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Background: Although prolonged antiplatelet therapy with aspirin is widely recommended for children with heart disease, 
aspirin alone may not be sufficient to prevent thrombotic events. The safety and efficacy of thienopyridine derivatives such as 
ticlopidine and clopidogrel have been established in adult patients with coronary artery disease. However, very limited infor-
mation has been published on the use of ticlopidine in a pediatric population. 

Methods: A retrospective study of all children treated with ticlopidine was performed. 87 patients with congenital or acquired 
heart disease were identified. Those patients were divided into three different groups by age and procedures at ticlopidine use.

Results: The total daily dose of ticlopidine ranged from 1.0 to 7.4 mg/kg/day. The relationship between the degree of ADP-
induced platelet aggregation inhibition and the dose of ticlopidine was not linear in any of the three groups. Two patients 
developed thrombotic events after systemic to pulmonary artery shunting. There were no serious bleeding events or adverse 
gastrointestinal effects attributed to the ticlopidine. Hematological abnormalities were documented in 7 patients. Isolated 
thrombocytopenia was identified in 6 patients 2 to 13 years after the initiation of ticlopidine. Platelet counts gradually 
decreased in all patients.

Conclusions: Ticlopidine was well tolerated in our pediatric patients with heart disease, and adverse events were minimal. The 
doses of ticlopidine were considerably lower than those for adult use. Patients should be monitored for thrombocytopenia dur-
ing ticlopidine administration.

要　　旨
背景：小児期の心疾患に対する血栓防止には aspirinが推奨されているが，aspirin単独では必ずしも十分ではな
い．成人領域では clopidogrelや ticlopidineなどの抗血小板薬の有用性と安全性が確認されている．しかし，小児期
心疾患に対する ticlopidineの有用性と安全性を検討した報告はない．
方法：心疾患を伴った小児 87例を対象に，年齢によって 3群に分け，投与量と ADP添加血小板凝集抑制との関
係，有効性，副作用について後方視的に検討した．
結果：投与量は 1.0～7.4 mg/kg/dayで，各年齢群ともに投与量と血小板凝集抑制に相関は認められなかった．短絡
手術後の 2例で血栓が出現していた．副作用としての重篤な出血や消化器症状を認めた例はなかった．長期投与
中に血小板減少を示した例が 6例認められた．
結論：Ticlopidineの投与量は従来報告されている量よりも少なくても十分であり，有用である．長期投与中の血小
板減少に留意する必要がある．

Key words:
ticlopidine, antithrombotic therapy, 
antiplatelet drug, Fontan procedure, 
systemic to pulmonary artery shunt



45平成22年11月 1 日

 401

は，体肺短絡術後 46例，体肺短絡から Fontan型手術
（Glenn手術を含む）後まで継続投与 3例，Fontan型手
術後 37例，川崎病後の冠動脈瘤 1例である．対象の
年齢は生後 14日から 18歳，性別は男児 54例，女児
33例であった．年齢により①乳児群（0～2歳）：30例　
②幼児群（2～7歳）：31例　③学童群（7～15歳）：26例
の 3群に分類し（Table1），体重当りの投与量と ADP

添加血小板凝集抑制能との相関を検討した．さらに，
有効性と副作用についても検討した．血液検査は投与
開始 2カ月間は 2週に 1回以上，以降は 3～6カ月に
1回の血液検査を行った．Ticlopidine投与期間は 6カ
月～19年（中央値 3年 2カ月）で，主として投与した
年齢群に分類した．血液検査は 2～39回（中央値 10

回）で，総検体数は 963件であった．採血は ticlopidine

内服後おおむね 2時間から 4時間後に行った．Ticlopi-

dineの投与は 5 mg/kg/分 3で開始することを基本と
し，ADP添加血小板凝集抑制 20～60％を目標として
投与量を調整した．2008年に PICOLO trialの結果が報
告12）されて以降は 30～50％に目標を変更した．

結　　果

　Ticlopidine投与量と ADP添加血小板凝集抑制との
関係を図に示す（Fig. 1）．投与量は 1.0～7.4 mg/kg/day

であったが，投与量と血小板凝集抑制に相関は認めら
れなかった．各年齢群別に検討を加えたが，どの群で
も相関は認められなかった（Fig. 2）．また，体肺短絡
群と Fontan型手術群に分類して検討したが，同様の
結果であった（Fig. 3）．
　Ticlopidine投与中の薬効安定性について Fig. 4に示
す．ADP添加血小板凝集抑制が 20％以下，20～
60％，60％以上となった検体数を各年齢群別に示して
いるが，乳児群でも安定した効果が得られていた．
　19例では観察期間中に投与量の変更はなく，体重

