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ノボ ノルディスク 、週 1 回投与のセマグルチドについて
2 型糖尿病の適応症で日本における製造販売承認申請
2017 年 2 月 28 日デンマーク・バウスヴェア － ノボ ノルディスク社は本日、新規の週 1 回皮下投与のグ
ルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アナログであるセマグルチドについて、2 型糖尿病の適応症で、厚生労働省に製造
販売承認申請を行いました。日本での申請は、米国食品医薬品局（FDA）、欧州医薬品庁（EMA）、カナダ保健省
（Health Canada）、スイス医薬品局（SwissMedic）に対し最近実施した申請に続くものです。
本申請は、SUSTAIN 臨床試験プログラムの結果をもとに行われました。本プログラムには、8,000 人以上の成
人 2 型糖尿病患者が参加し、そのうち、日本からは約 1,200 人が参加しました。被験者は、セマグルチドを週 1 回、
単独、経口血糖降下薬との併用、あるいは経口血糖降下薬と基礎インスリン製剤との併用で、投与されました。
SUSTAIN プログラム全体を通じて、週 1 回投与のセマグルチドは、シタグリプチン、持続性エキセナチド、1 日 1
回投与のインスリン グラルギン U100 およびプラセボと比較して、HbA1c を統計学的に有意に低下させ、平均体
重に関しても統計学的に有意に減少させました。
SUSTAIN プログラム全体を通じて、週 1 回投与のセマグルチドは、良好な安全性プロファイルを示し、また、最も
高頻度で認められた有害事象は悪心でした。
ノボ ノルディスク社のエグゼクティブ バイスプレジデントであり、チーフ サイエンスオフィサーのマッズ クロスゴー
トムセンは次のように述べています。「日本で、週 1 回投与のセマグルチドの申請が行われたことを大変嬉しく思い
ます。国際共同治験である SUSTAIN 臨床試験プログラムの結果から、週 1 回投与のセマグルチドが、多くの日本
の成人 2 型糖尿病患者さんの治療を改善するポテンシャルを持っていると思います」
また、ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 代表取締役社長のオーレ ムルスコウ ベックは次のように述べていま
す。「私たちは日本を糖尿病の負担や苦痛から解放するというビジョンをもち取り組んでいます。SUSTAIN 臨床試
験プログラムから優れた結果が得られていますが、今回の申請は、糖尿病の患者さんが今後、より良いコントロー
ルを得られるよう手助けするための重要なステップであると考えています」

セマグルチドについて
セマグルチドは、血糖値に応じてインスリンの分泌を促進させ、同時にグルカゴンの分泌を抑制するだけでなく、
食欲を抑制し食物摂取量を減らす、週 1 回投与のヒト GLP-1 アナログです。ノボ ノルディスクは、週 1 回投与のセ
マグルチドを、フレックスタッチ®と同じ技術基盤を有するプレフィルド型のペン型注入器での提供を考えています。
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SUSTAIN 第 3a 相臨床試験プログラムについて
SUSTAIN は、週 1 回投与のセマグルチドの第 3a 相臨床試験プログラムで、心血管アウトカム試験を含む 7 つ
の国際共同治験で構成されています。対象とする成人 2 型糖尿病患者は 8,000 人以上に及びます。
SUSTAIN Japan monotherapy 試験では、成人 2 型糖尿病患者 308 人を対象に、セマグルチド 0.5 mg あ
るいは 1.0 mg を週 1 回、30 週間投与しました。HbA1c の変化量は、ベースライン時の平均値 8.1%から、シタ
グリプチン 100 mg 群で 0.7%低下したのに対し、セマグルチド 0.5 mg 群では 1.9%、セマグルチド 1.0 mg 群
では 2.2%、統計学的に有意に低下しました。また体重の変化量は、ベースライン時の平均体重 69.3 kg から、シ
タグリプチン群では変化はありませんでしたが、セマグルチド 0.5 mg 群で 2.2 kg、1.0 mg 群で 3.9 kg、統計学
的に有意に減少しました。
SUSTAIN Japan OAD combination 試験では、成人 2 型糖尿病患者 600 人を対象に、セマグルチド 0.5
mg あるいは 1.0 mg を週 1 回、単独あるいは経口血糖降下薬 1 剤との併用で、56 週間投与しました。HbA1c
の変化量は、ベースライン時の平均値 8.1%から、経口血糖降下薬併用群では 0.7%低下したのに対し、セマグ
ルチド 0.5 mg 群では 1.7%、セマグルチド 1.0 mg 群では 2.0%、統計学的に有意に低下しました。また体重の
変化量は、ベースライン時の平均体重 71.5 kg から、経口血糖降下薬群では 0.4 kg 増加しましたが、セマグルチ
ド 0.5 mg 群では 1.4 kg、1.0 mg 群では 3.2 kg、統計学的に有意に減少しました。
SUSTAIN 1 試験では、成人 2 型糖尿病患者 388 人を対象に、セマグルチド 0.5 mg あるいは 1.0 mg を週
1 回、単独投与しました。HbA1c の変化量は、ベースライン時の平均値 8.1%から、プラセボ群では 0.1%未満の
