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本⽇の論⽂

重症COVID-19患者におけるヘパリンによる治療量の抗凝固療法は有効か︖

N Engl J Med. 2021 Aug 26;385(9):777-789.



Introduction



COVID-19における⾎栓症の病態⽣理

Lucas C Godoy, et al. CMAJ.2020 Oct5;192(40);E1156-1161 PMID:32816822

⾃然免疫が惹起され、各細胞から
炎症性サイトカイン(IL-1, IL-6, 
TNF-αなど)が放出される

SARS–CoV-2がACE2受容体を介して
肺胞上⽪細胞や⾎管内⽪細胞に感染する

ACE2の活性低下により、
レニン・アンギオテンシン系
の活性化が起こる

⾎管内⽪細胞が
障害される

凝固系の亢進



COVID-19重症例は⾎栓性合併症が多い

F A Klok, , et al. Thromb Res.2020 Jul;191:148-150 PMID:32381264

• オランダにある3つの病院のICUに⼊院
していた184⼈を調査した観察研究。

• 重症COVID-19患者において⾎栓性
合併症の累積発⽣率が⾼かった
(57%, 95%Cl 47-67% )。

• ⾎栓性合併症と診断された患者は、死亡
リスクが⾼かった(HR5.4, 95%Cl 2.4-12)。

• 全ての患者が薬理学的⾎栓予防を受けて
いた。

ICU⼊室期間が⻑いほど⾎栓性合併症は増加した



COVID-19患者のVTE発⽣率 ICU vs ⼀般病棟
• アムステルダム⼤学医療センターに⼊院
していた198⼈のCOVID-19患者に
おける単施設コホート研究。

• 21⽇⽬VTEの累積発⽣率は⼀般病棟
(9.2%, 95%Cl 2.6-21)と⽐較して
ICU(59%, 95%Cl 42-72)で⾼かった。

• VTEの合併は死亡と相関していた。
(adjusted HR2.4 95%Cl 1.02-
5.5)

• 全ての患者が薬理学的⾎栓予防を
受けていた。

Saskia MIddeldorp, , et al. Thromb.2020 Aug;18(8):1995-2002 PMID:32369666
ICU⼊室を要するCOVID-19患者ではVTE発⽣率がより⾼い



• COVID-19患者におけるVTEの発⽣率やリスクに関するシステマティック
レビュー及びメタ解析。
• 66件の研究(28173⼈の患者)が定量分析された。
• 全体のVTE発⽣率は14.1%(95%Cl 11.6-16.9)であった。
• ICU患者及び⾮ICU患者のVTE発⽣率はそれぞれ、
22.7%(95%Cl 18.1-27.6), 7.9%(95%Cl 5.1-11.2)であった。

COVID-19と⾎栓症に関するメタ解析

PMID 33043231



• フランスのリール⼤学病院のICUに⼊院したCOVID-19患者107⼈
のうち22⼈がPEを発症したが、そのうち20⼈はガイドラインに従った
薬理学的⾎栓予防を⾏っていた。

• COVID-19のARDS患者は⾮COVID-19のARDS患者と⽐較し、
薬理学的⾎栓予防を⾏っていても、⾎栓性合併症の発⽣が有意に多い
(11.7% vs 4.8%, オッズ⽐ 2.6, 95%Cl 1.1-6.1)。

• NY市の医療機関に⼊院したCOVID-19患者は、ほとんどの患者で
薬理学的⾎栓予防を⾏っているのにも関わらず、16％程度の患者に
何らかの⾎栓性合併症が発⽣した(ICU患者29.4%、⾮ICU患者
11.5%)。

COVID-19では⾎栓症予防を⾏っても⾎栓リスクが⾼い

Julien Poissy, et al. Circulation.2020 Jul 14;142(2):184-186 PMID:32330083

Julie Helms, et al. Intensive Care Med.2020 Jun ;46(6);1089-1098 PMID:32367170

Seda Bilaoglu, et al. JAMA.2020 Aug 25;324(8);799-801 PMID:32702090



薬理学的⾎栓予防を受けているのにも関わらず
VTEの発⽣率が⾼い

COVID-19では⾎栓症予防を⾏っても⾎栓リスクが⾼い

治療量の抗凝固療法で、VTE発⽣率や死亡率改善が⾒込めるか︖



治療量 vs 予防量 ①

ニューヨーク市内の病院に⼊院したCOVID-19患者の⼤規模コホート研究

Ishan Paranjpe, et al. J Am Coll Cardiol.2020 Jul7;76(1):122-124 PMID32387623

P︓2020年3⽉14⽇から4⽉11⽇の間にニューヨーク市内の病院に⼊院した2773⼈
E︓治療量の抗凝固療法を受けた患者(治療量群, n=786)
C︓予防量の抗凝固療法を受けた患者または抗凝固療法を受けなかった患者
(⾮治療量群, n=1987)

