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ノボ ノルディスクが、9 月 19 日に発表したプレスリリースの翻訳版です。内容や解釈については、正式言語である英語
が優先されます。英文オリジナル版は、こちら(novonordisk.com)をご参照ください。

トレシーバ®は 2 型糖尿病患者でインスリン グラルギン U300 と比較して低血糖のリスク
を全般的に減少させ、HbA1c を有意に低下(事後解析)させた
直接比較した CONCLUDE 試験の新たなデータで、トレシーバ®(インスリン デグルデク)*は基礎インスリン
製剤単独または経口血糖降下薬との併用によりコントロール不良な成人 2 型糖尿病患者において、インスリ
ン グラルギン U300 と比較し低血糖の発現リスクを全般的に減少させ、HbA1c を有意に低下(事後解析)さ
せたことが示されました。CONCLUDE 試験の結果は、スペインのバルセロナで開催されている第 55 回欧
州糖尿病学会年次学術集会(EASD 2019)で発表されました 1。
主要評価項目である 36 週間の投与維持期間における重大なまたは血糖値確定症候性低血糖の発現率(優
越性の検定)は、インスリン グラルギン U300 群に比較し数値は低かったものの、統計的に有意ではありま
せんでした。最長 88 週間の全投与期間中における重大なまたは血糖値確定症候性低血糖の発現率(その
他の評価項目)は、トレシーバ®群で統計的に有意に低くなっていました 1。
この直接比較試験において、インスリン グラルギン U300 群と比較しトレシーバ®群では投与維持期間の重
大な低血糖の発現率が 80%、重大なまたは血糖値確定症候性夜間低血糖の発現率が 37%低く(検証的
な解析結果ではない)、全投与期間ではそれぞれ 62%および 43%低いという結果でした(その他の評価項
目)1。
CONCLUDE 試験の総括医師であり Scripps Whittier Diabetes Institute のコーポレート バイス プレ
ジデントであるアテナ フィリス-ツィミカス医師は、次のように述べています。「重大な低血糖は糖尿病の患者さ
んにとって非常に厄介で、危険な状態をもたらす可能性があるため、糖尿病の長期ケアの一環としてこれに
配慮することが重要です。本試験の結果から、トレシーバ®は血糖コントロールに有効なだけでなく、インスリ
ン グラルギン U300 と比較して重大な低血糖を有意に減らすことが示唆され、その安全性プロファイルがい
っそう補強されました」
すべての低血糖の評価項目に関し投与維持期間と全投与期間のいずれでも、低血糖が発現した患者の割合
はトレシーバ®群で有意に低いとの結果でした(事後解析)。このようにトレシーバ®群で低血糖の発現率と発
現割合が低下したのに加え、HbA1c および空腹時血糖値においてもトレシーバ®群でベースラインからの有
意な低下(事後解析)がみられました(群差の推定値 HbA1c：−0.1%、空腹時血糖値：−0.62 mmol/L)。
さらに、基礎インスリン投与量もトレシーバ®群では 12%低く(検証的な解析結果ではない)、試験終了時の
平均 1 日基礎インスリン投与量はトレシーバ®群の 67 単位に対しインスリン グラルギン U300 群では 73
単位でした 1。
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ノボ ノルディスクのエグゼクティブ 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。「トレシーバ®の臨床開発プログラムでこれまで得られていた所見が、
CONCLUDE 試験の結果で裏付けられたのは喜ばしいことです。今回の結果で、トレシーバ®が 2 型糖尿病
患者さんの治療目標を妥協することなく、低血糖の発現リスクを抑える助けとなる確信がさらに得られました」
CONCLUDE 試験について
CONCLUDE 試験(NCT03078478)は、成人 2 型糖尿病患者 1,609 人を対象とし、トレシーバ®の低血糖
発現リスクをインスリン グラルギン U300 と比較する無作為割付け、非盲検、treat-to-target、国際共同
試験です。両剤とも、インスリン治療患者に経口血糖降下薬併用、または併用無しで 1 日 1 回投与しました。
評価項目については、36 週間の投与維持期間および最長 88 週間までの全投与期間で評価しました 1。
主要評価項目は、投与維持期間における重大な低血糖(第三者の処置が必要であった低血糖と定義)、また
は血糖値確定(3.1 mmol/L 未満)症候性低血糖の全発現件数としました。検証的副次評価項目は、投与
維持期間における重大なまたは血糖値確定症候性夜間低血糖の発現件数と重大な低血糖の発現件数、投
与終了時の基礎インスリン投与量(単位)でした。その他の評価項目は、HbA1c および空腹時血糖値のベー
スラインから投与終了時までの変化量、全投与期間における 3 種類の低血糖評価項目すべてでした 1。
*CONCLUDE 試験のトレシーバ®はインスリン デグルデク 200U/mL 製剤です。インスリン デグルデク 100U/mL 製
剤と 200U/mL 製剤は生物学的同等性があり同様の血糖降下作用を示しますが、200U/mL 製剤は日本では未承認
です。

低血糖について
低血糖とは、血糖値が低すぎる状態のことです。低血糖の初期症状には震え、発汗、心拍数増加などがあり
ます。適切な対処をすれば回復しますが、適切な対処をしないと重症化し、身体の臓器に必要なエネルギー
を供給できなくなるため、混乱、集中力の低下や話しにくさ、痙攣の発作や昏睡、場合によっては死に至るこ
ともあります 2-5。
トレシーバ®について
トレシーバ®(インスリン デグルデク)は、平坦で安定した血糖降下作用が 42 時間(外国人データ)以上持続
する 1 日 1 回の基礎インスリン製剤です 6,7。トレシーバ®は、特に 2 型糖尿病患者において、臨床試験で
HbA1c を効果的に低下させ、インスリン グラルギン U100 と比較した試験では低血糖の発現リスク低下が
示されています。インスリン グラルギン U100 およびインスリン グラルギン U300 と比較し血糖降下作用の
日間変動も小さくなっています 8,9。トレシーバ®は 2012 年 9 月に初めて承認されて以来、これまでに世界
80 カ国以上で承認され、現在 61 カ国以上で販売されています。
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ノボ ノルディスクについて
ノボ ノルディスクは、デンマークに本社を置き、95 年以上にわたり糖尿病治療に必要な革新的な医薬品の開発を通じ糖
尿病ケアの革新をリードしてきました。糖尿病の克服を目指して培ってきた経験や能力は、肥満症、血友病、成長障害と
いったその他の重篤な慢性疾患の領域にも生かされています。ノボ ノルディスクは現在 80 カ国に約 4 万 1,600 人の社
員を擁し、製品は 170 カ国以上で販売されています。日本法人は 1980 年に設立されました。
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