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Introduction



背景
• ⾮⼼臓⼿術を⾏う患者において, 周術期の出⾎は頻度の多い合併症で,  
罹患率と死亡率を上昇させることが知られている.

a

• トラネキサム酸の投与は, 帝王切開や⼼臓外科術後, 外傷患者の出⾎の
頻度と重症度を下げる.
a

• 整形⼿術でのトラネキサム酸投与が出⾎を減らす可能性が⽰唆されているが, 
⾮⼼臓⼿術におけるエビデンスは限られているのが現状である.

a

• トラネキサム酸は抗線溶薬であり, ⾮⼼臓⼿術においてトラネキサム酸が
⾎栓イベントのリスクを増⼤させるかはわからない.



VISION study

The Vascular Events In Noncardiac Surgery Patients Cohort 
Evaluation (VISION) studyは, 45歳以上で, ⾮⼼臓⼿術を受け, 
全⾝⿇酔または局所⿇酔で, 術後少なくとも1泊した患者を対象とした,
周術期出⾎などに関する, 前向き観察試験. 

CMAJ. 2019;191(30):E830-E837.
Br J Anaesth. 2021;126(1):163-171.



VISION studyにおける定義

• Bleeding independently associated with mortality 
(BIMS; 死につながるような出⾎)  = Major bleeding

- 術後のHb < 7g/dL
- RBC 1U (350ml) 以上の輸⾎
- 出⾎が死因につながったと判断される

の3つから構成される複合アウトカム.

CMAJ. 2019;191(30):E830-E837.



• 2007-2013年, 14カ国の28施設, 40004⼈が含まれた.
• Major bleedingは15.6%の患者に認められた.

CMAJ. 2019;191(30):E830-E837.



• 2007-2011年, 8カ国の12施設, 16079⼈が含まれた.
• BIMSは17.0%に認められ, 30⽇後の術後死亡の20-32％は
BIMSに起因すると推定.

Br J Anaesth. 2021;126(1):163-171.



背景
• ⾮⼼臓⼿術を⾏う患者において, 周術期の出⾎は頻度の多い合併症で,  
罹患率と死亡率を上昇させることが知られている.

a

• トラネキサム酸の投与は, 帝王切開や⼼臓外科術後, 外傷患者の出⾎の
頻度と重症度を下げる.
a

• 整形⼿術でのトラネキサム酸投与が出⾎を減らす可能性が⽰唆されているが, 
⾮⼼臓⼿術におけるエビデンスは限られているのが現状である.

a

• トラネキサム酸は抗線溶薬であり, ⾮⼼臓⼿術においてトラネキサム酸が
⾎栓イベントのリスクを増⼤させるかはわからない.



WOMAN trial

Lancet. 2017;389(10084):2105-2116.



WOMAN trial
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WOMAN trial

Lancet. 2017;389(10084):2105-2116.



WOMAN trial

Lancet. 2017;389(10084):2105-2116.



多施設, 2重盲検, RCT
P 18歳以上, 妊娠34w以降の予定帝王切開 @フランス
I 1gのトラネキサム酸
C プラセボ
O 産後出⾎（1000ml以上の出⾎ or 2⽇以内のRBC輸⾎）

*薬剤は, 臍帯をクランプし, ⼦宮収縮薬を投与後, ⽣後3分以内に投与する.

TRAAP2

N Engl J Med. 2021;384(17):1623-1634.



• 産後出⾎はトラネキサム酸投与群で有意に減少する.
• 総出⾎量, 医療者による臨床的に重⼤な産後出⾎の判断率,
⼦宮収縮薬の追加使⽤率, 産後の輸⾎率などは, 有意差を認めず.

N Engl J Med. 2021;384(17):1623-1634.



• 合併症として, 嘔気/嘔吐が増加する可能性がある.
• DVT/PEに関しては, 発⽣率に有意差を認めず.

N Engl J Med. 2021;384(17):1623-1634.