O︓院内死亡率と⽣存期間



治療量の抗凝固療法が転帰を改善させる可能性がある

治療量 vs 予防量 ①
全ての患者 機械換気を受けている患者

登録からの⽇数登録からの⽇数

⽣
存
率

⽣
存
率

治療量群⾮治療量群

• 治療量群
院内死亡率 22.5%
⽣存期間(中央値) 21⽇

• ⾮治療量群
院内死亡率 22.8%
⽣存期間(中央値) 14⽇

全ての患者
• 治療量群
院内死亡率 29.1%
⽣存期間(中央値) 21⽇

• ⾮治療量群
院内死亡率 62.7%
⽣存期間(中央値) 9⽇

機械換気を
受けている患者

観察研究であること、明らかになっていない交絡因⼦、不透明な抗凝固療法の適応、
適応バイアスの可能性などから前向き無作為化試験の必要性があると考えられた。



• COVID-19患者における抗凝固療法の⽤量の違いによる⽣存率
(死亡率)への影響を評価した、後⽅視的多施設共同コホート研究
• 3480⼈の患者のうち、2121⼈が予防量の抗凝固療法、998⼈が
3⽇以上の治療量の抗凝固療法を施⾏されていた(361⼈が
抗凝固療法なし)。
• 抗凝固療法を⾏わない場合と⽐較し、予防量群は死亡率を
65%(HR0.35, 95% Cl 0.22-0.54)低下させ、治療量群は死亡率を
86%(HR0.14, 95%Cl 0.05-0.23)低下させた。

→予防量群との直接⽐較では、治療量群で死亡率は低かったが有意差
はなかった(HR0.86, 95%Cl 0.73-1.02)。

治療量 vs 予防量 ②

Filip lonescu, et al. Eur J Haematol. 2021 Feb;106(2):165-174 PMID:33043484

治療量の抗凝固療法は予防量より死亡率を低下させる可能性が⽰唆された。
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Methods



P︓重症COVID-19患者(重症の定義は後述)
I︓治療量の抗凝固療法
C︓予防量の抗凝固療法
O︓呼吸器系・⼼⾎管系の臓器サポートを必要としない⽇数

PICO

＊呼吸器系臓器サポート︓HFNC、⾮侵襲的または侵襲的⼈⼯呼吸、ECMO
＊⼼⾎管系臓器サポート︓昇圧剤または強⼼薬



• COVID-19患者における抗凝固療法について、国際的な３つの
プラットフォーム試験(REMAP-CAP, ACTIV-4a, ATTACC)を統合し、
マルチプラットフォーム無作為化試験を作成した。

•各参加施設において倫理委員会の上で実施され、すべての患者または
代諾者から書⾯もしくは⼝頭によるインフォームド・コンセントが取得された。

•複数の国際的な資⾦提供団体からの⽀援があるが、ACTIV-4aを除き、
試験デザイン、解析、試験結果には⼀切の関与はない。
＊ACTIV-4aのプロトコールデザインについては⽶国国⽴衛⽣研究所の専⾨スタッフ及び査読者から意⾒を得ている。

