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HFrEF患者においてCKD有無を問わず
エンパグリフロジンは⼼および腎アウトカムを改善する

-SGLT2阻害薬のまとめ-
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本⽇の論⽂
HFrEF患者においてCKD有無を問わず

エンパグリフロジンは⼼および腎アウトカムを改善する
（EMPEROR-Reducedからの洞察）

Circulation. 2021 Jan 26;143(4):310-321.



SGLT2阻害薬の作⽤機序

2021/7/28 ベーリンガーイーゲルハイムHPより引⽤︓
https://pro.boehringer-ingelheim.com/jp/product/jardiance/latest-information-on-jardiance-empa-reg-outcome

例）エンパグリフロジン（ジャディアンス®）

近位尿細管にあるSGLT2を阻害することで
糖の再吸収を抑制
→グルコースの尿中排泄・浸透圧利尿を導く



SGLT2阻害薬の作⽤機序(詳細)

⾼橋禎介,SGLT2阻害薬の作⽤機序と薬理作⽤,⽉刊糖尿病2015/7 Vol7 No.7.p20-21

• SGLT2︓
Ø近位曲尿細管に発現。
Øグルコースの約90%を再吸収

• SGLT1︓
Ø近位直尿細管に発現。
Øグルコースの約10%を再吸収。
Ø腎臓だけでなく、⼩腸・⼼筋・⾻格筋

に発現。

SGLT(Sodium/Glucose cotransporter) = ナトリウム/グルコース共輸送体

⼭本雄⼀郎,「薬局にソクラテスがやってきた」SGLT2阻害薬のわずかな違いに⽬を向けてみる,Dionline,2015/4



SGLT2阻害薬とは:薬理学的作⽤

2021年⽇本循環器学会/⽇本⼼不全学会合同ガイドライン
フォーカスアップ デート版 急性・慢性⼼不全診療2021Mar 26 p.17

Curr Cardiol rep. 2019,21:130



•糖尿病患者の⾎糖降下薬

•糖尿病のあるHFrEF患者の⼼不全⼊院を下げる

•糖尿病のないHFrEF患者での⼼不全⼊院を下げる
（＝DM関係なくHFrFEの⼼不全治療薬）

• HFrEF患者において、腎障害に関係なく⼼不全治療薬として使⽤可能
かつ 腎保護作⽤がある（＝腎保護⽬的にも導⼊すべき）

• HFpEF患者において⼼不全⼊院下げるかは研究中

SGLT2阻害薬の遍歴︓各疾患への適応拡⼤



参考）SGLT2阻害薬⼀覧

J Pharmacol Exp Ther.2012;341:692-701⼀部改変

商品名 ⼀般名 SGLT2選択性 半減期(⽤量)

アプルウェイ,デベルザ トホグリフロジン 2900 5.4hr(20mg)

ルセフィ ルセオグリフロジン 1600 11.2hr(2.5mg)

ジャディアンス エンパグリフロジン 1100 9.88hr(10mg)

スーグラ イプラグリフロジン 860 14.97hr(50mg)

フォシーガ ダパグリフロジン 610 12.1hr(10mg)

カナグル カナグリフロジン 290 10.2hr(100mg)



2型DM患者におけるHFrEF治療



2型DM患者のSGLT2阻害薬の⼼⾎管安全性試験

いずれも
MACE（⼼⾎管死・⼼筋梗塞・脳卒中）
・⼼不全⼊院 を抑制

2021年⽇本循環器学会/⽇本⼼不全学会合同ガイドライン
フォーカスアップ デート版 急性・慢性⼼不全診療2021Mar 26 p.18



2型DM患者のSGLT2阻害薬の⼼⾎管安全性試験

CREDENCE試験
(カナグリフロジン)

メタアナラシス

2021年⽇本循環器学会/⽇本⼼不全学会合同ガイドライン
フォーカスアップ デート版 急性・慢性⼼不全診療2021Mar 26 p.18



2型DM患者のSGLT2阻害薬の⼼腎アウトカム -メタアナリシス-
Association of SGLT2 Inhibitors With Cardiovascular and Kidney Outcomes in Patients With Type 2 Diabetes: A Meta-analysis
JAMA Cardiol. 2021 Feb 1;6(2):148-158. 