多施設, 2重盲検, RCT (2x2 factorial design)
P 18歳以上, 冠動脈⼿術患者, 合併症のリスクがある
I 100mg/kg (途中から50mg/kg) のトラネキサム酸*
C プラセボ
O 術後30⽇以内の死亡と塞栓症の複合アウトカム**

*薬剤は, ⿇酔導⼊後30min以降に投与する.
**⾮致死的な⼼筋梗塞, 脳卒中, 肺⾎栓塞栓症, 腎不全, 腸間膜動脈閉塞など

N Engl J Med. 2017;376(2):136-148.



N Engl J Med. 2017;376(2):136-148.



N Engl J Med. 2017;376(2):136-148.

• 術後30⽇以内の死亡と塞栓症の複合アウトカムは有意差を認めず
• 出⾎に起因する再⼿術率, ⼊院中のRBC輸⾎量はトラネキサム酸群で
有意に少なかった.  
•⼀⽅で, けいれんはトラネキサム酸群で有意に多かった. 



トラネキサム酸とけいれん

Seizure. 2016;36:70-73.



トラネキサム酸とけいれん

High dose: 80–109 mg/kg, 
Middle dose: 59mg/kg, 
Low dose: 24–50mg/kg. 

容量依存性に, けいれんのリスクが
上昇する可能性.

Seizure. 2016;36:70-73.



トラネキサム酸とけいれん

TRAAP2 High dose: 80–109 mg/kg, 
Middle dose: 59mg/kg, 
Low dose: 24–50mg/kg. 

容量依存性に, けいれんのリスクが
上昇する可能性.

Seizure. 2016;36:70-73.



多施設, 2重盲検, RCT (2x2 factorial design)
P 成⼈, 外傷受傷後8h以内の, 重篤な出⾎患者
I トラネキサム酸 1gを10分, ついで1gを8時間かけて投与
C プラセボ
O 受傷後4週間以内の院内死亡率

Lancet. 2010;376(9734):23-32.



• トラネキサム酸投与は塞栓症を増加させず, 有意に死亡率を低下させた.
Lancet. 2010;376(9734):23-32.



背景
• ⾮⼼臓⼿術を⾏う患者において, 周術期の出⾎は頻度の多い合併症で,  
罹患率と死亡率を上昇させることが知られている.

a

• トラネキサム酸の投与は, 帝王切開や⼼臓外科術後, 外傷患者の出⾎の
頻度と重症度を下げる.
a

• 整形⼿術でのトラネキサム酸投与が出⾎を減らす可能性が⽰唆されているが, 
⾮⼼臓⼿術におけるエビデンスは限られているのが現状である.

a

• トラネキサム酸は抗線溶薬であり, ⾮⼼臓⼿術においてトラネキサム酸が
⾎栓イベントのリスクを増⼤させるかはわからない.



• ⼈⼯股関節置換術 (THA),⼈⼯膝関節置換術 (TKA)施⾏患者
• 抗線溶薬投与 (トラネキサム酸, aprotinin, epsilon aminocaproic 
acid (EACA)) と輸⾎量に関してのSystematic Review

*トラネキサム酸 (10-15mg/kg) 19研究, aprotinin 6研究, 
EACA 1研究

Thromb Res. 2009;123(5):687-696.



抗線溶薬投与は, TKA/THAにおいて輸⾎量を減少させる. 
Thromb Res. 2009;123(5):687-696.



抗線溶薬投与は, DVT発⽣率に影響を与えない.
Thromb Res. 2009;123(5):687-696.



BMJ. 2012;344:e3054.



BMJ. 2012;344:e3054.



• 周術期のトラネキサム酸投与は, 輸⾎量を減少させ, 死亡率を低下
させる可能性がある.
• 塞栓系の合併症は増加させない.
• ⼼臓外科⼿術が⼤半を占めている.

BMJ. 2012;344:e3054.



背景
• ⾮⼼臓⼿術を⾏う患者において, 周術期の出⾎は頻度の多い合併症で,  
罹患率と死亡率を上昇させることが知られている.

a

• トラネキサム酸の投与は, 帝王切開や⼼臓外科術後, 外傷患者の出⾎の
頻度と重症度を下げる.
a

• 整形⼿術でのトラネキサム酸投与が出⾎を減らす可能性が⽰唆されているが, 
⾮⼼臓⼿術におけるエビデンスは限られているのが現状である.

a

• トラネキサム酸は抗線溶薬であり, ⾮⼼臓⼿術においてトラネキサム酸が
⾎栓イベントのリスクを増⼤させるかはわからない.