Trial Design and Oversight



• 重症COVID-19患者、またはD-dimerによってリスク層別化された中等症
COVID-19 患者の治療量の抗凝固療法の効果を評価するために設計された。

→本研究は重症が対象

• 重症COVID-19患者の定義︓

集中治療管理を要し、呼吸器系または⼼⾎管系の臓器サポート(HFNC、⾮侵襲的・
侵襲的機械換気、ECMO、昇圧剤や強⼼薬)を必要とする患者。

Patient



REMAP-CAP ACTIV-4a ATTACC

年齢 成⼈ 18歳以上

⼊院期間 48時間以上が
予想される場合 72時間以上が予想される場合

SARS-CoV-2
infection

疑いもしくは
確定例 確定例

登録ウィンドウ ICU⼊室から
48時間以内

⼊院またはCOVID-19感染確定
から72時間以内

Inclusion Criteria



REMAP -CAP ACTIV-4a ATTACC
⾎⼩板数(/μL), 

凝固 <5万 <5万, INR>2.0 
or APTT>50

Hb(g/dL) <8.0

HIT*1
未分画または低分⼦
ヘパリンでHITを含む
副反応の既往

HITまたはアレルギーの既往

DAPT*2 DAPTを継続する
意思がある場合 単剤にできない場合 最近のDAPTの使⽤

Exclusion Criteria

*1 Heparin Induced Thrombocytopenia
*2 Dual antiplatelet therapy



REMAP -CAP ACTIV-4a ATTACC

⼈⼯呼吸器 ⼊院前から気管切開による
⻑期⼈⼯呼吸器を必要とする場合

予後 24時間以内に亡くなる
可能性が⾼い場合

死が差し迫って
いる状態

死が差し迫っており、
積極的治療を望んで

いない場合

その他
試験参加が患者への

最善の利益にならないと
判断した時

妊娠

Exclusion Criteria



REMAP -CAP ACTIV-4a ATTACC

出⾎リスク
治療⽤量の抗凝固療法
を禁忌とするのに⼗分な
臨床的および/または

検査学的出⾎リスクがある

・30⽇以内の⼊院を
要した出⾎
・遺伝性または活動性
後天性出⾎の既往
・最近の虚⾎性脳卒中

・3ヶ⽉以内の頭蓋内⼿術
または脳卒中

・脳動静脈奇形の既往
・脳動脈瘤
・頭蓋内悪性腫瘍
・⾎友病などの出⾎素因
・3ヶ⽉以内の消化管出⾎
・7⽇以内の⾎栓溶解療法
・硬膜外or脊髄カテーテル
・14⽇以内の⼤⼿術
・未治療⾼⾎圧
(sBP>200mmHg,dBP120mmHg)
・他の医師が認識した抗凝固療法の禁忌

Exclusion Criteria



• 10カ国393施設で無作為化が実施された。
•各プラットフォームで中央Webベースシステムを⽤いて、
未分画 or 低分⼦ヘパリンを⽤いた治療量群、または予防量群に無作為化
された。
＊ACTIV-4a︓1:1の割合で従来の無作為化
＊REMAP-CAP, ATTACC︓応答適応型無作為化が採⽤された。毎⽉の適応型中間
解析から登録終了までの期間に、無作為化の⽐率を変更する。

•試験はそれぞれ⾮盲検で⾏われた。

Randomization



応答適応型無作為化とは

従来の無作為化 応答適応型無作為化

10

5 5１︓１

７ 3

収集したデータの解析に基づき、
有望な介⼊に割り付けられる
⽐率が⾼くなる

介⼊群

対照群

介⼊群

介⼊群

対照群 対照群

• 各治療カテゴリの症例数は事前に設定されることはなく、収集されたデータを
逐次解析し、統計学的に⼗分な症例が集積された時点で終了となる。
• データに基づき無作為化の⽐率が変更されることで、患者にとって不利益となる
可能性の⾼い介⼊を受けにくくなる。



REMAP -CAP ACTIV-4a ATTACC

抗凝固薬 未分画ヘパリン(UFH)または低分⼦ヘパリン(LMH)
※切り替えは⾃由

⽤量

・静脈⾎栓塞栓症の治療に関
する病院の⽅針やガイドラインに
沿って投与
・患者の体重に応じたLMH

患者の体重とCrに
応じたLMH

患者の体重とCrに
応じたLMH

UFHの場合、治療⽤の抗Xaレベルもしくは正常上限の1.5-2.5倍のAPTT

介⼊期間
・14⽇間または退院まで
・ICU患者の場合、ICU退室時
に治療⽤量の抗凝固療法が
中⽌になる可能性

14⽇間または退院
まで

14⽇間または退院
または回復(24時間
以上酸素需要なし)
するまで

各試験の概要(介⼊)



各試験の概要(コントロール)

