
　山内　末木先生、SGLT２阻害薬の
薬疹については皮膚科学会でも大きく
取り上げられ、このたび中間発表が出
ました。まずその概要についてお話し
願えますか。
　末木　SGLT２阻害薬は、2014年に
イプラグリフロジン、商品名でスーグ
ラというものが発売されまして、当初、
非常に多くの患者さんに使われたので
すけれども、発売された時期がちょう
ど春から夏にかけての時期だったこと
もあり、かなりの高頻度で皮膚症状が
出ました。皮膚にいろいろな発疹が出
るということで非常に注目されて、薬
疹の多い薬ではないかという印象を持
たれたのです。
　特に、スティーブンス・ジョンソン
症候群という重症薬疹の１型ですが、
これが１例報告されたということで、
当局のほうでも注意喚起がなされて、

2014年８月29日に「適正使用に関する
リコメンデーション」の改訂が行われ
ました。「SGLT２阻害薬の投与後に薬
疹を疑わせるような紅斑などの皮膚症
状が現れた場合は、速やかに投与を中
止して皮膚科医にコンサルテーション
すること」というリコメンデーション
が出たものですから、それが現場の先
生方にも広く浸透したのです。
　山内　この薬疹の特徴はどういった
ものなのでしょうか。
　末木　SGLT２阻害薬による薬疹と
いうのは、投与を開始してほんの数日、
特に１週間以内にほとんどの症例で皮
疹が出てくる。もちろん、１カ月、２
カ月たってから出る例もまれにありま
すけれども、多くの例はだいたい１週
間から10日ぐらいで出てきます。
　薬疹といいますと、狭い意味ではア
レルギー機序で起こるものを指します。

そのほかに、薬自体の何らかの作用機
序を反映して皮膚にいろいろな症状が
出てくる場合があります。こういうも
のは広い意味で薬が原因ですから、薬
疹といっても間違いではないのですが、
「皮膚障害」とか、あるいは「薬剤関
連の有害事象」という言い方をします。
　近年ではいろいろな分子標的薬、す
なわち特定の分子を阻害するという作
用機序を有する薬の場合には、薬の作
用機序自体を反映していろいろな皮膚
症状を起こすことがあります。
　山内　使い始めて比較的短期間に出
てくるというのが特徴と見てよいです
か。
　末木　短期間に出るといっても、ア
レルギー機序で起こる場合は、初めて
ある薬が体内に入ると、普通はそこの
ところで感作が起こって、さらにそこ
にまた同じ薬が入ってくると誘発反応
が起こってきますので、少なくとも飲
み始めてから１週間ぐらいで起こって
くるのが普通です。そういう点から見
ても、SGLT２阻害薬による皮疹はア
レルギー機序によって起こっている薬
疹としてはちょっと出現時期が早すぎ
るということになります。
　私は本当にSGLT２阻害薬による薬
疹がアレルギー機序で起こっているか
どうかに疑問を持っていたのですけれ
ども、その後の解析というか、疫学的
なデータを見ると、春から夏という脱
水が起こりやすい時期に一致していた

ということです。
　山内　脱水が絡んでいるかもしれな
いということですか。
　末木　そういうことがあるのです。
当初は肥満の方だけではなくて、やせ
た方にも、いろいろな方に使われたと
思うのですが、脱水が起こると皮膚に
はどういう影響が起こるか、この点に
関しても十分科学的な解明がなされて
いない部分があります。
　汗が出ないと、要するに皮膚の中に
汗がたまる。エクリン汗腺という汗を
つくる腺でできた汗が、たまってしま
うことが考えられます。それが皮膚の
中に漏れ出すのです。真皮に漏れ出す
と、それが刺激になって炎症が起こる
ことが最近わかってきていて、皮膚の
中に汗がたまる、あるいは出口のとこ
ろで詰まってしまうということが起こ
ると、皮膚疾患として一番似ているの
は「あせも」です。あせもはよくみら
れますが、涼しくなると治ってしまう
のですけれども、暑くなって汗をすご
くかいて、出きらないと起こるという
ことが言われていて、それと似たよう
な発疹が見られます。
　山内　そういう発疹は薬疹としては
珍しいものなのですね。
　末木　そういうことです。今まで汗
に影響を及ぼすような薬はあまりなか
ったものですから、私自身もこれは初
めての経験なので、今お話ししたよう
な機序はあくまで仮説といいますか、