→塞栓の形成︖︖

N Engl J Med. 2021;384(17):1623-1634.



Clinical Question

出⾎および⼼⾎管イベントのリスクがある⾮⼼臓⼿術患者において,
トラネキサム酸の投与は, プラセボと⽐較して塞栓症の合併を増やさずに, 
出⾎リスクを減らすことができるか.



本⽇の⽂献

N Engl J Med. 2022 Apr 2. doi: 10.1056/NEJMoa2201171. Epub ahead of print. PMID: 35363452.



⽬的と仮説

• 出⾎および⼼⾎管イベントのリスクがある⾮⼼臓⼿術患者において,
トラネキサム酸はプラセボと⽐較して, 有意に重⼤な出⾎を減らし, 
かつ, ⼼⾎管系の合併症の発⽣率に関しては⾮劣性であるか?



Methods



Methods
多施設, 2重盲検, RCT (2x2 partial factorial design*)

P ⾮⼼臓⼿術を⾏う45歳以上で, 出⾎/⼼⾎管イベントを有する患者
I トラネキサム酸 1gを⽪膚切開予定時刻の20分前以内, 

1gを創閉鎖中に投与
C 同量の⽣理⾷塩⽔
O ランダム化後30⽇時点での, 出⾎に関する複合アウトカム（有効性）と, 

⼼⾎管系合併症に関する複合アウトカム（安全性）

*降圧薬を常⽤している患者は, 周術期の⾎圧管理に関するRCTにも
組みこまれる



患者のスクリーニングと
組み⼊れ

トラネキサム酸のstudyの
割り付け

降圧剤を常⽤しているかどうか

周術期の⾎圧管理の割り付け

フォローアップ



患者のスクリーニングと
組み⼊れ

トラネキサム酸のstudyの
割り付け

降圧剤を常⽤しているかどうか

周術期の⾎圧管理の割り付け

フォローアップ



Methods
• 期間︓ 2018/6〜2021/7
•場所︓ 22カ国の114病院
• デザイン︓ 多施設, ⼆重盲検, RCT
•事前プロトコルの有無: あり
• ランダム化の⽅法:
ブロック無作為化, ブロックの数はランダムに変化かつ盲検化,
介⼊群︓対照群を1:1で割り付け. 施設ごとに層別化.
•割付隠蔽化の有無: 中央割付
• マスキングの有無、その対象: 患者, 医療従事者, データ収集者, 
アウトカム評価者・判定者, 治験責任医師の全て盲検化.



Inclusion criteria
• 45歳以上
• ⾮⼼臓⼿術を受ける
• 術後に1泊以上⼊院することが⾒込まれる
• POISE-3 trialに参加する同意書にサインをした
•次のページの7つ基準のうち, 1つ以上を満たす



1. NT-proBNP≧200ng/L
2. 冠動脈疾患の既往
3. 末梢動脈疾患の既往
4. 脳卒中の既往
5. ⼤⾎管⼿術の既往
6. 9つのリスク基準のうち3つ以上を満たす
A. major surgeryを受ける (腹腔内/胸腔内/後腹膜⼿術, 主要な整形⼿術)
B. うっ⾎性⼼不全の既往
C. ⼀過性脳虚⾎発作の既往
D. 糖尿病で、経⼝⾎糖降下剤またはインスリンを服⽤中
E. 年齢が70歳以上
F. ⾼⾎圧の既往歴
G. ⾎清クレアチニン >2.0 mg/dl
H. ⼿術の2年以内の喫煙歴
I. 来院後48時間以内の緊急⼿術



