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2019

中国湖北省武漢
原因不明肺炎患者
の集団発⽣を確認

≫

12⽉初旬

2020

2⽉11⽇
世界保健機関(WHO)
がCOVID-19と命名

ドイツハンブルク州
COVID-19陽性死亡者初回から連続
12例で実施した剖検における検討
・深部静脈⾎栓が 7 / 12 (58%)
・4 / 12 (30%) で肺塞栓が直接死因
Ann Intern Med. 2020;10.7326/M20-2003. 

8⽉18⽇3⽉中旬

パンデミック
宣⾔

オランダ
⼤学病院2施設と教育病院1施設ICU
⾎栓性合併症累積発⽣率の報告
・静脈⾎栓塞栓症 27%
・動脈⾎栓イベント 3.7%
Klok FA et al. Thromb Res. 2020;191:145-7

4⽉10⽇



COVID-19と⾎栓症の病態⽣理

SARS-CoV-2 : RNA遺伝⼦ + タンパク質 + 脂質

Gupta A et al. Nat Med. 2020 Jul;26(7):1017-1032.

① Spike proteinがヒト細胞のACE2受容体に結合

② TEMPRSS2によりSpike proteinが活性化

③ウイルス外膜と細胞膜が癒合し感染

ACE2は肺胞上⽪細胞, ⾎管内⽪細胞,などに⾼発現



COVID-19と⾎栓症の病態⽣理

免疫応答調節不全

・Tリンパ球減少
・インターフェロン
シグナル伝達の阻害
・⾃然免疫の亢進

サイトカイン放出症候群

Helms J et al. Intensive Care Med. 2020;10.1007. 

Gupta A et al. Nat Med. 2020 Jul;26(7):1017-1032.

内⽪細胞障害と⾎栓炎症

感染による内⽪細胞障害

von Willebrand factor(VWF)

と凝固第VIII因⼦が放出

凝固系, ⾎⼩板凝集が活性化
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未分画ヘパリン 低分⼦ヘパリン
⼀般名 heparin sodium dalteparin sodium enoxaparin sodium
商品名 ヘパリンナトリウム フラグミン クレキサン

適応症 DIC
⾎栓症の治療と予防

DIC
体外循環時の抗凝固

整形外科領域もしく
は⾼リスクの腹部⼿
術におけるVTE予防

抗Ⅹa / 抗Ⅱa ⽐ 1 : 1 2 -5 : 1 2 -5 : 1
半減期(hr) 0.5 – 1 1.5 3.9

わが国で保険適応とされる各種ヘパリン製剤



各種抗凝固薬に関して
ヘパリンには未分画ヘパリンと低分⼦ヘパリンが存在する

フィブリノゲン フィブリン

Ⅱa
(トロンビン)

Ⅹa
AT ✖

✖
AT

ヘパリン

ヘパリン

AT

低分⼦
✖

＜未分画ヘパリン＞ ＜低分⼦ヘパリン＞
・分⼦量5000〜20000

・第Ⅹa因⼦とトロンビンを阻害

アンチトロンビンと
トロンビン双⽅への
結合が必要

・分⼦量4000〜6000

・第Ⅹa因⼦を阻害
(トロンビンへの作⽤は弱い)

糖鎖が短くトロンビン
への結合できず



・分⼦量薬4500 低分⼦ヘパリンに属する
・凝固Ⅹa因⼦の抑制が主作⽤
・トロンビンの抑制効果が少ない

→ トロンボプラスチン時間の延⻑作⽤は弱い
→ 出⾎傾向が弱い

・半減期が⻑い(約3.2時間)

・わが国での保険適応「下肢整形外科⼿術施⾏患者もしくは
⾼リスク腹部⼿術における静脈⾎栓症の発⽣抑制」

エノキサパリンとは
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・禁忌のない⻘年・成⼈には,  薬物的予防法 を⾏うことを推奨

(低分⼦ヘパリンまたはヘパリン5000単位を1⽇2回⽪下注)

・薬物療法に禁忌のある⼈には, 機械的予防法(間⽋的空気圧迫装置)をする.