対象RCT︓2015-2020.1までのメタアナリシス（4剤,6RCT,46969例） SGLT2阻害vsプラセボ

評価項⽬︓初回イベントまでの時間
結果︓
主要⼼⾎管イベント(MACE)の複合評価、⼼不全⼊院(HHF):4剤で差なし。リスク低減と関連。
⼼⾎管死︓4剤で差あり。エンパグリフロジンにおいてリスク低減
腎疾患進⾏︓erutuglifrozinのみリスク低減との関連が低い(=同薬剤のみ腎アウトカムが低い)

図︓⼼⾎管死におけるSGLT2阻害の効果



DMがないHFrEF患者での効果は︖



2020年1⽉28⽇JCスライド引⽤



EMPEROR-Reduced Trial 
Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure,
N Engl J Med. 2020; 383:1413-1424

ランダム化、⼆重盲検、プラセボ対照的、多施設、ITT解析

結果︓
［Primary］
⼼⾎管死＋⼼不全による⼊院の複合は介⼊群361例（19.4%）vsプラセボ群462例（24.7%）.介⼊群で有意に低下
［ハザード⽐0.75，95%CI 0.65-0.86，P＜0.001］

［Secondary］
①⼼不全による⼊院は介⼊群群388件vs プラセボ群553件。介⼊群で有意に減少（HR 0.70，95%CI 0.58-0.85，P＜0.001）。

②eGFRの低下率（/年）は介⼊群（－0.55 mL/分/1.73m²）で，プラセボ群（－2.28 mL/分/1.73m²）より有意に⼩
さい（1.73 mL/分/1.73m²/年，95%CI 1.10-2.37，P＜0.001）。
結論︓HFrEF患者において、2型糖尿病かを問わず、エンパグリフロジンは⼼⾎管死＋⼼不全⼊院のリスクを有意に下げ
る

P 18歳以上，NYHA II〜IVでLVEF≦40%のHFrEF患者3730名
I エンパグリフロジン 1⽇1回10mg
C プラセボ
O ［Primary］⼼⾎管死＋⼼不全による⼊院の複合

［Secondary］①⼼不全による⼊院、②eGFRの低下率



HFrEFに対するSGLT2阻害薬-メタアナリシス-
SGLT2 inhibitors in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a meta-analysis of the EMPEROR-Reduced and DAPA-HF trials 
Meta-Analysis Lancet  2020 Sep 19;396(10254):819-829..

対象RCT︓EMPEROR-Reduced・DAPA-HF(エンパグリフロジン・ダパグリグロジン) n=8474

結果︓
Ø全死因死亡（HR:0.87）
⼼⾎管死（HR:0.86）リスク
⼼⾎管死/⼼不全初回⼊院の複合リスク（0.74）
⼼⾎管死/⼼不全再⼊院複合（0.75）
複合腎エンドポイント（0.62）リスク
→いずれも低減

Ø年齢・性別・糖尿病の有無・ARNI併⽤・
ベースラインeGFR・BMI・⼼不全⼊院歴で
治療効果は⼀貫

過去2つのまとめ



腎臓への作⽤はどうか︖



中央値22.1ヶ⽉追跡期間

Circulation. 2013 Jan 26;143(4):310-321.

前提︓CKDは⼼不全の独⽴した予後予測因⼦



⽇本腎臓病学会 CKDガイド2012

•⼼臓と腎臓は密接な関係
•⼼臓↓ ⇄ 腎臓↓

⼼腎連関



坂井正弘ら編.「型」が⾝につく蛋⽩尿・⾎尿の診かた・考えかた.⽇本医事新報社 2021. p.340

SGLT2阻害薬の腎臓での作⽤機序



SGLT2阻害薬の⼼腎臓効果のメカニズム
-JACCの最先端レビュー(2020.2)-

尿細管⽷球体
フィードバック

体液過剰の改善

⽷球体内圧の
低減

↓酸化ストレス
↓線維化抑制
↓局所炎症
↓尿細管⽼化
↓⽷球体ダメージ



・HFrEFへは効果ある
・腎臓にも良く作⽤しそうだ
「CKD有無でHFrEFへの効果は変わるのか︖」

→本論⽂



本⽇の論⽂
HFrEF患者においてCKD有無を問わず

エンパグリフロジンは⼼および腎アウトカムを改善する
（EMPEROR-Reducedからの洞察）

Circulation. 2021 Jan 26;143(4):310-321.



