
手術前の抗凝固薬・抗血小板薬について 

 

 

近年、高齢患者が増加し、手術予定患者が脳梗塞や虚血性心疾患などの血流不全による疾患を合併し、抗凝

固薬・抗血小板療法を受けていることも尐なくありません。手術直前に抗凝固薬・抗血小板薬の服用が判明し、

手術日を延期せざるを得ないケースも発生しております。当院においても例外ではなく、外来、入院ともに手

術予定患者の抗凝固薬・抗血小板薬の服薬状況の把握は必須です。しかし、薬剤の種類により休薬期間は様々

であり、休薬した場合の血栓性疾患への影響も考慮しなければなりません。 

今回、新規医薬品の追加に伴い、以前薬剤部で作成した「抗血小板薬・抗凝固薬の術前取り扱いについて」

の改訂を行いましたので、当院での休薬期間の基準として利用していただければと思います。また、個々の症

例（小手術・大手術、血栓・塞栓症のリスクなど）に対する休薬方法については各種ガイドラインを参照して

ください。以下に、抗凝固薬・抗血小板薬の術前取扱いに関する主なガイドライン（抜粋）を紹介します。 

 

 

『循環器疾患における抗凝固・抗血小療法に関するガイドライン 2009 年改訂版（日本循環器学会 HP）』 
 

ワルファリン、抗血小板薬の内服継続下での抜歯、白内障手術（有益/有効であるという意見が多い） 

大手術の術前 3～5 日までのワルファリン中止と半減期の短いヘパリンによる術前の抗凝固療法への変更。

ヘパリン（1.0～ 2.5 万単位/日程度）を静注もしくは皮下注し、リスクの高い症例では活性化部分トロンボ時

間（APTT）が正常対照値の 1.5～ 2.5 倍に延長するようにヘパリン投与量を調整する。術前 4 ～ 6 時間から

ヘパリンを中止するか、手術直前に硫酸プロタミンでヘパリンの効果を中和する。いずれの場合も手術直前に

APTT を確認して手術に臨む。術後は可及的速やかにヘパリンを再開する。病態が安定したらワルファリン療

法を再開し、PT-INR が治療域に入ったらヘパリンを中止する。 

大手術の術前 7～ 14 日からのアスピリン、チクロピジンおよびクロピドグレルの中止、3 日前からのシ 

ロスタゾール中止。その間の血栓症や塞栓症のリスクが高い症例では、脱水の回避、輸液、ヘパリンの投与な

どを考慮する。 

 

『脳卒中治療ガイドライン 2009. 協和企画, 2009』 
 

出血時の対処が容易な処置・小手術（抜歯など）の施行時は、ワルファリンの内服継続が望ましい。消化管

内視鏡検査・治療施行時は、ワルファリン 3～4 日間休薬する。血栓・塞栓のリスクが低い症例における 4～5

日以内のワルファリン休薬では、ヘパリン投与などの橋渡し治療は通常行わない。血栓症や塞栓症のリスクが

高い例では、脱水回避のための輸液、ヘパリン投与（橋渡し）などを症例に応じて考慮する。 
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『内視鏡治療時の抗凝固薬，抗血小板薬使用に関する指針．Gastroenterol Endosc, 2005; 47(12): 2691-5．』 
 

 高危険手技の場合、INR1.5 以下であることを確認（低危険手技では望ましい）。抗凝固療法の再開は後出血

を含め出血の危険性がなくなった時点。血栓塞栓の危険性が高い症例にはヘパリン置換も考慮。内視鏡治療は

ヘパリン点滴中止後 4～6 時間経過してから開始し、内視鏡治療終了後 2～6 時間経過してからヘパリンを再開

する。ワルファリン治療は一般的には内視鏡治療を行った当日夜に再開し、INR が治療域に達するまでヘパリ

ンの併用を 4～5 日行う。 

 