World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection

when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected, January 28, 2020.

各種ガイドライン

Clinical management of severe acute 
respiratory infection when novel coronavirus 



National Institutes of Health.
COVID-19 Treatment Guidelines (2020年6⽉25⽇時点)

・COVID-19で⼊院した成⼈に対しては, 禁忌がない限り他疾患⼊院患者同様

型どおり静脈⾎栓症予防を⾏うべき (AⅢ). 

(禁忌例 : 活動性出⾎, 重度の⾎⼩板減少症がある)

National Institutes of Health.COVID-19 Treatment Guidelines, June 25, 2020

各種ガイドライン

・COVID-19⼊院患者に対する治療量の抗⾎栓薬または⾎栓溶解剤の使⽤を
推奨するデータは不⼗分(BⅢ).



薬物的予防法
低分⼦ヘパリン5000単位
を1⽇2回⽪下注

≫

1⽉28⽇

2020

アメリカ国⽴衛⽣研究所
⼊院患者に標準量予防的
抗凝固薬の使⽤を推奨

6⽉25⽇

標準⽤量予防的抗凝固療法が推奨される
しかし,標準⽤量予防的抗凝固療法を⾏う
研究がいくつか報告され…

⽤量に関する議論



Patient
2020年4⽉12⽇までにCOVID-19で⼊院した患者
Exposure
ICU⼊院患者
Comparison
病棟⼊院患者
Outcome
静脈⾎栓症発⽣率

標準予防的抗凝固療法での⾎栓発症率

・アムステルダム⼤学医療センターでの単⼀施設コホート研究

Middeldorp S et al. J Thromb Haemost. 2020;18(8):1995–2002. PMID:32369666



標準量予防的抗凝固療法での⾎栓発症率

両群とも 標準量予防的抗凝固療法を施⾏
⾎栓性合併症累積発⽣率は⼀般病棟患者で3.3%に対し

ICU患者では47%と⾼値

Middeldorp S et al. J Thromb Haemost. 2020 ; 18(8): 1995–2002. PMID︓32369666



薬物的標準予防法推奨

≫

1⽉28⽇

2020

アメリカ国⽴衛⽣研究所
標準量予防的抗凝固薬推奨

6⽉25⽇

オランダ
標準量予防的抗凝固療法
ICU患者での⾎栓性合併症累積発⽣率は47%と⾼値

4⽉10⽇

標準量じゃ
⾜りないのでは︖



治療量予防量

VS.標準量 中等量

同量でいいの︖
標準量予防量
で⾜りるの︖

⽤量に関する議論

VS.



治療量予防量

VS.標準量 中等量

同量でいいの︖
標準量予防量
で⾜りるの︖

⽤量に関する議論

VS.

次はここの話



マウントサイナイヘルスシステムでの⼤規模コホート研究
Patient
2020年3⽉14⽇ ~ 4⽉11⽇間のCOVID-19⼊院患者(2773⼈)

Intervention
抗凝固薬全⾝治療量投与を受けた患者(以下治療群)
Comparison
予防的抗凝固療法を受けた or 受けなかった患者 (以下⾮治療群)
Outcome
院内死亡率と⽣存期間, 出⾎頻度

治療量 Vs. 標準予防量



Paranjpe I et al. J. Am. Coll. Cardiol. 76 (2020) 122–124. PMID︓32387623 

・院内死亡率と⽣存期間(中央値)

治療群 22.5%, 21⽇
vs ⾮治療群 22.8%, 14⽇

治療量 Vs. 標準予防量



Paranjpe I et al. J. Am. Coll. Cardiol. 76 (2020) 122–124. PMID︓32387623 

・⼈⼯呼吸を要した患者の
院内死亡率と⽣存期間(中央値)

治療群 29.1%, 21⽇⽇
vs ⾮治療群 62.7%, 9⽇

治療量 Vs. 標準予防量

・全体院内死亡率は両群差はなかったが, ⼈⼯呼吸器を要するような

重症患者 では治療量群での成績が良かった



いくつかのLimitationが…

・対照群である⾮治療群は
『予防的抗凝固療法を受けた or 受けなかった患者』のことを指す

・患者特徴, 抗凝固薬開始の適応症, 他に施⾏した治療の情報不⾜

⇒ この研究は治療量の有効性を⽰すには不⼗分
今後の前向き試験の必要性をさらに強調している

Paranjpe I et al. J. Am. Coll. Cardiol. 76 (2020) 122–124. PMID︓32387623 

治療量 Vs. 標準予防量



治療量予防量
3つの多国籍間⼤規模試験進⾏中

VS.