Exclusion criteria
1. ⼼臓⼿術/ 脳神経外科⼿術を受ける
2. ⼿術中にトラネキサム酸の使⽤が予定されている
3. 低リスクの⼿術（医師個⼈の判断に基づく)
4. トラネキサム酸に対する過敏症または既知のアレルギー
5. クレアチニンクリアランスが30mL/min未満, または維持透析中
6. けいれんの既往歴
7. 3ヶ⽉以内の脳卒中, ⼼筋梗塞, 急性動脈⾎栓症, 静脈⾎栓症
8. 消耗性の凝固障害に引き続き, 線溶状態を呈する
9. 過去30⽇以内にくも膜下出⾎を発症
10. 妊娠中または授乳中. 妊娠可能な⼥性で, 有効な避妊をしていない. 
11. POISE-3 Trial に過去に登録された



Procedures

•介⼊群︓
⼿術開始時（⽪膚切開予定時刻の20分前以内）に, 
1gのトラネキサム酸を10分かけて, あるいはボーラスで投与.
ついで, ⼿術終了時（創閉鎖中）に1gをさらに投与.

• 対象群︓
同量の0.9%⽣理⾷塩⽔



整形外科領域のmeta-analysisで, トラネキサム酸は少ないdoseでも
輸⾎量を減らし, 複数回投与の⽅がその効果は⼤きかった.

Anesthesiology. 2006;105(5):1034-1046.



TKA/THA患者では, トラネキサム酸は2000mgの投与が, 
最もアウトカムが良かった.

BMJ. 2014;349:g4829.



BMJ. 2014;349:g4829.

TKA/THA患者では, トラネキサム酸は2000mgの投与が, 
最もアウトカムが良かった.

・トラネキサム酸は<30mg/kgの少ない投与量で, 複数回投与は有効.
・投与量は, 2gが最も有効性がある可能性がある

この2つの⽂献を根拠に, 本研究においての投与量が, 1gを2回投与する
ことに決定.



主要評価項⽬ (Primary Efficacy Outcome)

ランダム化後30⽇⽬時点における, ⽣命を脅かす出⾎, Major bleeding, 
および重要臓器への出⾎から構成される, 出⾎に関する複合アウトカム
a

- ⽣命を脅かす出⾎︓
致死的な出⾎, 強⼼薬や緊急⼿術を要する著しい低⾎圧, 頭蓋内出⾎

a

- Major bleeding︓
術後のHb < 7g/dL, RBC 1U以上の輸⾎, 塞栓や表在⾎管の修復,
⿐腔のパッキングなどの処置を要する.

a

- 重要臓器への出⾎︓
頭蓋内, 眼球内, 脊髄内, ⼼膜, 後腹膜出⾎, コンパートメント症候群を
伴う筋⾁内出⾎



主要評価項⽬ (Primary Safety Outcome)

ランダム化後30⽇⽬時点における, ⼼筋損傷, 脳梗塞, 末梢動脈⾎栓症, 
症候性の近位静脈⾎栓塞栓症から構成される, ⼼⾎管系合併症の複合アウトカム
a
- ⼼筋損傷（myocardial injury after noncardiac surgery; MINS）︓

⼼筋梗塞の診断, あるいはトロポニンの上昇（正常値以上）



副次評価項⽬
• 出⾎に関する複合アウトカムの個別の項⽬
• ⼼⾎管系合併症に関する複合アウトカムの個別の項⽬
• ⾮⼼臓⼿術後の死亡と関連する出⾎（BIMS）
• ⼼筋梗塞
• ベネフィット・リスク評価 （⼼⾎管系を原因とした死亡, ⾮致死性の出⾎, 重要臓器へ

の出⾎, Major bleeding, ⼼筋損傷, 脳卒中, 末梢動脈⾎栓症, 症候性の
近位静脈⾎栓塞栓症）
• 国際⾎栓⽌⾎学会（ISTH）の基準による⼤出⾎
• 1単位以上の⾚⾎球輸⾎
• 四肢切断
• 症候性または⾮症候性の近位静脈⾎栓塞栓症
• けいれん



サンプルサイズ

• Primary Efficacy Outcomeは優越性試験
• Primary Safety Outcomeは⾮劣性試験

• ⾮劣性試験と優越性試験では, ⾮劣性試験の⽅が多くのn数が必要



サンプルサイズ（⾮劣性試験）
• プラセボ群での⼼⾎管系合併症を10-12%になると仮定.
• ⾮劣性マージン: 12.5%（過去の研究POISE-2にて, 優越性試験を
⾏った際に25%のマージンを設定したため, その半分とした. ）
• αエラー︓0.025（⽚側）
• 1-β︓0.9
• トラネキサム酸群のプラセボに対してのHazard ratioを0.9と仮定
（出⾎が減れば, ⼼⾎管系合併症も減ると考えた）
→サンプルサイズを10000⼈とした



