
試験結果の概要 
 
試験実施者（企業名） 第一三共株式会社 
商品名（既承認の場合） リクシアナ錠 
有効成分名 エドキサバントシル酸塩水和物 
試験の名称 DU-176b 第 III 相臨床試験（非弁膜症性心房細動）-高度腎機

能障害を有する非弁膜症性心房細動患者を対象とした 
多施設共同非盲検試験- 

試験責任医師名 13 名 
試験実施施設 13 施設 
公表文献 
（本試験結果の報告文献） 

該当無し 

試験期間 
（最初の被験者の組入日～

最後の被験者の完了日） 

 

試験のフェーズ Phase III 
試験の目的 高度腎機能障害（CLCR 15 mL/min 以上 30 mL/min 未満［血

液透析患者を除く］）を有する非弁膜症性心房細動

（non-valvular atrial fibrillation: NVAF）患者を対象とし、

エドキサバン 15 mg を 1 日 1 回 12 週間投与したときの安全

性及び薬物動態を、腎機能正常又は軽度腎機能障害（CLCR 50 
mL/min 以上）を有する NVAF 患者でのエドキサバン 30 mg
又は 60 mg 1 日 1 回 12 週間投与を対照として比較・検討す

る。 
試験の方法 治験デザイン ：高度腎機能障害を有する NVAF 患者を対

象とし、エドキサバン 15 mg を 1 日 1 回 12 週間投与したと

きの安全性及び薬物動態を、腎機能正常又は軽度腎機能障害

を有する NVAF 患者でのエドキサバン 30 mg（低用量群）

又は 60 mg（高用量群）1 日 1 回 12 週間投与を対照として、

多施設共同オープンラベル並行群間比較デザインにより検討

する。腎機能正常又は軽度腎機能障害を有する患者で、用量

調整因子（体重 60 kg 以下、もしくはキニジン又はベラパミ

ルの併用）がある被験者では、低用量群はエドキサバン 
15 mg を、高用量群はエドキサバン 30 mg を経口投与する。 
投与期間 ：12 週間経口投与 

被験者数 
（計画時・解析時） 

計画時：90 名（高度腎機能障害を有する患者: 50 名; 腎機能

正常又は軽度腎機能障害を有する患者の低用量群: 20 名; 腎



機能正常又は軽度腎機能障害を有する患者の高用量群: 20
名） 
安全性解析例数：93 名（高度腎機能障害を有する患者: 50 名; 
腎機能正常又は軽度腎機能障害を有する患者の低用量群: 22
名; 腎機能正常又は軽度腎機能障害を有する患者の高用量

群: 21 名） 
薬物動態解析例数：90 名（高度腎機能障害を有する患者: 48
名; 腎機能正常又は軽度腎機能障害を有する患者の低用量

群: 21 名; 腎機能正常又は軽度腎機能障害を有する患者の高

用量群: 21 名） 
対象基準 対象： 

（1）高度腎機能障害（Cockcroft-Gault 式から算出される

CLCR が、15 mL/min 以上 30 mL/min 未満）、あるいは腎機

能正常又は軽度腎機能障害（CLCR 50 mL/min 以上）を有す

る NVAF 患者 
（2）20 歳以上 
（3）CHADS2スコア 1 点以上 
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 
被験薬、用量・投与方法、

ロット番号 
高度腎機能障害を有する患者: エドキサバン 15 mg を 1 日 1
回、12 週間経口投与 
腎機能正常又は軽度腎機能障害を有する患者： 
低用量群: エドキサバン 30 mg を 1 日 1 回、用量調整因子が

ある被験者では用量調整因子の数に係わらずエドキサバン 
15 mg を 1 日 1 回、12 週間経口投与 
高用量群: エドキサバン 60 mg を 1 日 1 回、用量調整因子が

ある被験者では用量調整因子の数に係わらずエドキサバン 
30 mg を 1 日 1 回、12 週間経口投与 
ロット番号：15 mg 錠: DU176F1T08T01B、30 mg 錠: 
DU176F1T07T02B 

治療期間 投与期間 12 週間 
対照薬、用量・投与方法、

ロット番号 
該当無し 

エンドポイント （安全性評価項目） 

（1）大出血又は臨床的に重要な出血の発現率 
（2）出血性イベント（大出血、臨床的に重要な出血、及び

小出血の合計）発現率 



（3）大出血の発現率 

（4）臨床的に重要な出血の発現率 
（5）有害事象発現率 
（6）副作用発現率 
（薬物動態解析評価項目） 

（1）血漿中 DU-176 濃度 
（2）血漿中 D21-2393 濃度 

統計手法 （安全性評価項目の解析） 
各エンドポイントについて発現率及びその 95%信頼区間を

投与群別に算出する。 
（薬物動態解析評価項目の解析） 
血漿中 DU-176 または D21-2393 濃度の要約統計量を時点ご

とに投与群別に算出する。 
血漿中 D21-2393 濃度の血漿中 DU-176 濃度に対する比率の

要約統計量を時点ごとに投与群別に算出する。 
血漿中薬物濃度-投与後経過時間関係をScatter plotsで示す。 

要約・結論 高度腎機能障害（15 mL/min ≤ CLCR < 30 mL/min）を有す

る患者の血漿中薬物濃度は腎機能正常又は軽度腎機能障害を

有する患者（50 mL/min ≤ CLCR）の低用量群や高用量群と概

ね同様であった。 
高度腎機能障害を有する患者の出血は腎機能正常又は軽度腎

機能障害を有する患者の低用量群や高用量群に比べ明らかな

違いは認められなかった。 
本概要の作成日 2014 年 7 月 25 日 
 