REMAP -CAP ACTIV-4a ATTACC

抗凝固薬
地域のガイドラインや
通常臨床における
標準的静脈⾎栓予防

エノキサパリン、ダルテパリン、
チンザパリン、フォンダパリヌクス
またはヘパリンのいずれか

地域のガイドラインや
通常臨床における
標準的静脈⾎栓予防

⽤量 治療量の抗凝固療法と
ならないような⽤量

低⽤量⾎栓予防の
ガイドラインと⼀致する⽤量

選択した薬剤の容量が
静脈⾎栓塞栓症の治療量
の半量以上にならないように
する

期間 ・14⽇間または退院まで
・14⽇⽬以降の⾎栓予防に関しては臨床医の判断に委ねられる



Anticoagulation Regimens

• ⽶国⾎液学会、NICEガイダンスを参考し投与量を決定。
• 体重やクレアチニンクリアランスで投与量を増減。

低⽤量 中等量 治療量以下 治療量

エノキサパリン
⽪下注射 40mg/⽇

1.0mg/kg/⽇もしくは
0.5mg/kgを1⽇2回, 

40mgを1⽇2回の多い⽅

中等量と
治療量の間の

⽤量

1mg/kgを1⽇2回
もしくは

1.5mg/kgを1⽇1回

ダルテパリン
⽪下注射 5000単位/⽇ 5000単位を1⽇2回

100単位/kgを1⽇2回
もしくは

200単位/kgを1⽇1回

チンザパリン
⽪下注射

75単位/kg/⽇
または

4500単位/⽇の
多い⽅

4500単位を1⽇2回 175単位/kg/⽇

未分画ヘパリン
5000単位を1⽇
2回もしくは3回

⽪下注射

7500単位を1⽇3回
もしくは

10000単位を1⽇2回
⽪下注射

定義なし 地域のプロトコールに
従って持続静注



⼼⾎管系または呼吸器系の臓器サポートの必要のない⽇数

Primary Outcome

•退院まで⽣存していた患者のうち、21⽇⽬までに⼼⾎管系または呼吸器系
の臓器サポートが必要なかった⽇数を順序尺度で評価
• -1~21の順序尺度で記録する
※90⽇⽬までに病院で死亡した患者は-1と記録する
※21⽇⽬以前に⽣存退院した患者は、退院⽇から21⽇⽬まで⽣存
しており、退院後は臓器サポートを受けていないものとする

＊呼吸器系臓器サポート︓HFNC、⾮侵襲的または侵襲的⼈⼯呼吸、ECMO
＊⼼⾎管系臓器サポート︓昇圧剤または強⼼薬



• ⽣存退院率
•主要な⾎栓性イベントまたは死亡
• 全ての⾎栓性イベントまたは死亡

※主要な⾎栓性イベント︓
肺塞栓症、⼼筋梗塞、虚⾎性脳卒中、全⾝性動脈塞栓
※全ての⾎栓性イベント︓
主要な⾎栓性イベント＋深部静脈⾎栓症
※REMAP-CAPでは退院まで、ACTIV-4a・ATTACCでは28⽇間で評価

Secondary Outcome



•国際⾎栓⽌⾎学会(ISTH)によって以下のように定義された⼤出⾎

• HIT(Heparin Induced Thrombocytopenia)

Safety Outcome

ISTH：International Society of Thrombosis and Hemostasis
S Schulman, et al. J Thromb Haemost. 2005 Apr;3(4):692-4. PMID15842354

1. 致命的な出⾎
2. 頭蓋内、脊髄内、眼内、後腹膜、関節内、⼼膜またはコンパートメント症候群を伴う
筋⾁内などの臓器における症候性出⾎
3. Hb2g/dL以上の低下または2単位以上の全⾎または⾚⾎球輸⾎を要する出⾎



• 全てのプラットフォームから得られた個々の患者データを統合し、単⼀の
包括的ベイズモデルを⽤いて解析した。

• 優越性(99%以上の事後確率で⽐例オッズ⽐が1以上)、
無益性(95%以上の事後確率で⽐例オッズ⽐が1.2未満)と定義した。

•毎⽉全てのプラットフォームのデータを中間解析し、優越性または無益性が
統計学的に結論づけられるまで無作為化が継続された。

→介⼊の優越性または無益性が統計学的に明らかになった時点で無作為
を中⽌する

Statistical Analysis



〈主要評価解析〉
• 2021年4⽉8⽇時点で、主要評価項⽬のデータが得られた各試験に
登録された全ての患者を解析対象とした。
• ベイズ型累積ロジスティック回帰モデルを⽤いて、臓器サポートを必要と
しない⽇数の⽐例オッズ⽐の事後分布を算出した。
• primary outcomeは年齢・性別・試験場所・登録時間間隔
(2週間間隔)で調整された。
• マルコフ連鎖モンテカルロ法を⽤いて、合同事後分布から10万サンプルを
抽出して適合させ、中央値と95％信頼区間を含むオッズ⽐の
事後分布と優越性、無益性、劣性の事後確率を算出した。

