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本⽇の論⽂
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• 1990年代-2000年代のCRRT抗凝固療法→ヘパリン 1st

•ヘパリンには, 出⾎リスク・HIT発症リスクがある.

J Am Soc Nephrol. 1996;7 (1):145-150. 

背景



クエン酸を使⽤した抗凝固療法

• クエン酸︓⾎液製剤保存のための抗凝固薬として現在でも使⽤

• 1960年代, ⾎液透析時の抗凝固薬として使⽤が散⾒.

• 1990年代, CRRTでの使⽤が報告されるようになってくる.

Kidney Int 1990, 38:976–981. 
Kidney Int 1999;55:1991-7.



クエン酸抗凝固療法の原理



⾎液凝固カスケードの進⾏に必要である
Ca2＋をキレート

クエン酸＋Ca2＋ → クエン酸-Ca複合体

↓

透析回路内のCa2＋濃度低下

↓

抗凝固作⽤を発揮

(C6H5O7)



Ca２＋濃度(mmol/L)

Ca2＋濃度︓0.35mmol/L未満→凝固カスケードを抑制

出⾎時間(秒)

Critical Care (2017) 21:281 



透析膜
(Ca2＋:0.35mmol/L未満)

クエン酸塩
(Na3Citrate)
4-6 mmol/L

透析液

排液
（クエン酸-Ca複合体の⼤部分が排泄）

クエン酸-Ca
複合体を形成

クエン酸抗凝固の原理

Ca補充
(CaCl2)

Critical Care (2017) 21:281 



• クエン酸-Ca複合体→クエン酸とCa２＋に戻る.

• クエン酸は, クエン酸回路を通じて好気的に代謝される.

• したがって, ミトコンドリアの多い臓器(肝臓・腎臓・⾻格筋）で主に代謝.

• 最終的に, 重炭酸へ.

体内での動態

NDT Plus (2009) 2: 439–447



クエン酸抗凝固のメリット

•HITが起こらない

•回路内Ca2＋濃度のみを下げる→回路内でのみ抗凝固作⽤

NDT Plus (2009) 2: 439–447



クエン酸抗凝固のデメリット

• クエン酸塩(Na3Citrate)を補充→Na負荷（⾼Na⾎症のリスク）

• クエン酸は重炭酸に代謝→重炭酸負荷（代謝性アルカローシスのリスク）

• 低Ca⾎症・低Mg⾎症のリスク（Mgもキレートされる）

• 肝不全, 乳酸アシドーシス症例で, クエン酸代謝障害→クエン酸蓄積

• 電解質・酸塩基のモニタリング・調整が煩雑

NDT Plus (2009) 2: 439–447



クエン酸抗凝固の禁忌

• 重度の肝障害・肝不全

• 筋⾁の⾎液灌流低下・乳酸アシドーシスを起こすようなショック
上記で, クエン酸代謝が障害され, クエン酸蓄積のリスク上昇

Kidney Int Suppl. 2012;2(1):1-138. 



ガイドラインでの推奨は︖

KDIGO︓Clinical Practice Guideline for AKI 2012 

5.3.2.2: CRRTの抗凝固療法は, 禁忌がない限り

ヘパリンより, クエン酸による抗凝固療法が望ましい (2B)

Kidney Int Suppl. 2012;2(1):1-138. 



Nが少なく, エビデンスレベルの⾼くないRCTが根拠になっている
↓

エビデンスレベル２Bと弱い推奨.



CRRTにおけるクエン酸抗凝固の
最新のエビデンスは︖



Critical Care (2016) 20:144 

P CRRTを要する16歳以上の患者
(肝障害・出⾎性障害の患者は除外）

I クエン酸抗凝固

C ヘパリン抗凝固

O Primary︓死亡率, 回路寿命
Secondary︓出⾎イベント, HIT ,アルカローシス, 低Ca⾎症

n クエン酸とヘパリンを⽐較
n 14個のRCTs

（2015年９⽉までに出版）
n GRADE systemで評価







バイアスのリスクについて



クエン酸群, CVVH(=CHF) 群のサブグループで回路寿命が有意に⻑かった. 
(MD8.18, 95% CI 3.86-12.51, P<0.01) 

Primary Outcome︓透析回路寿命①



クエン酸群, Predilution群のサブグループで回路寿命が有意に⻑かった.
(MD 17.51%, 95% CI 9.85-25.17, P < 0.01) 

Primary Outcome︓透析回路寿命②



Primary Outcome︓死亡率

■14研究中7研究が死亡率に関して記載. 

