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補遺版に掲載される内容
インヒビター保有先天性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．

「インヒビター保有先天性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3

わが国におけるインヒビター治療製剤

治療法

種類

製剤名

製造/販売会社名

規格（溶解液量）

バイパス
止血療法

血漿由来
第 X 因子加活性化第 VII 因子
（FVIIa/FX）製剤

バイクロット
配合静注用

化学及血清療法研究所

1.5 mg FVIIa/15 mg
FX（2.5 mL）

ノボ ノルディスク
ファーマ株式会社

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）

インヒビター
中和療法

遺伝子組換え
第 VIII 因子製剤
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FVIIa/FX 製剤
（バイクロット）

表4

ノボエイト

バイパス止血製剤の使用方法
添付文書上の用法・用量

コメント

【初回投与】
FVIIa と し て 60〜120 μg/kg を
静脈内に投与する．
【追加投与】
初回投与から 8 時間以上の間隔
をあけて初回投与の用量と合わ
せて 180 μg/kg を超えないこと．

1．現在のところ，ガイドラインとしての推奨用法用量は設
定できない

FVIIa/FX 製剤は新規組成のバイパス止血製剤である．半減期の長い FX の含有量が多いため，
FX の蓄積について注意が必要と考えられる．aPCC や rFVIIa 製剤との使い分け方や aPCC ある
いは rFVIIa 製剤の定期輸注療法時に本剤をどのように使用すべきかなどに関しては，エビデン
スに乏しい状況にある．また副作用についても現在（2014 年末時点）までに治験で得られた限ら
れた情報しかない．よって，今回の補遺版では，まだ製剤選択を含めた具体的な使用方法までは
言及せず，製剤情報のみの提供に留める．
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