
アブシキシマブ

静脈内投与⽤説明：

アブシキシマブ、

糖タンパク質（GP）に結合します
キメラヒト-マウスのFabフラグメントです

ヒト⾎⼩板の受容体であり、⾎⼩板凝集を阻害します。
抗体 アブシキシマブ

キメラ
Fabフラグメントは、特定のウイルスの不活化および除去⼿順、パパインによる消化、およびカラムクロマトグラフィー
を含む⼀連のステップによって、細胞培養上清から精製されます。

抗体は、哺乳類細胞培養での継続的な灌流によって⽣成されます。47,615ダルトン

静脈内（IV）使⽤のための透明で無⾊の無菌の⾮発熱性溶液です。各使い捨てバイアル
0.01 Mリン酸ナトリウム、0.15 Mナトリウムの緩衝液中のアブシキシマブ7.2）2が含まれています

注射⽤⽔中の塩化物および0.001％ポリソルベート80。防腐剤は添加されていません。

臨床薬理学：

全般的

アブシキシマブは無傷の⾎⼩板に結合します
受容体および⾎⼩板凝集に関与する主要な⾎⼩板表⾯受容体。アブシキシマブは、フィブリノーゲン、フォンウィルブ
ランド因⼦、およびその他の接着分⼦が⾎⼩板に結合するのを防ぐことにより、⾎⼩板の凝集を抑制します

活性化⾎⼩板の受容体部位。作⽤機序は⽴体障害を伴うと考えられています
および/またはRGD（アルギニン-グリシン-アスパラギン酸）結合部位との直接相互作⽤ではなく、受容体への⾼分⼦の
アクセスをブロックするコンフォメーション効果

インテグリンファミリーの接着のメンバーである受容体

前臨床経験

アブシキシマブを投与すると、⾎⼩板凝集の最⼤阻害が観察されました。ヒ
ト以外の霊⻑類では、アブシキシマブのボーラス投与量は⾎⼩板受容体の
0.25以上であり、⾎⼩板凝集を完全に抑制しました。ボーラス投与後⼀時的
ですが、受容体遮断は
注⼊。アブシキシマブの抑制効果は、サルの⾎⼩板輸⾎によって実質的に逆転しました。プロトタイプ抗体
の抗⾎栓効果[マウスFabおよび アブシキシマブは
冠状動脈、頸動脈、および⼤腿動脈の⾎栓症の⽝、猿、およびヒヒのモデルで評価されました。のマウスバージョ
ンの⽤量 または⾼品位80％を⽣成するのに⼗分なアブシキシマブ）GPIIb/IIIa受容体遮断
アスピリンおよび/またはヘパリンと⽐較して、急性⾎栓症を予防し、⾎栓症の発⽣率を低下させました。

の80％ 受容体がブロックされた
⾎⼩板機能の阻害で⼀般的に達成

された封鎖は
継続的な静脈内投与による

薬物動態

静脈内ボーラス投与後、アブシキシマブの遊離⾎漿濃度は急速に低下し、初期半減期は10分未満、第2相半減
期は約30分であり、おそらく⾎⼩板GPIIb/IIIa受容体への結合に関連しています。アブシキシマブは⾎⼩板結
合状態で15⽇以上循環し続けますが、⾎⼩板機能は⼀般に48時間で回復します。0.25の静脈内投与

アブシキシマブのボーラス投与とそれに続く10回の持続注⼊ （または
0.125の体重調整注⼊ 最⼩から最⼤10 ほぼ⼀定のフリーを⽣成します
注⼊中の⾎漿濃度。注⼊期間の終了時に、遊離⾎漿濃度は約6時間急速に低下し、その後、より遅い速度で低
下します。
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薬⼒学

0.15からのアブシキシマブの単回ボーラス⽤量のヒトへの静脈内投与
アデノシン⼆リン酸（ADP）に応答したインビボ⾎⼩板凝集または出⾎時間の延⻑によって測定されるよう
に、⾎⼩板機能の急速な⽤量依存的阻害をもたらした。2つの最⾼⽤量（0.25と0.30）で

注射後2時間で、 受容体が遮断され、⾎⼩板
20ADPに対応する集約はほぼ廃⽌されました。出⾎時間の中央値は、ベースライン値の約5分と⽐較して、両
⽅の⽤量で30分以上に増加しました。

0.30まで

0.25の単回ボーラス⽤量のヒトへの静脈内投与10
12〜96時間の間、持続的な⾼品位を⽣み出しました

⾎⼩板機能の阻害（5に応答したexvivo⾎⼩板凝集
ほとんどの患者の注⼊期間中のベースラインおよび出⾎時間は30分を超えます）。体重を調整した注⼊量
（0.125）でも同様の結果が得られました。 最⼩から最⼤10 だった
体重80kgまでの患者に使⽤されます。0.25を受けた患者の結果 ボーラスに続いて5

24時間の注⼊は、同様の初期受容体遮断と⾎⼩板凝集の阻害を⽰しましたが、
注⼊期間中、反応は維持されませんでした。

その後の持続注⼊
受容体遮断80％）および/ま

たは20 ADPの20％未満

低レベルの
アブシキシマブ注⼊の中⽌後、⾎⼩板機能は徐々に正常に戻ります。20⼈中15⼈の患者で、注⼊終了後12時
間以内に出⾎時間が12分に戻った。 と24以内
20⼈の患者のうち18⼈の時間（90％）。 5 ADPに応答した⾎⼩板凝集は50％に戻りました
ベースラインは、注⼊終了後24時間以内に11/32⼈の患者（34％）で、48時間以内に23/32⼈の患者（72％）でし
た。20 ADPに対応して、例インビボ⾎⼩板凝集は、32⼈中20⼈の患者（62％）で24時間以内に、32⼈中28⼈の患
者（88％）で48時間以内にベースラインの50％に戻りました。