■クエン酸群 41.3%(183/443) vs ヘパリン群 42.7%(186/436)

両群間に有意差無し (RR 0.97, 95 % CI 0.84-1.13, P = 0.72) 



Secondary Outcome︓有害事象

出⾎イベントは, クエン酸群で少なかった.
低Ca⾎症は, クエン酸群でより多かった.



背景のまとめ
• KDIGO AKI GL 2012でも, CRRTでの抗凝固について, (ヘパリンよりも)

クエン酸の使⽤を推奨しているが, 裏付けとなっているRCTのエビデンス
レベルは⾼くない.

• 過去の研究より, クエン酸抗凝固が(ヘパリンと⽐べて)透析回路寿命を延⻑
させ, 出⾎合併症を減らす可能性が⽰唆されている.しかし、メタ解析では
異質性が⾼いことが⽰されている.

• 死亡率に関しては, 死亡率をPrimary outcomeに設定した, 症例数が多く、
またエビデンスレベルの⾼い研究が存在しない.



今回の研究

•透析回路寿命に加えて, 死亡率もPrimary endpointに

•多施設研究, Nが多い (26施設・596⼈）



本⽇の論⽂

JAMA. 2020 Oct 27;324(16):1629-1639.



論⽂のPICO

P 腎代替療法を要するAKI患者（KDIGO stage 3）

I クエン酸での局所的抗凝固

C ヘパリン全⾝投与

O Primary Outcome︓透析回路寿命, 90⽇死亡率



Methods



Study design

nドイツ・26施設

n多施設共同・non-blinded RCT

n期間︓2016年3⽉〜2018年12⽉（2年9ヶ⽉）

n患者数︓596⼈



Inclusion criteria
n年齢︓18歳〜90歳

nAKI︓KDIGO Stage3 or  CRRTの絶対適応である

nまた, 少なくとも下記１つ以上を満たす.

①敗⾎症性ショック, ②昇圧薬の使⽤, ③利尿薬抵抗性の体液過剰

n最低でも３⽇以上, 集中治療を⾏う予定がある.

n治療の同意が得られている.



AKI︓KDIGO stage 3 CRRTの絶対適応

n 尿量<0.3 mL/kg/hr

n sCr︓ベースラインの3倍以上の上昇

n sCr≥4 mg/dL

(48時間で0.5mg/dL以上の上昇を伴う) 

n UN  > 150 mg/dL

n K    > 6 mEq/L

n Mg  > 9.7 mg/dL

n pH  < 7.15

n 尿量 < 200 mL/12時間

n 利尿薬抵抗性の体液過剰



n出⾎リスクが⾼い患者

n出⾎性疾患を有している患者

n治療的抗凝固療法が必要な患者

n抗凝固薬に対するアレルギー反応の既往がある患者

nヘパリン誘発性⾎⼩板減少症(HIT)の既往がある患者

n急性肝不全, またはショックによる重度の乳酸アシドーシス

Exclusion criteria①



Exclusion criteria②

n維持透析患者

n腎動脈の慢性閉塞または外科的病変による急性腎障害

n⽷球体腎炎, 間質性腎炎, ⾎管炎, 尿路閉塞による急性腎障害

n過去12ヶ⽉以内の腎移植

n溶⾎性尿毒症症候群(HUS)／⾎栓性⾎⼩板減少性紫斑病(TTP)



Exclusion criteria③

n対象となった時点で継続的な腎代替療法を⾏うための機械がない

n過去3ヶ⽉間に他の臨床介⼊試験に参加した

n治験依頼者もしくは治験責任医師に雇⽤されている

n妊娠および授乳期間︔および流産が差し迫っている

nDNARの指⽰



Randomization/Blinding

中央で１︓１に割付.
患者・医療提供者ともに, Unblinded



Intervention

クエン酸 ヘパリン全⾝投与

• クエン酸塩を透析膜前に投与
• ⽬標iCa2＋0.25-0.35mmol/Lに調整

• ヘパリンを静脈内ラインから全⾝投与.