PE(I)CO
P 18歳以上NYHA⼼機能分類II〜IVでLVEF≦40%のHFrEF患者

E CKD有(+)  
C CKD無()
O ［Primary］⼼⾎管死＋⼼不全による⼊院の複合

［Secondary］①⼼不全による⼊院、②eGFRの低下率
［他事前設定されたもの*］①複合腎アウトカム

②⼼⾎管死と全原因死亡
③貧⾎

*テスト階層の⼀部ではなかった

I エンパグリフロジン 1⽇1回10mg
C プラセボ

I エンパグリフロジン 1⽇1回10mg
C プラセボ



•Whatʼs New︖
ØCKD有無に関わらないHFrEF患者にエンパグリフロジンの効果は
今まで報告なし

Ø広範な腎機能にわたっての⼼⾎管及び腎臓の転帰に対する
エンパグリフロジンの効果を研究した

•臨床的意義は︖
Øエンパグリフロジンは⼼⾎管死または⼼不全による⼊院、初回およ
び再⼊院の⼼不全⼊院、CKD有無の患者いずれでも重篤な腎転帰を
軽減した

ØeGFR20の腎障害があるHFrEFでも⼼不全とCKDの転帰を改善する
ためのエンパグリフロジンに使⽤を⽀持した

臨床的展望



Methods



•理論的根拠・研究デザイン︓EMPEROR-Reduced試験*に則る＊次スライド参照

•評価項⽬︓層別化で評価された
• 主要評価項⽬︓⼼⾎管死と⼼不全⼊院の複合アウトカム
• 副次評価項⽬︓全⼼不全⼊院（初回と再発含む）

eGFRの低下率
•ランダム化︓地理的地域、スクリーニング時のDM有無、eGFR**(60未
満、以上) によって層別化された **CKD-EPIによる

•追跡期間中央値︓16ヶ⽉

Methods



•理論的根拠・研究デザイン︓EMPEROR-Reduced試験*に則る＊次スライド参照

•評価項⽬︓層別化で評価された
• 主要評価項⽬︓⼼⾎管死と⼼不全⼊院の複合アウトカム
• 副次評価項⽬︓全⼼不全⼊院（初回と再発含む）

eGFRの低下率
•ランダム化︓地理的地域、スクリーニング時のDM有無、eGFR**(60未
満、以上) によって層別化された **CKD-EPIによる

•追跡期間中央値︓16ヶ⽉

Methods



• Design
多施設ランダム化⽐較試験 ⼆重盲検(20カ国, 520施設)

• Setting
場所︓北⽶、ラテンアメリカ、欧州、アジア、その他
（ボストン⼤学、コロラド⼤学、スタンフォード⼤学、エール⼤学）
期間︓追跡期間中央値16ヶ⽉（2017.4-2019.11）

＊EMPEROR-Reduced のStudy Design



• 18歳以上
• NYHA II〜IVでLVEF≦40%のHFrEF患者
• 適切な⼼不全治療患者
（ACEi、ARB、β遮断薬、利尿薬、MR拮抗薬、ARNI、イバブラジン、
必要に応じた機械サポート）
• BMI＜45

＊EMPEROR-Reduced のInclusion Criteria



重篤な⼼不全イベントリスクが⾼い患者を登録するため、

• LVEF≧30%の場合はi)or ii)を対象
i) 12ヵ月以内に心不全による入院歴がある
ii) NT-proBNPが高値（LVEF≧30%ではNT-proBNP≧600pg/mLに対し，
31～35%では≧1,000 pg/mL，36～40%では≧2,500 pg/mL）

• 心房細動を有する場合はNT-proBNPの基準値を上記の2倍

＊EMPEROR-Reduced のInclusion Criteria続き



参考）BNP ,NT -proBNP値



• ⼼不全とは独⽴した,臨床経過を変えうる疾患や治療
（過去90⽇以内の⼼筋梗塞、バイパス術、主要⼼⾎管⼿術、⼼移植、最
近のLVAD留置 etc.)

