和物の抗凝固作用によ

り持続し、死亡に至ったと推察されたが、原因は特定できなかった。生存例では、100mg/kg/日の雄 1 例

で副腎の出血が認められた。 （無毒性量：雌雄 30mg/kg/日） 

2) 13 週間投与（サル） 

カニクイザル 13 週間反復経口投与では、54mg/kg/日の雌 1 例で投与開始 28 日目（Day28）に一過性の

貧血がみられた。 

（無毒性量：雄 54mg/kg/日、雌 18mg/kg/日） 
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3) 26 週間投与（ラット） 

ラット 26 週間反復経口投与では、投薬に関連する変化はみられなかった。 

（無毒性量：雌雄 54mg/kg/日） 

4) 52 週間投与（サル） 

カニクイザル 52 週間反復経口投与では、15mg/kg/日の雌 1 例、45mg/kg/日の雌 2 例で死亡又は瀕死期

屠殺がみられた。これらの動物では、15mg/kg/日の雌で肺の出血がみられ、45mg/kg/日の雌 1 例では月

経期（出血期間）の延長、重度の貧血、及び蒼白を示し、いずれもエドキサバントシル酸塩水和物の抗凝

固作用に関連した死亡又は瀕死期状態発現と推察されたが、他の 1 例の瀕死期状態発現の原因は特定でき

なかった。生存例においても 15mg/kg/日以上で本剤の抗凝固作用の持続によると推察される貧血や出血

を示唆する所見がみられた。 （無毒性量：雌雄 5mg/kg/日） 

(3)生殖発生毒性試験 

1) 受胎能及び着床までの初期胚発生に関する試験（ラット） 

エドキサバントシル酸塩水和物の影響は認められなかった。 

（ラット無毒性量：親動物の一般毒性及び生殖、並びに次世代の発生 1000mg/kg/日） 

2) 胚・胎児発生に関する試験（ラット、ウサギ） 

ラットの場合、母動物では、300mg/kg/日で立毛、全身蒼白、膣分泌物、及び下腹部汚染が 1/20 例に、

膣口出血が 2/20 例に観察された。胎児では、300mg/kg/日で着床後死亡率のわずかな増加が認められた

が、催奇形性はみられなかった。 

（ラット無毒性量：母動物の一般毒性及び生殖、並びに次世代の発生 100mg/kg/日） 

ウサギの場合、母動物では、200mg/kg/日以上で、死亡、早期産、排糞量の減少、体重増加抑制又は体重

減少、及び摂餌量の減少がみられた。胎児では、200mg/kg/日以上で、着床後死亡率の増加、生存胎児数

と体重の減少がみられた。また、200mg/kg/日以上で胆嚢変異出現率の増加、600mg/kg/日で骨格変異と

して完全 13 肋骨及び仙椎前椎骨数 27 の出現率の増加がみられたが、催奇形性は認められなかった。母

動物の血漿中エドキサバン濃度は、投与量の増加とともに増加した。また、反復投与による蓄積はみられ

なかった。 

（ウサギ無毒性量：母動物の一般毒性及び生殖、並びに次世代の発生 60mg/kg/日） 

3) 出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する試験（ラット） 

母動物では、30mg/kg/日で膣口出血が 2/21 例に認められた。出生児では、シャトルボックス検査におい

て 30mg/kg/日の雌で検査 1 日目に条件回避行動の有意な低値がみられたが、検査 2 日目や雄では有意差

は認められなかった。母動物の血漿中エドキサバン濃度は投与量の増加に伴い増加した。また、反復投与

による蓄積はみられなかった。 

（ラット無毒性量： 母動物の一般毒性 30mg/kg/日、母動物の生殖 10mg/kg/日、

次世代の発生 10mg/kg/日） 

(4)その他の特殊毒性 

1) 遺伝毒性 

①復帰突然変異試験（in vitro） 

エドキサバントシル酸塩水和物の復帰突然変異試験は陰性であった。 

②チャイニーズハムスター雌肺組織由来線維芽細胞（CHL 細胞）染色体異常試験（in vitro） 

エドキサバントシル酸塩水和物の CHL 細胞染色体異常試験で、倍数体の有意な増加が代謝活性化 6 時

間処理の 1250µg/mL 以上で認められた。 

③ヒト末梢血リンパ球倍数性試験（in vitro） 

非代謝活性化 3 あるいは 46 時間処理、及び代謝活性化 3 時間処理の 313µg/mL 以上で有意な倍数体の
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増加が認められた。 