• KDIGOガイドラインの推奨⽤量である

30mL/kg/hrで開始.

• ⽬標APTT:45-60秒に調整.

両群ともQB︓100 mL/min以上を維持

フィルター︓72時間毎に交換



Primary Outcome

■透析回路寿命

■90⽇死亡率（全死因）



透析回路寿命の定義

規定された透析回路交換までの時間(72時間）

or 

下記いずれかの理由で腎代替療法を中⽌するまでの時間
• 回路内凝固イベント

• ⾮凝固イベント（-許容サークリング時間を超えた治療介⼊、抗凝固法の変更など）

• 治療⽬標の達成（利尿薬を使⽤しない状態で, 400ml/24hの尿量が得られたとき）

• 死亡



Secondary outcome①

• 集中治療室（ICU）と病院の滞在期間

• CRRTの施⾏期間と合併症

• ダウンタイム（中断している時間）

• 出⾎合併症

（輸⾎を要する⼤出⾎, 再⼿術の必要性, 外傷性を伴わない新規の頭蓋内出⾎）

• 輸⾎患者数

• ICU⼊室後の新規感染率（培養で証明された）



Secondary outcome②

• SOFAスコア（1〜14⽇⽬、21⽇⽬、28⽇⽬）

• 腎機能の回復（完全回復︓sCr≦0.5mg/dL, 部分的回復︓透析依存は無いがBaseline 

sCrより0.5 mg/dL以上⾼い, 改善なし︓透析依存）

• 透析依存患者数（8⽇, 60⽇, 90⽇および365⽇⽬）

• 全死亡数（8⽇⽬, 60⽇⽬, 90⽇⽬, 365⽇⽬）

• 主要な腎有害事象（28⽇⽬, 60⽇⽬, 90⽇⽬, 365⽇⽬）

（死亡・腎代替療法の使⽤, 腎障害の持続（透析依存はないが, sCrがベースラインの2倍以上））



Statistical analysis

n OʻBrien-Fleming法に基づいた中間解析を⾏う適応型試験デザイン

Ø 2つのうち1つの治療の優位性を早期に証明

Ø 無益性がある場合に試験を中断できる

Ø サンプルサイズの再計算を可能にする



回路寿命 90⽇死亡率

検出⼒ 90％ 80％

有意差
約5時間の差

（クエン酸群が⻑い
両群SD︓±27時間）
J Kidney Dis. 2012;59(6):810-818.

ヘパリン群︓48％
クエン酸群︓40％以下

N Engl J Med. 2008;359(1):7-20.
N Engl J Med. 2009;361(17):1627-1638.

Statistical analysis︓Power calculation

• ⽣存率に関して, フォローアップ期間は90⽇間とし, 脱落率は10%と想定. 

• 両側検定 有意⽔準︓α=0.05

両群合わせて
70%の検出⼒

中間解析 最終解析 再計算時
必要なサンプルサイズ 400⼈ 1260⼈ 1450⼈

8％の低下については
著者らが臨床的意義
があると判断した数値



研究の中断規定について
n 2つめのPrimary outcomeである90⽇死亡率について, 

以下の⼆つの中断規定を設定.

1. クエン酸群の⽣存率のP値が0.50以上だった場合.

2. 最⼤総数の予定とした1450⼈における, Stochastic Curtailment 
法（確率打ち切り）が⽰す最終解析の条件付き検出⼒が50％以下であ
る場合

※ 1つめのPrimary outcomeであるフィルター寿命については無益性の規定はなし



n Primary Outcome

透析回路寿命︓多変量線形混合モデルに基づく,（両側）逆正規尤度⽐検定

死亡率︓多変量Cox回帰モデルに基づく, （両側）逆正規尤度⽐検定

※ 調整因⼦︓研究センター、⼼⾎管SOFAスコアのベースライン、乏尿の有無、性別など

n Post hoc解析

n Subgroup解析︓外科術後、⾮外科術後の⽐較

n 各ソフトウエア

検出⼒算出︓ADDPLAM（Icon）

統計分析︓SAS version 9.4



Results



2016年3⽉〜2018年12⽉
632⼈がランダム化割付
同意が得られなかったため, 42名が除外された.