治療量 Vs. 標準予防量



治療量予防量

VS.標準量 中等量

同量でいいの︖
標準量予防量
で⾜りるの︖

⽤量に関する議論

VS.
3つの多国籍間⼤規模試験

進⾏中



予防量

VS.標準量 中等量

同量でいいの︖
標準量予防量
で⾜りるの︖

本⽇
の論
⽂は

予防
量の
⽤量
に

関し
て

予防療法の標準量 Vs. 中等量



同じ量でいいの︖

COVID-19以外の予防投与量

Pannucci CJ et al. Plast Reconstr Surg. 2018;142(1): 239-249. PMID： 29649055

COVID-19患者 以外 での

予防的抗凝固療法に関しては

予防量の標準量で⾜りるの︖

予防療法の標準量 Vs. 中等量



Patient
形成外科⼿術および再建⼿術後の患者
Intervention
エノキサパリン 40mg２回/⽇投与
Comparison
エノキサパリン 40mg 1回/⽇投与
Outcome
90⽇間の静脈⾎栓症および臨床的に関連する出⾎

予防療法の標準量 Vs. 中等量



Pannucci CJ et al. Plast Reconstr Surg. 2018;142(1): 239-249. PMID： 29649055

1⽇2回のエノキサパリンは
90⽇間の 静脈⾎栓症を有意に減少 した

予防療法の標準量 Vs. 中等量
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本⽇の論⽂

ICU⼊室COVID-19患者へのエノキサパリン
中等量 vs. 標準量予防的抗凝固療法での⽐較

Sadeghipour P et al. JAMA 2021;325(16):1620-1630. PMID: 33734299



PICO
Patient
COVID-19でICUに⼊院した成⼈患者
Intervention
中等量群
Comparison
標準量群
Outcome
有効性 : 静脈・動脈⾎栓症, ECMO治療, 全死亡
安全性 : ⼤出⾎, 重度の⾎⼩板減少の発⽣

本論⽂では, 中等量群はintermediate-dose, 標準量群はstandard-doseと表記



Study Design 
[デザイン] 多施設共同の 2 × 2 要因デザイン無作為化試験

＜INSPIRATION-Statin＞
アトルバスタチン vs. 

プラセボの⼆重盲検試験

＜INSPIRATION trial＞
予防的抗凝固療法の量の⾮盲検試験

適応基準を満たす患者

中等量群 標準量群

アトルバスタチン
20mg/day

プラセボ プラセボアトルバスタチン
20mg/day

⾮盲検1 : 1 無作為化



Study Design 
[デザイン] 多施設共同の 2 × 2 要因デザイン無作為化試験

適応基準を満たす患者

中等量群 標準量群

アトルバスタチン
20mg/day

プラセボ プラセボアトルバスタチン
20mg/day

⾮盲検1 : 1 無作為化

＜INSPIRATION trial＞
予防的抗凝固療法の量の⾮盲検試験

本論⽂はここ



Study Design 
[期間] 2020年7⽉29⽇〜2020年11⽉19⽇

(30⽇間の主要評価項⽬最終フォローは2020年12⽉19⽇)

[場所] イランのテヘランとタブリーズにある⼤学病院10施設



Inclusion criteria
・年齢18歳以上
・PCRでCOVID-19と診断後7⽇以内にICU⼊室となった
・抗凝固療法の適応疾患がない (機械弁, ⼼房細動, 静脈⾎栓症, 左⼼室⾎栓など）