④ヒト末梢血リンパ球 in vitro 小核試験（in vitro） 

非代謝活性化 48 時間処理の 1856µg/mL、及び代謝活性化 3 時間処理の 1113.6µg/mL まで小核を増加

させなかった。 

⑤In vivo 遺伝毒性試験（ラット、サル） 

ラット単回経口投与骨髄小核試験、ラット単回経口投与肝臓小核試験、カニクイザル 4 週間反復経口投

与骨髄小核試験、及びラット経口投与不定期 DNA 合成試験は、いずれも陰性であった。 

2) その他の試験 

①代謝物の反復投与毒性試験、遺伝毒性試験、生殖発生毒性試験（ラット、in vitro） 

代謝物 M-4 の毒性に関しては、ラット 2 週間反復経口投与毒性試験において 2000mg/kg/日まで毒性は

認められなかった。遺伝毒性試験では、エドキサバントシル酸塩水和物と同様に CHL 細胞染色体異常

試験で倍数体の増加を誘発することが示された。しかし、ヒト末梢血リンパ球倍数性試験及び in vivo

小核試験は陰性であった。ラット胚・胎児発生に関する試験では 1000mg/kg/日まで、影響は認められ

なかった。 

②光安全性試験（in vitro） 

BALB/3T3 細胞を用いた光細胞毒性試験及び CHL 細胞を用いた光染色体異常試験を実施した結果、そ

れぞれエドキサバントシル酸塩水和物7.8-1000µg/mL及び313-5000µg/mLの存在下でいずれも陰性で

あった。 

③眼機能試験（サル） 

エドキサバントシル酸塩水和物の眼機能に及ぼす影響を、エドキサバントシル酸塩水和物の 15mg/kg/

日を雌雄カニクイザルに 39 週間反復経口投与して評価した。その結果、エドキサバントシル酸塩水和

物の影響は認められなかった。 
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X. 管理的事項に関する項目 

1. 規制区分 

製  剤：処方せん医薬品：注意―医師等の処方せんにより使用すること 

有効成分：該当しない 

 

2. 有効期間又は使用期限 

使用期限：2 年（安定性試験結果に基づく） 

 

3. 貯法・保存条件 

室温保存 

 

4. 薬剤取扱い上の注意点 

(1)薬局での取扱いについて 

該当しない 

(2)薬剤交付時の注意（患者等に留意すべき必須事項等） 

「Ⅷ.14.適用上の注意」参照 

 

5. 承認条件等 

該当しない 

 

6. 包 装 

リクシアナ錠15mg （バラ）100錠 

（PTP）100錠   140錠 

（14錠×10） 

リクシアナ錠30mg （バラ）100錠 

（PTP）100錠   140錠 

（14錠×10） 

 

7. 容器の材質 

PTP：ポリプロピレン、アルミニウム箔 

バラ：ポリエチレンボトル、ポリエチレンキャップ 

 

8. 同一成分・同効薬 

同一成分：なし 

同 効 薬：フォンダパリヌクスナトリウム、エノキサパリンナトリウム 

 

9. 国際誕生年月日 

2011 年 4 月 22 日（日本） 
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10. 製造販売承認年月日及び承認番号 

製造販売承認年月日：2011 年 4 月 22 日 

承認番号：リクシアナ錠 15mg：22300AMX00547 

          リクシアナ錠 30mg：22300AMX00548 

 

11. 薬価基準収載年月日 

2011 年 7 月 19 日 

 

12. 効能又は効果追加、用法及び用量変更追加等の年月日及びその内容 

該当しない 

 

13. 再審査結果、再評価結果公表年月日及びその内容 

該当しない 

 

14. 再審査期間 

8 年（2011 年 4 月 22 日～2019 年 4 月 21 日） 

 

15.投薬期間制限医薬品に関する情報 

本剤は新医薬品であるため、厚生労働省告示第 97 号（平成 20 年 3 月 19 日付）に基づき、2012 年 7 月末日ま

では 1 回 14 日分を限度として投薬する。 

 

16.各種コード   

販売名 HOT 番号 
厚生労働省薬価基準

収載医薬品コード 
レセプト電算コード

リクシアナ錠 15mg 

1208092010301(バラ 100 錠) 

1208092010101(PTP 100 錠) 

1208092010201(PTP 140 錠) 

3339002F1020 622080901 

リクシアナ錠 30mg 

1208108010301(バラ 100 錠) 

1208108010101(PTP 100 錠) 

1208108010201(PTP 140 錠) 

3339002F2026 622081001 

 

17.保険給付上の注意 

該当しない 
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XI. 文  献 

1. 引用文献 

1) 社内資料：人工膝関節全置換術施行患者における後期第Ⅱ相試験成績 

2) 社内資料：人工膝関節全置換術施行患者における第Ⅲ相試験成績 

3) 社内資料：人工股関節全置換術施行患者における後期第Ⅱ相試験成績 

4) 社内資料：人工股関節全置換術施行患者における第Ⅲ相試験成績 

5) 社内資料：股関節骨折手術施行患者における第Ⅲ相試験成績 

6) 社内資料：腎機能障害患者における薬物動態（外国データ） 

7) Fuji T, et al.: J Thromb Haemost 2010;8(11):2458-2468 

8) 社内資料：エドキサバンの Xa 酵素阻害作用 

9) 社内資料：ラット各種血栓モデルにおける抗血栓作用 

10) 社内資料：出血時間に及ぼす影響 

11) 社内資料：血液凝固因子製剤による抗凝固活性のリバース 

12) 社内資料：健康成人男性を対象とした単回投与試験（1） 

13) 社内資料：健康成人男性を対象とした単回投与試験（2）市販予定製剤単回投与時の食事の影響 

14) 社内資料：健康成人男性を対象とした反復投与試験 

15) 社内資料：肝機能障害患者における薬物動態（外国データ） 

16) Fox J: Int Anesthesiol Clin 2001;39(1):51-61 

 

2. その他の参考文献 

第十五改正日本薬局方解説書 2006，廣川書店 
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XII. 参考資料 

1. 主な外国での発売状況 

2011 年 4 月現在、海外では販売していない。 

 

2. 海外における臨床支援情報 

妊婦に関する海外情報（FDA 分類） 

該当しない 

 

小児等に関する記載 

該当しない 

 

 



 ⅩⅢ．備  考 

 －69－

XIII. 備  考 

その他の関連資料 
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