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背景	
① 機械弁置換術を受けた患者では，血栓予防の

ためワルファリンを服用する必要がある。	

②  RE-LY試験 : 心房細動患者の塞栓症予防にダ
ビガトラン150㎎がワルファリンに勝る効果を示し
た。  N	  Engl	  J	  Med	  2010;363:1875-‐6.	

③ ブタ機械弁モデルでダビガトランによる抗血栓予
防・出血合併症の発生率低下の有望な結果が
得られた。J	  Thorac	  Cardiovasc	  Surg	  2011;141:1410-‐6.	



・第3相臨床試験	  
・Randomized	  EvaluaJon	  of	  Long	  term	  anJcoagulant	  therapy（RE-‐LY）	  
・心房細動患者においてﾜﾙﾌｧﾘﾝとの有効性と安全性の比較試験	  
	  
	  u Setting	
　　多施設（951施設），44ヵ国（日本を含む）。	  
u 期間	
　　登録期間は2005年12月22日～2007年12月15日。	  
　　	  

RE-‐LY試験	

N	  Engl	  J	  Med	  2010;363:1875-‐6.	



u 研究デザイン	
　PROBE（prospective，randomised，open，blinded endpoints），非劣性試験。	
　	
　ダビガトラン150mg（1日2回投与）群/110mg（1日2回投与）群	
　ワルファリン群（INR2.0-3.0、日本人の70歳以上は2.0-2.6）	
　　　　　　　　　　　　　 →ランダムに割り付け 追跡期間（中央値2.0年）	
	

u 対象	  
　18113例。（日本人326例）	  
　6ヵ月以内に心電図でAFを確診，かつ次のリスク因子のうち1つ以上を	  
　有する：脳卒中または一過性脳虚血発作（TIA）の既往LVEF＜40％，　	  
　NYHA分類≧II，6ヵ月以内の心不全の既往	  
　75歳以上（糖尿病，高血圧，冠動脈疾患患者は65歳以上）	  

u 主要評価項目：脳卒中または全身性塞栓症	

　安全性の主要項目：大出血の発現率	  
	  

N	  Engl	  J	  Med	  2010;363:1875-‐6.	



u 結果	

	  
	  
「脳卒中（脳出血を含む）＋全身性塞栓症」の発症率	  
ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾞﾗﾝ110mg群1.53％/年　、150mg群1.11％/年、ﾜﾙﾌｧﾘﾝ群1.69％/年	

「大出血の発現率」	  
ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝ110mg群2.71％/年、150mg群3.11％/年、ﾜﾙﾌｧﾘﾝ群3.36％/年	
	

u 結論	
心房細動患者において，ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾞﾗﾝ110mgの脳卒中および全身性塞栓症予防効果は
ﾜﾙﾌｧﾘﾝに対し非劣性を示し，大出血は少なかった。同150mgはﾜﾙﾌｧﾘﾝに比し，脳
卒中および全身性塞栓症を有意に抑制した。大出血発生率は同等であった。	

N	  Engl	  J	  Med	  2010;363:1875-‐6.	



心房細動における抗血栓療法	

「心房細動における抗血栓療法に関する緊急ステートメント」より 	

参考：日本の心房細動治療ガイドライン	



Dabigatran	  versus	  warfarin	  a5er	  mechanical	  
mitral	  valve	  replacement	  in	  the	  swine	  model.	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J	  Invest	  Surg	  2012;25:150-‐5.	

u 方法	  
　　・対象：27ミリメートル機械弁で僧帽弁置換術を施行した豚19匹	  
	  

　　・割付け	  
　　　対照群	  
　　　凝固薬なし群：3匹	  
　　　ワルファリン（5	  mg	  once	  a	  day：INR2.0～2.5で調整 ）：5匹	  
　　　実験群	  
　　　ダビガトラン(20	  mg/kg	  twice	  a	  day	  )：11匹	  
	  