以上より、小手術（抜歯や白内障手術など）の場合、原則、ワルファリン・抗血小板薬の内服は継続し、大

手術の場合はヘパリンによる橋渡し療法を行う。血栓・塞栓の危険性が高い症例には、常にヘパリンによる橋

渡し療法を考慮する。ということが言えるようです。別紙の「抗血小板薬・抗凝固薬の術前取り扱いについて」

とともに、術前休薬の参考していただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

抗血小板薬・抗凝固薬の術前取り扱いについて 
2004.11.1  薬剤部渡辺作成 2004.11.2  ｵﾍﾟ室委員会承認 

2011.8.16 改訂（プラビックス，プラザキサ追加） 
  手術前の中止時期 添付文書中の‘出血’・‘手術’に関連した

禁忌・使用上の注意記載内容 

作用機序 可逆性 半減期 作用持続時間 参考文献 

バイアスピリン 

（アスピリン） 

7 日前 禁忌 出血傾向のある患者・出産予定日 12

週以内の妊婦 

慎重投与 手術前 1 週間以内の患者 

シクロオキシゲナーゼ

阻害 

不可逆的 0.44h 7～10 日 1） 

（血小板の寿

命） 

1）試験内容 

被験者：健康成人（外国人） 

投与法：ｱｽﾋﾟﾘﾝ腸溶錠 650mg 単回投与 

血小板ｼｸﾛｵｷｼｹﾞﾅｰｾﾞ活性の経時変化を測定。 

バファリン 81 

（アスピリン） 

7 日前 禁忌 出血傾向のある患者・出産予定日 12

週以内の妊婦 

慎重投与 出血傾向の素因のある患者・手術

前 1 週間以内の患者・月経過多の患者 

シクロオキシゲナーゼ

阻害 

不可逆的 0.4h 7～10 日 2）3） 

（血小板の寿

命） 

2）試験内容 

被験者：健常人男性・女性 

投与法：ﾊﾞﾌｧﾘﾝ 81mg 単回投与 

凝集惹起剤：ｺﾗｰｹﾞﾝ及び ADP 

血小板凝集率を経時的に測定 

3）試験内容 

被験者：健常成人 

投与法：ｱｽﾋﾟﾘﾝ 100mg 単回投与 

血清ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ B2（ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝＡ２の代謝物）を経時

