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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） 

 
 

試験のフェーズ Phase III 
試験の目的 心房細動（atrial fibrillation: AF）患者を対象とし、脳卒中

及び全身性塞栓症の発症抑制効果についてエドキサバンの 2 
つの治療レジメン（低用量及び高用量）のワルファリンに対

する非劣性を検証する。非劣性が検証できた場合には高用量

レジメンのワルファリンに対する優越性を検証する。 
試験の方法 脳卒中及び全身性塞栓症の複合エンドポイントを主要評価項

目とし、複合エンドポイントの発現が必要数に到達するまで

治験薬の投与を継続した event-driven 試験。エドキサバン

高用量レジメン（エドキサバン 60 mg 群: エドキサバン 60 
mg 1 日 1 回投与、用量調整因子を有する被験者ではエドキ

サバン 30 mg 1 日 1 回投与）、エドキサバン低用量レジメン

（エドキサバン 30 mg 群: エドキサバン 30 mg 1 日 1 回投

与、用量調整因子を有する被験者ではエドキサバン 15 mg 1 
日 1 回投与）、及びワルファリン（目標 INR 2.0～3.0 とし

て 1 日 1 回投与）を、国際共同、多施設、無作為化、二重

盲検、並行群間比較デザインで比較した。 
被験者数 
（計画時・解析時） 

計画時：20500 名 
投与例数：21105 名（エドキサバン低用量 7034 名、エドキ



サバン高用量 7035 名、ワルファリン 7036 名） 
mITT 解析対象集団：21026 名（エドキサバン低用量 7002
名、エドキサバン高用量 7012 名、ワルファリン 7012 名） 

対象基準 対象：心房細動（AF）患者 
選択基準：過去 12 か月以内に電気的記録により AF が確認さ

れ、抗凝固療法の適応があり試験期間中にその実施が予定さ

れている患者、CHADS2 スコアが 2 点以上を有する患者、

21 歳以上の患者 
除外基準：他の可逆的な疾患（甲状腺中毒症、心臓又は胸部

手術、肺炎、重度の貧血など）に付随する一過性の AF を有

する患者、抗凝固薬の投与が禁忌の患者、出血性リスクが高

い患者など 
被験薬、用量・投与方法、

ロット番号 
エドキサバン高用量（エドキサバン 60 mg、用量調整因子を

有する被験者ではエドキサバン 30 mg）、エドキサバン低用

量（エドキサバン 30 mg、用量調整因子を有する被験者では

エドキサバン 15 mg）を 1 日 1 回投与した。 
ロット番号：薬剤供給番号毎、キット毎に管理 

治療期間 本試験は event-driven 試験であることから、被験者ごとの

投与期間は、無作為割付日、試験全体の終了日（common 
study end date: CSED）、及びCSED visit（CSED の後90 日 
以内の来院日）に依存して異なった。 

対照薬、用量・投与方法、

ロット番号 
ワルファリンは、目標 INR 2.0～3.0 として 1 日 1 回経口投

与した。 
ロット番号：薬剤供給番号毎、キット毎に管理 

エンドポイント （有効性主要評価項目） 

 脳卒中及び全身性塞栓症の複合エンドポイント 

（安全性主要評価項目） 

 大出血の発現率 

統計手法  有効性の解析には階層的な統計解析手順を用い、主要評価

項目について各エドキサバン群のワルファリン群に対する非

劣性を検証し、エドキサバン 60 mg 群での非劣性が検証でき

た場合にのみ、エドキサバン 60 mg 群のワルファリン群に対

する優越性を検証することとした。主要評価項目の非劣性の

主解析では、エドキサバン 60 mg 群とエドキサバン 30 mg 

群を、それぞれワルファリン群と比較するため、試験全体で

の第 1 種の過誤α が 0.05 となるように有意水準を 0.025 

とした。投与群、CHADS2 スコア（2～3 点／4 点以上）、



及び用量調整因子の有無を共変量とした Cox 比例ハザード

モデルを用いて、脳卒中又は全身性塞栓症の初回発症までの 

期間を解析し、ワルファリン群に対する各エドキサバン群の

ハザード比とその両側 97.5%信頼上限が非劣性限界値 1.38

を下回った場合に非劣性が検証されたとみなすこととした。

優越性の解析では、本試験がエドキサバンの有効性のワルフ

ァリンに対する優越性を検証する唯一の試験であることか

ら、有意水準を 0.01 とした。Kaplan-Meier 法を用いて脳卒

中又は全身性塞栓症の初回発症までの期間を推定し、

log-rank 検定を用いて比較した。 

 安全性の解析では、出血性イベントの年間発現率を算出す

るとともに、有効性の主解析と同じ Cox 比例ハザードモデル

を用いて、出血性イベントの初回発現又は死亡までの期間を

解析し、ワルファリン群に対する各エドキサバン群のハザー

ド比とその 95%信頼区間を算出した。 
要約・結論 （有効性主要評価項目） 

脳卒中又は全身性塞栓症の年間発現率は、エドキサバン 30 
mg 群 1.61%、エドキサバン 60 mg 群 1.18%、ワルファリン

群 1.50%であった。ワルファリン群に対するハザード比の

97.5%信頼上限は、エドキサバン 30 mg 群で 1.314、エドキ

サバン 60 mg 群では 0.985 であり、いずれも非劣性限界値

1.38 を下回り、ワルファリン群に対する非劣性が検証され

た。脳卒中又は全身性塞栓症の発症抑制効果についての優越

性の検証の結果、エドキサバン 30 mg 群 2.04%、エドキサ

バン 60 mg 群 1.57%、ワルファリン群 1.80%であった。ワ

ルファリン群に対するハザード比は、エドキサバン 30 mg 群
1.13（99% CI: 0.933～1.371）、エドキサバン 60 mg 群 0.87 
（99%CI: 0.709～1.068）であり、優越性は認められなかっ

たものの、エドキサバン 60 mg 群でのハザード比は 1.0 を
下回った（log-rank 検定、P = 0.0807）。 
 
（安全性主要評価項目） 

大出血の年間発現率は、エドキサバン 30 mg 群 1.61%、エ

ドキサバン 60 mg 群 2.75%、ワルファリン群 3.43%であっ

た。ワルファリン群に対するハザード比は、エドキサバン 30 
mg 群 0.47（95% CI: 0.406～0.548）、エドキサバン 60 mg 群
0.80（95% CI: 0.707～0.914）であり、エドキサバン 30 mg 
群、エドキサバン 60 mg 群のいずれでも、大出血の年間発



現率はワルファリン群よりも統計学的に有意に低かった

（Cox 比例ハザードモデル、それぞれ P < 0.0001、P = 
0.0009）。 

本概要の作成日 2014 年 7 月 25 日 
 