中間解析の結果, 中断規定を満たし
90⽇死亡率については無益性が認められ, 
2019年1⽉4⽇に募集を中⽌した.



患者背景①

平均年齢 67.5歳

男性が7割弱

クエン酸群 ヘパリン群



患者背景②
eGFR 67前後

CKD︓4割程度だが, 
ややヘパリン群で多い

75％が⼿術患者

sCr 1.1-1.2 mg/dL
クエン酸群 ヘパリン群

⼊院理由

合併症

DM︓3割前後だが, 
ややヘパリン群で多い



患者背景③ ICU⼊室理由

⼼臓⼿術︓25％
敗⾎症︓20%弱

クエン酸群 ヘパリン群



KDIGO stage3 
60％前後

体液過剰︓40-50％

患者背景④ RRTのindication 

クエン酸群 ヘパリン群

尿量低下︓60％前後
<200ml/12h



挿管患者 約８割
循環作動薬使⽤患者 約９割

乏尿あり 85％
乏尿なし 15%

平均4〜5Lの体液貯留

患者背景⑤ 患者の臨床状況
クエン酸群 ヘパリン群



ICU⼊室から, CRRT開始までの時間

40分前後

患者背景⑥ ICU⼊室から, CRRT開始までの時間

クエン酸群 ヘパリン群



患者背景⑦ CRRTの中断理由・CRRT処⽅量

両郡の抗凝固作⽤は
ほぼ⽬標通り

透析量は25〜27ml/kg/h

全体的にクエン酸群の⽅が、
透析回路寿命が⻑いことが

⽰されている



患者背景⑧ CRRTのModalityについて

CHD

CHDF

CHF

前希釈

後希釈

クエン酸群 ヘパリン群



Outcomes



• クエン酸群で, 透析回路寿命が有意に延⻑.
• 90⽇死亡率は, 両群に有意差は無かった.

Primary outcomes

クエン酸群 ヘパリン群





Secondary outcomes

• クエン酸群で, ダウンタイムが有意に短縮.
• クエン酸群で, 出⾎イベントが有意に少なかった.（輸⾎量に差はなかった.)
• クエン酸群で, 90⽇を超えて遷延する腎障害が多かった.

(28.4% vs 15.0%; P = .02; OR, 2.25 [95% CI, 1.11 to 4.56]) 
• クエン酸群で, RRT開始からの培養陽性を伴う新規感染が多かった.

クエン酸群 ヘパリン群 Absolute Differemce
(95% CI)

OR or HR
(95% CI)

P Value
(95% CI)



新規感染症の詳細

菌⾎症︓30%弱
肺炎︓40%程度

UTI︓10%程度

グラム陽性菌

多剤耐性菌

感染までの⽇数（中央値）

RRTからの新規感染



Secondary outcomes

その他のSeconday Outcomeに有意差は⾒られなかった.



Adverse events

• クエン酸群︓低P⾎症, アルカローシスが多かった
• ヘパリン群︓⾼K⾎症, 消化管合併症が多かった.
• HIT発症率は, 両群間で差がなかった.
• その他の有害事象に差はなかった.



Post hoc analysis①
• ベースラインの体液バランスを調整変数として加えても, 90⽇間の全死亡率に有意差はなかった. 

（HR, 0.89 [95％CI, 0.71〜1.12], P = 0.33）

• 多変量解析では, CRRTのModalityは, 透析回路寿命と有意に関連していた.

• CHDの透析回路寿命が最も⻑く, 次いでCHDF,  CHFであった. 

CHFCHD
CHDF

14.68 h

5.14 h 9.54 h 

⻑い 短い



Post hoc analysis②

• 時間依存因⼦を追加した多変量モデルでは, 新規感染の発⽣後, 死亡率が有意に増加. 