Statistical Analysis



〈副次評価解析〉
•年齢・性別・侵襲的機械換気の有無・予防量の抗凝固療法の⽤量
(低⽤量または中等量)によって治療効果が異なるかどうかを評価した。
• REMAP-CAPにおいて治療量または予防量の抗凝固療法と
IL-6受容体拮抗薬の間の相互作⽤の可能性を事後的な探索的解析
によって評価した。

Statistical Analysis



Results



Patient

9890⼈が不適格

ACTIV-4a︓3799⼈
ATTACC︓7202⼈
REMAP-CAP︓2372⼈

2244⼈は中等症に該当

1207⼈が重症に該当し、
無作為化された

○7050⼈︓組み⼊れ基準を満たさない、
または除外基準に⼊る
○2111⼈︓治療的抗凝固療法への適応
がある
○729⼈︓出⾎リスクがある

32⼈は無作為化されなかった
○16⼈︓組み⼊れ基準を満たさない
○8⼈︓除外基準が該当する
○8⼈︓同意を撤回



• 2020年4⽉21⽇より無作為化が開始。
• 2020年11⽉の適応中間分析に基づき、治療量と予防量の無作為化の
⽐率が0.388:0.612に変更となった。
• 2020年12⽉19⽇の適応中間分析で、治療量の抗凝固療法における
無益性が統計学的に⽰されたため、重症患者の無作為化が中⽌となった。

Patient(補⾜)



Patient
1207⼈が重症に該当し、
無作為化された

591⼈が治療量の抗凝固療法 616⼈が予防量の抗凝固療法

REMAP-CAPにおいてCOVID-19疑い
症例であったが、確定しなかった症例は
除外された

534⼈が主要解析へ 564⼈が主要解析へ治療量の
抗凝固療法

予防量の
抗凝固療法

※※
※



Patient

• 年齢、性別、⼈種、国籍には群間差なし

• アジア⼈は16％程度

• 英国からの登録が70%前後

• REMAP-CAPからの登録が多い(全体の84％)

• BMI中央値は30前後と肥満が多い

• APACHE Ⅱ SCOREの中央値13-14程度

治療量群
(N=536)

予防量群
(N=567)



Patient

• 基礎疾患には群間差なし

• 治療
-抗⾎⼩板剤 7.6% vs 7.7%
-レムデシビル 32.7% vs 30.5%
-ステロイド 81.6% vs 82.5%
-トシリヅマブ 2.1% vs 1.6%

• 臓器サポート
-⿐カヌラ, フェイスマスク, 酸素なし

1.5% vs 1.2%
-HFNC 31.7% vs 33.2%
-⾮侵襲的⼈⼯呼吸器 40.1% vs 35.3%
-侵襲的⼈⼯呼吸器 26.7% vs 30.3%
-昇圧剤もしくは強⼼薬 17.5% vs 19.2%

• P/F⽐(中央値) 118程度

治療量群
(N=536)

予防量群
(N=567)



Patient

• D-dimerが正常上限の2倍 48％程度

• D-dimer(中央値) 0.8μg/mL程度

• PT-INR (中央値) 1.1程度

• ⾎⼩板数(中央値) 24万/mm3程度

予防量群
(N=567)

治療量群
(N=536)



Anticoagulation Regimens

無作為化後、1⽇⽬に処⽅された
薬剤の種類と⽤量

• 両群ともにエノキサパリン、
ダルテパリンの使⽤率が⾼い。

• 予防量群の未分画ヘパリンの
⽪下注射使⽤率は4.5%程度

• 治療量群において経静脈的
未分画ヘパリンの使⽤率は10%
程度

• 予防量群では低⽤量が40.4%, 
中等量が51.7%であった。

• 治療量群で実際に治療量が
投与されたのは77.6%であった。

√ √

治療量群
(N=536)

予防量群
(N=567)



