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 経口抗凝固療法は非弁膜症性心房細動に伴う脳塞栓症の予防に有効であるが、その内服中に発生する脳出

血は重篤化しやすいことが報告されている。またビタミン K 拮抗型経口抗凝固薬であるワルファリン(Wf)内

服中に発生する脳出血は、発症後の血腫拡大(hematoma expansion: HE)が起こりやすく、患者の予後を悪化

させる要因となっている。一方で、活性型血液凝固第Ⅹ因子(FXa)阻害薬であるリバーロキサバン(Rx)内服中

に発生する脳出血の病態や HE については不明な点が多い。そこで今回我々は、マウス脳出血モデルを用いて

Rx の内服が脳出血に及ぼす影響について Wfと比較して検討した。 

 
【対象と方法】 

実験 1: in vivo の実験では 12 週齢雄性 ddYマウスを用い、Wf (4 mg/kg), Rx(10 or 30 mg/kg)をそれぞれ

経口投与し、Vehicle 群では同量の溶媒(1% carboxymethyl cellulose)を投与した。 

(A) 各薬剤内服後の抗凝固能を確認するために、Wf 投与群に対して採血を行い PT-INR を測定した。また、

Wf 投与群と Rx投与群の抗凝固能を比較するために、出血時間を測定し検討を行った。 

(B) 薬剤投与後、マウスの脳線条体にコラゲナーゼ（0.3 単位/0.5 μl）を注入して脳出血を誘導し、24 時

間後の血腫量及び神経症状を評価した。また脳出血周囲の血液脳関門(BBB)について評価を行うために、

脳出血誘導後 5 時間で Evans blue (EB)(2 ％, 5ml/kg)を静脈投与し、脳出血発症早期における BBB 透

過性について各薬剤間で比較検討を行った。 

実験 2: in vitro の実験では BBB の主要な構成要素であるヒト脳微小血管内皮細胞を用いて検討を行った。

脳出血発症早期のHEの原因として血腫由来のトロンビンが関与し BBBの透過性亢進に影響を与えていること

が報告されている。そこでヒト脳微小血管内皮細胞にトロンビン(1U/ml)を添加し細胞膜抵抗 (TEER)及び

FITC-dextran の漏出を測定し、Rx及び Wfが血管内皮膜透過性に及ぼす影響について検討した。 

 

【結果】 

実験 1(A): Wf 投与群の PT-INR は 2.2±0.2 であり、ヒトにおける薬物治療域と同等であった。また、Wf 及

び Rx(10 or 30 mg/kg)投与後の出血時間は対照群と比較し有意に延長した (p < 0.05)。また各薬剤におけ

る出血時間に差はなく、抗凝固能が同等であることが示された (control, 4.6 ± 0.7 s; 10 mg/kg Rx, 14.3 

± 2.4 s; 30 mg/kg Rx, 15.4 ± 3.7 s; Wf, 14.8 ± 2.7 s)。 

実験 1(B): Rx 投与群は Wf投与群と比べて脳出血量を有意に軽減させた (p < 0.05)。さらに抗凝固薬である

にもかかわらず、Rx 投与群は Vehicle 群と比較して脳出血を増悪させなかった (sham, 0.1 ± 0.02 μL; 

vehicle, 17.8 ± 2.2 μL; 10 mg/kg Rx, 18.6 ± 2.8 μL; 30 mg/kg Rx, 16.4 ± 2.9 μL; Wf, 29.5 ± 

4.1 μL)。また Rx投与群は Wf 投与群と比べて神経脱落症状を有意に軽減させた (p < 0.05)。また BBBの透



過性を検討した実験で脳出血周囲の EB の漏出は、Wf 投与群と比べて Rx 投与群で有意に減少した (p < 

0.01)(Wf, 9.7 ± 1.1 μg/g tissue; 10 mg/kg Rx, 3.4 ± 0.9μg/g tissue; 30 mg/kg Rx, 4.2 ± 0.7

μg/g tissue)。 

実験 2:トロンビン添加により、ヒト脳微小血管内皮細胞の TEERは有意に減弱し FITC-dextran の漏出も増加

した。トロンビンが血管内皮細胞の透過性を亢進させることが示された (vehicle vs. control, p < 0.05)。また

トロンビン添加前に Rxを投与したところ、血管内皮細胞の TEER の減弱と FITC-dextran 漏出が有意に抑制さ

れた (0.1 and 1 μM Rx vs. vehicle, p < 0.01 and p < 0.05, respectively)。一方で Wfの投与はトロンビンによる血管

透過性の亢進に影響を及ぼさなかった。 

 

【考察】 

我々は本研究で選択的第Ⅹa 因子阻害薬である Rx が、トロンビンによる血管透過性亢進に対して、抑制効果

を発揮することを初めて示した。Rx はトロンビン障害による血管内皮及び BBB の透過性亢進を制御し HE を

抑制していることが示唆された。またこれらの効果は Wf では認められなかった。この薬理作用の違いが、Wf

と Rx による抗凝固療法中に発生する脳出血量に違いが生じた要因の 1つと考えられる。これらの知見は非弁

膜症性心房細動に伴う脳塞栓症の予防に対して、抗凝固療法を行う上で薬剤選択の一助となる可能性を示唆

している。 

 

【結論】 

マウス脳出血モデルにおいて、Wf 投与群と比較し Rx 投与群では脳出血量が有意に減少した。抗凝固療法に

伴う重大な合併症である、脳出血において Wf と比較して Rxは安全性が高いことが示された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


