職員の皆さんへ

2022 年 4 月 内科 大塚

今回は止血と血栓溶解、血栓予防などについて解説しました。
凝固因子の話など少し難しくなりましたが看護師の皆さんなどには薬の作用機序
などの理解に役立つかと思います。
また、プロトロンビン時間などの検査の基礎的な解説も行いました。検査の仕組
みを理解する事で日頃の診療にも役立つかと思います。参考にして下さい。
※ウロキナーゼの話なども記載しましたが、40 年近く前の宮崎大学附属病院で
私の所属していた第 1 内科循環器グループが宮崎県内では初めて急性心筋梗塞に
対するカテーテルによる血栓溶解治療を行いました（術者は私！）
。それまでは、
急性心筋梗塞の治療は不整脈や心不全の治療など受け身だったのが積極的な攻め
の治療に変わった、言わばエポックメイキング（画期的）な出来事でした。
当時はまだ若かったので急性心筋梗塞などの急患の連絡が自宅に来ると喜んで
大学病院に急行したものでした。大学病院の医局で急患対応のために何日間も連
続して寝泊まりするのも全く気になりませんでした。
若い研修医や医局員と治療の事は勿論、世間話や人生論を語るのも好きでした。
今は、とてもそんな元気はありませんが、今でも当時を懐かしく思い出します。
Nrs の皆さんからもモテモテで？仕事を含めてその頃が絶頂期で、その後の人生は
下ってばかりですが・・

。

あ、この病院に来てからはまた、上り調子ですよ

。

止血と血栓溶解の話

2022 年 4 月 内科 大塚

No1

なぜ、出血は止まる？

血管収縮

血管収縮

（イラストは 123RF より有料でダウンロード）

痛みなどで交感神経（α１受容体）刺激

フィブリン線維

①血管を収縮させて出血部位の血流を
減少させる

血小板
血小板が凝集して
一次血栓ができる
一次血栓は不安定
で剥がれやすい！
②血小板が集合！血小板が凝集して
血栓（一次血栓）が作られる。

③フィブリン線維が 1 次血栓を覆って
止血が完成する（二次血栓）。

血小板はトロンボキサン A2(TXA2)を分泌して血管を
更に収縮させ、血小板凝集も加速させる。
トロンボキサン（Tromboxane)のトロンブス（Thrombos)は血栓の意味がある。

二次血栓のイメージイラスト。赤血球や血小板にネット状の
フィブリンが付着している（フィブリンネットと呼ばれる）。
フィブリン；Fibrin（繊維素）の名称は Fiber(線維）に由来する。
（イラスト原図は 123RF より有料でダウンロード）

止血で形成された血栓が溶解されるメカニズムは？

プラスミン（Plasmin)の名称は
プラズマ（Plasma;血漿）に由来する。

肝臓にあるプラスミノーゲンがプラスミンに変化する。
血管内皮細胞から産生される組織プラスミノーゲンアクチ
ベーター；tPA(tissue Plasmiogen Activator)が作用して、
プラスミノーゲンはプラスミンに変化する。

No2

人間の尿にも血栓溶解作用がある！

尿を原料としたウロキナーゼは、最初に開発された急性心筋梗塞の血栓溶解療法の
治療薬。ウロキナーゼ（Urokinase）は尿（Urine）とキナーゼ（kinase)から命名。
キナーゼはリン酸化酵素のこと。
ミミズにも血栓溶解作用がある！

アスピリンのような血栓予防では無く、出来た血栓を溶かす
ウロキナーゼの内服薬とでもいったところ。

宮崎大学医学部の美原教授がアカミミズの血栓溶解作用を研究されてサプリ
開発にも関与された。私も現在服用中（少々泥臭い臭いがする；CM 料金は
もらってないですよ）。古来中国の文書にも脳卒中にミミズの処方がされている。
止血に作用する血小板について、少し解説。
赤血球 左図は末梢血塗抹標本を顕微鏡
の 100 倍拡大で見たところ。
赤血球と比較して血小板は小さい。
赤血球の大きさは 7～8μ（マイクロ）m。
血小板は 2～4μ（マイクロ）m。
血小板

※μ（マイクロ）は 10⁻6 なので、血小板の大きさは 2/1,000mm～4/1,000mm。
ちなみに大腸菌の大きさは 1/1,000mm 程度

開放小管系

1μm（1/1000mm)

血小板の数は１μ（マイクロ）リットルで 14～
36 万個（赤血球数の 1/10 以下）。血液 1
リットルに 1,400～3,600 億個もある！
１日に約 1,000 億個もの血小板が骨髄で
生産される。約 10 日間全身を循環して
脾臓（赤脾随）で破壊される。

