
家 →薬、ハーブ、サプリメント →リバロキサバン

このページのURL：https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611049.html

リバロキサバン
（riv'' a rox'a ban）と発⾳されます

重要な警告：

⼼房細動（⼼臓が不規則に⿎動し、体内で⾎栓が形成される可能性が⾼くなり、脳卒中を引き起こす可能
性が⾼い状態）があり、脳卒中や深刻な⾎栓を防ぐためにリバロキサバンを服⽤している場合は、この薬
の服⽤をやめた後、脳卒中を起こします。医師に相談せずにリバロキサバンの服⽤を中⽌しないでくださ
い。気分が良くても、リバロキサバンを服⽤し続けてください。リバロキサバンの服⽤を逃さないよう
に、薬がなくなる前に必ず処⽅箋を補充してください。リバロキサバンの服⽤を中⽌する必要がある場合
は、⾎栓が形成されて脳卒中を引き起こすのを防ぐために、医師が別の抗凝固剤（「抗凝⾎剤」）を処⽅
することがあります。

リバロキサバンなどの「抗凝⾎剤」を服⽤しているときに硬膜外⿇酔または脊髄くも膜下⿇酔または脊椎穿刺を⾏った場合、脊椎内またはその周囲に⾎栓が形成され、⿇痺する可能性があります。硬膜

外カテーテルが体内に残っているか、硬膜外または脊椎の穿刺、脊椎の変形、または脊椎の⼿術を繰り返した、または⾏ったことがあるかどうかを医師に伝えてください。アナグレリド（アグリリン）

を服⽤している場合は、医師と薬剤師に伝えてください。アスピリンおよびその他の⾮ステロイド性抗炎症薬（NSAID）、たとえばイブプロフェン（Advil、Motrinなど）、インドメタシン

（Indocin）、ケトプロフェン、ナプロキセン（Aleve、Anaproxなど）。シロスタゾール; クロピドグレル（プラビックス）; ジピリダモール（ペルサンチン）; エプチフィバチド; ヘパリン; プラスグレル

（効率的）; シタロプラム（セレクサ）などの選択的セロトニン再取り込み阻害薬、エスシタロプラム（Lexapro）、フルオキセチン（Prozac、Symbyax）、フルボキサミン（Luvox）、パロキセチン

（Brisdelle、Paxil、Pexeva）、およびセルトラリン（Zoloft）; デスベンラファキシン（Pristiq）、デュロキセチン（Cymbalta、Drizalma）、レボミルナシプラン（Fetzima）、ミルナシプラン

（Savella）、ベンラファキシン（Effexor）などのセロトニン-ノルエピネフリン再取り込み阻害剤（SNRI）。チカグレロル（ブリリンタ）; チクロピジン; チロフィバン（Aggrastat）、およびワルファ

リン（Coumadin、Jantoven）。次の症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してください：腰痛、筋⼒低下（特に脚と⾜）、しびれまたはうずき（特に脚）、腸または膀胱の制御の喪

失、または⾜を動かします。デスベンラファキシン（Pristiq）、デュロキセチン（Cymbalta、Drizalma）、レボミルナシプラン（Fetzima）、ミルナシプラン（Savella）、ベンラファキシン

（Effexor）などのセロトニン-ノルエピネフリン再取り込み阻害剤（SNRI）。チカグレロル（ブリリンタ）; チクロピジン; チロフィバン（Aggrastat）、およびワルファリン（Coumadin、Jantoven）。

次の症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してください：腰痛、筋⼒低下（特に脚と⾜）、しびれまたはうずき（特に脚）、腸または膀胱の制御の喪失、または⾜を動かします。デスベ

ンラファキシン（Pristiq）、デュロキセチン（Cymbalta、Drizalma）、レボミルナシプラン（Fetzima）、ミルナシプラン（Savella）、ベンラファキシン（Effexor）などのセロトニン-ノルエピネフリ

ン再取り込み阻害剤（SNRI）。チカグレロル（ブリリンタ）; チクロピジン; チロフィバン（Aggrastat）、およびワルファリン（Coumadin、Jantoven）。次の症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐ

に医師に連絡してください：腰痛、筋⼒低下（特に脚と⾜）、しびれまたはうずき（特に脚）、腸または膀胱の制御の喪失、または⾜を動かします。

リバロキサバンを服⽤するリスクについて医師に相談してください。

リバロキサバンによる治療を開始するとき、および処⽅箋を補充するたびに、医師または薬剤師から製造
元の患者情報シート（投薬ガイド）が提供されます。情報を注意深く読み、質問がある場合は医師または
薬剤師に尋ねてください。あなたもすることができます
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⾷品医薬品局（FDA）のWebサイトにアクセスしてください
（（http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf [http://www.fda.gov/downloads/
Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf]）または製造元のWebサイトで、投薬ガイドを⼊⼿してください。

なぜこの薬が処⽅されているのですか？

リバロキサバンは、成⼈の深部静脈⾎栓症（DVT;通常は脚の⾎栓）および肺塞栓症（PE;肺の⾎栓）の治療に使
⽤されます。リバロキサバンは、成⼈の初期治療が完了した後にDVTとPEが再発するのを防ぐためにも使⽤さ
れます。また、⼼臓弁が原因ではない⼼房細動（⼼臓が不規則に⿎動し、体内で⾎餅が形成される可能性が⾼
くなり、脳卒中を引き起こす可能性がある状態）のある成⼈の脳卒中や重篤な⾎餅の予防にも使⽤されます。
疾患。リバロキサバンは、股関節置換術または膝関節置換術を受けている成⼈、または重篤な病気で⼊院し、
動き回る能⼒の低下またはその他のリスク要因により⾎餅を発症するリスクがある⼈々のDVTおよびPEを予防
するためにも使⽤されます。また、アスピリンと⼀緒に使⽤して、冠状動脈疾患（⼼臓に⾎液を供給する⾎管
の狭窄）または末梢動脈疾患（⾎管内の循環不良）の成⼈の⼼臓発作、脳卒中、または死亡のリスクを低下さ
せます腕と脚に⾎液を供給します）。リバロキサバンは、最初の抗凝固（抗凝⾎）治療を5⽇以上受けた⼦供や
特定の乳児でDVTとPEが再発するのを治療および予防するためにも使⽤されます。また、先天性⼼疾患（出⽣
前に発症する⼼臓の異常）を患っている2歳以上の⼦供たちの⼼臓⼿術後のDVTおよびPEを予防するためにも使
⽤されます。リバロキサバンは、第Xa因⼦阻害剤と呼ばれる薬のクラスに含まれています。それは、⾎餅の形
成を助ける特定の天然物質の作⽤をブロックすることによって機能します。

わあ、この薬を使うべきですか？

リバロキサバンは、錠剤と懸濁液（液体）として経⼝摂取できます。リバロキサバンを成⼈のDVTまたはPEの
治療に使⽤する場合、通常、1⽇2回21⽇間⾷事と⼀緒に服⽤し、その後1⽇1回⾷事と⼀緒に服⽤します。成⼈
のDVTまたはPEを予防するためにリバロキサバンを使⽤する場合、通常、少なくとも6か⽉の抗凝固（抗凝⾎）
治療の後、⾷事の有無にかかわらず1⽇1回服⽤します。⼼房細動のある⼈の脳卒中を予防するためにリバロキ
サバンを使⽤する場合、通常、⼣⾷と⼀緒に1⽇1回服⽤します。股関節または膝関節置換⼿術後にDVTおよび
PEを予防するためにリバロキサバンを服⽤する場合、通常、⾷事の有無にかかわらず1⽇1回服⽤します。最初
の投与は、⼿術後少なくとも6〜10時間で⾏う必要があります。リバロキサバンは通常、股関節置換⼿術後35
⽇間、膝関節置換⼿術後12⽇間服⽤します。重篤な病気で⼊院し、動き回る能⼒が低下して⾎栓を発症するリ
スクのある成⼈のDVTおよびPEを予防するためにリバロキサバンを服⽤する場合、通常、⼊院中から1⽇1回、
⾷事の有無にかかわらず服⽤します。その後、合計31〜39⽇間継続します。冠状動脈疾患または末梢動脈疾患
の成⼈にリバロキサバンをアスピリンと⼀緒に服⽤する場合、通常、⾷事の有無にかかわらず1⽇2回服⽤しま
す。リバロキサバンを⼦供や乳児に使⽤してDVTまたはPEを治療または予防する場合、通常、少なくとも5⽇間
の抗凝固（抗凝⾎）治療の後、1⽇1〜3回⾷事を与えます。先天性⼼疾患のある2歳以上の⼦供にリバロキサバ
ンを服⽤すると、
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毎⽇ほぼ同じ時間にリバロキサバンを服⽤してください。処⽅箋の指⽰に注意深く従って、あなたが理解して
いない部分を説明するように医師または薬剤師に依頼してください。指⽰どおりにリバロキサバンを服⽤して
ください。多かれ少なかれ服⽤したり、医師の処⽅よりも頻繁に服⽤したりしないでください。