Primary Outcome

•臓器サポートを必要としない⽇数(中央値)は
治療量群 vs 予防量群︓ 1⽇ vs 4⽇
• 調整オッズ⽐ 0.83(95%Cl 0.68-1.03)
※年齢、性別、試験場所、登録期間で調整

•無益性(futility)の事後確率 99.9%＞95％
•優越性(superiority)の事後確率 5.0%＜99％

予防量群
(N=567)

治療量群
(N=536)

治療量群 予防量群



Outcome

A︓順序尺度をグラフ化したもの
曲線が緩やかなほど臓器サポートの
ない⽇数が⻑いことを⽰す
→治療量群と予防量群で差なし

B︓臓器サポートのない⽇数を⽔平化
したもの
⾚は死亡または臓器サポートのない
⽇数が短く、⻘は臓器サポートのない
⽇数が⻑いことを⽰す
→治療量群と予防量群で差なし

治療量群
予防量群

治療量群

予防量群



Subgroup Analysis

• 楽観的事前分布を考慮した解析
でも同様の結果であった。

• COVID-19疑い症例を含めた解析
でも同様の結果であった。

• 抗⾎⼩板剤を併⽤していた患者や
REMAP-CAPにて抗⾎⼩板ドメイン
で無作為化されていた患者を除外
しても同様の結果であった。

治療量群 予防量群



Subgroup Analysis
REMAP-CAPにおける治療量の抗凝固療法
とIL-6受容体拮抗薬との相互作⽤を解析

IL-6受容体拮抗薬と抗凝固療法の
間には有意な相互作⽤は認められな
かった。

※2020年11⽉19⽇に免疫修飾
ドメインの無作為化が中⽌されるより
も前に登録された患者で計算された。

治療量群
(N=297)

予防量群
(N=262)



Subgroup Analysis

• 年齢、性別、侵襲的機械換気の有無、
予防量群での投与量(中等量または低⽤量)
を考慮したサブグループ解析においても、
治療量群の優越性は⽰されなかった。

• ⼥性および侵襲的機械換気をしていない患者
については、予防量群で臓器サポートを必要と
しない⽇数が有意に⻑かった。

OSFD-organ support free days
PTP - usual care pharmacological thromboprophylaxis 
TAC - therapeutic-dose anticoagulation



Secondary Outcome

• ⽣存退院率 62.7% vs 64.5%, 調整オッズ⽐ 0.84(95%Cl 0.64-1.11)
• 主要な⾎栓性イベントまたは死亡 40.1% vs 41.1%, 調整オッズ⽐ 1.04(95%Cl 0.79-1.35)
• 全ての⾎栓性イベントまたは死亡 40.9% vs 41.4%, 調整オッズ⽐ 1.06(95%Cl 0.81-1.38)
• ⼤出⾎ 3.8% vs 2.3%, 調整オッズ⽐ 1.48(95%Cl 0.75-3.04)

→いずれも有意差はなかった

治療量群
(N=536)

予防量群
(N=567)



Secondary Outcome

→予防量群で⾎栓イベント、特に肺塞栓症は多い傾向にあった。



Discussion

•本研究の結果は、治療量の抗凝固療法が重症COVID-19患者にとって
有益である、という仮説に反するものであった。

• COVID-19患者に対する抗凝固療法の効果は、治療開始のタイミングや、
治療開始時点の重症度によって異なる可能性がある。

• 重症COVID-19患者においては、複数の臓器における凝固異常が⽣じた後
から治療量の抗凝固療法を開始するのでは、転帰改善のためには遅すぎる
可能性がある。



Discussion

• 治療量群の出⾎性合併症の発⽣率(3.8%)は、予防量群(2.3%)と
⽐較して⾼かった。

• 重症COVID-19の剖検所⾒には微⼩⾎栓だけでなく肺胞出⾎が
認められる場合もあり、治療量の抗凝固療法が肺胞出⾎を増悪させ、
転帰を悪化させる可能性がある。

Wichman D. et al. Ann Intern Med 202;173:268-77  PMID:32374815



Discussion

•本試験は３つのプラットフォーム試験を統合したもので、これにより
重症COVID-19患者における治療量の抗凝固療法の無益性を
迅速に明らかにすることが出来た。



Limitation

• ⾮盲検試験であり、⾎栓性イベントの評価にバイアスが⽣じた可能性がある。

•登録された重症患者の⼤多数(70%)が英国からの登録であった。
→試験中に英国の診療ガイドラインが変更され、ICUに⼊院した
COVID-19患者に中等量の予防的抗凝固療法が推奨されるようになった。
→”Inspiration trial”の結果をもって、筆者らはこの影響は⼤きくないと
考察している。