受容体遮断は、注⼊の停⽌後10⽇以上存在します。

臨床試験：

アブシキシマブは3つの第3相臨床試験で研究されており、そのすべてが経⽪的冠動脈インターベンションを
受けている患者におけるアブシキシマブの効果を評価しました。 EPILOG）、および従来の医学的治療
（CAPTURE）に反応しない不安定狭⼼症患者。経⽪的インターベンションには、バルーン⾎管形成術、アテ
ローム切除術、またはステント留置術が含まれていました。すべての試験は、さまざまな併⽤ヘパリン投与
計画の使⽤を含み、禁忌でない限り、アスピリン（325 mg）は、計画された⼿順の2時間前に経⼝投与さ
れ、その後1⽇1回投与されました。

EPICは、経⽪経管冠動脈形成術またはアテローム切除術を受けている患者を対象としたアブシキシマブの多
施設⼆重盲検プラセボ対照試験でした（3）。EPIC試験では、治療された冠状⾎管の突然の閉鎖のリスクが⾼
い26〜83歳の2099⼈の患者が、次の3つの治療のいずれかにランダムに割り当てられました。1）アブシキシ
マブボーラス（0.25 アブシキシマブ注⼊が続く（10 12⽤
時間（ボーラスプラス注⼊グループ）; 2）アブシキシマブボーラス（0.25 プラセボ注⼊（ボーラス）が続きます
グループ）、または; 3）プラセボボーラスとそれに続くプラセボ注⼊（プラセボグループ）。経⽪的冠動脈
インターベンション中またはその後のリスクが⾼い患者は、不安定狭⼼症または⾮Q波⼼筋梗塞の患者と定義
されました。 症状から12時間以内に急性Q波⼼筋梗塞を起こした患者
発症 冠状動脈の形態および/または臨床的特徴のためにリスクが⾼い⼈3つのアームのそれぞれでの

治験薬による治療は、発症のIO-60分前に開始されました。
経⽪的冠動脈インターベンション。患者は最初に静脈内ヘパリンボーラス（10,000から12,000単位）を受
け、 その後最⼤3,000ユニット、経⽪的冠動脈形成術では最⼤20,000ユニット
介⼊。活性化部分トロンボプラスチン時間の治療的上昇を維持するために、ヘパリン注⼊を12時間継続し
た。 通常の時間）。

1 2



主要エンドポイントは、以下のイベントのいずれかの発⽣でした。30経⽪的冠動脈インターベンションの⽇
数：死亡、⼼筋梗塞（MI）、または再発性虚⾎に対する緊急インターベンションの必要性[すなわち、緊急経
⽪経管冠動脈形成術、緊急冠動脈バイパスグラフト（CABG）⼿術、冠状動脈ステント、または

バルーンポンプ]。30⽇間（カプランマイヤー）の主要エンドポイントイベント率
無作為化されたすべての患者のITT解析による各治療群を表に⽰します。プラセボ群と⽐較して、ボーラスと
注⼊治療群の主要エンドポイント率の発⽣率が4.5％低いのに対し、1.3％は統計的に有意でした。ボーラス治
療群での発⽣率の低下はそうではありませんでした。不安定狭⼼症の患者、急性⼼筋梗塞の症状の発症から
12時間以内に現れる患者、およびその他の⾼リスクの患者の3つの⾼リスクサブグループすべてについて、
ボーラスプラス注⼊治療群で主要評価項⽬の発⽣率が低いことが観察されました。 -リスクのある臨床的およ
び/または形態学的特徴（3）。治療効果は最初の2つのサブグループで最⼤であり、3番⽬のサブグループで
最⼩でした。

表1
30⽇間のエピックトライアルでのプライマリエンドポイントイベントレート

Abcixhnab
ボーラス

アブシキシマブボーラス

+注⼊プラセボ

患者数

死、MI、または緊急介⼊」
p値とプラセボ

89（12.8） 79（11.5）
0.428

59（8.3）
0.008

プライマリのコンポーネント
死
⽣存患者における急性⼼筋梗塞急性⼼筋梗
塞のない⽣存患者への緊急介⼊

12（1.7）

55（7.9）

22（3.2）

9（1.3）

40（5.8）

30（4.4）

12（1.7）

31（4.4）
16（2.2）

最初の30⽇間に複数のイベントを経験した⼈は、1回だけカウントされます。
最も深刻な要素（死亡急性MI緊急介⼊）の下で⼀度だけカウントされます。

ボーラスプラス注⼊治療群の主要エンドポイントイベント率は、最初の48時間でほとんど減少し、この利点
は30での盲検評価を通じて維持されました。 そして6ヶ⽉（4）。で
⽉のフォローアップ訪問このイベント率は、プラセボ群よりもボーラスプラス注⼊群（12.3％）で低いままでした

対プラセボ）。

EPILOGは、経⽪的冠動脈インターベンションを受けている患者の幅広い集団（⼼筋梗塞および不安定狭⼼症
がEPICの⾼リスクを満たす患者を除く）でアブシキシマブを評価したランダム化⼆重盲検多施設プラセボ対
照試験でした。 EPILOGは、
低⽤量の体重調整ヘパリンレジメン、早期⼤腿動脈鞘除去、改善されたアクセス部位管理、およびアブシキ
シマブ注⼊⽤量の体重調整は、出⾎率を⼤幅に低下させながら、EPIC試験で⾒られた有効性を維持する可能
性があります。EPILOGは、3つの治療群の試験でした。アブシキシマブと標準⽤量、体重調整ヘパリン。ア
ブシキシマブと低⽤量、体重調整済み とプラセボ
標準⽤量、体重調整ヘパリン。アブシキシマブのボーラス投与量は、EPIC試験で使⽤されたものと同じでした