• 未治療または⼗分でない⼼不全治療
• ⼼不全とは独⽴した、⼼不全に関与する疾患
（HOT導⼊のCOPD、急性慢性肝不全、Hb<9、eGFR<20 or 透析）

＊EMPEROR-Reduced のExclusion Criteria



•理論的根拠・研究デザイン︓EMPEROR-Reduced試験*に則る
•評価項⽬︓層別化で評価された
• 主要評価項⽬︓⼼⾎管死と⼼不全⼊院の複合アウトカム
• 副次評価項⽬︓全⼼不全⼊院（初回と再発含む）

eGFRの低下率
•ランダム化︓地理的地域、スクリーニング時のDM有無、

eGFR**(60未満、以上) によって層別化された **CKD-EPIによる

•追跡期間中央値︓16ヶ⽉

Methods



•腎機能障害の分類
(1)CKDの有無
CKD有(+)の定義︓eGFR<60 or 尿中Alb/Cr(UACR)>300mg/g
CKD無(−)の定義︓eGFR≧60 and UACR≦300mg/g

Methods

CKD(ー)

CKD(＋)

CKD(＋)

CKD(＋)

eG
FR

60

0
0 300

UACR

⽇本腎臓病学会 CKDガイド2012



•腎機能障害の分類 の続き
(2)eGFR分類による5つのベースライン
eGFR<30、30–44、45–59、60–89、＞90

(3)UACR分類による3つのベースライン
UACR<30、30–300、> 300

上記(1)-(3)の階層的にランク付されたカテゴリーが臨床的に
⼼腎アウトカムに影響するか評価する

Methods



•複合腎アウトカムの定義:
Ø初回慢性透析
Ø腎移植
ØeGFR40%以上への持続低下
ØeGFR >30の場合、eGFR<15以下への持続低下
ØeGFR≦30の場合、eGFR<10以下への持続低下

•貧⾎
Ø貧⾎の分析にはベースライン値と少なくとも1回の治療中の値を持つすべての患
者が含まれた

Ø貧⾎は中央検査室に性別と年齢での正常値以下と定義された

Methods



•統計分析
Øコックス⽐例ハザードモデル

年齢、性別、地域、糖尿病の状態、ベースラインでの左室駆出率で調整
Ø⼼不全の総⼊院︓⼼⾎管死を算出するjoint frailty modelに従い評価
ØeGFRの傾き︓ランダム切⽚・ランダム傾きモデルを許容したランダム係数モデ
ルにより、治療中のデータに基づいて解析

Ø共分散分析︓eGFRのベースラインと治療中⽌30⽇後の2群間⽐較に使⽤
Ø連続エンドポイント︓mixed model with repeated measures（線形混合効果
モデルの⼀種）

ØSASver9.4を使⽤

•データ共有
Øスポンサーの透明性ポリシーに従い、完全なデータベースが利⽤可能となった

Methods



Results



Characteristics(CKD有無別)

CKD群で年齢⾼い

CKD群で
HF期間⻑い



CKD群で
DM既往多い

CKD群
eGFR47,UACR36
CKD無群
eGFR79,UACR15       



CKD群でACEi・
ARB服⽤率低い



CKD有無別のイベント率

CKD有り(+)の⽅が, ⼀次評価項⽬（⼼不全⼊院・⼼⾎管死の複合イベント）、
副次評価項⽬（全⼼不全⼊院、複合腎転帰、全⼊院、⼼⾎管及び全死亡）いずれも
⾼かった



主要評価項⽬、副次評価項⽬①

・主要評価項⽬
エンパグリフロジンは
CKD有無に関わらず、初
回⼼⾎管死or⼼不全⼊院を
下げた（有HR 0.78、無HR
０.72）
・副次評価項⽬
①エンパグリフロジンは
CKD有無に関わらず初回
or再発⼼不全⼊院を減少さ
せた（交互作⽤のP値
0.78）



副次評価項⽬②

・エンパグリフロジンは
eGFR低下を年間
CKD有群 1.11
CKD無群 2.41
減少させた



副次評価項⽬②eGFRの経時変化

・介⼊群は初期eGFR低下
（”dip”）が観察された
・4週でのプラセボ補正の
介⼊群間eGFRdipは
CKD群で2.4,CKD無群で
2.7と近似（interaction 
P=0.59）
・その後、介⼊群では安定
化とベースラインへの回復
が観察されたが、プラセボ
群ではeGFRが徐々に低下