昭和大学皮膚科教授
末　木　博　彦

（聞き手　山内俊一）

　SGLT２阻害薬の薬疹についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞

SGLT2阻害薬による薬疹
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　山内　末木先生、SGLT２阻害薬の
薬疹については皮膚科学会でも大きく
取り上げられ、このたび中間発表が出
ました。まずその概要についてお話し
願えますか。
　末木　SGLT２阻害薬は、2014年に
イプラグリフロジン、商品名でスーグ
ラというものが発売されまして、当初、
非常に多くの患者さんに使われたので
すけれども、発売された時期がちょう
ど春から夏にかけての時期だったこと
もあり、かなりの高頻度で皮膚症状が
出ました。皮膚にいろいろな発疹が出
るということで非常に注目されて、薬
疹の多い薬ではないかという印象を持
たれたのです。
　特に、スティーブンス・ジョンソン
症候群という重症薬疹の１型ですが、
これが１例報告されたということで、
当局のほうでも注意喚起がなされて、

2014年８月29日に「適正使用に関する
リコメンデーション」の改訂が行われ
ました。「SGLT２阻害薬の投与後に薬
疹を疑わせるような紅斑などの皮膚症
状が現れた場合は、速やかに投与を中
止して皮膚科医にコンサルテーション
すること」というリコメンデーション
が出たものですから、それが現場の先
生方にも広く浸透したのです。
　山内　この薬疹の特徴はどういった
ものなのでしょうか。
　末木　SGLT２阻害薬による薬疹と
いうのは、投与を開始してほんの数日、
特に１週間以内にほとんどの症例で皮
疹が出てくる。もちろん、１カ月、２
カ月たってから出る例もまれにありま
すけれども、多くの例はだいたい１週
間から10日ぐらいで出てきます。
　薬疹といいますと、狭い意味ではア
レルギー機序で起こるものを指します。

そのほかに、薬自体の何らかの作用機
序を反映して皮膚にいろいろな症状が
出てくる場合があります。こういうも
のは広い意味で薬が原因ですから、薬
疹といっても間違いではないのですが、
「皮膚障害」とか、あるいは「薬剤関
連の有害事象」という言い方をします。
　近年ではいろいろな分子標的薬、す
なわち特定の分子を阻害するという作
用機序を有する薬の場合には、薬の作
用機序自体を反映していろいろな皮膚
症状を起こすことがあります。
　山内　使い始めて比較的短期間に出
てくるというのが特徴と見てよいです
か。
　末木　短期間に出るといっても、ア
レルギー機序で起こる場合は、初めて
ある薬が体内に入ると、普通はそこの
ところで感作が起こって、さらにそこ
にまた同じ薬が入ってくると誘発反応
が起こってきますので、少なくとも飲
み始めてから１週間ぐらいで起こって
くるのが普通です。そういう点から見
ても、SGLT２阻害薬による皮疹はア
レルギー機序によって起こっている薬
疹としてはちょっと出現時期が早すぎ
るということになります。
　私は本当にSGLT２阻害薬による薬
疹がアレルギー機序で起こっているか
どうかに疑問を持っていたのですけれ
ども、その後の解析というか、疫学的
なデータを見ると、春から夏という脱
水が起こりやすい時期に一致していた

ということです。
　山内　脱水が絡んでいるかもしれな
いということですか。
　末木　そういうことがあるのです。
当初は肥満の方だけではなくて、やせ
た方にも、いろいろな方に使われたと
思うのですが、脱水が起こると皮膚に
はどういう影響が起こるか、この点に
関しても十分科学的な解明がなされて
いない部分があります。
　汗が出ないと、要するに皮膚の中に
汗がたまる。エクリン汗腺という汗を
つくる腺でできた汗が、たまってしま
うことが考えられます。それが皮膚の
中に漏れ出すのです。真皮に漏れ出す
と、それが刺激になって炎症が起こる
ことが最近わかってきていて、皮膚の
中に汗がたまる、あるいは出口のとこ
ろで詰まってしまうということが起こ
ると、皮膚疾患として一番似ているの
は「あせも」です。あせもはよくみら
れますが、涼しくなると治ってしまう
のですけれども、暑くなって汗をすご
くかいて、出きらないと起こるという
ことが言われていて、それと似たよう
な発疹が見られます。
　山内　そういう発疹は薬疹としては
珍しいものなのですね。
　末木　そういうことです。今まで汗
に影響を及ぼすような薬はあまりなか
ったものですから、私自身もこれは初
めての経験なので、今お話ししたよう
な機序はあくまで仮説といいますか、