300秒の活性化凝固時間（ACT）を達成するための100 U / kg体重調整ヘパリンのボーラス投与（最⼤
初期ボーラス10,000単位）。

200秒の活性化凝固時間（ACT）を達成するための70の重量調整ヘパリンのボーラス投与（最⼤初期
ボーラス7,000単位）。
ReoPro_label 1 3



（0.25
特定の患者とアクセスサイトの管理⼿順、および早期シースの強⼒な推奨事項

しかし、持続注⼊量は、80歳までの患者で体重調整されました （0.125

注意事項に記載されているように、除去も試験に組み込まれました。EPILOGトライアルは
有効性を維持しながら出⾎率を下げる⽬的：アブシキシマブ治療では、出⾎はプラセボ群と有意差はあり
ませんでした（有害反応：出⾎を参照）。

選考科⽬

EPILOG試験の主要評価項⽬は、経⽪的冠動脈インターベンションから30⽇以内に発⽣した死亡またはMIの複
合でした。死亡、MI、または緊急介⼊の複合は、重要な副次的評価項⽬でした。EPIC試験で⾒られたよう
に、アブシキシマブ治療群のエンドポイントイベントは最初の48時間でほとんど減少し、この利益は30⽇6か
⽉の盲検評価を通じて維持されました。30⽇での（カプランマイヤー）エンドポイントイベント率は、2792
⼈のランダム化されたすべての患者のITT解析による各治療群について表2に⽰されています。6か⽉のフォ
ローアップ訪問では、死亡、MI、または反復（緊急または⾮緊急）介⼊のイベント率は、アブシキシマブ治
療群で低いままでした（22.3％および

それぞれ、プラセボ群（25.8％）および
死亡、MI、または緊急介⼊のイベント率は、アブシキシマブ治療群で⼤幅に低かった（8.3％および

それぞれ、プラセボ群（14.7％）よりも標準⽤量および低⽤量ヘパリン群の場合）。The
エンドポイントイベント率の⽐例した減少は、使⽤された冠動脈インターベンションのタイプ（バルーン⾎管形成
術、アテレクトミー、またはステント留置）に関係なく同様でした。⽶国⼼臓病学会/⽶国⼼臓協会の臨床/形態学
的基準を使⽤したリスク評価には、観察者間の⼤きなばらつきがありました。その結果、有効性を評価するための
低リスクのサブグループを再現性よく特定することができませんでした。

表2
30⽇でのエンドポイントイベントレート エピログトライアル

プラセボ+
標準⽤量

ヘパリン

アブシキシマブ+
標準

ヘパリンの投与量

アブシキシマブ+
低⽤量

ヘパリン

患者数

死またはMI」
p値とプラセボ

85（9.1） 38（4.2）
co.00 1

35（3.8）
co.00 1

死、MI、または緊急介⼊」
p値とプラセボ

コンポジットのコンポーネント
死
⽣存患者における急性⼼筋梗塞急性⼼筋梗塞の
ない⽣存患者への緊急介⼊

109（11.7） 49（5.4）
co.00 1

48（5.2）
co.00 1

7（0.8）

78（8.4）

24（2.6）

4（0.4）

34（3.7）

11（1.2）

3（0.3）

32（3.4）

13（1.4）

最初の30⽇間に複数のイベントを経験した⼈は、1回だけカウントされます。
最も深刻な要素（死亡急性MI緊急介⼊）の下で⼀度だけカウントされます。

0.25のボーラス投与とそれ
に続く0.125 最⼩注⼊（最⼤1 0

経⽪的冠動脈インターベンションの直前の10〜60分前のアブシキシマブ
12時間
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CAPTUREは、経⽪的冠動脈インターベンションが計画されていたがすぐには実施されなかった従来の医学的
治療に反応しない不安定狭⼼症患者におけるアブシキシマブの使⽤に関するランダム化⼆重盲検多施設プラ
セボ対照試験でした（6）。EPICおよびEPILOG試験とは対照的に、CAPTURE試験では、プラセボまたはアブ
シキシマブの投与を18〜24時間前に開始しました。

冠状動脈インターベンションおよびインターベンション完了後1時間まで継続。

患者は、安静にもかかわらず少なくとも1回の⼼筋虚⾎のエピソードがあり、ヘパリンの静脈内投与と硝酸塩
の経⼝または静脈内投与で少なくとも2時間の治療を受けた場合、不安定狭⼼症が従来の医学的治療に反応し
ないと評価されました。これらの患者は、スクリーニング⾎管造影中に経⽪的冠動脈インターベンションの
影響を受けやすい冠状動脈病変を有すると判断された場合、CAPTURE試験に登録されました。患者は、18〜
24時間、ボーラス投与とプラセボまたはアブシキシマブの静脈内注⼊を受けました。注⼊期間の終わりに、
介⼊が⾏われた。アブシキシマブまたはプラセボの注⼊は、介⼊の1時間後に中⽌されました。

アブシキシマブの投与量は0.25でした
CAPTURE試験では、介⼊の実施中にのみ標準ヘパリン⽤量の体重調整が組み込まれましたが、より低いヘパ
リン⽤量の効果は調査されず、動脈鞘は約40時間そのままにされました。CAPTURE試験の主要評価項⽬は、
経⽪的冠動脈インターベンションから30⽇以内に、死亡、MI、または緊急介⼊のいずれかのイベントが発⽣
したことでした。126.5⼈のランダム化されたすべての患者のITT解析による各治療群の30⽇間（カプランマ
イヤー）の主要エンドポイントイベント率を表3に⽰します。