副次評価項⽬︓ベースラインCKDstatus毎の
治療中⽌30⽇後のeGFRの変化
• ベースラインおよび治療中⽌後23〜45⽇でeGFRが測定された966⼈
（CKDありの484⼈およびCKDなしの482⼈）のサブセットでは、
エンパグリフロジンは試験期間中のeGFR減少を

CKD患者で3.0 (95% CI、1.0–5.1）
CKD無患者では3.9（95％CI、1.8–6.0）（ interaction P = 0.56）

抑制した



• 主要評価項⽬またはHFの総⼊院に対するエンパグリフロジンの利点に
影響を与えませんでしたが、ベースラインeGFRは、eGFR勾配の絶対
値差の⼤きさに中程度の影響を及ぼした（interactionP = 0.033）。

ベースeGFR５分類とUACR3分類での
⼀次評価項⽬、副次評価項⽬①



＜①複合腎アウトカム＞
• 複合腎アウトカムは、CKD有無の両群で同様に減少
（CKD有群HR0.53; 95％CI、0.31〜0.91/ CKD無群HR0.46; 95％ CI、0.22〜0.99、interaction P = 0.78）

• プラセボと治療群の複合腎アウトカムイベント率の絶対差(=プラセボ-介⼊群)は、
100患者年あたり CKD無患者1.17(=2.27-1.10)      CKD有患者1.78(=3.77-1.99)
• ベースeGFR5分類のサブグループ解析で、腎機能は、複合腎アウトカムのリスクに
対する薬剤効果の⼤きさに影響を与えなかった（相互作⽤P = 0.74）
• 介⼊群では、CKDの有・無両群で急性腎障害の頻度が低かった

（CKD有︓HR0.73; 95％CI0.47–1.15 /CKD無 :HR0.56; 95％CI0.28–1.11;相互作⽤P = 0.53）

他事前設定された評価項⽬



＜②⼼⾎管死と全原因死亡＞
• ベースライン腎機能は、全原因⼊院・⼼⾎管系死亡・全原因死亡率に対
するエンパグリフロジンの効果に影響を与えなかった
•エンパグリフロジンは、CKD有・無において、複合腎臓エンドポイン
トの複合転帰またはすべての原因による死亡のリスクを低減した
（CKD有HR0.84; 95％CI0.68–1.03/CKD無HR0.87; 95％CI0.67–1.14）（相互作⽤P = 0.80）

他事前設定された評価項⽬



＜③貧⾎＞
• 介⼊群はプラセボ群と⽐較して、CKD有無に関わらずヘモグロビン値を増加させた
• 52週⽬のベースラインからの調整された平均増加は、CKD有で0.67 g / dL（95％CI、

0.55–0.80）、CKD無で0.75 g / dL（95％CI、0.62–0.88）（相互作⽤P = 0.42）

• CKD患者1905⼈の内、535⼈（28％）がベースラインに貧⾎を患っていた
• 貧⾎は、プラセボ群の71％（184/259）の患者、およびエンパグリフロジン群の

50％（138/276）の患者で治療時に最後の値が持続した

他事前設定された評価項⽬



• ベースラインCKDステータス別および5つのeGFRカテゴリーにわたる有害事象
（AE）は、集団全体のAEプロファイルと⼀致していた
• 予想通り、AE率（重篤なAEおよび治験薬の中⽌につながるAEを含む）の発⽣率は、
ベースラインでCKDが有患者およびeGFR範囲が低い患者で⾼かった
• ⼀般に、介⼊群とプラセボ群は、これらのサブグループ全体でリストされたAEの同
様の頻度を⽰した

有害事象



有害事象 続き



＊参考︓EMPEROR-Reducedの有害事象



Discussion



＜試験全体について＞
• eGFR20という重度腎障害患者も含むかなりの割合のCKD患者を含めた
• 腎障害の程度や有無に関係なく、エンパグリフロジンは⼼⾎管死または⼼不全による⼊院、
初回および再⼊院の⼼不全⼊院、いずれでも重篤な腎転帰を軽減した