・他の盲検無作為化試験に登録されてなく, 同意が得られた
・推定⽣存時間が24時間以上である(登録担当医師の判断)



Exclusion criteria①
・体重<40Kg

・重度腎不全合併の重度肥満 (CrCl<30mL/min かつ体重>120kg or BMI>35kg/m²)

・抗凝固療法の適応疾患がある(機械弁, ECMO, ⼼房細動, 左⼼室⾎栓, 既知のVTE)

・登録時の明らかな出⾎
・30⽇以内の既知の⼤出⾎(BARCの定義に基づく)

・⾎⼩板数<50,000/μl

・妊娠(50歳未満の⼥性患者でβHCG検査により診断)

・ヘパリン起因性⾎⼩板減少症 or 免疫性⾎⼩板減少症の既往

* BARC : Bleeding Academic Research Consortium



Exclusion criteria②
・2週間以内の虚⾎性脳卒中
・30⽇以内の主な頭部 or 脊椎の外傷
・3ヵ⽉以内の開頭⼿術/⼤規模な脳外科⼿術
・既知の脳転移 or ⾎管奇形(動脈瘤)の存在
・硬膜外, 脊髄 or ⼼膜カテーテルの存在
・登録前14⽇以内の脳外科以外の⼤⼿術
・試験薬に対するアレルギー反応
・インフォームドコンセントの⽋如または撤回



無作為化
・Webベースの電⼦システムを⽤いて試⾏
・4つのブロックを順列に並べ割り付け順を隠蔽して⾏った
・中等量 or 標準量予防的抗凝固療法群に 1:1 に割り付け

・割りつけられた治療法は退院の有無にかかわらず, 30⽇後の
フォローアップまで継続

中等量群 標準量群

⾮盲検1 : 1 無作為化



試薬
体重とCrCl*に応じてあらかじめ設定

* CrCl : クレアチニンクリアランス

中等量群 標準量群

CrCl ≥30 mL/min エノキサパリン1 mg/kg 
1⽇1回

エノキサパリン40 mg
1⽇1回

肥満 and CrCl ≥30 mL/min
(BW ≥120 kg or BMI ≥35 kg/m²)

エノキサパリン0.6 mg/kg 
1⽇2回

エノキサパリン40 mg
1⽇2回

15< CrCl <30 mL/min エノキサパリン0.5 mg/kg 
1⽇1回(最少は40mg)

エノキサパリン30 mg
1⽇1回

CrCl ≤15 mL/min 未分画ヘパリン 10000 IU
1⽇2回

未分画ヘパリン 5000 IU
1⽇2回



Primary efficacy outcome

急性静脈⾎栓症・動脈⾎栓症
ECMOの使⽤ 30⽇間のいずれかの発⽣

全死亡

※性別や年齢などを⽤いたサブグループ解析も⾏われた



Secondary efficacy outcome
全死亡率, 静脈⾎栓症発症率, ⼈⼯呼吸器未使⽤期間

[Exploratory outcome]
臨床診断されたType 1 急性⼼筋梗塞, 脳卒中, 急性末梢動脈⾎栓症
ICU退室率, ⼼房細動の発⽣, 新規の腎代替療法, ICU滞在期間 etc.



Safety outcome 
・⼤出⾎(BARC* type 3 or 5) and重度の⾎⼩板減少症(Plt 20 × 10³/μL)
※臨床的に重⼤な⾮⼤出⾎
→上記基準を満たさないが医療従事者の注意を要する重要な出⾎

・軽度(Plt 100 × 10³/μL)および
中等度⾎⼩板減少(Plt 50 × 10³/μL)は
事後的に安全性を評価

* BARC : Bleeding Academic Research Consortium



統計解析
両群間の有意差を検出するための80％の検出⼒を得るには, α=0.05 (two-sided)

とZ近似式より, 合計544⼈（272⼈/群）のサンプルサイズが必要となり, 10％の
脱落率を考慮し, 600⼈の⺟集団を登録した

検定法︓Mantel-Haenszel χ2検定、ロジスティック回帰分析、
Cox⽐例ハザード回帰分析、etc

Kaplan-Meier⽣存曲線︓randomization後30⽇間で作成
P値︓<.05で有意差（両側検定）、⾮劣勢検定では⽚側<.025で有意差
統計ソフト︓R version 4.0.3 (R core Team)



