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試験期間 
（最初の被験者の組入日～

最後の被験者の完了日） 

6 ヶ月 
最初の被験者の同意取得日：2008 年 6 月 19 日 
最後の被験者の最終観察日：2008 年 12 月 11 日 

試験のフェーズ Phase IIb 
試験の目的 人工股関節全置換術施行患者を対象に、エドキサバン 15 

mg 1 日 1 回および 30 mg 1 日 1 回を 11～14 日間投与したとき

の有効性、安全性および用法・用量を二重盲検比較法により

検討する。なお、エノキサパリンを参照薬として設定し、有

効性および安全性に関して既承認類薬との位置関係を把握す

る。 

試験の方法 エドキサバン 15mg 1 日 1 回および 30 mg 1 日 1 回投与の有

効性、安全性および用法・用量を検討するために、オープン

ラベルのエノキサパリンを参照薬として設定し、エドキサバ

ン投与群は二重盲検法で群間比較する。人工股関節全置換術

施行後に、被験者をエドキサバン 15 mg 1 日 1 回投与群とエ

ドキサバン 30 mg 1 日 1 回投与群とエノキサパリン投与群に

等確率で無作為に割り付ける。投与期間は 11～14 日間とし、

投与終了後 24 時間以内に両側下肢の静脈造影検査を行った。 

被験者数 
（計画時・解析時） 

計画時：210 名（1 群：70 名） 
投与例数：261 名（エドキサバン 15mg 群 89 名、エドキサ

バン 30mg 群 85 名、エノキサパリン群 87 名） 
有効性解析例数：224 名（エドキサバン 15mg 群 78 名、エ

ドキサバン 30mg 群 72 名、エノキサパリン群 74 名） 
対象基準 対象：初めて THA が施行される患者（両側置換術を除く） 

選択基準：20 歳以上 85 歳未満 



除外基準：出血性のリスクを有する患者、血栓塞栓症のリス

クを有する患者、体重が 40kg 未満の患者 
被験薬、用量・投与方法、

ロット番号 
手術後 6～24 時間に 1 錠を、翌日以降は原則として朝に 1 日

1 回 1 錠を経口投与した（投与間隔の目安：約 10 時間以上） 
ロット番号：エドキサバン 15 mg 錠（S06036-2）, 
            エドキサバンプラセボ錠（S06036-3） 
ロット番号：エドキサバン 30 mg 錠（S06049-5）, 
            エドキサバンプラセボ錠（S06049-8） 

治療期間 投与期間 11～14 日間 
対照薬、用量・投与方法、

ロット番号 
手術後 24～36 時間に 1 回 1 本を、翌日以降は 1 日 2 回、1
回 1 本を皮下投与した（投与間隔の目安：約 12 時間） 
ロット番号： 
日本用：エノキサパリン 2000 IU 注（DU176b-B-J209-3） 
台湾用：エノキサパリン 2000 IU 注（DU176b-B-J209-4） 

エンドポイント （有効性主要評価項目） 

治験薬投与開始後から治験薬投与終了時の静脈造影検査実施

までに認められた以下の血栓塞栓性イベントを 1 つ以上発現

した症例の割合を、有効性の主要評価項目として評価する。 

・ 無症候性 DVT（治験薬投与終了時の両側下肢の静脈造影

によって評価された DVT） 

・ 確定診断された症候性の PE 

・ 規定の静脈造影前に確認された症候性の DVT 

 

（安全性評価項目） 

安全性の主要評価項目として、治験薬投与開始後から事後検

査実施日までに認められた以下の出血性イベントについて評

価を行う。 

1)大出血の発現率 
2)臨床的に重要な出血の発現率 
3)大出血または臨床的に重要な出血の発現率 

統計手法 （有効性の主要評価項目の解析） 

以下の血栓塞栓性イベントを 1 つ以上発現した症例の割合 

・ 無症候性 DVT（治験薬投与終了時の両側下肢の静脈造影

によって評価された DVT） 

・ 確定診断された症候性の PE 

・ 規定の静脈造影前に確認された症候性の DVT 

上記の症例の割合（＝血栓塞栓性イベント発現率）につい



て、15mg 群と 30mg 群との差およびその 95%信頼区間を算出

する。また、投与群ごとの血栓塞栓性イベントの発現率およ

びその 95%信頼区間も算出する。参考として、エノキサパリ

ン群と各エドキサバン群との差およびその 95%信頼区間も算

出する。 

 
（安全性の主要評価項目の解析） 

1)大出血の発現率 
大出血の発現率を投与群ごとに算出する。 

2)臨床的に重要な出血の発現率 
臨床的に重要な出血の発現率およびその 95%信頼区間を

群ごとに算出する。また、臨床的に重要な出血の発現率に

ついて、各投与群間差およびその 95%信頼区間を算出す

る。 
3)大出血または臨床的に重要な出血の発現率 

大出血または臨床的に重要な出血の発現率およびその

95%信頼区間を投与群ごとに算出する。また、大出血また

は臨床的に重要な出血の発現率について、各投与群間差お

よびその 95%信頼区間を算出する。 

要約・結論  有効性の主要評価項目である VTE 発現率は、エドキサバ

ン 15mg群 3.8％（3/78例）、エドキサバン 30mg群 2.8％（2/72
例）、エノキサパリン群 4.1％（3/74 例）であった。なお、発

現した VTE は何れの群においても無症候性 DVT であった。 
 安全性の主要評価項目である大出血または臨床的に重要な

出血の発現率は、エドキサバン 15mg 群 2.2％（2/89 例）、エ

ドキサバン 30mg 群 1.2％（1/85 例）、エノキサパリン群 2.3％
（2/87 例）であった。大出血はエドキサバン 30mg 群で 1 例

認められた。 
バイオマーカーのうち D-dimer、F1+2、及び可溶性フィブリ

ンはエドキサバン 30 mg 群で最も低下した。 
以上のことから、THA 施行患者での血栓塞栓性イベント発症

抑制のためのエドキサバンの用法・用量は 30 mg 1 日 1 回が

適切であると考えられた。 
本概要の作成日 2014 年 7 月 25 日 
 