＜DAPAとの⽐較＞
• EMPEROR-Reducedの⽅がDAPA-HFの⽅よりもベースのeGFRは低く(eGFR 62vs66), 

CKD有の患者率は⾼かった
• EMPEROR-ReducedではCKD有無によらず、複合腎アウトカムを50%低下させた
• DAPA-HFでは、複合腎アウトカムでの効果は統計学的有意ではなかったが、DAPA-CKDで

は末期腎不全のリスク低減を⽰しており、ダパグリフロジンもエンパグリフロジン同様に
腎臓への利益があった（有意差でなかった原因は腎イベントが少数だったため）

＊DAPA-CKD:eGFR25を含む (EMPEROR-reducedはeGFR20)アルブミン尿のある⼼不全のないCKD患者を組み込んでいる

＊DAPA-CKD/EMPEROR-Reduced eGFR:47/43 

• DAPA-HF/EMPEROR-Reducedのメタ解析で腎転帰リスクが38%減少
(HR 0.62; 95％CI、0.43–0.900)

Discussion



＜腎臓への効果の解説＞
• 慢性⼼不全の過程で腎機能が徐々に低下する
• エンパグリフロジンの腎臓への効果３つ︓

①時間経過に伴うeGFR低下傾きの鈍化 ②治療終了後のeGFR低下の減衰 ③複合腎アウトカム
• ①︓CKD患者のeGFRベースライン値は元々低いが、eGFR勾配の効果の⼤きさは、CKD有

と無で⽐例的に類似
• ①︓eGFR勾配の絶対値低下は末期腎不全までに加速するため、CKD患者ではより臨床的に

意味がある可能性がある
• ②︓治療終了時と中⽌後の効果⽐較での分析は、CKD有無に関係なくエンパグリフロジン

によって腎保護したことを⽰した(=中⽌しても腎保護作⽤効いてる)
• ③︓eGFR、UACRの両サブグループは、複合腎アウトカムの同様の減少を⽰した

Discussion



• SGLT2阻害薬の腎利点の作⽤機序︓
単⼀のネフロンネフロンの過剰濾過の減少、尿細管間質損傷の減少、活性酸素とアンギオテンシノーゲンに
よる⾼⾎糖誘発性産⽣の抑制、ミトコンドリア損傷の減少、栄養⽋乏シグナル伝達の増強

• ベースラインでのCKDの有無に関係なく、貧⾎患者の割合が減少した
• CKD患者では有害事象の発⽣率が⾼いと予想されたが、治療群はプラセボと⽐較し

て過剰な有害事象はなかった
• 介⼊群での初期eGFR低下は、CKDの有無に関わらず、急性腎障害の過剰リスクと
は関連なかった
• 治療終了でのエンパグリフロジン中⽌によるeGFRの急激な増加は、初期eGFR低

下が腎内⾎⾏動態の可逆的な機能変化を表すことを⽰していた
• 初期eGFRの低下は、治療によって⼼不全イベントまたは腎機能に対してその⻑期
的な有益な効果を発揮することを妨げなかった

Discussion



Limitation



• 本論⽂はEMPEROR-Reducedの事前指定のニ次分析だったが、例えば
5つのeGFRカテゴリや3つのUACRカテゴリなど、より⼩さいCKDサブ
グループでの効果を評価するにおいては、エンパグロフロジンの効果を
評価する機能を備えていなかった
• 信頼区間に反映されているように、複合腎臓アウトカムに対する利益は
⽐較的少数のイベントに基づいていたが、腎臓転帰に対する利益の発⾒
の⼤きさの点推定は、糖尿病または慢性腎臓病を伴う患者の⼤規模試験
と⾮常に似ていた

Limitation



EMPEROR-Reducedでエンパグリフロジンは
• CKD有無に関わらず、初回⼼不全⼊院や⼼⾎管死と全⼼不全⼊院と
いった主要な有効性アウトカムを減らし、広範な腎機能スペクトラムに
わたって腎機能低下率を遅らせ複合腎アウトカムを減らした
• 貧⾎のあるCKD患者の割合を減らした
• 本研究の安全プロファイルは、広範な腎機能(eGFR>20)にわたって、