プラセボにおける
⼼⾎管合併症の発症率

⾮劣性マージンを12.5%とした時の
トラネキサム酸とプラセボでの
⼼⾎管合併症の発症率の差

検出⼒
1-β

サンプルサイズ

⾮劣性マージン 1.125は, 過去の研究（POISE-2）にて, 優越性試験を⾏った際に25%のマージンを設定
したため, その半分とした.
サンプルサイズ計算の際には, αは⽚側検定 0.025を⽤いた. 



サンプルサイズ（優越性試験）

• プラセボ群において, 出⾎に関する複合アウトカムは, 7%と仮定.
• トラネキサム群において, 30%出⾎が減少すると仮定.
→10000⼈いれば, α 0.05, 1-β 0.95を満たす.

（介⼊群で出⾎が25%しか減少しなかったとしても, 1-β 0.9を満たす.）



サンプルサイズ
• COVID-19により, リクルートメントが進まず, 資⾦が⽋乏. 
• 2021/7に9500⼈が集まった時点で募集終了とした.

• 試験結果はわからなかったが, 出⾎と⼼⾎管系合併症の複合アウトカムが, 
それぞれ当初の推定より⾼いことは把握していた. 
• プラセボ群における出⾎に関する複合アウトカムの発⽣率を9.0％と仮定
→出⾎が20%減少すると仮定, α 0.05で, 1-β 0.90を得た.
• プラセボ群における⼼⾎管系合併症に関する複合アウトカムの発⽣率を
14.0％とすると, ⾮劣性マージン 12.5%, α 0.025で, 1-β 0.98を得た.



解析

• ⾮劣性試験はper-protocolで, その他はintention to treatで解析.
•検定⽅法︓Cox proportional-hazards models.
• あらかじめ決められたサブグループ解析︓
⼿術の種類, Hb値, eGFR値, NT-proBNP値
• SAS software, version 9.4を使⽤.



Results



Lost-to follow upや
Refused to follow upは
両群同程度
30⽇時点でフォローアップは
99.9%達成

臨床医の判断での除外や,
スタッフ不在での除外が
それなりに多い.





General Surgeryの定義︓
複雑な内臓切除術, 
⼤腸部分切除, 胃の⼿術, 
⼩腸の切除, 甲状腺以外の
腫瘍に対する頭頸部⼿術,
その他の腹部⼿術.



両群における, patient characteristicsに明らかな差はない. 



北アメリカとヨーロッパでの
inclusionが⼤半. 

⽩⼈が多く, 
アジア⼈は2割程度.



プロトコルの遵守率は, 96.3%と⾼い.



術後の抗線溶薬の使⽤に関しては, 同程度



DVT予防に関しては, 両群ともに64%前後の患者で実施.
その他の薬剤の使⽤率に関しても, 同程度.



優位性あり



⾮劣性を証明できず

感度分析で⾏ったITTも同様な結果. (hazard ratio, 1.03; 95% CI, 0.92-1.14). 





出⾎性のoutcome
を有意に減らす

塞栓系合併症は
有意には増やさない



重⼤な副作⽤報告に関しては, 両群に有意差を認めず.



どのサブグループでもトラネキサム酸の, 出⾎に対しての効果は同程度認める.



NT-proBNP 200-1500のみ, ⼼⾎管系合併症を有意に認める.



出⾎に関して, ⼿術の種類によるサブグループ. 
⼿術の種類は, 結果に影響を与えない.



合併症に関して, ⼿術の種類によるサブグループ. 
⼿術の種類は, 結果に影響を与えない.



2-4単位のRBC輸⾎を⾏った群は, トラネキサム群で有意に少ない.



Discussion



結果のまとめ
• 出⾎に関する複合アウトカムは, トラネキサム酸群で有意に減少する.
(Hazard ratio, 0.76; 95% CI, 0.67 to 0.87).