背　　景

　体肺短絡術後や Fontan手術後，人工弁置換術後，川
崎病後遺症の冠動脈瘤など小児期に血栓予防を必要と
する疾患は少なくないが，どの薬剤が最適なのか未だ
確立されていない．成人領域では抗血小板薬の有用性
が確認され1–5），米国では小児においても抗血小板薬で
ある clopidogrel（PlavixⓇ）の使用が増えてきている6）．
本邦では clopidogrelは脳血管障害後の再発抑制と経皮
的冠動脈形成術が適応とされる急性冠症候群だけに適
応が限定されている．Ticlopidine（PanaldineⓇ）は clopi-

dogrelと同様に血小板表面に存在する adenosine diphos-

phate（ADP）受容体の一つである P2Y12受容体の阻害
薬7）で，血管手術後の血栓予防が保険適応になってい
る．しかし，ticlopidineでは血小板減少性紫斑病
（TTP）や血球減少などの合併症の危険が報告され8，9），
海外では clopidogrelの使用が推奨されている．
　小児でも使用されることが多くなってきているが，
抗血小板薬の投与量については十分な検討がなされて
いない．Clopidogrelの小児投与量は 1～6 mg/kg/dayと
報告10，11）されていたが，最近の報告12）では 0.2 mg/kg/

dayとされ，推奨される投与量の差が大きくなってい
る．一方，小児に対する ticlopidine投与に関しては症
例報告13）だけで，投与量や副作用について検討した報
告はない．Ticlopidineにおける副作用の報告に関して
もその投与量が 500 mg/日と多かった3，4）ことが一因
とも考えられる．今回，ticlopidine投与の経験をまと
め，有用性と安全性について検討した．

方　　法

　体肺短絡手術後や Fontan手術後，川崎病後の冠動
脈瘤に抗血栓療法として ticlopidineだけを投与した小
児 87例を対象に，後方視的に検討した．対象の内訳

Table 1　Clinical characteristics

 Infant Young child Child Total

Number 30 31 26 87

Age 14 day–2 y 2 y–7 y 7 y–15 y 14 day–15 y

Male/female 18/12 20/11 16/10 54/33

Heart disease    

　SP shunt 30 16 0 46

　SP shunt-Fontan 0 3 0 3

　Fontan 0 11 26 37

　Coronary lesion 0 1 0 1

SP shunt: systemic to pulmonary artery shunt



46 日本小児循環器学会雑誌　第26巻　第 5 号

 402

Fig. 1 Effect of ticlopidine on 
ADP-induced platelet ag-
gregation.

 No linear relationship be-
tween the degree of ADP-
induced platelet aggrega-
t ion inhibit ion and the 
dosage of ticlopidine was 
detected in pediatric pa-
tients with heart disease.

Fig. 2 Effect of ticlopidine on ADP-induced platelet aggregation in three different age groups.
 No linear relationship between the degree of ADP-induced platelet aggregation inhibition and the dosage of ticlo-

pidine was detected in three different age groups.

Fig. 3 Effect of ticlopidine on ADP-induced platelet aggregation in children with two different 
procedure groups.

 No linear relationship between the degree of ADP-induced platelet aggregation inhibi-
tion and the dosage of ticlopidine was detected in children with two different procedure 
groups.
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が増加することで投与量としては徐々に低下していた
が，効果は維持されていた．学童群の 1例における
ticlopidine投与量と ADP添加血小板凝集抑制の時間的
経過を Fig. 5に示す．Ticlopidine 5 mg/kgで開始し，
投与量が半分以下になっても有効な血小板凝集抑制効
果が維持されていた．投与量が同じでも時々血小板凝
集抑制効果が変動し投与量を調節しているが，全体の
経過をみると投与量の調節よりも採血手技（採血に時
間がかかり小さな血栓が生じていたり，チトラートに
対する採血量の不足など）に問題があったのではない
かと考えられる経過である．19例以外の症例もワー
ファリンのように頻回に投与量の調整を必要とするこ

とはなかった．
　Ticlopidine投与の有効性について血栓出現の有無で
検討した．87例中 2例で血栓形成が認められ，2例と
も体肺短絡術後の症例であった（体肺短絡術後例の
4.3％）．血栓の診断は心血管造影検査で短絡血管内に
限局した半球状の陰影欠損から判断した．Ticlopidine

投与中の副作用としての重篤な出血はなく，繰り返す
鼻出血のために 1例で aspirinに変更されていたが，血
小板凝集抑制は目標範囲内であった．一過性肝障害を
示した例が 1例，γGTP上昇が 3例で認められたが，
いずれも軽度で投薬は継続されている．消化器症状や
皮疹が出現した例はなかった．血小板減少（15万 /μl

Fig. 4 Effect of ticlopidine on ADP-induced platelet aggregation in three different age groups.