HFrEF患者へのエンパグリフロジンの臨床使⽤を可能とする

Conclusions



私⾒



妥当性
＜内的＞
• 複合腎アウトカムイベントは予想通り少ない
• 製薬会社からの資⾦提供を受けているが、透明性は保持されていた



妥当性
＜外的＞
• HFrEFであっても、フレイル著明な⾼齢者など⼊れない⽅が良い場合もある

（⼼⾎管イベントの抑制や腎保護のメリットよりも、利尿や感染のデメリットが⼤きく出ることがあるだろう）

• 現時点で⽇本では⼼不全患者には保険適応なし(2021年7⽉時点)
• 1⼈あたり年間68292円かかる（世界全体の医療費増加）

⼀般名(商品名) 薬価
エンパグリフロジン10mg
(ジャディアンス)

189.7円／錠

ビソプロロール0.625mg 10.1円／錠
アジルバ10mg 93.8円／錠
エプレレノン25mg(セララ) 39.5円／錠
サクビトリルバルサルタン50mg 
(エンレスト)

65.7円／錠

メトホルミン250mg(メトグルコ) 10.1円／錠

KEGG MEDICUS 2021.8.3.時点



• 主要評価項⽬のNNTは19(CI 12-61)

本論⽂の主要評価項⽬のNNT

Carlos G Santos-Gallego 
In HFrEF, adding empagliflozin to medical therapy reduced a composite outcome, regardless of CKD status

Ann Intern Med. 2021 Jun;174(6):



• HFrEFにおけるエンパグリフロジンの利点は慢性腎臓病の有無にかかわらず⼀貫し
ていた.エンパグリフロジンは、主要な複合転帰を改善し、総HF⼊院を減らし、
eGFRとアルブミン尿の範囲全体で腎疾患の進⾏を遅らせた

• SGLT2阻害薬の開始で観察された、最初のeGFR低下はAKIと混同したり、薬剤中⽌
に繋がるべきではなく、数週間以内に回復する

• SGLT2阻害薬の初期の利尿作⽤は時間経過とともに弱まり、⼀部の患者では利尿薬
の投与量変更が必要になる場合がある

他論⽂からの意⾒まとめ

Jhund PS, Solomon SD, Docherty KF, et al. Efficacy of dapagliflozin on renal function and
outcomes in patients with heart failure with reduced ejection fraction: results of DAPA-HF.

Circulation. 2021;143:298-309.

Neuen BL, Young T, Heerspink HJ, et al. SGLT2 inhibitors for the prevention of kidney failure
in patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Lancet Diabetes

Endocrinol. 2019;7:845-54.

Mordi NA, Mordi IR, Singh JS, et al. Renal and cardiovascular effects of SGLT2 inhibition in
combination with loop diuretics in patients with type-2 diabetes and chronic heart failure: the

RECEDE-CHF trial. Circulation. 2020;142:1713-24



各国ガイドラインでの
HFrEF治療薬としてのSGLT2阻害薬の⽴ち位置



急性・慢性⼼不全診療ガイドライン
2017

2017年時点では推奨クラスIIaに留まり、
アルゴリズムにも記載なかった



急性・慢性⼼不全診療ガイドライン

・推奨クラス I に上昇
・HFrEF治療基本薬に追加
(β遮断薬・ACEi/ARBと同じ⽴ち位置)

2021 フォーカスアップデート



ACC ⼼不全ガイドライン
2021 (2017 HFrEF治療のExpert ConsensusのUpDate)

ダパグリフロジンならeGFR>30、
エンパグリフロジンならeGFR>20、
を確認して導⼊する

StageC︓症候性HFrEF
(Aリスクあるが症状なし器質⼼疾患なし、D︓難治性)

ARNI/ACEi/ARB



ACC ⼼不全ガイドライン
2021 (2017 HFrEF治療のExpert ConsensusのUpDate)

【禁忌】
• I型DM患者

(糖尿病性ケトアシドーシスリスク⾼いため)

• 薬物に対する既知の過敏症
• 授乳中（データなし）

• 透析患者

【注意事項】
• ダパグリフロジン:eGFR<30
• エンパグリフロジン:eGFR<20
• 妊娠
• 真菌性⽣殖器感染症リスク増加
• 体液量減少

Ø糖尿病性ケトアシドーシス
Ø予定⼿術時は中⽌推奨

• ⾎糖値に関係なくケトアシドーシス
の兆候評価
• AKI
• 尿路感染症
• フルニエ壊疽



ESC/HFA⼼不全ガイドライン
2016

2016年時点ではガイドライン上に
記載なかった

症候性HFrEFの治療アルゴリズム



ESC/HFA⼼不全ガイドライン
2021.8.27 オンラインで正式発表

全てのHFrF患者に導⼊する4剤の１つに
(β遮断薬・ACEi/ARBと同じ⽴ち位置)
クラスI Aの推奨



3つのガイドラインより
今後のHFrEF治療は4本柱(Quadruple therapy)