1

• ⼼⾎管系合併症に関しては, トラネキサム酸群で⾮劣性を証明できず.
(Hazard ratio, 1.02; 95% CI, 0.92 to 1.14). 

• 1

• 出⾎に関する複合アウトカムの発⽣率が, 明らかに減少すること
（absolute difference -2.6%，95% CI -3.8 〜-1.4） と，
⼼⾎管系合併症の複合アウトカムは, 増えたとしてもわずかしか増加しないこと
（absolute difference 0.3%，95% CI-1.1 〜 1.7）
を⽐較検討して考える必要がある.



結果のまとめ
• POISE-3 trialにおいて, 出⾎は⼀般的に起きうる合併症である. 
定義を変えても, プラセボ群において以下の割合で出⾎が起きた.
- 出⾎に関する複合アウトカム︓11.7%
- BIMS︓11.3%
- Major bleeding︓10.4%
- ISTH基準による⼤出⾎︓8.7%
- RBC 1単位以上の輸⾎︓12.0%

a

• トラネキサム酸は, どの基準において25%程度出⾎を減らす.
a

• その結果は, ⼿術内容によって⼤きな相違は認めなかった. 



考察

• ⾮⼼臓⼿術におけるトラネキサム酸投与は, まだ⼀般的ではない.
a

• 輸⾎は貴重な医療資源であり, 周術期の出⾎は総輸⾎量の40%を
占める

a

• トラネキサム酸投与が⼀般的になれば, 臨床のみならず, 公衆衛⽣にも
有益となる可能性がある.

Lancet Haematol 2019;6(12):e606-e615. 



Strengthとlimitation
• Strength
- 6⼤陸, 114病院で⾏われた.
- 盲検化がなされている.
- プロトコル遵守率が⾼い.
- 99.9%の患者がフォローアップされた. 

• Limitation
- COVID-19の影響で早期終了した (それでも⽬標の95%は達成.
終了する際には, その時点での解析結果はわからずに⾏った.)

- 周術期の塞栓系合併症の診断は難しい.



Conclusion



結語
• ⾮⼼臓⼿術を受けた患者において, ⽣命を脅かす出⾎, 
major bleeding, 重要臓器への出⾎からなる, 出⾎に関する複合
アウトカムの発⽣率は, プラセボに⽐べてトラネキサム酸で有意に低い.

• ⼼⾎管系合併症に関する複合アウトカムの発⽣率は，プラセボ群との差は
⼩さかったが，トラネキサム酸群の⾮劣性は証明されなかった.



私⾒



内的妥当性
•無作為化されており, 割り付けも隠蔽化されているが, Exclusionの
20%が, 臨床医が不適切と考えた, という理由 → △
• ⾮⼼臓⼿術といいながら, 脳神経外科⼿術患者も理由の記載がなく
excludeされている → △
• 患者, 医療従事者, データ収集者, アウトカム評価者・判定者, 
治験責任医師の全て盲検化 → ○
•予定されたサンプルサイズが達成できずに終了 → △
• 患者の基本背景に差はない → ○



外的妥当性
• 多国籍で⾏われた試験ではあるが, 北アメリカとヨーロッパでのinclusionが
⼤半でアジアの病院は3割, アジア⼈は2割にとどまる → △
•研究の対象層は70歳前後の腹部, 整形外科の予定⼿術患者が
多く, ⽇本でも⽐較的commonな層と⾔える → ○
• inclusion/exclusionの項⽬が多すぎてわかりづらい → △
• 術中の1g x 2回のトラネキサム酸は, ⽇本でも使⽤できそう → ○
• 投与のタイミング, ⼿法などは簡便 → ○
• ほとんどが予定⼿術患者で, 緊急⼿術は1割程度 → △



私⾒

•塞栓系の合併症に関しては, ⾮劣性こそ証明できなかったが,
出⾎抑制のメリットが⼗分に⼤きいと思われる.

• リスクがある予定⼿術患者に対しての, トラネキサム酸投与は,
今後積極的に検討してもよさそう

•緊急⼿術患者に対して, 投与を⾏うかは今後の研究が待たれる.


