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当院における抗血栓薬処方例に

対するPPIの併用状況

小豆島町立内海病院 内科

河井裕介 紙谷直毅 佐藤清人

久保文芳 冨田忠孝

よろしくお願いします。

低用量アスピリンによる潰瘍予防にPPIは
有効であり，近年の日本人における検討に
おいても，PPIの高い潰瘍二次予防効果が

示されている．しかし，抗血小板薬投与時に
おける，PPIの併用投与に関する報告は少
ない．

今回われわれは，当院の過去5年間にお

ける，低用量アスピリンを含む抗血栓薬と，
PPIの併用状況について調査した．

背景と目的

背景と目的です。低用量アスピリンによる潰瘍予
防にPPIは有効であり、近年の日本人における検討
においても、PPIの高い潰瘍二次予防効果が示され
ています。しかし、抗血小板薬投与時において、ど
のくらいの割合でPPIが併用投与されているかにに
関する報告は少ないのが現状です。そこで、今回わ
れわれは、当院の過去５年間における、低用量アス
ピリンを含む抗血栓薬と、PPIの併用状況について
調査しました。

対象は，2010年1月から，2014年12月の
5年間において，当院における抗血栓薬処方
患者すべて．(2014年 756例(男性/女性：
558/198例，平均年齢73.4±14.7歳)
それらを電子カルテ上で確認し，低用量アス

ピリンの処方診療科について調査した．

対象と方法

対象と方法です。対象は、2010年１月から、2014
年12月の５年間において、当院における抗血栓薬処
方患者すべて、2014年では男性558例、女性198例の
計756例、平均年齢は73.4±14.7歳でした。それらを
電子カルテ上で確認し、低用量アスピリンの処方数
について調査しました。

また，

(1)低用量アスピリン単独群
(2)低用量アスピリン＋他抗血小板薬併用群
(3)低用量アスピリン＋抗凝固薬併用群

の3群に分け，抗血栓薬とPPIの併用状況に
つき調査した．

対象と方法

また、（１）低用量アスピリン単独群、（２）低用
量アスピリン＋他抗血小板薬併用群、（３）低用量
アスピリン＋抗凝固薬併用群、の３群に分け、抗血
栓薬とPPIの併用状況につき調査しました。
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抗血栓薬投与におけるPPI併用の観点から「当院処方例」を解析

②.複数の抗血小板薬
（低用量アスピリンと抗血小板薬の併用）

③.低用量アスピリンと抗凝固薬の併用

①.低用量アスピリン(単独)

まず、低用量アスピリン単独処方群についてです。

低用量アスピリン(単独)処方例の年次推移
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低用量アスピリン単独処方例の年次推移ですが、
2010年には520例の患者さんに処方され、以後、年
次を追うごとに処方数はやや増加しております。
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低用量アスピリン処方時のPPI併用割合の年次推移
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■低用量アスピリン単独処方

■低用量アスピリン＋PPI
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低用量アスピリン処方時に、PPIを併用している
割合の年次推移です。2010年には39.2％の患者さん
にPPIが併用されており、以後、年次を追うごとに
その割合は増加傾向にあり、2014年には75.7％の患
者さんに併用投与されていました。

抗血栓薬投与におけるPPI併用の観点から「当院処方例」を解析

②.複数の抗血小板薬
（低用量アスピリンと他の抗血小板薬の併用）

③.低用量アスピリンと抗凝固薬の併用

①.低用量アスピリン(単独)

次に、低用量アスピリンと、アスピリン以外の、
他の抗血小板薬を併用されている群についてです。
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■低用量アスピリン＋シロスタゾール
■低用量アスピリン＋クロピドグレル
■低用量アスピリン＋チクロピジン

複数の抗血小板薬使用者の年次推移
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アスピリン以外に併用されていた薬剤として、シ
ロスタゾール、クロピドグレル、チクロピジンがあ
りました。それらを処方されている患者数の推移で
すが、年度によりばらつきはあるものの、おおむね
同程度の患者数でした。処方されているシロスタ
ゾール、クロピドグレル、チクロピジンの割合に関
しても、大きな変わりはありませんでした。
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複数の抗血小板薬使用者のPPI併用割合の年次推移