β遮断薬 ACEi /ARB 
ARNI

MR拮抗薬 SGLT2阻害薬



どのタイミング・期間で薬剤調整するか
-EXPERT OPINION-

John J.V.McMurray先⽣
（英、DAPA-HFの著者）

Milton Packer先⽣
（⽶、前アメリカ⼼不全学会会⻑）

従来
・⼀剤ずつ,最⼤量まで増量
・典型的には6ヶ⽉かそれ以上かかる

新提案(迅速導⼊)
・4週間以内に3Stepで4剤導⼊に到達
・その後に徐々に増量する

Step1: β遮断薬＋SGLT2阻害薬
突然死リスクを最も下げ、リモデンリング抑制効果のあるβ遮断薬を
最初に開始。β遮断薬は体液貯留を引き起こす傾向あるため、利尿作
⽤のあるSGLT2阻害薬を併⽤
Step2: ARNI
RAS系阻害で腎機能増悪抑制、ネプリライシン阻害でMR拮抗薬によ
る過剰な⾼Kを防ぐ。過降圧に注意。
Step3: MR拮抗薬
腎機能増悪、⾼Kに注意。

＊Step2と3は逆も可
＊⼀部の患者では数⽇以内の到達も可能かもしれない
＊4剤の早期導⼊(数⽇/数週間以内) ができれば開始順は重要ではない

Eur J Heart Fail. 2021 Jun;23(6):882-894.



今後のSGLT2阻害薬について



最新のニュース︓SGLT2阻害のHFpEFへの応⽤

2021/7/28 ⽇経メディカルオンラインより引⽤︓
hQps://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t339/202107/571044.html



EMPEROR-Preserved Trial 
Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction,
N Engl J Med. August 27 2021 ;10.1056/NEJMoa2107038.

ランダム化、⼆重盲検、プラセボ対照的、多施設(⽇本含む23カ国)、ITT解析,中央値26.2ヶ⽉

結果︓
［Primary］
⼼⾎管死＋⼼不全による⼊院の複合は介⼊群415例（13.8%）vsプラセボ群511例（17.1%）.介⼊群で有意に低下
［ハザード⽐0.79，95%CI 0.69-0.90，P＜0.001］この結果は主に⼼不全による⼊院リスク低下に関連していた。

［Secondary］
①⼼不全による⼊院は介⼊群群407件vs プラセボ群541件。介⼊群で有意に減少（HR 0.73，95%CI 0.61-0.88，P＜0.001）。

②eGFRの低下率（/年）は介⼊群（－1.25mL/分/1.73m²）で，プラセボ群（－2.62 mL/分/1.73m²）より有意に⼩
さい（1.36 mL/分/1.73m²/年，95%CI 1.06-1.66，P＜0.001）。
結論︓HFpEF患者において、糖尿病かを問わず、エンパグリフロジンは⼼⾎管死＋⼼不全⼊院のリスクを有意に下げる

P 18歳以上，NYHA II-ⅣのLVEF>40%のHFpEF患者5988名
(82%がNYHA II)

I エンパグリフロジン 1⽇1回10mg
C プラセボ
O ［Primary］⼼⾎管死＋⼼不全による⼊院の複合

［Secondary］①⼼不全による⼊院、②eGFRの低下率



• DM薬としてだけでなく⼼不全治療薬として幅広く確⽴していくだろう
（＝私たちが出くわす頻度も増える）
•腎保護作⽤があるため、腎不全患者にも幅広く使⽤されていくだろう
•⾎糖正常のケトアシドーシス、尿路感染症は注意が必要
• 新規導⼊される患者においては上記の副作⽤に加えて初期のeGFR低下
が⼀般に起こることに留意したい

今後のSGLT2阻害の⽴ち位置（個⼈の意⾒）



END