Fig. 5 Time course of ticlopidine dose and % inhibition of platelet aggrega-
tion in a child.
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例で aspirinに変更しているが，全例血小板数に変化は
認められていない．血小板増多を示した症例 7では血
小板数が最高 156.5万 /μlまで増加し，aspirinに変更
したが 3年 3カ月間血小板数は 70万 /μl以上で推移し
ている．現在，血小板増多症の原因とされる JAK2遺
伝子の V617F変異を検索中である．

考　　案

　重症疾患を有する小児に対する治療成績の向上とと
もに，二次的な合併症予防を必要とする症例が増加し
てきた．血栓塞栓症は最も重篤な合併症で，心疾患だ
けでなく腎疾患，脳血管疾患，血液疾患など様々な疾

Table 2　Clinical characteristics of patients with abnormal platelet count

   Age at  Duration of  
No. Heart disease Operation  ticlopidine 

Ticlopidine
 ticlopidine Hb (g/dl)## Complication

   initiation 
dose (mg/kg)#

 treatment 

 1 TA, PA Fontan procedure 2m 3.8 10y 15.8 thrombocytopenia

 2 PA, VSD, hypo PA pali. RV-PA cond. 1m 4.3 5y2m 12.6 thrombocytopenia

 3 SRV Fontan procedure 8y4m 3.1 2y 14.1 thrombocytopenia

 4 TGA(III), s-MV Fontan procedure 1m 3.3 13y7m 14.6 thrombocytopenia

 5 DORV, hypo LV, PS Fontan procedure 11y2m 2.3 4y6m 16.8 thrombocytopenia

 6 HLHS Fontan procedure 1m 2 9y11m 16.0  thrombocytopenia

 7 C-TGA, PA, VSD Fontan procedure 2m 3 7y10m 13.6 thrombocytosis

# Ticlopidine dose at onset of abnormal platelet count, ## Hemoglobin at onset of abnormal platelet count
TA: tricuspid atresia, PA: pulmonary atresia, VSD: ventricular septal defect, hypo PA: hypoplastic pulmonary artery. SRV: single right ventricle, 
TGA: transposition of the great arteries, s-MV: straddling mitral valve, DORV: double outlet right ventricle, hypo LV: hypoplastic left ventricle, 
PS: pulmonary stenosis, HLHS: hypoplastic left heart syndrome, C-TGA: corrected trasposition of the great arteries, pali. RV-PA cond.: palliative 
right ventricle-pulmonary artery couduit 

Fig. 6 Time course of platelet count in cases with thrombocytepenia.
 The numbers of platelet decreased slowly in all patients and became low-

er than 10×104/mm3 in 2 patients.

以下が持続）を示した例が 6例，血小板増多（40万 /μl

以上が持続）を示した例が 1例認められた．血小板数
の異常を示した 7例の詳細を Table 2に示す．6例は
Fontan型手術後の症例であり，1例は肺動脈の著しい
低形成を伴った肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損の症例で，
palliative RV-PA conduit手術を行っている．血小板数
の異常は 1例を除き ticlopidine投与開始 2年以降に発
症しており，従来報告されている ticlopidineによる副
作用とは大きく異なっていた．血小板減少を示した例
は症状もなく，緩徐な経過をとっていた（Fig. 6）．血
小板数が 10万 /μl以下となった症例 1と 3で platelet 

associated IgG（PA-IgG）を測定したが陰性であった．5
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患で抗血栓療法が必要とされている．しかしながら，
成人に比べ小児では血栓塞栓症は稀であるため，至適
治療法決定のための比較検討が困難であり，成人にお
ける大規模比較研究を参考にし，少数例の小児の経験
から治療法を決定せざるをえないのが現状である6）．
　小児における抗血栓療法としては aspirinや dipyrida-

moleなどの抗血小板薬や warfarin，heparinといった抗
凝固薬が用いられてきた．成人領域では心筋梗塞の発
症予防における aspirinの有効性が確認され14），さらに
大規模研究により ticlopidineや clopidogrelが心血管イ
ベント抑制効果において aspirinを上回ることが示され
た1–5）．本邦においては ticlopidineが 1981年 9月に，
clopidogrelは 2006年 4月に薬価収載された．一方，
1991年に Pageら15）により初めて ticlopidine投与に伴
う血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）の副作用報告がな
されて以降，顆粒球減少や再生不良性貧血などの致命
的な合併症の危険性が指摘8，9）されたため，ticlopidine