昭和大学皮膚科教授
末　木　博　彦

（聞き手　山内俊一）

　SGLT２阻害薬の薬疹についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞

SGLT2阻害薬による薬疹
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推測にすぎません。本当に今申し上げ
たようなことで起こるのかどうかは、
いま一つ証明はできていないのですが、
その後、内科の先生方が脱水にとても
注意を払っていただくようになって、
しかも対象とする患者さんに関しても
選んで使っていただくようになって、
2015年、2016年と明らかに発疹を起こ
す患者さんの数は少なくなったという
事実があります。
　山内　確かに臨床サイドからいいま
しても、当初は幅広く使われたのです
が、少なくとも現在は、高齢者の特に
やせ型の方には、まず使われなくなっ
てきているというところもあります。
著しい高血糖、脱水がかなり進んでい
るようなケースには、ほとんど禁忌と
いうか、使われない状況になっている
ので、脱水に絡むという話はかなり説
得力があるというところです。脱水が
らみの薬疹というか、皮膚炎とアレル
ギー機序の薬疹、この２つの間には皮
膚科的には発疹の現れ方に特徴がある
のでしょうか。
　末木　これは明らかにあります。本
来は皮膚生検をするなど、病理学的に
見るとはっきりするのです。一般の内
科の先生方がご覧になってわかりやす
い鑑別方法としては、こうした汗で起
こっているようなものですと、アレル
ギー機序の薬疹のような、体幹、四肢
のかなり広範囲に播種状に、種をまい
たように全身に広がっている、そうい

う症状は起こりにくくて、ある程度場
所が限られます。上肢だけとか、背中
だけとか、一部分に限られます。しか
も、もちろん左右対称性のこともある
のですけれども、片側性に起こること
が多いというような、分布の違いが一
つわかりやすい鑑別法かと思います。
　そのほかには、アレルギー機序で起
こる薬疹の場合は、特に重症化する場
合、スティーブンス・ジョンソン症候
群というものがあります。重症の薬疹
になる場合は、発熱であるとか全身倦
怠感とか、全身症状をある程度伴って
きます。さらに粘膜の症状、口の中が
赤くなる、少しただれて、食べたもの
がしみるとか、目が充血するとか、そ
ういった粘膜にも症状を伴ってくるこ
とがあります。皮疹がかなり広範囲に
出ていて、しかも全身症状、あるいは
粘膜に症状を伴う、こういうものは明
らかにアレルギー機序の薬疹を考えて
いただいて、早く原因薬は中止したほ
うが良いのです。
　しかし、先ほどから申し上げている
ような脱水を原因として起こっている
ような、そういう機序による発疹であ
れば、これは薬を継続しても何ら問題
はないわけです。もちろんほかの糖尿
病の薬はたくさんあるからよいのかも
しれませんが、あわてて中止してしま
うと、本当に有効な方、肥満があって
有用性の高い方には、少し発疹が出た
からすぐやめてしまうのは、かえって

患者さんの利益を損なう場合もあると
考えます。
　山内　ということは、そういうケー
スに関しては、脱水を十分補正すれば
継続も構わないのですね。
　末木　そういうことです。あとは発
疹がどういうふうに変化していくか。
継続していてもおさまっていくのか、
またさらにどんどん範囲と紅斑などの
症状が悪くなっていくかどうかを見て
いただきたいと考えます。もちろん悪
化していく場合や、どんどん範囲が拡
大していく場合にはまた考え直さなけ
ればいけません。脱水に対する処置、
皮膚の症状でいえば、もちろん炎症が
起こっていればステロイド軟膏を塗っ
ていただいてもいいのですが、保湿剤
でもいいと思います。表面に湿気を与
えるだけでも発汗が改善することがあ