⼤⼈の場合、錠剤を飲み込めない場合は、錠剤を粉砕してアップルソースと混ぜることができます。あなたがそれ
を準備した直後に混合物を飲み込んでください。リバロキサバンは、特定の種類の栄養チューブにも投与できま
す。この薬を栄養チューブに⼊れるべきかどうか医師に相談してください。医師の指⽰に注意深く従ってくださ
い。

リバロキサバン錠を服⽤している⼦供は、錠剤全体を飲み込んでください。それらを分割しないでください。

リバロキサバン経⼝懸濁液を服⽤してから30分以内にあなたまたはあなたの⼦供が嘔吐または吐き出した場合
は、嘔吐エピソードの直後にもう⼀度全量を服⽤し、定期的にスケジュールされた時間に次の服⽤をしてくだ
さい。

リバロキサバン経⼝懸濁液を測定するには、次の⼿順に従います。
1.液体を測定するための薬に付属の経⼝注射器を使⽤してください。家庭⽤スプーンを使⽤して線量を測定

しないでください。家庭⽤ティースプーンは正確な測定装置ではありません。家庭⽤ティースプーンで⽤
量を測定すると、服⽤する薬が多すぎたり、薬が不⾜したりする可能性があります。

2.使⽤前にボトルを10秒間穏やかに振ってください。ボトルの底に顆粒が残っている場合は、さらに10秒
間穏やかに振ってください。発泡を防ぐためにボトルを振らないでください。

3.キャップを押し下げてボトルキャップを取り外し、反時計回り（左）に回します。ボトルの上部からア
ダプターを取り外さないでください。

4.プランジャーを押し下げて、経⼝注射器からボトルにすべての空気を押し込みます。次に、経⼝注射器の
開いた先端をアダプターに挿⼊します。

5.経⼝注射器を所定の位置に保持しながら、ボトルを慎重に上下逆にします。プランジャーを引き戻して、
薬の⼀部をボトルから経⼝注射器に引き出します。プランジャーを完全に引き出さないように注意してく
ださい。

6.経⼝注射器のプランジャーの端の近くに少量の空気が⾒えます。プランジャーを押すと、薬がボトルに戻
り、空気が消えます。プランジャーを引き戻して、正しい投薬量を経⼝注射器に引き込みます。

7.経⼝注射器をボトルに保持したまま、注射器が上になるようにボトルを慎重に上に向けます。プラン
ジャーを押さずに、ボトルネックアダプターから経⼝シリンジを取り外します。あなたがそれを経⼝注射
器に引き込んだ直後に薬を服⽤してください。

8.経⼝注射器の開いた先端を⼦供の⼝の⽚側に置き、液体が⼦供の⼝に⼊るときにプランジャーをゆっくり
と押します。お⼦さんに薬を⼝に⼊れるときにゆっくりと飲み込ませてください。

9.投与量が5mLを超える場合は、同じシリンジを2回以上使⽤する必要があり、⼿順3〜7を繰り返す必要が
あります。

10.アダプターをボトルに残します。キャップをボトルに戻し、時計回り（右）に回して締めます。

11.経⼝注射器をきれいな⽔道⽔ですすぎ、使⽤するたびに⾵乾させます。
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気分が良くても、リバロキサバンを服⽤し続けてください。医師に相談せずにリバロキサバンの服⽤を中⽌しないでください。