小さな血小板だが、内部には
色々な物質を含んでいる。
トロンボキサン A2(TXA2)放出
→他の血小板活性化や血小
板凝集を促す。

α顆粒やδ顆粒

血小板の電子顕微鏡写真

通常の血小板は円板型
活性化
活性化すると球状になり
突起（偽足）を出す。
他の血小板との凝集に
役立つ。

血液サラサラにする薬（病院で処方される）には色々な種類があるが、どう違う？
①鎮痛剤にも使用されるアスピリンを少量投与すると効果があり抗血小板薬と呼ばれる。
鎮痛薬としてアスピリンを服用する場合は１回 500～1,500ｍｇ服用するが、
血栓予防薬の投与量は１日 1 回 100mg（バイアスピリン）となる。
アラキドン酸という物質（脂肪酸；リン脂質）が体内にあり、細胞膜の構成成分などになっている。
このアラキドン酸が代謝されて、痛みや発熱の原因となるプロスタグランジンや
血小板の活性化や凝集に働くトロンボキサン A2 になる。
少量のアスピリンはトロンボキサン A2 合成を抑制するため血栓ができにくくなる。次頁 No3 参照

少量（100ｍｇ）アスピリンはトロンボキサン A2 合成を抑制して、血栓予防する。

アラキドン酸

No3

シクロオキシゲナーゼがアラキドン酸
をプロスタグランジンＧ２へ変換させる

フォスフォ
リパーゼ A2

細胞膜のリン脂質
（細胞膜は 2 重構造）

プロスタグランジンＧ２

プロスタグランジン I ２

プロスタグランジン H２

少量アスピリンはシクロオキシゲナーゼ
を抑制してトロンボキサン合成を抑制。

トロンボキサン A2

（血小板凝集抑制作用あり）

（血小板凝集作用あり）

プロスタグランジン E２ （発熱や疼痛の原因となる）
（強い平滑筋収縮作用あり）

（陣痛促進 内服としても使用される）
陣痛促進 内服として使用さ

プロスタグランジン F2α

れる）
（陣痛促進 点滴として使用される）

バファリン（Bufferin)の名称は(Buffered；衝撃を和らげる） アスピリン（Aspirin）から付けられた。
バイアスピリン（Bayaspirin)はバイエル（Bayer)製薬のアスピリン（Aspirin)から付けられた。
バイエル製薬のアスピリン
バイアスピリン（Bayaspirin)
（インタビューフォーム参照）
シクロオキシゲナーゼ（Cyclooxygenase）の Cyclo は Cycle(サイクル）oxygenase の oxygen
は酸素、ase は酵素。アラキドン酸を酸化させて他の物質に変える酵素、という意味。

②同じ抗血小板薬と呼ばれるクロピドグレル（プラビックス）の作用機序は？
ADP
血小板

結合

ADP 受容体

血小板凝集

血小板の ADP（アデノシン二リン酸）が ADP 受容体と結合すること
が血小板凝集の引き金となる。
ADP

血小板凝集

ADP 受容体
クロピドグレル（プラビックス）は ADP 受容体を阻害→血小板凝集を阻害する。
血栓予防薬のアスピリンやクロピドグレル、シロスタゾールは抗血小板薬と呼ばれる。ワーファリンは
血栓予防薬だが、凝固因子に作用するので抗凝固薬と呼ばれる。使い分けはどうしている？
動脈血では、動脈硬化部分のアテローム血栓には血小板が血液の凝固に作用する。したがって、
狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などはアスピリンやクロピドグレルなどの抗血小板薬が使用される事が
多い。静脈血栓ではフィブリノーゲンなどの凝固因子が血栓に作用しやすい。人工弁置換術後、心
房細動、深部静脈血栓症などにはワーファリンやエリキュースなどの抗凝固薬が使用されることが
多い。

血液の凝固因子は１～１３番まである。通常はローマ字数字で記載されるが分かりに
くいのでアラビア数字で記載する。ちょっと、難しいが概略を解説する。
組織の損傷（手を切るなど）から
始まる凝固経路を外因系と呼ぶ。

外因系

損傷した血管内皮細胞やコラーゲンとの接触
活性化
血友病 A は第 8 因子
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組織トロンボプラスチン（第 3 因子）
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（血管内で起こる）
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組織が損傷する
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No4

活性化

8a

9a

8

活性化

活性化

活性化

10a
5

5a
活性化

活性化

2a;トロンビン

2;プロトロンビン
プロトロンビンは第 2 因子

活性化
活性化

13a
活性化

１a;フィブリン

１;フィブリノーゲン
フィブリノーゲンは第 1 因子
（フィブリノーゲンは最初に
発見された凝固因子）

13

活性化

Ca2＋

（Ca は第 4 凝固因子）

トロンビン（thrombin)の名称はトロンブス（thrombus;血栓）に由来する。プロトロンビン
のプロ（pro)は前駆物質という意味。
凝固因子は 1～13 番まであるが、第 6 因子は無い。何故か？というと第 6 因子として
いた物質は第 5 因子が活性化された物質だと判明したから。また、第 4 因子は
Ca2＋である。
ヘパリンはトロンビンに作用して抗凝固作用を示す。トロンビンの働きを阻害して凝固しにくいよう
にさせるアンチトロンビンⅢという物質の働きを促進する→抗凝固作用。
ヘパリン(heparin)はラテン語の hepar(肝臓）に由来する。肝臓で生成されるためだが、小腸や肺に
多く分布している。