ボーラスとそれに続く10の割合での持続注⼊ The

表3
30⽇間のキャプチャトライアルでのプライマリエンドポイントイベントレート

プラセボ アブシキシマブ

患者数

死、MI、または緊急介⼊」
p値とプラセボ

プライマリのコンポーネント
死
⽣き残った患者のMI
急性⼼筋梗塞のない⽣存患者への緊
急介⼊

101（15.9） 71（11.3）
0.012

8（1.3）

49（7.7）

44（6.9）

6（1.0）

24（3.8）

41（6.6）

最初の30⽇間に複数のイベントを経験した⼈は、1回だけカウントされます。急
介⼊には、計画された介⼊後の計画外の経⽪的冠動脈インターベンション、ならびに即時
開存のためのステント留置および計画外のCABGまたは

バルーンポンプ。
最も深刻なコンポーネントの下で⼀度だけカウントされます 介⼊）。

30⽇間の結果は、EPICの結果と⼀致しており、複合エンドポイントの⼼筋梗塞および緊急介⼊コンポーネン
トに最⼤の影響を及ぼします。⼆次エンドポイントとして、複合エンドポイントの成分は、経⽪的冠動脈イ
ンターベンションの前の期間と介⼊の開始から30⽇⽬までの期間について別々に分析されました。MIの最⼤
の違いはインターベンション後の期間で発⽣しました：率MIの割合は、プラセボ（アブシキシマブ）と⽐較
してアブシキシマブ群で低かった。

プラセボ6.1％）。経⽪的冠動脈インターベンションの前に発⽣するMIの減少もありました
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（アブシキシマブ

介⼊後の期間に発⽣しました。どちらの期間でも死亡率への影響は観察されませんでした。6か⽉のフォローアップで、
死亡、MI、または反復介⼊（緊急または⾮緊急）の複合エンドポイントは、アブシキシマブ群とプラセボ群（アブシキ
シマブ3）の間で差がありませんでした。 プラセボ p-0.77）。

プラセボ2.0％）。緊急介⼊の発⽣率のアブシキシマブ関連の減少

EPIC、EPILOG、CAPTUREの3つの試験すべてで死亡率はまれでした。同様の死亡率が各試験内のすべての群
で観察されました。3つの試験すべてにおいて、急性⼼筋梗塞の発⽣率は、アブシキシマブで治療されたグ
ループで有意に低かった。これらの試験では、アブシキシマブ治療群の緊急介⼊率も低かった。

抗凝固療法：EPIC試験で⾒られた出⾎の発⽣率のため、併⽤ヘパリンの投与計画と抗凝固療法の⽬標レベル
は、CAPTURE試験とEPILOG試験で連続的に変更されました。患者管理のための他の⼿段と組み合わされた
これらの修正された投薬レジメンは、出⾎率の低下と関連していた（有害反応：出⾎を参照）。

EPILOG試験：ヘパリンはすべての治療群で体重調整されました。ベースラインACTは、経⽪的冠動脈イン
ターベンションの前に決定されました。試験の低⽤量ヘパリン群では、ヘパリンは次のように投与されま
した。

最初のヘパリンボーラスは、以下のレジメンに従って、ベースラインACTの結果に基づいていまし
た。

ACT 150秒：70 U/kgヘパリンACT150を投与し
ます
⾏為

199秒：投与50秒：ヘパリン
を投与しない

ヘパリン

処置中に200秒のACTを達成および維持するために、追加の20 U/kgヘパリンボーラスが与えられまし
た。

試験では、処置直後のヘパリンの中⽌と6時間以内の動脈鞘の除去が強く推奨されました。⻑期のヘ
パリン療法または遅延した鞘の除去が臨床的に⽰されている場合、ヘパリンは、APTTを60〜85秒の
⽬標に保つように調整されました。

CAPTUREトライアル：
抗凝固療法は、ヘパリンの静脈内注⼊で開始され、60〜85秒の⽬標APTTを達成しました。この試験
では、ヘパリン注⼊は均⼀に体重調整されていませんでした。ヘパリン注⼊はアブシキシマブ注⼊中
に維持され、経⽪的冠動脈インターベンション中に300秒のACTまたは70秒のAPTTを達成するように
調整されました。介⼊後のヘパリン管理は、EPILOG試験で上記のとおりでした。

アブシキシマブの投与前に抗凝固療法を開始した。

適応症と使⽤法：

アブシキシマブは、⼼臓虚⾎性合併症の予防のための経⽪的冠動脈インターベンションの補助として⽰され
ています

経⽪的冠動脈インターベンションを受けている患者
。経⽪的冠動脈インターベンションが24時間以内に計画されている場合、従来の医学的治療に反応し

ない不安定狭⼼症の患者

経⽪的冠動脈インターベンションを受けていない患者でのアブシキシマブの使⽤は研究されていません。

アブシキシマブは、アスピリンおよびヘパリンとの併⽤を⽬的としており、臨床試験で説明されているように、その設定での
み研究されています。
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禁忌：