（HR, 1.64［95％ CI, 1.26〜2.13］︔P = 0.002）

• 透析開始後の新規感染について調整しても, 90⽇死亡率は, 両群間で有意差が無かった. 

（HR, 0.84［95％ CI, 0.67〜1.06］︔P = 0.14）

• 多変量ロジスティック回帰分析では, フィルターの寿命が⻑くなるにつれて感染率上昇.

（OR, 1.08 [95% CI, 1.05〜1.11], 追加12時間ごとに1.05〜1.11、P < 0.001）



サブグループ解析

• ⼿術患者と⾮⼿術患者でサブグループ解析.

• Primary・Secondary outcome, Adverse Eventは, 本研究結果と同様.

• ⾮⼿術群サブグループでは, 消化管合併症と出⾎イベントは, 両群で同等.



Discussion



著者らの考察 Primary Outcome

【透析回路寿命が延⻑したことについて】

• 過去の先⾏試験と同様の結果.

• 最⻑72時間で回路交換のプロトコル

→透析回路寿命が実証されたよりも更に⻑くなった可能性.

【90⽇死亡率に有意差がなかったことについて】

• 試験の早期終了→90⽇死亡率について, 結論を出すには検出⼒不⾜.

クエン酸群で, 透析回路寿命は有意に延⻑, 90⽇死亡率に有意差なし.



【クエン酸群で出⾎イベントが少なかったことについて】

• クエン酸抗凝固は回路内のみ抗凝固作⽤→出⾎合併症が減った可能性.

• ⼿術患者のサブグループ分析でも証明.

【クエン酸群で出⾎イベントが少なかったにも関わらず, 輸⾎量に差がなかったことについて】

• ヘパリンが即座に中⽌されたことにより, 輸⾎を要するほどには貧⾎が進⾏しなかった可能性.

• 輸⾎閾値が標準化されていなかった

• ICUでの貧⾎進⾏は, 出⾎合併症によるものよりも, 頻繁に⾏われるルーチン採⾎による失⾎を反映して
いる可能性

クエン酸群で, 出⾎イベントが少なかったが, 両群間の輸⾎量に有意差は無かった.

著者らの考察 Secondary Outcome



【新規の感染症が増加した理由】

• カテーテル挿⼊数は両群で同等→カテーテル感染が, 主な原因ではない可能性.

• クエン酸抗凝固で透析回路寿命が延⻑した.

• 回路からのサンプリング採⾎が頻回だった.

• 低リン酸⾎症

低リン酸⾎症は⽩⾎球の⾛化性と貪⾷性に悪影響を及ぼし、免疫応答に悪影響を及ぼすことが⽰
されており、さらに炎症性サイトカインの増加を促す可能性がある.

著者らの考察 Secondary Outcome
クエン酸群で, 感染症が有意に多かった.



• クエン酸代謝による重炭酸負荷→代謝性アルカローシスを惹起

• 低リン⾎症

先⾏研究で透析量(QD)が多いことが低リン⾎症を誘発することが指摘.

→本研究の透析量は, 先⾏研究の透析量より少ない. 両群でも透析量に差は
なかった. そのため, 透析量のみが低リン⾎症に寄与しているとは考えにく

い. 理由は不明である. 

著者らの考察 Adverse Events
クエン酸群で, 代謝性アルカローシス, 低リン⾎症が有意に多かった



• 重症患者では, VTE予防としてヘパリン投与が使⽤されることが多く, ク
エン酸抗凝固の患者でもヘパリンを使⽤されていたため, HIT発症率が変
わらなかった可能性がある.

著者らの考察 Adverse Events

HIT発症率は, 両群間で差がなかった.



Limitation
①⾮盲検試験.

クエン酸・ヘパリンのそれぞれで投与量調整やモニタリングが必要であるため, 治験責任
医師または治療を担当した集中治療医の盲検化が不可能であった.

②試験の早期中断.

中間解析による試験の早期中断のため, 死亡率の⼩さな差を検出するには検出⼒不⾜.