　　・研究期間：90日	  

u 主要評価項目：動物の死亡率	  
第2次評価項目：血栓や出血性合併症	  



u 結果	
　平均生存日数：	  
　　対照群：抗凝固なし群18.7日、ﾜﾙﾌｧﾘﾝ群15.6日	  
  　実験群：ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝ群50.3日	  
　弁血栓：全ての研究群で観察された。　	  
　出血性　合併症：ワルファリン群：40％　ダビガトラン群：27％	  
	  

u 結論	
　血栓塞栓予防としてのダビガトランの使用にワルファリン群に比	  
　べて、著しいの死亡率低下があった。ワルファリン群と比較してダ	  
　ビガトラン群では出血性合併症の発生率低下もあった。	

J	  Invest	  Surg	  2012;25:150-‐5.	
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METHODS 	

u STUDY DESIGN and OVERSIGHT	

　　PROBE（prospecJve，randomised，open，blinded	  endpoints）　　　	  
　　第Ⅱ相試験　10ヶ国、39施設	

u PATIENTS and　RANDOMIZATION	

　　2011年11月2日登録開始　、18～75歳　　	

　　　Population A：7日以内に大動脈弁、僧帽弁	

　　　　　　　　　　　　　　両方の機械弁置換術施行患者	

　　　Population B：3か月以上前に僧帽弁の機械弁置換術施行患者	

　　　　　　　　　　　　　　（大動脈弁の置換の有無は問わない）	

　　　除外基準：生体弁置換歴、大動脈基部置換、上行大動脈置換歴、　	

　　　　当該置換術施行時に生体弁/三尖弁機械弁/肺動脈弁の同時置換など	

　　　　ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾞﾗﾝ群：ﾜﾙﾌｧﾘﾝ群=2：1にﾗﾝﾀﾞﾑに割り付け	



u STUDY-DRUG REGIMEN	



u STUDY-DRUG REGIMEN	



u STUDY-DRUG REGIMEN	



u FOLLOW-UP and OUTCOMES	
　　期間：12週間	
　　	
    PRIMARY OUTCOME：血漿ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾞﾗﾝ濃度のトラフ値	
　　	
    SECONDARY　OUTCOME：安全性と有効性	
　　（脳卒中、全身性塞栓症（SE）、一過性脳虚血発作（TIA）、弁血栓、出血、	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静脈血栓塞栓症、　心筋梗塞、死亡）	
	  
	
u STATICAL　ANALYSIS	

　　 PRIMARY OUTCOME：as-treated 解析	

　　 SECONDARY　OUTCOME：COX proportional-hazards modeling	



RESULTS	

中間解析でﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝ群の血栓塞栓症お
よび出血リスクの上昇がみられた。	

	

PopulationA：2012年10月11日	

PopulationB：2012年11月28日	

で早期中止となった。	  
	  
	  
	  
	  
	  
	



RESULTS（PATIENTS)	

登録数：252例	
ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾞﾗﾝ例：168例	
ﾜﾙﾌｧﾘﾝ例：84例	
	
	
大動脈置換：172例(68％)	
僧房弁置換：71例(28％)	
両方（大動脈＆僧房弁）：9例（4％）	
	

Low risk例：74例（29％）	
Intermediate or high例：178例（71％）	
	

PopulationA199例（79％）	

	
	



RESULTS（PRIMARY OUTCOME）	

ダビガトラン群全体の52例（32％）は初回量で有効血中濃度を
維持できず	

u STUDY-DRUG DOSES AND BLOOD LEVELS	

u STUDY-DRUG EXPOSURE	
　ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾞﾗﾝ：血中濃度50ng/mlに到達するまでの中央期間→8日間	
　ﾜﾙﾌｧﾘﾝ：目標INRに到達するまでの中央期間→7日間	



RESULTS（SECONDARY　OUTCOME①）	

・脳卒中	
ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾞﾗﾝ群：9例（5％）	
ﾜﾙﾌｧﾘﾝ群：0例（0％）	
・心筋梗塞	
ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾞﾗﾝ群：3例（2％）	
ﾜﾙﾌｧﾘﾝ群：0例（0％）	
・死亡	
ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾞﾗﾝ群：1例（<1％）	
ﾜﾙﾌｧﾘﾝ群：2例（<1％）	
	
	
・大出血→全て心内膜出血	
ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾞﾗﾝ群：7例（4％）	
ﾜﾙﾌｧﾘﾝ群：2例（2％）	