アブシキシマブは出⾎のリスクを⾼める可能性があるため、アブシキシマブは以下の臨床状況では禁忌で
す。

活発な内出⾎

最近（6週間以内）臨床的に重要な胃腸（GI）または泌尿⽣殖器（GU）の出⾎。

2年以内の脳⾎管障害（CVA）の病歴、または重⼤な神経学的⽋損が残っているCVA

出⾎素因

プロトロンビン時間がない限り、7⽇以内の経⼝抗凝固剤の投与 1.2倍の制御

⾎⼩板減少症 100,000

最近（6週間以内）の⼤⼿術または外傷

頭蓋内腫瘍、動静脈奇形、または動脈瘤

重度の管理されていない⾼⾎圧

⾎管炎の推定または⽂書化された病歴

経⽪的冠動脈インターベンション前の静脈内デキストランの使⽤、またはインターベンション中にデキストランを使⽤す
る意図

アブシキシマブは、この製品の任意の成分またはマウスタンパク質に対する既知の過敏症の患者にも禁忌で
す。

警告：

アブシキシマブは、特にヘパリン、他の抗凝固剤、または⾎栓溶解剤などの抗凝固剤の存在下で、出⾎のリ
スクを⾼める可能性があります（有害反応：出⾎を参照）。

アブシキシマブ療法による⼤出⾎のリスクは、⾎栓溶解薬を投与されている患者で増加する可能性があり、予想
される利益と⽐較検討する必要があります。

圧⼒で制御できない深刻な出⾎が発⽣した場合は、アブシキシマブとそれに付随するヘパリンの注⼊を中⽌
する必要があります。

予防：

出⾎に関する注意事項

EPILOG試験の結果は、低⽤量の体重調整ヘパリンレジメンの使⽤、より厳格な抗凝固ガイドラインの順守、
早期の⼤腿動脈鞘除去、患者とアクセス部位の注意深い管理、およびアブシキシマブの体重調整によって出
⾎を減らすことができることを⽰しています。注⼊量。
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アブシキシマブによる治療では、すべての潜在的な出⾎部位（カテーテル挿⼊部位、動脈および静脈穿刺部位を含
む）に注意を払う必要があります。 部位、針穿刺部位、および胃腸、泌尿⽣殖器、
および後腹膜部位）。

動脈および静脈の穿刺、筋⾁内注射、および尿道カテーテル、⿐気管挿管、経⿐胃管、および⾃動⾎圧カフ
の使⽤は最⼩限に抑える必要があります。静脈内アクセスを取得するときは、⾮圧縮性の部位（鎖⾻下静脈
や頸静脈など）を避ける必要があります。採⾎には⽣理⾷塩⽔またはヘパリンロックを検討する必要があり
ます。⾎管穿刺部位は⽂書化して監視する必要があります。ドレッシングを外すときは、細⼼の注意を払う
必要があります。

⼤腿動脈アクセス部位：

出⾎を防ぐには、動脈アクセス部位のケアが重要です。⼤腿動脈の前壁のみが穿刺されるように⾎管アクセスを試
みる場合は、シースアクセスを取得するためのセルディンガー（スルーおよびスルー）技術を回避するように注意
する必要があります。必要な場合を除いて、⼤腿静脈シースの配置は避ける必要があります。⾎管鞘が所定の位置
にある間、患者は、ベッドの頭と影響を受けた四肢がまっすぐな位置に拘束された状態で、完全な安静に維持され
るべきである。患者はのために薬を服⽤されるかもしれません としての痛み

必要。

⼿順の完了と動脈鞘の除去の直後のヘパリンの中⽌
APTT50またはACT175の場合は、6時間以内に強くお勧めします（注意事項：臨床検査を参照）。すべての状
況において、ヘパリンは動脈鞘除去の少なくとも2時間前に中⽌する必要があります。

シースを取り外した後、⼿動で圧迫するか⽌⾎⽤の機械装置を使⽤して、⼤腿動脈に少なくとも30分間圧⼒
をかける必要があります。⽌⾎後、圧迫包帯を適⽤する必要があります。患者は、アブシキシマブの鞘の除
去または中⽌後6〜8時間、またはヘパリンの中⽌後4時間のいずれか遅い⽅で、安静に維持する必要がありま
す。圧迫包帯は、歩⾏前に取り除く必要があります。⼤腿動脈シースが所定の位置にある間、および⼤腿動
脈シースが除去されてから6時間の間、シース挿⼊部位および影響を受けた脚の遠位パルスを頻繁にチェック
する必要があります。⾎腫は拡⼤を測定および監視する必要があります。

以下の症状は出⾎のリスクの増加と関連しており、アブシキシマブの効果と相加的である可能性があります
の中に 設定：発症から12時間以内の経⽪的冠動脈インターベンション
急性⼼筋梗塞、⻑期の経⽪的冠動脈インターベンション（70分以上続く）、および経⽪的冠動脈インターベ
ンションの失敗の症状。

⾎栓溶解剤、抗凝固剤、その他の抗⾎⼩板剤の使⽤

EPIC、EPILOG、およびCAPTURE試験では、アブシキシマブがヘパリンおよびアスピリンと併⽤されまし
た。これらの臨床試験で使⽤される抗凝固アルゴリズムの詳細については、「臨床試験：抗凝固」を参照し
てください。アブシキシマブは⾎⼩板凝集を阻害するため、⽌⾎に影響を与える他の薬剤（⾎栓溶解薬、経
⼝抗凝固薬、⾮ステロイド性抗炎症薬、ジピリダモール、チクロピジンなど）と併⽤する場合は注意が必要
です。

EPIC試験では、低分⼦量デキストランを伴うアブシキシマブの投与に関する経験は限られていました。低分
⼦量デキストランは通常、冠状動脈ステントの展開のために投与され、経⼝抗凝固剤も投与されました。ア
ブシキシマブとともに低分⼦量デキストランを投与された11⼈の患者では、5⼈に⼤きな出⾎イベントがあ
り、4⼈に⼩さな出⾎イベントがありました。低分⼦量デキストランで治療された5⼈のプラセボ患者のいず
れも、⼤または⼩の出⾎イベントを持っていませんでした（禁忌を参照）。
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⾎栓溶解剤を投与されている患者におけるアブシキシマブの使⽤に関するデータは限られています。出⾎に対する
相乗効果が懸念されるため、全⾝⾎栓溶解療法を慎重に使⽤する必要があります。

⾎⼩板減少症

⾎⼩板数は、治療前、アブシキシマブのボーラス投与の2〜4時間後、および24時間後または退院前のいずれ
か早い⽅で監視する必要があります。患者が急激な⾎⼩板減少を経験した場合（例えば、⾎⼩板が100,000未
満に減少した場合）
⾎⼩板数を決定する必要があります。
エチレンジアミン四酢酸（EDTA）、クエン酸塩、ヘパリン、それぞれ、試験管内で抗凝固剤の相互作⽤。真
の⾎⼩板減少症が確認された場合は、アブシキシマブを直ちに中⽌し、状態を適切に監視および治療する必
要があります。臨床試験における⾎⼩板減少症の患者については、正常に戻るまで毎⽇の⾎⼩板数を取得し
ました。患者の⾎⼩板数が60,000に低下した場合

