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はじめに 
 
 本マニュアルは、2012年7月に日本消化器内視鏡学会から発表 
された『抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン』 
(Gastroenterol Endosc 2012;54:2073-2102)に準拠して 
作成した、抗血栓治療薬の休薬に関する運用手順を示したものです。 
 上記ガイドラインでは、主に抗血栓薬の休薬による血栓塞栓症の 
発症を低減する目的で、抗血栓薬をできる限り継続・置換して内視
鏡診療にあたるよう改訂されています。そのため内視鏡診療後の 
出血イベントが増加する可能性も危惧されており、医療関係者が 
そのリスクを十分に理解するとともに、抗血栓薬内服者への十分な 
インフォームドコンセントが重要となります。 
 抗血栓薬の再開基準に関しては『止血が確認できた時点から』 
との判断基準しか上記ガイドラインに記載されていないため、 
各内視鏡診療ごとにそれぞれ担当するグループの判断で再開基準を 
定めておく必要があります。 
 今後は本マニュアルに沿って当院での消化器内視鏡診療を運用 
していくことになりますが、実際の診療状況や偶発症の発生頻度を 
フィードバックして、適切な改訂を適宜行っていく必要があると思
われます。 
 ガイドラインの基本理念や、作成経緯、各ステートメントなどの 
詳細に関しては、上記ガイドラインをご参照ください。 
 
 
 
 
 
 
マニュアル内容 
 
 P1. 表紙 
 P2. はじめに、マニュアル内容 
 P3. 抗血小板薬・抗凝固薬の休薬方法 
 P4. 内視鏡診療の出血リスク分類 
 P5. 血栓症高危険群 
 P6. 代表的な抗血栓治療薬 
 P7. 従来の投薬休止基準  
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抗血小板薬・抗凝固薬 単剤症例での休薬方法 

・内視鏡的粘膜生検は出血低危険度の消化器内視鏡と同様に扱う。 
・内視鏡診療終了時には止血を確認して内視鏡を抜去する。 
・自然止血が得られない場合には止血処置を追加して行う。 
・ワルファリン内服症例は検査前に内視鏡室でPT-INRを測定し、治療域 
 (3.0以下、70歳以上では2.6以下)の場合のみ出血低危険度内視鏡(生検)を行ってよい。 
・処方医から抗血栓治療薬の中止許可を得た場合は、従来の基準に従い休薬してもよい。 
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出血低危険度内視鏡 

アスピリン チエノピリジン その他の抗血小板薬 ワルファリン/ダビガトラン

休薬なし 5日休薬

『2剤併用』 休薬なし 1日休薬

の場合 休薬なし ヘパリン置換

アスピリン置換(5日) 1日休薬

アスピリン置換(5日) ヘパリン置換

1日休薬 ヘパリン置換

『3剤併用』 休薬なし 5日休薬 ヘパリン置換

の場合 休薬なし 1日休薬 ヘパリン置換

アスピリン置換(5日) 1日休薬 ヘパリン置換

・多剤併用症例では、休薬が可能となるまでは延期が望ましい。 
・医学的な理由で延期が不可能な症例に対して、上記内容に従って一時的に投薬内容を 
 変更する。 

抗血小板薬・抗凝固薬 多剤併用症例での休薬方法 

・出血低危険度内視鏡(生検)については、ガイドラインでは『症例に応じて慎重に対処 
 する』とのみしか記載されていない。症例に応じて適宜対応し関係部署に連絡する。 

出血高危険度内視鏡 

通常内視鏡(観察) 出血低危険度内視鏡(生検) 出血高危険度内視鏡

アスピリン 血栓症低危険群 休薬なし 3日休薬 3日休薬

血栓症高危険群 休薬なし 休薬なし 休薬なし

チエノピリジン 血栓症低危険群 休薬なし 5日休薬 5日休薬

血栓症高危険群 休薬なし 休薬なし アスピリン置換(5日)

その他の抗血小板薬 休薬なし 休薬なし 1日休薬

ワルファリン 休薬なし 休薬なし ヘパリン置換

当日PT-INR測定

治療域内のみ生検可

ダビガトラン 休薬なし 休薬なし ヘパリン置換
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内視鏡診療の出血リスク分類 

1. 通常消化器内視鏡(事前に観察のみであることを患者に説明) 
 上部消化管内視鏡（経鼻内視鏡を含む） 
 下部消化管内視鏡（観察のみ） 
 超音波内視鏡検査 
 カプセル内視鏡検査 
 内視鏡的逆行性膵胆管造影（切開なしで造影のみ） 
 
2. 内視鏡的粘膜生検（超音波内視鏡下穿刺吸引術を除く） 
 
3. 出血低危険度の消化器内視鏡 
 バルーン内視鏡 
 マーキング（クリップ、高周波、点墨など） 
 消化管、膵管、胆管ステント留置法（事前の切開なし） 
 内視鏡的乳頭バルーン拡張術 
 