的に測定 

パナルジン 

（塩酸チクロピ

ジン） 

7 日前 用法・用量に関連する使用上の注意 手術の

場合には出血を増強するおそれがあるので

10～14 日前に投与を中止すること。ただし血

小板機能の抑制作用が求められる場合を除く 

禁忌 出血している患者 

慎重投与 月経期間中の患者・出血傾向並び

にその素因のある患者・手術を予定している

患者 

血小板膜 GPⅡbⅢａ拮

抗アデニレートシクラ

ーゼ活性増強 

可逆的 1.61ｈ 8～10 日 4）5） 

（血小板の寿

命） 

5）試験内容 

被験者：男性 

投与法：1 回 500mg1 日 2 回 6 日間連続投与後 7

日目 500mg1 回投与 

凝集惹起剤：ADP 

血小板凝集能の経時変化を測定 

エパデール 

（イコサペント

酸エチル） 

7 日前 禁忌 出血している患者 

慎重投与 月経期間中の患者・出血傾向のあ

る患者・手術を予定している患者 

血小板膜リン脂質中の

イコサペント酸含有量

を増加させアラキドン

酸代謝を阻害・トロン

ボキサンＡ２産生を抑

制 

不可逆的 生体に存在す

るため半減期

は測定できな

い。単回投与で

Tmax6、 5 時

間・24 時間後

に投与前値戻

る 

7～10 日 6） 

（血小板の寿

命） 

人を被験者とした薬剤中止後の血小板凝集抑制

作用を検討した試験は無い。 

本剤の血小板凝集抑制の作用機序が血小板膜の

リン脂質に取り込まれてアラキドン酸代謝を阻

害することからその作用は血小板のセルサイク

ルに依存するとされる。 

6）試験はイコサペントエン酸を４週間服用し投

与開始２・４週間後における血小板凝集能の経時

変化を凝集惹起剤毎に検定している。血小板リン

脂質中のイコサペントエン酸含有率により血小

板凝集抑制作用が現れることを示唆している。 

6）試験内容 

被験者：健常人男性 

投与法：1 回 4 ｶﾌﾟｾﾙ 1 日 3 回 4 週間 

凝集惹起剤：ADP・ｺﾗｰｹﾞﾝ・ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ・ｱﾗｷﾄﾞﾝ酸 



プレタール 

（シロスタゾー

ル） 

2 日前 禁忌 出血している患者 

慎重投与 月経期間中の患者・出血傾向並び

にその素因のある患者 

ホスホジエステラーゼ

活性阻害 

可逆的 α相 2.2 

h 

β相 18h 

0.5～1 日 7）8） 7）試験内容 

被験者：脳血栓症患者 

投与法：ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 50・100・150・200 ㎎／日を

4 週間継続投与 

凝集惹起剤：ADP・ｺﾗｰｹﾞﾝ・ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ・ｱﾗｷﾄﾞﾝ酸 

血小板凝集能を経時的に測定 

（投与中止後は 3・48・96 時間後のみ測定。48

時間後の血小板凝集能は回復していた） 

8）試験内容 

被験者：健康成人男女 

投与法：ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ 200 ㎎分 2 を 2 週間継続投与 

凝集惹起剤：ADP 

血小板凝集能の経時変化を凝集曲線のパターン

分類から評価 

（投与中止後は 2 日後のみ測定。2 日後の血小板

凝集抑制効果は投与前値に回復していた） 

ペ ル サ ン チ ン

（25)錠 

（ジピリダモー

ル） 

2 日前 記載なし ホスホジエステラーゼ

活性阻害 

可逆的 1.7h 血中濃度推移

と平行と推定

（臨床試験成

績なし） 

  

ペルサンチン L

（150） 

（ジピリダモー

ル） 

2 日前 記載なし ホスホジエステラーゼ

活性阻害 

可逆的 3.11h 血中濃度推移

と平行と推定

（臨床試験成

績なし） 

  

アンプラーグ 

（塩酸サルボグ

レラート） 

1 日前 禁忌 出血している患者 

慎重投与 月経期間中の患者・出血傾向並び

にその素因のある患者 

５-ＨＴ２受容体拮抗 可逆的 0.69h 12 時間 

（代謝物Ｍ1は

未変化体より

約 10 倍強い凝

集抑制作用が

あるがＭ1の血

中濃度・半減期

からすると大

きな影響はな

い） 

9）試験内容 

被験者：健常成人男性 

投与法：ｻﾙﾎﾞｸﾞﾚﾗｰﾄ 50・100mg 単回投与 

凝集惹起剤：ｾﾛﾄﾆﾝ・ｺﾗｰｹﾞﾝ 

血小板凝集能を経時的に測定。 

プロレナール 

（リマプロスト

アルファデクス） 

1 日前 慎重投与 出血傾向のある患者 アデニレートシクラー

ゼ活性増強 

可逆的 人での体内動

態パラメータ

はない 

ラット 7h 

3 時間 10） 10）試験内容 

被験者：血栓性諸疾患患者 

投与法：15・30・40μg 単回投与 

凝集惹起剤：ADP・ｺﾗｰｹﾞﾝ・ｱﾗｷﾄﾞﾝ酸 

血小板凝集能を経時的に測定。 

ドルナー 

（ベラプロスト

ナトリウム） 

1 日前  禁忌 出血している患者 

慎重投与 月経期間中の患者・出血傾向並び

にその素因のある患者 

アデニレートシクラー

ゼ活性増強 

可逆的 1.11h 6 時間 11） 11）試験内容 

被験者：健康成人男子 

投与法：25・50・100μg 単回投与 

凝集惹起剤：ADP・ｺﾗｰｹﾞﾝ・ｴﾋﾟﾈﾌﾘﾝ 

血小板凝集能を経時的に測定。 



ロコルナール 

（トラピジル） 

  
  