と同じ作用機序をもちながら合併症の少ない clopi-

dogrelの使用が推奨されるようになった16）．本邦にお
いても，1995年に ticlopidineによると思われる TTP

症例が初めて報告され，1999年 6月には緊急安全性
情報により ticlopidine投与開始 2カ月間は 2週に 1回
の血液検査が指示された17）．
　当科においては体肺短絡術後の抗血栓療法として
aspirinは不十分である18）こと，体重増加が急激である
乳児では warfarinのコントロールは難しいこと，成人
領域での結果や冠動脈バイパス術後症例に対する
ticlopidineの有用性が報告19）されたことから，1980年
代後半から ticlopidine投与を開始した．Ticlopidineは
aspirinと異なり，血小板凝集能により効果を観察する
ことができるため，与薬の確実性を確認することがで
きる利点がある．血栓合併も少なく副作用出現もな
かったため，1990年代後半に副作用情報がだされた
後も血液検査を確実に行うことを徹底し使用を継続し
ている．
　Ticlopidineの小児投与量としては 5 mg/kg/day20）ない
し 10 mg/kg/day21）と報告されているが，投与量決定の
ための検討はなされておらず，成人の投与量から換算
したものだけである．今回の検討では直線的な用量・
薬効関係を示さず，年齢にかかわらず 1 mg/kg/day以
下でも投与量として十分である可能性が考えられた．
このことは，同じ作用機序をもつ clopidogrelの投与量
を検討した PICOLO trial12）で，少ない量（成人投与量
75 mg/日に対して小児投与量 0～0.2 mg/kg/日の範囲）
で用量・薬効に相関が認められたことと関連があると
考えられる．また，今回の検討から明らかになったよ

うに，有効な血小板凝集抑制効果を得るための投与量
の幅が広かった．このことは 5 mg/kg/dayで投与開始
しても，ADP添加血小板凝集抑制値が目標値を維持
しているため投与量を変える必要なく，体重が増加し
て 1 mg/kg/dayとなった例が少なくなかったことが原
因である．投与量の幅が広いのは個体差が大きいので
はなく，目標を維持するための投与量の幅が大きいと
考えられる．
　小児における抗血小板薬による ADP添加血小板凝
集抑制の目標値は不明である．成人で clopidogrelを
75 mg/day投与すると ADP添加血小板凝集抑制の平均
が 30～50％になることから PICOLO trial12）でも 30～
50％が目標とされるようになった．しかし，ticlopi-

dine投与開始初期には投与量の基準はあったものの，
ADP添加血小板凝集抑制の目標は明確ではなかっ
た．今回の検討では参考となる文献がなかったため
PICOLO trialが報告されるまでは 20～60％を目標とし
て投与量を調整した．
　一般に，aspirinも含めて抗血小板薬では hypo-

responderと hyper-responderの存在が問題とされてい
る21）が，今回検討した 90例の中には少なくとも臨床
的に問題となるような hypo-responder症例は認められ
なかった．
　Ticlopidine投与中の BT shunt例では 46例中 2例
（4.3％）で血栓形成を認めたが，aspirin投与中の血栓形
成は 631例中 65例（10.3％）と報告18）されている．調査
方法に違いがあるので単純に比較はできないが，aspi-

rinに比べて有効性が高い可能性がある．
　副作用に関する今回の検討では，従来から報告され
ているような ticlopidine投与開始 3カ月以内の重篤な
副作用は認められなかったが，長期投与後に血小板数
の異常を示す例があった．今まで報告されてきた血小
板に対する副作用は ticlopidineの代謝産物による毒性
や免疫学的な機序が考えられている9）が，長期投与後
の事象であるため，ticlopidineによるものかどうかは
不明である．Ticlopidine長期投与中に血小板減少をき
たした症例報告が 3例ある22–24）が，いずれも PA-IgGの
増加が認められ，血小板数 0.1～3.3万 /μlで血胸や鼻
出血，紫斑といった症状を呈している．1例は ticlopi-

dine中止により 3週間ほどで血小板数は自然回復し，
2例は predonisolone内服により回復している．今回報
告した 6例では出血症状はなく緩徐な経過を示し，
PA-IgGを測定した 2例では陰性であり，従来報告され
ている ticlopidineによる副作用としての血小板減少と
は大きく異なっていた．1例を除き Fontan手術後であ
り，血小板減少発症に関連があるのかもしれない．
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　欧米では抗血小板薬として clopidogrelが推奨されて
いるが，小児に対する有用性・安全性についての検討
は少ない25）．現在，体肺短絡術を行った新生児・乳児
に対する clopidogrelの有効性が検討（Clopidgrel to 

Lower Arterial thrombotic Risk In Neonates and infants 

Trial, CLARINET）25）されており，結果が待たれるとこ
ろである．作用機序が同じであるため，clopidogrelに
おいても今回報告した遠隔期の血小板減少に留意する
必要があると考えられた．

結　　論

　小児における ticlopidine投与は副作用も少なく，有
効であると考えられた．また，ticlopidineの投与量は
従来報告されている量よりも少なくても十分である可
能性が高く，少量から投与を開始し，効果を確認して
いく必要がある．また，遠隔期の血小板数に注意が必
要であることが示唆された．
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