ICUに⼊室したCOVID-19肺炎患者において、中等量群は、標準量群と⽐較して、
静脈・動脈⾎栓症、ECMO治療、全死亡を低下させなかった。

Inspiration trial

P︓COVID-19でICUに⼊院した成⼈患者
I︓中等量の予防的抗凝固療法(n=276)
C︓標準量の予防的抗凝固療法(n=286)
O︓静脈・動脈⾎栓症、ECMO治療、全死亡、⼤出⾎、重度の⾎⼩板減少の発⽣

Parham Sadeghipour, et al. JAMA.2021 Apr 27;325(16):1620-1630 PMID:33734299

イランの10施設(n=562)で⾏われた⾮盲検多施設共同無作為化試験



Conclusion

重症COVID-19患者においてヘパリンを⽤いた治療量の抗凝固療法は、
予防量の抗凝固療法と⽐較し、⼼⾎管系・呼吸器系の臓器サポートを
必要としない⽇数や⽣存退院率を増加させなかった。



⾮重症者ではどうか︖

⾮重症COVID-19患者におけるヘパリンによる治療量の抗凝固療法は有効か︖

N Engl J Med. 2021 Aug 26;385(9):790-802.



PICO

＊ICUレベルの呼吸器または⼼⾎管系の臓器サポート(HFNC、⾮侵襲的・
侵襲的機械換気、ECMO、昇圧剤や強⼼薬)を必要としない⼊院患者。

P︓⾮重症COVID-19患者*(重症の定義は後述)
I︓治療量の抗凝固療法
C︓予防量の抗凝固療法
O︓呼吸器系・⼼⾎管系の臓器サポートを必要としない⽇数



Patient

2244⼈が中等症に該当し、
無作為化された

1207⼈は重症に該当

1190⼈が治療量の抗凝固療法 1054⼈が予防量の抗凝固療法

19⼈が除外 6⼈が除外
＊D-dimerが正常上限の
2倍以上か、それ未満かで
層別化

D-dimer⾼値群 291⼈
D-dimer低値群 505⼈

D-dimer不明群 252⼈
→1048⼈が主要解析へ

D-dimer⾼値群 339⼈
D-dimer低値群 570⼈
D-dimer不明群 262⼈
→1171⼈が主要解析へ

＊2020年4⽉21⽇より無作為化が
開始されたが、2021年1⽉22⽇に
治療量の抗凝固療法の優越性の中⽌
基準を満たしたため、無作為化が中⽌と
なった。



Patient

• 年齢、性別、⼈種、基礎疾患は群間差なし
• アジア⼈は4-5%程度
• 低流量⿐カヌラやフェイスマスクが66％程度
• ATTACCやACTVIV-4aからの登録が多い(全体の85％)
ATTACC︓55% vs 48.5%
ACTIV-4a︓32.8% vs 37.3%
• ⽶国とブラジルからの登録が約70%

治療量群
(N=1181)

予防量群
(N=1050)

治療量群
(N=1181)

予防量群
(N=1050)



Anticoagulation Regimens

無作為化後、最初の24-48時間
で処⽅された薬剤の種類と⽤量

√ √

√

予防量群
(N=1050)

治療量群
(N=1181) • 両群ともにエノキサパリンの使⽤

率が⾼い。

• 予防量群の未分画ヘパリンの
⽪下注射使⽤率は6.1%程度

• 治療量群において経静脈的未
分画ヘパリンの使⽤率は3.8%
程度

• 予防量群では低⽤量が71.7%, 
中等量が26.5%であった。

• 治療量群で実際に治療量が
投与されたのは79.6%であった。



Primary Outcome

予防量群と⽐較し、治療量群が臓器サポートを必要としない⽇数を
増加させた優越性の事後確率は98.6%であった。
(調整オッズ⽐ 1.27, 95%Cl 1.03-1.58)

治療量群 予防量群



Primary Outcome 
A︓順序尺度をグラフ化したもの
曲線が緩やかなほど臓器サポートの
ない⽇数が⻑いことを⽰す
→治療量で臓器サポートを必要と
しない⽇が⻑い