  

2 日前 禁忌 頭蓋内出血発作後、止血が完成してい

ないと考えられる患者 

ホスホジエステラーゼ

活性阻害・トロンボキ

サンＡ２合成阻害 

可逆的 1.35h 24 時間（代謝

物 TM1 にもト

ラピジルと同

程度の血小板

凝集抑制作用

がある）12） 

12）試験内容 

被験者：健常成人男性 

投与法：ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ 300 ㎎単回投与 

凝集惹起剤：ADP・ｺﾗｰｹﾞﾝ・ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ 

血小板凝集能を経時的に測定 

ベガ 

（塩酸オザグレ

ル） 

1 日前 慎重投与 出血している患者 トロンボキサン合成酵

素阻害 

可逆的 1.45h 9 時間（カタク

ロットのデー

タを引用）13） 

13）試験内容 

被験者：脳血栓症患者 

投与法：塩酸ｵｻﾞｸﾚﾙ 40 ㎎・80 ㎎ 1 回点滴投与 

血清ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝ B2（ﾄﾛﾝﾎﾞｷｻﾝＡ２の代謝物）・血清

6-keto-PGF1α（ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝの代謝物）を経時的に

測定 

ワーファリン 

（ワルファリン

カリウム） 

5 日前 禁忌 出血している患者・出血する可能性の

ある患者・中枢神経系の手術又は外傷後日の

浅い患者 

慎重投与 産褥婦 

ビタミンＫ依存性プロ

テアーゼ（凝固因子）

生成阻害 

非可逆的 36.3h 

（腎機能・年齢

により大きく

変動） 

4～5 日 14）15） 15）試験内容 

被験者：脳血栓症・一過性脳虚血発作・静脈血栓・

僧房弁狭窄症患者 

投与法：ﾜｰﾌｧﾘﾝ 30 ㎎単回投与 

投与後のﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ・Ⅶ・Ⅸ・Ⅹ因子凝固活性を

測定 

プラビックス 

（クロピドグレ

ル） 

14 日前 禁忌 出血している患者 

慎重投与 以下の患者では出血の危険性が高

くなるおそれがある。 

出血傾向及びその素因のある患者、重篤な肝

障害のある患者、重篤な腎障害のある患者、

高血圧が持続している患者、高齢者、低体重

の患者 

血小板膜上に結合し

GPⅡb/Ⅲa の活性化

を阻害及び血小板内の

Ca2+流入を阻害する

ことによる血小板凝集

抑制 

不可逆的 6.9h 8～10 日 16） 

（血小板の寿

命） 

16）血小板の末梢血中での寿命(8～10 日) 

17）第Ⅲ相試験 B 

被験者：脳梗塞患者 1172 例 

投与法：ｸﾛﾋﾟﾄｸﾞﾚﾙ 75mg/日または塩酸ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ

200mg/日を二重盲検法により 52 週間投与 

→手術のためにｸﾛﾋﾟﾄｸﾞﾚﾙを休薬した 31 例のう

ち、休薬期間 10 日、11 日の各 1 例において抜歯

後出血性事故が認められた。 

16）及び 17）より手術前の休薬期間を 2 週間に

設定 

プラザキサ 

（ダビガトラン

エテキシラート） 

2 日前 18） 

(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) 

24 時間前 18） 

(上記以外、手術や

侵襲的手技を実施

する患者) 

禁忌 出血症状のある患者、出血性素因のあ

る患者及び止血障害のある患者、臨床上に問

題となる出血リスクのある器質的病変(6ヶ月

以内の出血性脳卒中を含む)の患者 

慎重投与 高齢者［出血の危険性が高い。］、

消化管出血の既往を有する患者及び上部消化

管の潰瘍の既往のある患者、出血の危険性が

高い患者 

トロンビンの活性部位

に結合し，フィブリノ

ゲンからフィブリンに

変換するトロンビンの

触媒反応を阻害 

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。 
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