RESULTS（SECONDARY　OUTCOME②）	  

l  機械弁に対する
ダビガトラン使用
は、ワルファリン
に比べ血栓塞栓
症及び出血合併
症の増加と関連
あり	

	
	
l  利益なく、リスク

の増加のみ示さ
れた	



DISCUSSION①	

血栓塞栓症はpopulaJon	  A	  に多く、出血は両グ
ループに同様に見られた。	  
	  
→理由として、投与初期にトラフの血中濃度の
低下が見られたことが挙げられているが、一方
トラフ時高濃度例でも血栓塞栓症が認められて
いることから、十分な理由とはいえないとしてい
る。	



DISCUSSION②	

	  
	  
	  
	  
	  
最低血中濃度がRE-‐LY試験で効果的とされた
50ng/mlに設定された。	  
	  
→もっと高い方が適切であり、1日3回などの頻
回投与により高いトラフ値、低めのピーク値が
達成できた可能性がある。	



DISCUSSION③	

左心耳血栓は、血流が静かでずり応力も弱く、
うっ血と内皮傷害が引き金となる	  
	  
→機械弁では手術侵襲の組織損傷による組織因
子放出による凝固系活性化と血栓形成が関与し
ており、人工物の血流への暴露は内因系
（contact	  pathway)の活性化の引き金になると考
えられている。	  
	  



DISCUSSION④	

ワルファリンは第VII因子を抑制することで組織因
子誘発性の血栓を溶かし、また第IX因子抑制に
より内因系も抑えるため機械弁にはより好都合で
ある。	  
	  
→ダビガトランはトロンビンを抑えるのみなので、
過剰となった内因系凝固因子を抑えることができ
ない。	



このダビガトランの機械的な心臓弁を有する患者
における結果は、他の新しい経口抗凝固薬の研
究に関連するかもしれない。 
ダビガトランと同様に、直接的な第Xa因子阻害剤
は、心房細動患者における脳卒中予防のために
有効である。	  
	  
→血栓症の機序が異なるため、これらのデータは、
人工心臓弁を有する患者に推定することはできな
い。	  

DISCUSSION⑤	



CONCLUSION	

•  今回の試験から，機械弁装着例では血栓塞栓
性イベント，出血性イベントのいずれも，ダビガ
トラン群でリスクが高く，機械弁装着例におけ
る血栓症予防にはワルファリンを選択すべき
であることが示された。	  

•  血液が機械弁表面に接している状態では，ダ
ビガトランによる凝固活性の抑制作用が相対
的に弱まるのかもしれない	



•  手術直後患者が大多数（約80％）であったこと	  

•  ダビガトラン血中濃度目標レベル50ng/ml以上とし
たこと	  

•  無作為化後の最初の4週間、ダビガトランの血中濃
度が目標レベルより低かった	  

　RE-‐ALIGN試験：平均年齢56歳	  
　RE- LY試験：平均年齢71歳	  
	  

n	  engl	  j	  med	  369;13	  nejm.org	  september	  26,	  2013	



米FDAの勧告	

Pradaxa （dabigatran etexilate mesylate） 
should not be used in patients with 
mechanical prosthetic heart valves 	

Drug Safety Communication 	
　	
	

通知日：2012/12/19 	
	

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm332912.htm	



感想	

ﾜﾙﾌｧﾘﾝは拮抗薬や指標となる国際標準があり、入院中の患者には
医療者側からすると、調整しやすい薬だと思う。	  
しかし、外来患者には色々な制限により大変さとリスクを伴う。	  
	 
効果発現と消失が速い新規経口抗凝固薬(NOAC)に,適応が広がる
ことを期待したい。	 
中和剤の使用が可能となれば緊急時の対応出来るようになり、
試験の条件もかわってくるのではないか。	 
ﾀﾞﾋﾞｶﾞﾄﾗﾝの中和剤，第Ⅰ相試験Circula(on	  2013;	  128:	  A17765で速
やかな持続効果が示され、Xa阻害薬中和剤のPRT4445“Andexanet	  
Alfa”が製品化され、米国FDAから“Breakthrough”	  治療薬として指定
を受けてたとの情報が開発した製薬会社から発信されるなどされて
おり、患者にとって調整しやすい薬の幅が広がることを期待したい。	  