ヘパリンとアスピリンは中⽌されました。患者の⾎⼩板数が50,000を下回った場合
⾎⼩板が輸⾎された。重度の⾎⼩板減少症のほとんどの症例 内で発⽣しました

アブシキシマブ投与の最初の24時間。

および前処理値から少なくとも25％の減少）、追加のこれらの
⾎⼩板数は、

。⾎⼩板機能の回復

深刻な制御不能な出⾎または緊急⼿術が必要な場合は、アブシキシマブを中⽌する必要があります。⾎⼩板
機能が正常に戻らない場合は、⾎⼩板輸⾎によって少なくとも部分的に回復する可能性があります。

実験室試験

アブシキシマブの注⼊前、⾎⼩板数、プロトロンビン時間、ACTおよび
既存の⽌⾎異常。

識別するために測定する必要があります

すべての研究からのデータの統合分析に基づいて、出⾎のリスクを最⼩限に抑えるために以下のガイドラインを利⽤すること
ができます。

アブシキシマブが開始されたとき
アブシキシマブとヘパリンの注⼊期間中、60〜85秒維持されました。

経⽪的冠動脈インターベンションの24時間前まで なれ

経⽪的冠動脈インターベンション中、ACTは200〜300秒の間に維持する必要があります。

経⽪的冠動脈インターベンション後もこれらの患者で抗凝固療法を継続する場合は、APTTを60〜85秒維持
する必要があります。

The
APTT

またはACTは、動脈シースを除去する前にチェックする必要があります。50秒またはACT175秒でない限り、シー
スを取り外さないでください。

再管理

アブシキシマブの投与は、アレルギー反応または過敏反応を引き起こす可能性のあるヒト抗キメラ抗体
（HACA）の形成を引き起こす可能性があります gアナフィラキシー）、⾎⼩板減少症または減少
アブシキシマブの再投与による利益。EPIC、EPILOG、およびCAPTURE試験では、アブシキシマブ治療を受
けた患者の約5.8％で陽性のHACA反応が発⽣しました。アブシキシマブ治療に関連する過敏症やアレルギー
反応の過剰はありませんでした。

最初の投与後にHACA反応を発現しなかった29⼈の健康なボランティアへのアブシキシマブの再投与は、ア
ブシキシマブの薬物動態の変化または抗⾎⼩板の減少をもたらさなかった
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効⼒。ただし、この少数の患者グループの結果は、再投与後にHACA反応の発⽣率が増加する可能性があるこ
とを⽰唆しています。最初の投与後に陽性のHACA反応を⽰した患者への再投与は、臨床試験で評価されてい
ません。

アレルギー反応

アナフィラキシーは、第3相臨床試験のいずれにおいてもアブシキシマブ治療を受けた患者について報告されていませ
ん。ただし、アナフィラキシーが発⽣する可能性があります。その場合、アブシキシマブの投与を直ちに中⽌し、標準
的な適切な蘇⽣措置を開始する必要があります。

薬物相互作⽤

アブシキシマブとの薬物相互作⽤は体系的に研究されていませんが、狭⼼症、⼼筋梗塞、⾼⾎圧の治療に使
⽤される幅広い薬剤を併⽤して治療された虚⾎性⼼臓病の患者にアブシキシマブが投与されています。これ
らの薬剤には、ヘパリン、ワルファリン、ベータアドレナリン受容体遮断薬、カルシウムチャネル拮抗薬、
アンジオテンシン変換酵素阻害薬、静脈内および経⼝硝酸塩、およびアスピリンが含まれています。ヘパリ
ン、他の抗凝固剤、⾎栓溶解剤、および抗⾎⼩板剤は、出⾎の増加に関連している可能性があります。の患
者
または他の診断または治療で治療された場合の過敏反応

⼒価にはアレルギー抗体がある可能

性があります。

発がん、突然変異誘発および出⽣⼒の障害

インビトロおよびインビボ変異原性の研究では、変異原性の影響は⽰されていません。発がん性または雄
または雌の動物の出⽣⼒への影響を評価するための動物での⻑期研究は⾏われていません。

妊娠カテゴリーC

動物の⽣殖に関する研究は、アブシキシマブでは実施されていません。アブシキシマブが妊婦に投与されたときに胎児に害を
及ぼす可能性があるのか  、それとも⽣殖能⼒に影響を与える可能性があるのか  も不明です。アブシキシマブは、明らかに必
要な場合にのみ妊婦に投与する必要があります。

授乳中の⺟親

この薬が⺟乳に排泄されるのか、摂取後に全⾝に吸収されるのかは不明です。⺟乳には多くの薬物が排泄さ
れるため、授乳中の⼥性にアブシキシマブを投与する場合は注意が必要です。

⼩児科での使⽤

⼩児患者の安全性と有効性は研究されていません。

悪い反応：

出⾎

アブシキシマブは、特にヘパリン、他の抗凝固剤または⾎栓溶解剤からの抗凝固剤の存在下で、出⾎のリス
クを⾼める可能性があります。フェーズ3試験での出⾎は、⼼筋梗塞研究グループの⾎栓溶解療法の基準によ
り、メジャー、マイナー、または重要ではないと分類されました（7）。主要な出⾎イベントは、頭蓋内出⾎
または5を超えるヘモグロビンの減少のいずれかとして定義されました。 マイナー
出⾎イベントには、⾃発的な⾁眼的⾎尿、⾃発的な吐⾎、観察された失⾎が含まれます。
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3以上のヘモグロビン減少
出⾎部位。軽微な出⾎イベントは、ヘモグロビンが3〜4の間で3未満減少することとして定義され
ました。 出⾎は観察されませんでした。輸⾎を受けた患者では、
失われた⾎液の単位数は、Landefeldらの⽅法を採⽤して推定されました。