600名に無作為化

1692名が適正を審査

患者選択 1092名が除外
- 902名適応基準を満たない
- 129名参加辞退
- 61名 主治医参加辞退

* 2名が重複で除外
* *

最終的に562名が
主要解析対象に

32名がその他の理由
で除外された



患者背景

喫煙歴は中等量群で多かったが, 

他の患者背景は両群で類似していた



患者背景

重症度も両群で類似していた



急性期呼吸サポートや検査値に関しても両群で類似している

患者背景



割り当てられた治療を受けた期間の中央値は20⽇で両群間で差はなかった
試験期間中または有効性の結果が出るまで治療を受けたのは442名(78.6%)

患者背景



Primary efficacy outcome 

Primary outcomeに有意差なし
(急性静脈⾎栓症, 動脈⾎栓症,

ECMO使⽤, 全死亡)



Primary efficacy outcome 〜サブグループ解析〜

Primary outcome に対する
サブグループ解析は, 各項⽬
いずれも有意差なし



Primary efficacy outcome 〜サブグループ解析〜

Dダイマー>1000ng/mLの患者で標準群と中等量群で有意差なし



Secondary efficacy outcome 

・30⽇間追跡中に⽣じた全死率は42%で両群間で有意差なし
・静脈⾎栓症発⽣率も両群間で有意差なし
・⼈⼯呼吸器⾮使⽤期間の中央値は30⽇で両群間で有意差なし



Safety outcome 

・⼤出⾎, 臨床的に重⼤な⾮⼤規模出⾎も両群間で有意差なし



Safety outcome 

・重度の⾎⼩板減少は中等量群でのみ発⽣
・重度以外の⾎⼩板減少発⽣には両群間で有意差はなかった



Discussion - Primary outcome について -
・両群間でPrimary outcome に有意差が出なかった

要因① : 中等量の⽤量不⾜
要因② : 抗凝固療法の効果に発症から投与までの期間が関与

→発症から7⽇以内で抗凝固療法を受けた患者でも差はなし

要因③ : 患者選択がD-ダイマー値や重症度などで絞られていない
→Dダイマー>1000ng/mLの患者でも主要解析と同様

要因④ : 登録時の⼈⼯呼吸器使⽤数が他のコホートより少ない



Discussion -有害事象に関して -

・重度⾎⼩板減少が中等量群で有意に増加した
→こちらに関しては外的妥当性を満たすかは不明



Limitations
①最も重篤な患者が本研究には含まれていない
-現場の医師が推定⽣存時間24時間以内と判断した患者や無作為化の時点で

ECMOを使⽤している患者は除外されている

②オープンラベル⽐較である
- COVID-19パンデミック下で⼆重盲検法を⽤いるのは困難であった



Limitations
③静脈⾎栓症発⽣率は他の研究で報告されているものより低い
-体系的なスクリーニングが⾏われていない
- ほかの研究に⽐べICU⼊室患者の重症度が低い
-ステロイドなどの抗炎症療法の影響