リバロキサバンの服⽤をやめると、⾎栓のリスクが⾼まる可能性があります。

この薬の⽤途

この薬は他の⽤途に処⽅される場合があります。詳細については、医師または薬剤師にご相談ください。

特別な注意事項に従う必要がありますか？

リバロキサバンを服⽤する前に、

リバロキサバン、その他の薬、またはリバロキサバン錠の成分にアレルギーがある場合は、医師と薬剤師
に伝えてください。成分のリストについては薬剤師に尋ねてください。

あなたが服⽤している、または服⽤する予定の他の処⽅薬と⾮処⽅薬、ビタミン、栄養補助⾷品を医師と薬剤師
に伝えてください。重要な警告のセクションに記載されている薬剤と、カルバマゼピン（カルバマゼピン、エピ
トール、エクエトロ、テグレトール、テグレトール-XR、テリル）、エリスロマイシン（EES、エリク、エリペ
ド、エリスロシンなど）、ケトコナゾール、フェニトイン（ジランチン、フェニテック）、リファンピン（リ
ファディン、リマクタン）、およびリトナビル（ノルビル、カレトラ、ビエキラパック）。あなたの医者はあな
たの薬の投与量を変えるか、副作⽤についてあなたを注意深く監視する必要があるかもしれません。他の多くの
薬もリバロキサバンと相互作⽤する可能性があるため、このリストに記載されていない薬も含め、服⽤している
すべての薬について医師に必ず伝えてください。

あなたが服⽤しているハーブ製品、特にセントジョンズワートを医師に伝えてください。

⼈⼯⼼臓弁を使⽤している場合、または最近異常なあざや出⾎に気づいた場合は、医師に相談してください。あなたの医
者はおそらくリバロキサバンを服⽤しないようにあなたに⾔うでしょう。

出⾎の問題、抗リン脂質抗体症候群（APS、⾎液凝固を引き起こす状態）、胃や腸の出⾎や潰瘍、腎臓や肝
臓の病気があるかどうかを医師に伝えてください。

あなたが妊娠しているか、妊娠する予定があるか、または授乳中であるかどうかを医師に伝えてください。リバロキサ
バンの服⽤中に妊娠した場合は、医師にご相談ください。

75歳以上の場合、リバロキサバンを服⽤することのリスクと利点について医師に相談してください。

⻭科⼿術を含む⼿術を受けている場合は、リバロキサバンを服⽤していることを医師または⻭科医に伝えてくだ
さい。医師は、⼿術または⼿技の前にリバロキサバンの服⽤を中⽌するように指⽰する場合があります。⼿術
後、いつリバロキサバンの服⽤を再開すべきかを医師が教えてくれます。

特別な⾷事の指⽰に従うべきですか？

医師の指⽰がない限り、通常の⾷事を続けてください。

服⽤を忘れた場合はどうすればいいですか？

⼤⼈：
リバロキサバンを1⽇1回服⽤する場合は、忘れた分は1⽇1回覚えたらすぐに服⽤してください。翌⽇、
通常の投薬スケジュールを再開します。

DVTまたはPEの治療のためにリバロキサバンを1⽇2回服⽤する場合は、その⽇に覚えたらすぐに服⽤し
忘れた分を服⽤してください。飲み忘れた分を補うために、同時に2回分を飲んでもかまいません。翌⽇
に通常の投薬スケジュールを再開します。
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CADまたはPADをお持ちで、リバロキサバンを1⽇2回服⽤して、DVTおよびPEのリスクを軽減し、服⽤し忘れた
場合は、通常の服⽤スケジュールを続けてください。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

乳幼児：
リバロキサバンを1⽇1回服⽤する場合は、忘れた分は1⽇1回覚えたらすぐに服⽤してください。翌⽇、
通常の投薬スケジュールを再開します。飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

リバロキサバンを1⽇2回服⽤する場合は、忘れた朝の服⽤を覚えたらすぐに服⽤してください。朝の服
⽤し忘れた分を補うために、⼣⽅に2回分を同時に服⽤することができます。翌⽇に通常の投薬スケ
ジュールを再開します