または少なくとも4のヘモグロビンの減少 識別されていない
または

体重が調整されていない標準的なヘパリン投与計画が使⽤されたEPIC試験では、アブシキシマブ療法中の最
も⼀般的な合併症は最初の36時間の出⾎でした。The メジャーの
出⾎、軽度の出⾎、⾎液製品の輸⾎が⼤幅に増加しました。アブシキシマブ治療を受けた⼤出⾎患者の約
70％は、⿏径部の動脈アクセス部位で出⾎していました。アブシキシマブ治療を受けた患者はまた、胃腸、
泌尿⽣殖器からの主要な出⾎イベントの発⽣率が⾼かった。

および他のサイト。

出⾎率は、CAPTURE試験で減少し、EPILOG試験では、変更された投薬レジメンと特定の患者管理技術を使
⽤することでさらに減少しました。EPILOGでは、注意事項に記載されているヘパリンとアブシキシマブの投
与、鞘の除去、動脈アクセス部位のガイドラインを使⽤して、アブシキシマブと低⽤量の体重調整ヘパリン
で治療された患者の⼤出⾎の発⽣率は、プラセボを投与された患者のそれと有意差はありませんでした。

EPICおよびCAPTURE試験のサブグループ分析は次のことを⽰しました
体重75kgのアブシキシマブ患者。体重調整されたヘパリン投与を使⽤したEPILOG試験では、アブシキシマ
ブ治療を受けた患者の⾮CABG⼤出⾎率は体重サブグループによって実質的に異ならなかった。

⼤出⾎がより⼀般的でした

データは限られていますが、アブシキシマブ治療は、CABG⼿術を受けた患者の過剰な⼤出⾎とは関連してい
ませんでした。（すべての治療群の範囲は、EPICで3〜5％でした。 キャプチャで
およびEPILOG試験。）出⾎時間が⻑引く⼀部の患者は、⼿術前に出⾎時間を修正するために⾎⼩板輸⾎を受
けました。（注意事項：⾎⼩板機能の回復を参照してください。）

EPIC、CAPTURE、およびEPILOG試験での輸⾎を必要とする⼤出⾎、軽度の出⾎、および出⾎イベントの発
⽣率を表4に⽰します。重要でない出⾎イベントの発⽣率は表4に含まれていません。
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表4
冠状動脈以外の出⾎エピック、エピログ、キャプチャトライアル

出⾎のある患者の数

すごい：
アブシキシマブ

（ボーラス+注⼊）
= 708）

プラセボ
= 696）

選考科⽬"

マイナー
要求する

23（3.3） 75（10.6）
119（16.8）

55（7.8）

64（9.2）

1 4（2.0）

キャプチャー：
プラセボ

=
アブシキシマブ

=

選考科⽬"

マイナー
要求する

12（1.9）

13（2.0）

9（1.4）

24（3.8）

30（4.8）

15（2.4）

エピローグ：

アブシキシマブ+
標準⽤量ヘパリン

アブシキシマブ+

低⽤量ヘパリン
= 935）

プラセボ
= 939）

選考科⽬"

マイナー
要求する

10（1.1）

32（3.4）

10（1.1）

17（1.9）

70（7.6）

7（0.8）

10（1.1）

37（4.0）

6（0.6）

「複数の分類で出⾎した患者は、最も厳しい分類に従って1回だけカウントされます。同じ分類の複数の出⾎イベントの
ある患者も、その分類内で1回カウントされます。

⾚⾎球または全⾎

頭蓋内出⾎と脳卒中

3つの試験すべてにわたる頭蓋内出⾎と⾮出⾎性脳卒中の総発⽣率に有意差はありませんでした。

頭蓋内出⾎は
プラセボ患者と

プラセボ患者と
アブシキシマブ治療を受けた患者の場合は112。の発⽣率

アブシキシマブ患者の場合は112。

⾎⼩板減少症

臨床試験では、アブシキシマブで治療された患者は、プラセボで治療された患者よりも⾎⼩板数の減少を経
験する可能性が⾼かった。のレート
その後のCAPTUREおよびEPILOGトライアル（表5）。

輸⾎は
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表5
⾎⼩板減少症および⾎⼩板

プラセボ+
標準⽤量

ヘナリン

アブシキシマブ+

標準⽤量
ヘナリン

アブシキシマブ+
低⽤量
ヘパリン

登録された患者の総数
すごい
キャプチャー
エピローグ

n = 696
n = 635
n = 939

n = 708
n = 630

n = 935

⾎⼩板が減少した患者
イベントのある患者の

すごい
キャプチャー
エピローグ

⾎⼩板が減少した患者

0.7
0.3
0.4

1.6
1.7
0.9

__
__

0.4

すごい
キャプチャー
エピローグ

⾎⼩板を投与された患者

3.43.4

1.3
1.5

5.2
5.6
2.62.6

__
__

2.5

すごい
キャプチャー
エピローグ

2.62.6

0.3
1.1

5.5
2.1
1.6

__
__

0.9

⾎⼩板数の数

⾎⼩板減少症またはその他の理由で⾎⼩板輸⾎を受けている患者を含みます。

患者のカテゴリーにも含まれています

その他の有害反応

表6は、EPIC、EPILOG、およびCAPTUREを組み合わせた試験で発⽣した、出⾎と⾎⼩板減少症以外の有害事象を⽰して
います。5％
プラセボで治療されたものよりも⾼い。
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表6
EPIC、EPILOG、およびキャプチャトライアルで治療を受けた患者の間での有害事象