■複数の抗血小板薬の単独処方（PPI併用なし）

■複数の抗血小板薬＋PPI併用処方
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複数の抗血小板薬使用者のPPI併用割合の年次推
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移です。2010年には50％の患者さんにPPIが併用さ
れており、以後、年次を追うごとにその割合は増加
傾向にあり、2014年には83.3％の患者さんに併用投
与されていました。

抗血栓薬投与におけるPPI併用の観点から「当院処方例」を解析

②.複数の抗血小板薬
（低用量アスピリンと抗血小板薬の併用）

③.低用量アスピリンと抗凝固薬の併用

①.低用量アスピリン(単独)

次に、低用量アスピリンに抗凝固薬を併用してい
た群についてです。

低用量アスピリンと抗凝固薬併用者推移
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こちらに関しても年度によりばらつきはあるもの
の、おおむね同程度の患者数で推移しておりました。
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低用量アスピリンと抗凝固薬併用者のPPI併用率
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低用量アスピリンと抗凝固薬併用者のPPI併用率
に関してです。2010年には39.7％の患者さんにPPI

が併用されており、以後、年次を追うごとにその割
合は増加傾向にあり、2014年には69.8％の患者さん
に併用投与されていました。

2014年において，(1)群では75.7％，(2)群では
83.3％，(3)群では69.8％の患者さんにPPIが併用
処方されていた．

いずれの群においても，2010年から年次を追うご
とにPPIの併用率は上昇していたが， より出血危険
が高いと思われる (2)群において，PPI併用割合が

特に高い結果になっていた.

PPIを併用していない患者さんに対しては，H2ブロ
ッカーや，何かしらの胃粘膜保護薬が投与されてい
るケースが多かった．

結果

結果です。2014年において、（１）群のアスピリ
ン単独処方群では75.7％、（２）群の低用量アスピ
リン＋他抗血小板薬併用群では83.3％、（３）群の
低用量アスピリン＋抗凝固薬併用群は69.8％の患者
さんにPPIが併用処方されていました。いずれの群
におきましても、2010年から年次を追うごとにPPI
の併用率は上昇していましたが、より出血危険が高
いと思われる（２）群において、PPI併用割合が特
に高い結果になっていました。PPIを併用していな
い患者さんに対しては、H ２ブロッカーや、何かし
らの胃粘膜保護薬が投与されているケースが多いこ
ともわかりました。

考察
アスピリン潰瘍発症のリスクに関しては，高齢，慢

性腎不全，抗血栓薬の併用，NSAIDsの併用，高
容量のアスピリンなどが報告されている．

併用するPPIの投与量に関して，日本人において

は，ヘリコバクター・ピロリ感染等に伴う萎縮性胃炎
の割合が高く，半量PPI(ランソプラゾール15mg な
ど)で胃酸分泌抑制を期待できるという報告もある．

考察です。アスピリン潰瘍発症のリスクに関して
は、高齢、慢性腎不全抗血栓薬の併用、NSAIDsの
併用、高容量のアスピリンなどが報告されておりま
す。また、併用するPPIの投与量に関してですが、
日本人においては、ヘリコバクター・ピロリ感染等
に伴う萎縮性胃炎の割合が高く、ランソプラゾール
15mgなど、半量のPPIで胃酸分泌抑制を期待でき
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るという報告もあります。

今回の検討で，当院においてPPIによ

る薬剤性潰瘍予防の意識の高さが明ら
かとなった．

高齢化社会に伴って，抗血栓療法を受
ける患者は増加しており，引き続きの対
策が重要である．

結語

結語です。今回の検討で、当院においてPPIによ
る薬剤性潰瘍予防の意識の高さが明らかとなりまし
た。高齢化社会に伴って、抗血栓療法を受ける患者
は増加しており、引き続きの対策が重要であると思
われました。