低下に対し、セマグルチド 0.5 mg 群では 1.5%、セマグルチド 1.0 mg 群では 1.6%、統計学的に有意に低下し
ました。また体重の変化量は、ベースライン時の平均体重から、プラセボ群では 1.0 kg 減少したのに対し、セマグ
ルチド 0.5 mg 群では 3.7 kg、1.0 mg 群では 4.5 kg、統計学的に有意に減少しました。
SUSTAIN 2 試験では、メトホルミン単剤、チアゾリジン薬単剤あるいはメトホルミンとチアゾリジン薬の併用で治
療中の成人 2 型糖尿病患者 1,231 人を対象に、セマグルチド 0.5 mg、1.0 mg またはシタグリプチン 100 mg
を追加投与しました。投与後 56 週の HbA1c の変化量は、ベースライン時の平均値 8.1%から、シタグリプチン
100 mg 群では 0.5%低下したのに対し、セマグルチド 0.5 mg 群では 1.3%、セマグルチド群 1.0 mg 群では
1.6%、統計学的に有意に低下しました(ともに p<0.0001)。また体重の変化量は、ベースライン時の平均体重
89.5 kg から、シタグリプチン群では 1.9 kg 減少したのに対し、セマグルチド 0.5mg 群では 4.3 kg、1.0 mg
群では 6.1 kg、統計学的に有意に減少しました（ともに p<0.0001）。
SUSTAIN 3 試験では、1~2 種類の経口血糖降下薬（メトホルミン、スルホニル尿素薬またはチアゾリジン薬）で
治療中の成人 2 型糖尿病患者 813 人へセマグルチド 1.0 mg または持続性エキセナチド 2.0 mg を追加投与し
ました。HbA1c の変化量は、ベースライン時の平均値 8.3%から、持続性エキセナチド 2.0 mg 群では 0.9%低
下したのに対し、セマグルチド 1.0 mg 群では 1.5%、統計学的に有意に低下しました（p<0.0001）。また体重の
変化量は、ベースライン時の平均体重 95.8 kg から、持続性エキセナチド群では 1.9 kg 減少したのに対し、セマ
グルチド 1.0 mg 群では 5.6 kg と統計学的に有意に減少しました（p<0.0001）。
SUSTAIN 4 試験では、成人 2 型糖尿病患者 1,089 人を対象にメトホルミン単剤又はメトホルミンとスルホニ
ル尿素薬併用へセマグルチド 0.5 mg あるいは 1.0 mg を追加投与しました。HbA1c の変化量は、ベースライン
時の 8.2%から、インスリン グラルギン U100 群で 0.8%低下したのに対し、セマグルチド 0.5 mg 群で 1.2%、
1.0 mg 群で 1.6%、統計学的に有意に低下しました（ともに p<0.0001）。試験終了時のインスリン グラルギン
U100 の 1 日平均投与量は 29 単位でした。また体重の変化量は、ベースライン時の平均体重 93.4 kg から、イ
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ンスリン グラルギン U100 群で 1.2 kg 増加したのに対し、セマグルチド 0.5 mg 群では 3.5 kg、1.0 mg 群で
は 5.2 kg、統計学的に有意に減少しました（ともに p<0.0001）。
SUSTAIN 5 試験では、成人 2 型糖尿病患者 397 人を対象に、基礎インスリン製剤単独又は基礎インスリン製
剤とメトホルミン併用へ、セマグルチド 0.5 mg あるいは 1.0 mg を追加投与しました。HbA1c の変化量は、ベー
スライン時の平均値 8.4%から、プラセボ群では 0.1%低下したのに対し、セマグルチド 0.5 mg 群では 1.4%、
1.0 mg 群では 1.8%、統計学的に有意に低下しました。また体重の変化量は、ベースライン時の平均体重 91.7
kg から、プラセボ群では 1.4 kg 減少したのに対し、セマグルチド 0.5mg 群では 3.7 kg、1.0 mg では 6.4 kg、
統計学的に有意に減少しました。
SUSTAIN 6 試験では、心血管リスクの高い成人 2 型糖尿病 3,297 人を対象に行った、血管死、非致死性心筋
梗塞または非致死性脳卒中のいずれかの最初の発現を主要エンドポイントと設定した複合アウトカム試験です。週
1 回投与のセマグルチドを、標準治療に追加投与したとき、プラセボ群と比較して、セマグルチドは主要な心血管イ
ベント（MACE: Major Adverse Cardiovascular Events）を 26%統計学的に有意に低下させました。

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社は、デンマークに本社を置くグローバルヘルスケア企業であるノボ ノルディスク社の日本
法人です。ノボ ノルディスク社はインスリンの発見から間もない 1923 年にインスリンの製造販売を開始し、以来 90 年以上にわ
たり糖尿病治療に必要な革新的な医薬品やデリバリーシステムの開発を通じ糖尿病ケアの革新をリードしてきました。また、糖尿
病に加え、成長ホルモン療法および血友病においても、それぞれの製品領域をリードしています。ノボ ノルディスク社は現在 77
カ国に約 4 万 2,000 人の社員を擁し、製品は 165 カ国以上で販売されています。日本法人は 1980 年に設立され、それぞれ
の製品領域をリードしています。
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