ワーファリンは凝固因子のどの部分に作用する？ワーファリンはビタミン K に拮抗して
作用する。第２、７、９、10 因子は肝臓で合成されるが、合成する時にビタミンＫが必要。

No5

ワーファリンの作用部位

7
9
10

2;プロトロンビン

ビタミンＫの多い食品はワーファリンの効果を減弱させるが、これはビタミン K とワーファリンの
構造式が類似しているからである。納豆が目の敵にされているが、野菜類にビタミンＫは多い。
日本人のビタミンＫ１日平均摂取量は 240μ（マイクロ）ｇ。マイクロは１０⁻6（100 万分の 1）。
ひき割り納豆に 900μg、普通の納豆に 600μg（いずれも 100g 当たり）含まれている。
納豆以上にビタミン K が多いのはパセリ 850μg、シソ 690ｇ、モロヘイヤ 640μg など。
新生児はビタミンＫ不足による頭蓋内出血が希だが見られる事があり、ビタミンＫシロップが投与
される事が多い。

No6

ワーファリン服用中に調べるプロトロンビン時間（PT)とは何？

プロトロンビン時間測定には組織トロンボプラスチンと Ca２＋を追加する。つまり、意図的に組織損傷
が起こったようにさせる

外因系

組織トロンボプラスチン（第 3 因子）

7

10
5
2;プロトロンビン

13
１;フィブリノーゲン

プロトロンビン時間（PT)

１a;フィブリン

組織トロンボプラスチンと Ca２＋を追加して、フィブリノーゲンからフィブリンが形成されるまでの時間
がプロトロンビン時間（PT）。正常のプロトロンビン時間は 11～13 秒だが、正確な指標になりにくい
ことから患者のプロトロンビン時間を試薬の正常なプロトロンビン時間で割り算した数値が指標とし
て用いられる。これを PTINR=International Normalized Ratio（プロトロンビン時間国際標準比）と呼ぶ。
例えば、コントロール試薬が１１秒で凝固した時に、患者の血液は 22 秒で凝固した時の PTINR
は２２秒÷１１秒＝２倍で、患者の血液は正常より凝固に２倍の時間がかかるという事になる。
プロトロンビン時間に影響を与えるのは上図を見てわかるように、外因系の第 7 因子と、共通系の
1,2,5,10,13 因子である。ワーファリンは第 2,7,10 因子に影響を与えるのでプロトロンビン時間を測定
すれば、ワーファリンの効果を確認できる。PTINR は 2.0～3.0 程度にコントロールされる事が多い。

ワーファリン以外のエリキュース（アピキサバン）などの作用部位はどこ？
（ワーファリン以外の抗凝固薬の作用機序）

No７

共通系の１０a を直接阻害する。
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組織の損傷（手を切るなど）から
始まる凝固経路を外因系と呼ぶ。

組織が損傷する

組織トロンボプラスチン（第 3 因子）
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コラーゲンとの接触
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活性化

7

最初に（2011 年）に発売
されたプラザキサ（ダビガ
トラン）は直接トロンビンを
阻害する。

11

11a

9

9a

血友病 A は第 8 因子
が遺伝的に欠乏或い
は低下している。

トロンビン

活性化
ワーファリン以外の抗凝固薬としては最初に（2011+ 年）に開発されたプラザキサ（ダビガトラン）は
活性化
トロンビン（２a）を直接阻害する。その他のエリキュースなど
3 種類は共通系の１０a を直接阻害す
活性化(activate)
された因子という意味
る。従って、プロトロンビン時間などは効果の確認に利用できない。指標になる血液検査が無いの
で、ワーファリンのように効果が確認できづらいということにもなる。ただ、ビタミン K に依存してい
ないので、納豆の制限などは無い。

8a

8

10a を阻害する抗凝固薬には①イグザレルト（リバーロキサバン）②エリキュース（アピキサバン）
③リクシアナ（エドキサバン）がある。（ ）内が一般名。
①イグザレルトの名称は第 10 番目の凝固因子（Xa)から作った造語で Xarelto(イグザレルト）。
②エリキュース（Eliquis)は、エレガント（Elegant)な液体（liquid)から命名。
③リクシアナ（Lixiana)は信頼できる（Reliable)第 10 番目の凝固因子（Ⅹa)から命名。
（いずれもインタビューフォーム参照）