4. 出血高危険度の消化器内視鏡 
 ポリペクトミー（ポリープ切除術） 
 内視鏡的粘膜切除術 
 内視鏡的粘膜下層剥離術 
 内視鏡的乳頭括約筋切開術 
 内視鏡的十二指腸乳頭切除術 
 超音波内視鏡下穿刺吸引術 
 経皮内視鏡的胃瘻造設術（経皮経食道も含む） 
 内視鏡的食道・胃静脈瘤治療 
 内視鏡的消化管拡張術 
 内視鏡的粘膜焼灼術 
 その他 



血栓症高危険群 

抗血小板薬関連 
 
   冠動脈ステント留置後2ヵ月内 
   冠動脈薬剤溶出性ステント留置後12ヵ月内 
   脳血行再建術（頸動脈内膜剥離術、ステント留置）後2ヵ月内 
   主幹動脈に50%以上の狭窄を伴う脳梗塞または 
    一過性脳虚血発作 
   最近発症した虚血性脳卒中または一過性脳虚血発作 
   閉塞性動脈硬化症でFontaine3度（安静時疼痛）以上 
   頸動脈超音波検査、頭頸部磁気共鳴血管画像で休薬の危険が 
    高いと判断される所見を有する場合 
 
 
抗凝固薬関連 
 
   抗凝固薬の休薬に伴う血栓塞栓症は一度発症すると重篤で 
   あることが多いことから、抗凝固薬療法中の症例は全例を 
   高危険群として対応することが望ましい。 
 
   心原性脳塞栓症の既往 
   弁膜症を合併する心房細動 
   弁膜症を合併していないが、脳卒中高リスクの心房細動 
   僧房弁の機械弁置換術後 
   機械弁置換術後の血栓塞栓症の既往 
   人工弁設置 
   抗リン脂質抗体症候群 
   深部静脈血栓症、肺塞栓症    
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代表的な抗血栓治療薬 

商品名 一般名

アスピリン バイアスピリン アスピリン

バファリン 〃

チエノピリジン系 パナルジン チクロピジン

プラビックス クロピドグレル

その他抗血小板薬 プレタール シロスタゾール

エパデール イコサペタンエン酸

エパデールS 〃

アンプラーグ 塩酸サルボグレラート

ドルナー ベラプロストナトリウム

プロサイリン 〃

オパルモン リマプロストアルファデスク

プロレナール 〃

ロコルナール トラピジル

コメリアン ジラセブ塩酸塩水和物

ペルサンチン ジピリダモール

抗凝固薬 ワーファリン ワルファリンカリウム

プラザキサ ダビガトラン

イグザレルト リバーロキサバン



従来の投薬休止基準 

<内視鏡検査・治療における抗血栓療法薬の投薬休止基準> 

 ・検査・治療当日は休止期間にカウントしないでください。 

 ・今回の改訂により上部・下部・胆膵・肝臓すべて同一の休止基準となりました。 

 ・後発品はよく用いられるものから一部のみ抜粋し記載しています。 

 ・抗血栓療法薬の再開日は、原則として検査施行医の指示に従ってください。 

  1. 抗凝固薬 

      商品名 代表的な後発品 一般名 

  
４日間  

  ワーファリン 
ワルファリンカリウム 
アレファリン ワルファリンカリウム 

  
前日朝～休止 

  プラザキサ 
‐ ダビガトランエテキシラート 

メタンスルホン酸塩 

  
６時間前 

  
ヘパリンNa注 
ノボ・ヘパリン注 

‐ 
 
ヘパリンナトリウム 

  
  ２．血小板凝集抑制薬 

  

７
日
間 

併
用
し
て
い
る
場
合 

Ａ
群
と
Ｂ
群
を 

3日間 Ａ
群 

バファリン バッサミン 
アスピリン 
ダイアルミネート配合 

  アスピリン 
バイアスピリン 
ゼンアスピリン アスピリン 

  エパデール エパンド イコサペント酸エチル 

  プレタールOD シロステート シロスタゾール 

  
5日間 Ｂ

群 

パナルジン チクロピジン/パナピジン 塩酸チクロピジン 

  プラビックス ‐ 塩酸クロピドグレル 

  

前日朝～休止 

  サアミオン サワチオン ニセルゴリン 

  ケタス ピトナス イブジラスト 

  セロクラール アポノール 酒石酸イフェンプロジル 

  ロコルナール エステリノール トラピジル 

  コメリアン コロンメン 塩酸ジラゼプ 

  アンプラーグ サルポグレラート塩酸塩 塩酸サルポグレラート 

  
オパルモン 
プロレナール 

オパプロスモン 
リマルモン リマプロストアルファデクス 

  
ドルナー 
プロサイリン 

 
ドルナリン 
プロドナー ベラプロストナトリウム 

  ペルサンチン 
アンギナール 
ヨウリダモール/ピロアン ジピリダモール 

     参考資料：消化器内視鏡ガイドライン第3版 2011年11月 内視鏡科作成 
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