B︓臓器サポートのない⽇数を⽔平化
したもの
⾚は死亡または臓器サポートのない
⽇数が短く、⻘は臓器サポートのない
⽇数が⻑いことを⽰す
→治療量で臓器サポートを必要と
しない⽇が⻑い

治療量群
予防量群

治療量

予防量



Secondary Outcome

• ⽣存退院患者︓調整オッズ⽐ 1.21(95%Cl 0.87-1.68)
• 28⽇間で臓器サポートを必要としない⽣存者数︓調整オッズ⽐ 1.30(95%Cl 1.05-1.61)
• 挿管または死亡︓調整オッズ⽐ 0.82(95%Cl 0.63-1.07)
• 主要⾎栓イベントまたは死亡︓調整オッズ⽐ 0.72(95%Cl 0.53-0.98)
• 主要出⾎︓調整オッズ⽐ 1.80(955Cl 0.90-3.74)

治療量 予防量



Conclusion

⾮重症COVID-19⼊院患者において、治療量の抗凝固療法は、
予防量の抗凝固療法と⽐較し、⼼⾎管系・呼吸器系の臓器サポート
を必要としない⽇数を増加させた。



○⺟集団の違い
重症患者の多くはREMAP-CAP試験からの登録で、英国の症例が多かったのに
対し、中等症患者の多くはATTACC試験とACTIV-4a試験からの登録で⽶国
とブラジルの症例が多かった。
→地理的な違いだけでなく、⺠族的な違いによる影響が否定できない可能性

2つの論⽂に対するEditorial

Hugo ten Cate, et al. NEJM.2021 Aug 26;385:845-846 



○予防量群における投与量については医師の裁量に委ねられていた
• 重症患者において予防量群の51.7%は中等量の投与を受けていた
• ⾮重症患者においては予防量群の26.5%が中等量の投与を受けていた
→予防量群の投与量の違いが重症患者と⾮重症患者の結果の違いに
反映されている可能性がある。

2つの論⽂に対するEditorial



ランダム割り付けされているか ○
ランダム割り付けが隠蔽化されているか ○
マスキングされているか ×
Baselineは同等か ○
ITT解析がされているか ○
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 ○

内的妥当性



本論⽂に関して、研究対象の患者や薬剤は⾃分の環境と似ているか︖
→NO
• アジア⼈の割合が低い
• P/F⽐は約120であったが、⼈⼯呼吸器患者は30％程度と少ない
• D-dimerの中央値が0.8μg/mLと低値
• エノキサパリン、ダルテパリンの使⽤率が⾼く、⽇本で使⽤率の⾼い
未分画ヘパリンの使⽤率が低い

外的妥当性



私⾒

• Primary outcomeの、臓器サポートを必要としない⽇数については、治療群
において⾮重症例では有効な可能性、重症例では無効な可能性であったもの
の、⽣存・死亡に関してはどちらも⼤きな差はなさそう
• ⼀⽅で、重症例でも⾮重症例でも、主要な⾎栓イベントは治療群で少なくなっ

ており、COVID-19において⾎栓症を予防する効果は抗凝固療法を強化した
⽅が良い可能性がある
• そもそも⽇本では⼀般的なDVT予防に低分⼦ヘパリンの適応がない、かつ本研

究では未分画ヘパリンの使⽤率が低く、また⺠族的な違いも含めて、同様の結
果が本邦でも出るのかどうかは不明である
• ⾮重症例に優先して未分画ヘパリンの治療量投与を⾏うとなると採⾎も頻回と

なり、全例に動脈ライン等を確保するわけにもいかず、現実的ではなさそう
• 出⾎の懸念も考えると、さらなる結果が出るまでは予防量の未分画ヘパリンの使

⽤を⾏うのが現実的か



• REMAP-CAPでは以下のような次のRCTが進⾏中である。

→⽇本でも登録が開始されており、⼈種差や薬剤の種類・投与量を
考慮した結果が待たれる。

現在進⾏中のRCT

対象︓重症COVIDー19患者

背景 治療的抗凝固療法歴なし 治療的抗凝固療法歴あり

介⼊ ○従来の低⽤量
○中等量

○従来の低⽤量
○中等量
○治療⽤量の継続