③フォローアップデータの⽋落.

かなりの量のフォローアップデータが⽋落していたため, 確認バイアスがかかっている可
能性がある. しかし, CRRTを要する重症AKI患者を⻑期的に追跡調査する際のデータ⽋落
は, 先⾏研究でも起こっており, 本試験の結果は, 先⾏試験の結果と⽐較可能である.



Conclusions

• AKIの重症患者でのCRRTにおいて, クエン酸凝固は, ヘパリン全⾝投与と
⽐較して, 透析回路寿命を延⻑したが, 死亡率は変えなかった.

• しかし, この試験は早期に終了したため, 死亡率について結論を出すには
検出⼒不⾜である. 



私 ⾒



内的妥当性の検討
Yes

Yes
Primary Outcomeについて,
ITT解析されている

No

Yes

CRRTのModalityのみ有意差あり
（クエン酸群で有利）
CKD, DMもヘパリン群で多い

研究中断の問題
本研究で臨床的意義があると判断された8％の死亡率低下は、根拠となり得るエビデンス
が⼗分でないこと、また死亡率の差を⾒いだすことが困難と判断されたことで研究中断
されたこと⾃体が本研究のLimitationとなると判断する



外的妥当性の検討

• 肥満患者が多い

• ⾎液浄化量がQD:25ml/kg/minと多い

（⽇本は, 最⼤でもQD:15ml/kg/min程度）

• Pre dilutionが30％前後と⽇本の現状より多い可能性がある.

• ⽇本には, クエン酸抗凝固⽤の透析液や置換液の販売がない.

• そもそも, CRRTでのクエン酸抗凝固は⽇本で保険適応がない.



J Jpn Soc Intensive Care Med 2013;20:653-4. 

⽇本の透析液を使⽤した, CRRTでのクエン酸抗凝固療法では代謝性アルカローシ
スや⾼Na⾎症が⾼頻度に発⽣した.
諸外国では，⼿作りで透析液 / 置換液を作製したり，専⽤の製品が市販されていた
りするため，これらの合併症の発⽣頻度はほとんど認められない.



Na濃度が低い, Ca2＋ free, HCO3
- 濃度も低い

→⾼Na, ⾼Ca, アルカローシスが起こりにくい.

サブラット

今研究で使⽤された透析液と, ⽇本の透析液（サブラット）の⽐較



では, ⽇本において
出⾎リスクが⾼い場合に

CRRTで使⽤される頻度が⾼い抗凝固薬は︖︖



メシル酸ナファモスタット
（フサン）



⽇本腎臓学会AKI診療ガイドライン2016



ナファモスタット クエン酸

回路寿命 無凝固と⽐べ延⻑(RCT1つ） 延⻑（ヘパリンと⽐較）

出⾎イベント 無凝固と有意差なし（RCT１つ）
ヘパリンより少ない（観察研究） 減少（ヘパリンと⽐較）

⽣命予後 無凝固と有意差なし（RCT１つ）
他の抗凝固薬と有意差なし（観察研究） 有意差なし（ヘパリンと⽐較）

有害事象 アレルギー・好中球減少・⾼K⾎症 ⾼Na⾎症, アルカローシス

禁忌 明確な禁忌なし 肝不全
乳酸アシドーシスを呈するショック

コスト CRRT１回あたり, 6000円弱 CRRT1回あたり, 4600円前後



総括
• 今回の研究でクエン酸抗凝固が, ヘパリンと⽐べて, 透析回路寿命を延⻑

するものの, 死亡率は改善させない可能性が⽰された. 

• ただ, ⽇本にはクエン酸抗凝固のための透析液・置換液が販売されておら
ず, 電解質・酸塩基合併症の懸念がある上, 国内での使⽤経験も多くない.

• メシル酸ナファモスタットには, ヘパリンやクエン酸と⽐較した確固たる
エビデンスは不⾜しているものの, 合併症や禁忌は少ない. 

• 今後, ナファモスタットのRCTが施⾏されることが望ましく, 他の凝固薬
（特にクエン酸やヘパリン）との⽐較が重要となるだろう.