るようなので、保湿剤を塗るとか、今
申し上げたようなステロイド外用剤を
塗るとか、そういうことで少し様子を
見ていただいても良いと思います。
　山内　実際に薬疹が出てしまうと、
患者さん自身が非常に不安を感じてや
めてしまうケースもあるのですが、大
方のケースに関しては継続も可能であ
ろうと。ただ、一部には重症化するこ
ともあるということですね。
　末木　重症化することがないわけで
はないので、その辺は少し注意してい
ただかなければいけないと思います。
この薬に限らずDPP-４阻害薬など、ほ
かの糖尿病の薬でも、ごくまれには重
症薬疹を発症しますので、同じことが
言えると思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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推測にすぎません。本当に今申し上げ
たようなことで起こるのかどうかは、
いま一つ証明はできていないのですが、
その後、内科の先生方が脱水にとても
注意を払っていただくようになって、
しかも対象とする患者さんに関しても
選んで使っていただくようになって、
2015年、2016年と明らかに発疹を起こ
す患者さんの数は少なくなったという
事実があります。
　山内　確かに臨床サイドからいいま
しても、当初は幅広く使われたのです
が、少なくとも現在は、高齢者の特に
やせ型の方には、まず使われなくなっ
てきているというところもあります。
著しい高血糖、脱水がかなり進んでい
るようなケースには、ほとんど禁忌と
いうか、使われない状況になっている
ので、脱水に絡むという話はかなり説
得力があるというところです。脱水が
らみの薬疹というか、皮膚炎とアレル
ギー機序の薬疹、この２つの間には皮
膚科的には発疹の現れ方に特徴がある
のでしょうか。
　末木　これは明らかにあります。本
来は皮膚生検をするなど、病理学的に
見るとはっきりするのです。一般の内
科の先生方がご覧になってわかりやす
い鑑別方法としては、こうした汗で起
こっているようなものですと、アレル
ギー機序の薬疹のような、体幹、四肢
のかなり広範囲に播種状に、種をまい
たように全身に広がっている、そうい

う症状は起こりにくくて、ある程度場
所が限られます。上肢だけとか、背中
だけとか、一部分に限られます。しか
も、もちろん左右対称性のこともある
のですけれども、片側性に起こること
が多いというような、分布の違いが一
つわかりやすい鑑別法かと思います。
　そのほかには、アレルギー機序で起
こる薬疹の場合は、特に重症化する場
合、スティーブンス・ジョンソン症候
群というものがあります。重症の薬疹
になる場合は、発熱であるとか全身倦
怠感とか、全身症状をある程度伴って
きます。さらに粘膜の症状、口の中が
赤くなる、少しただれて、食べたもの
がしみるとか、目が充血するとか、そ
ういった粘膜にも症状を伴ってくるこ
とがあります。皮疹がかなり広範囲に
出ていて、しかも全身症状、あるいは
粘膜に症状を伴う、こういうものは明
らかにアレルギー機序の薬疹を考えて
いただいて、早く原因薬は中止したほ
うが良いのです。
　しかし、先ほどから申し上げている
ような脱水を原因として起こっている
ような、そういう機序による発疹であ
れば、これは薬を継続しても何ら問題
はないわけです。もちろんほかの糖尿
病の薬はたくさんあるからよいのかも
しれませんが、あわてて中止してしま
うと、本当に有効な方、肥満があって
有用性の高い方には、少し発疹が出た
からすぐやめてしまうのは、かえって

患者さんの利益を損なう場合もあると
考えます。
　山内　ということは、そういうケー
スに関しては、脱水を十分補正すれば
継続も構わないのですね。
　末木　そういうことです。あとは発
疹がどういうふうに変化していくか。
継続していてもおさまっていくのか、
またさらにどんどん範囲と紅斑などの
症状が悪くなっていくかどうかを見て
いただきたいと考えます。もちろん悪
化していく場合や、どんどん範囲が拡
大していく場合にはまた考え直さなけ
ればいけません。脱水に対する処置、
皮膚の症状でいえば、もちろん炎症が
起こっていればステロイド軟膏を塗っ
ていただいてもいいのですが、保湿剤
でもいいと思います。表面に湿気を与
えるだけでも発汗が改善することがあ

るようなので、保湿剤を塗るとか、今
申し上げたようなステロイド外用剤を
塗るとか、そういうことで少し様子を
見ていただいても良いと思います。
　山内　実際に薬疹が出てしまうと、
患者さん自身が非常に不安を感じてや
めてしまうケースもあるのですが、大
方のケースに関しては継続も可能であ
ろうと。ただ、一部には重症化するこ
ともあるということですね。
　末木　重症化することがないわけで
はないので、その辺は少し注意してい
ただかなければいけないと思います。
この薬に限らずDPP-４阻害薬など、ほ
かの糖尿病の薬でも、ごくまれには重
症薬疹を発症しますので、同じことが
言えると思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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