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補遺版に掲載される内容
インヒビターのない血友病患者に対する止血治療ガイドライン：2013 年改訂版の発行後に承
認，発売となり，2014 年 12 月現在，わが国で使用可能な凝固因子製剤となった新規製剤について，
補遺版として追加する．

「インヒビターのない血友病患者に対する止血治療ガイドライン：2013 年改訂版」
の 2014 年補遺版
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表5

日本国内でインヒビターのない患者に使用可能な凝固因子製剤

①凝固第 VIII 因子製剤
遺伝子組換え第 VIII 因子製剤
製剤名

コメント

ノボエイト
ノボ

製造/販売

ノルディスクファーマ
株式会社

原材料または
由来細胞

チャイニーズハムスター
卵巣（CHO）細胞

規格
（溶解液量）

250 単位（4 mL）
500 単位（4 mL）
1,000 単位（4 mL）
1,500 単位（4 mL）
2,000 単位（4 mL）
3,000 単位（4 mL）

他の凝固因子含有

―

1．ノボエイトは B ドメイン切断型の第 VIII 因子製剤である．

②凝固第 IX 因子製剤
遺伝子組換え第 IX 因子製剤
製剤名

オルプロリクス

製造/販売

バイオジェン・アイデック・
ジャパン株式会社

原材料または
由来細胞

ヒト胎児由来腎（HEK）細胞

規格
（溶解液量）

500 単位（5 mL）
1,000 単位（5 mL）
2,000 単位（5 mL）
3,000 単位（5 mL）

他の凝固因子含有

―

コメント

1．オルプロリクスは，長時間作用型第 IX 因子製剤で半減
期が従来製剤より延長している．
2．追加輸注の仕方や，定期補充中の出血時にどの程度の量
を追加補充するか，あるいは，予備的補充療法をどのよ
うに行うかなどについては，今のところ十分な情報がな
い．
3．周術期に関する投与量についても本製剤を使用した手術
に関しては少数の治験で得られた限られた情報しかない
ことに留意すべきである．

上記 2 製剤はどちらも用法・用量に定期的な投与を行う場合が規定されている．しかし，どの
患者に対してどう使用すべきかといった点や副作用に関して，現在（2014 年末時点）までに治験
で得られた情報しかなく，エビデンスに乏しい状況である．よって，今回の補遺版では，使用方
法について上記コメントのみに留める．
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