プラセボ
= 2226）

ボーラス注⼊

患者数
⼼臓⾎管系

低⾎圧
徐脈

230（10.3）
79（3.5）

447（14.4）
140（4.5）

消化器系
吐き気
嘔吐
腹痛

255（11.5）
152（6.8）
49（2.2）

423（13.6）
226（7.3）
97（3.1）

その他
背中の痛み
胸痛
頭痛
穿刺部位の痛み
末梢性浮腫

304（13.7）
208（9.3）
122（5.5）
58（2.6）

25（1.1）

546（17.6）
356
200（6.4）
113（3.6）
49（1.6）

EPIC、EPILOG、およびCAPTURE試験からの以下の追加の有害事象は、ボーラスとアブシキシマブの注⼊で
治療された患者の研究者によって報告されました。 0.5％未満でした
プラセボ群の患者よりも⾼い。

⼼臓⾎管システム-⼼室動静脈瘻

塞栓症

頻脈
不完全な房室ブロック

⾎栓性静脈炎（0.1％）;

仮性動脈瘤
結節性不整脈

動悸
完全なAVブロック

胃腸 下痢（1。 イレウス 胃⾷道逆流症（0.1％）;

⾎⾏およびリンパシステム貧⾎ ⽩⾎球増加症（OS％）、点状出⾎（0.2％）;

システムめまい
混乱（0.5％）筋収縮

不安 異常な思考
昏睡 筋緊張亢進

攪拌
複視（0.1％）;

感覚鈍⿇

呼吸器システム-肺炎
胸膜炎 肺塞栓症

胸⽔
ロンカイ（0.1％）;

気管⽀炎（0.3％）気管⽀痙攣

システム-筋⾁痛（0.2％）;

泌尿⽣殖器システム-泌尿器
嚢胞痛（0。

保持
尿失禁。（（0。

排尿障害 異常な腎機能性前⽴腺炎 頻繁

発汗が増加した（1
浮腫 傷

無⼒症（0.7％）切開痛膿瘍
蜂巣炎

蒼⽩ 糖尿病
炎症（（0。 薬物毒性（0.1％）。

かゆみ（0.5％）
周辺の寒さ

⾼カリウム⾎症
異常な視⼒

注射部位の痛み（Ol％）、⼝渇、腹
部の肥⼤（（0。 噴⽕
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過剰投与：

⼈間の臨床試験での過剰投与の経験はありません。

投薬と管理：

アブシキシマブの安全性と有効性は、臨床試験で説明されているように、ヘパリンとアスピリンの併⽤投与
でのみ調査されています。

経⽪的冠動脈インターベンションに失敗した患者では、アブシキシマブの有効性の証拠がないため、アブシ
キシマブの持続注⼊を中⽌する必要があります。

圧迫によって制御できない重篤な出⾎が発⽣した場合は、アブシキシマブとヘパリンを直ちに中⽌する必要
があります。

成⼈におけるアブシキシマブの推奨⽤量は0.25です。
経⽪的冠動脈インターベンションの開始前、続いて0.125の持続静脈内注⼊

（最⼤10まで 12時間。

静脈内ボーラス投与IO-60分

従来の医学的治療に反応しない不安定狭⼼症の患者で、24時間以内に経⽪的冠動脈インターベンションを受
ける予定の患者は、アブシキシマブ0.25で治療することができます。 静脈内
ボーラス投与後、18〜24時間の10回の静脈内注⼊ 1時間後に終了
経⽪的冠動脈インターベンション。

管理のための指⽰

1.⾮経⼝医薬品は、投与前に粒⼦状物質がないか⽬視検査する必要があります。⽬に⾒えて不透明な粒⼦を
含むアブシキシマブの製剤は使⽤しないでください。

2.アブシキシマブなどのタンパク質溶液を投与する場合は常に、過敏反応を予測する必要があります。エピネフリ
ン、ドーパミン、テオフィリン、抗ヒスタミン薬、およびコルチコステロイドは、すぐに使⽤できるようにする必
要があります。アレルギー反応やアナフィラキシーの症状が現れた場合は、注⼊を中⽌し、適切な治療を⾏う必要
があります。

3.すべての⾮経⼝医薬品と同様に、アブシキシマブの投与中は無菌操作を使⽤する必要があります。

4.4。注射器へのボーラス注射に必要な量のアブシキシマブを抜き取ります。無菌の⾮発熱性の低タンパク質結合
0.2または0.22フィルター（Millipore）を使⽤してボーラス注射をろ過します または同等のもの）。

5.注射器への連続注⼊に必要な量のアブシキシマブを抜き取ります。滅菌0.9％⽣理⾷塩⽔または5％デキス
トロースの適切な容器に注⼊し、連続注⼊ポンプを介して計算された速度で注⼊します。持続注⼊は、無菌
の⾮発熱性の、

タンパク質結合0.2または0.22シリンジフィルター（ミリポア
インライン、滅菌、⾮発熱性、低タンパク質結合0.2または0.22を使⽤し
て注⼊の最後に未使⽤の部分を破棄します。

または同等のもの）または投与時
フィルター（アボット または同等のもの）。

6.静脈内注⼊液または⼀般的に使⽤される⼼臓⾎管薬との⾮互換性は⽰されていません。それにもかかわら
ず、アブシキシマブは可能な限り別の静脈内投与ラインで投与し、他の薬剤と混合しないでください。
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7.ガラス瓶のポリ塩化ビニルバッグおよび投与セットとの⾮互換性は観察されていません。

供給⽅法：

アブシキシマブ 2 5で供給されます 10mgを含むバイアル 0002-7 140-O 1）。

バイアルは2〜8°C（現在は36°C）で保管する必要があります。バイア

ルに残っている未使⽤の部分は廃棄してください。

凍結しないでください。DO振らないでください。有効期限を超えて使⽤しないでください
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