④信頼区間が⽐較的広い
-⼩さな有益性や⼩さく重要な有害性の可能性は排除できない



� ICUに⼊室したCOVID-19肺炎患者において, 中等量予防的抗

凝固療法群は標準量予防的抗凝固療法と⽐較して, 静脈・動脈

⾎栓症, ECMO治療, 全死亡を低下させなかった

Conclusions

中等量予防的抗凝固療法のルーチンの使⽤は⽀持されない



内的妥当性

• ランダム割り付けされているか 〇

• ランダム割り付けが隠蔽化されているか 〇

• マスキングされているか ×

• Baselineは同等か 〇

• ITT解析がされているか 〇

• 結果に影響を及ぼすほどの脱落があるか ×

• 研究の早期中⽌はなかったか ×

• 症例は⼗分か 〇



私⾒① 本当に重症患者が少なかったのか
・死亡率が⾼いのに

- 両群の全死亡率は40%程度でprimary outcomeはほぼ全死亡による

Discussion④⼈⼯呼吸器使⽤の⼈数が少ない
Limitation①重篤な患者が含まれていない

という本論⽂の主張に疑問が残る



研究当時のイランの情勢

7⽉20⽇時点の実際の感染者は45万⼈
死者4万⼈

世界の中でも⾮常に深刻な国のひとつ

公表しているデータで
感染者数死者数ともに
世界11位



私⾒① 本当に重症患者が少なかったのか
Discussion④⼈⼯呼吸器使⽤の⼈数が少ない
Limitation①重篤な患者が含まれていない

⼗分重篤な患者が含まれていたが, パンデミック状態で
適応のある患者に呼吸器を使⽤できなかったのではないか



私⾒② 静脈⾎栓症発症率が低い理由
Limitation①静脈⾎栓症発⽣率が他研究より低いことの解釈に疑問

静脈⾎栓症発症以前
に死亡している



私⾒③ 抗凝固薬の選択, ⼈種間での差

・未分画ヘパリンで同じことが⾔えるのか
→エノキサパリンはまだ⽇本では⼀般的な予防的抗凝固療法

での保険適応がない
・本研究内容がアジア⼈にも適応できるのか



・本研究の背景
- COVID-19と⾎栓症 : 病態⽣理など
-抗凝固療法
-抗凝固療法の⽤量に関して

・本論⽂
・現在進⾏中のMultiplatform RCTの中間解析結果に関して

本⽇の内容



現在進⾏中のMultiplatform RCT
仮説 : 治療量での抗凝固療法は安全に臨床転帰を改善する
・3つの多国籍間⼤規模無作為オープンラベル⽐較試験
・基本プラットフォームを共有する形で実施
・2021年1⽉28⽇に中間解析結果が報告(2800例以上が集積)

治療量 Vs. 標準予防量



PICO
Patient
COVID-19で⼊院中の成⼈患者
Intervention
治療的な低分⼦ヘパリン(LMWH)または未分画ヘパリン(UFH)
- それぞれの施設の静脈⾎栓症(VTE)治療⽅針に従った治療的投与量
Comparison
通常の(病院の⽅針 or 処⽅者の習慣)VTE薬物的予防法
Outcome
21⽇間のOrgan support-free days (OSFDs to day 21)
*Organ support=ICUレベルでの⼈⼯呼吸器, 昇圧剤, ECMO, NHF

以降, Intervention : 治療群・治療量投与, Comparison : 予防群とする



対象患者の層別化
重症患者
臓器サポートを受けている
ICUレベルのケアを受けている

中等症患者
⼊院当初はICUでの治療を要さないが
⾼度な医療を受けている

D-ダイマー値で3つに層別化

⾼値 正常上限2倍以上

低値 正常上限2倍未満

不明



Interim conclusion
[中等症例に関して]

・OSFDは D-dimer 値と関係なく治療量群の⽅が結果良好
・死亡率や⾎栓症イベントの発⽣率に関しても治療量群で改善

[重症例に関して]

・治療量群の優位性はなく, OSFD についてはむしろ悪化した
(Odds ratio: 0.76)



今後に関して
単純に治療量の有⽤性を否定することはできない
重症例においても治療量投与によって⾎栓・塞栓症の発⽣は
減少することが⽰されている (6.7% vs 11.8%)

しかし, すでに各無作為⽐較試験では重症例の治療⽤量への登録
が中断されている
⇒今後の重症例での有効性, 安全性に関してこの研究では望めない



当院当科での対応

・原則としてヘパリン5,000単位を1⽇2回⽪下注
※当院でのCOVID-19以外での標準的抗凝固療法を施⾏

・治療量の投与は⾎栓症が診断されてから
※D-ダイマー上昇だけでは開始しない

本研究の結果, 進⾏中の多国籍解析の中間結果を踏まえ現時点では
変更はしない⽅針としています