リバロキサバンを1⽇3回服⽤し、服⽤し忘れた場合は、忘れた分は飲まないで1回分を飲んでください。
飲み忘れた分を補うために2回分を飲まないでください。

この薬は帽⼦の副作⽤を引き起こす可能性がありますか？

リバロキサバンは副作⽤を引き起こす可能性があります。これらの症状のいずれかが重度であるか、消えないかどうか
を医師に伝えてください。

筋けいれん

腕や脚の痛み（⼦供）

嘔吐（⼦供）

胃痛

咳（⼦供）

発疹（⼦供）

いくつかの副作⽤は深刻な場合があります。これらの症状または重要な警告のセクションに記載さ
れている症状のいずれかが発⽣した場合は、すぐに医師に連絡してください。

⾎まみれの、黒い、またはタール状のスツール

ピンク、または茶⾊の尿

コーヒーかすのように⾒える⾎や物質を咳や吐き出す

頻繁な⿐⾎

⻭茎からの出⾎

重い⽉経出⾎

弱点

疲れ

頭痛

めまいや失神

ぼやけた視界

腕や脚の痛み
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発疹

かゆみ

呼吸困難または嚥下困難

じんましん

傷⼝の痛みや腫れ

リバロキサバンは⾎液が正常に凝固するのを防ぎます。そのため、切断または負傷した場合、出⾎が⽌まるまで通常よりも
時間がかかる場合があります。この薬はまた、あざや出⾎を起こしやすくする可能性があります。出⾎やあざが異常な場合
は、すぐに医師に連絡してください。

リバロキサバンは他の副作⽤を引き起こす可能性があります。この薬の服⽤中に異常な問題が発⽣した場合は、医師に連

絡してください。

深刻な副作⽤が発⽣した場合、あなたまたはあなたの医師は、⾷品医薬品局（FDA）のMedWatch有害
事象報告プログラムにオンラインで報告を送信する場合があります。
（（http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]）または電話
（1-800-332-1088）。

この薬の保管と廃棄について知っておくべきですか？

この薬は⼊った容器に⼊れ、しっかりと閉じて、⼦供の⼿の届かないところに保管してください。室温で、
過度の熱や湿気を避けて保管してください（バスルームではありません）。

多くの容器（毎週のピルマインダーや点眼薬、クリーム、パッチ、吸⼊器など）は⼦供に耐性がなく、幼児は
簡単に開けることができるため、すべての薬を⼦供の⼿の届かないところに置いておくことが重要です。幼児
を中毒から保護するために、常に安全キャップをロックし、すぐに安全な場所に薬を置いてください。http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

ペット、⼦供、その他の⼈がそれらを消費できないように、不要な薬は特別な⽅法で処分する必要がありま
す。ただし、この薬をトイレに流してはいけません。代わりに、あなたの薬を処分するための最良の⽅法は、
薬の回収プログラムを介することです。地域の回収プログラムについては、薬剤師に相談するか、地元のごみ/
リサイクル部⾨に問い合わせてください。FDAの医薬品の安全な廃棄に関するWebサイトを参照してください
（http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]）回収プログラムにアクセスできない場合の詳細について
は。

n緊急/過剰摂取の場合

過剰摂取の場合は、1-800-222-1222の毒物管理ヘルプラインに電話してください。情報はオンラインでも⼊⼿でき
ます。https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]。犠牲者が倒れた、発作を起こし
た、呼吸に問題がある、または⽬覚められない場合は、すぐに911の救急隊に連絡してください。

過剰摂取の症状には、次のようなものがあります。
異常な出⾎またはあざ

⾎まみれの、黒い、またはタール状のスツール
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⾎尿

コーヒーかすのように⾒える⾎や物質を咳や吐き出す

他の情報を知っておく必要がありますか？

あなたの医者と研究室とのすべての約束を守ってください。医師は、リバロキサバンに対する⾝体の反応を確認するため

に、特定の臨床検査を命じることがあります。

他の⼈にあなたの薬を服⽤させないでください。あなたの処⽅箋はおそらく詰め替え可能ではありません。

服⽤しているすべての処⽅薬と⾮処⽅薬（市販薬）、およびビタミン、ミネラル、その他の栄養補助⾷品など
の製品のリストを書⾯で保管しておくことが重要です。医師の診察を受けるたび、または病院に⼊院する場合
は、このリストを持参する必要があります。緊急時に携帯することも重要な情報です。
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