
日本医科大学名誉教授
前　田　美　穂

（聞き手　池田志斈）

　先日、鉄欠乏性貧血がテーマのテレビ番組で、鉄分の摂取法として食品の摂
り方の中で、近年、鉄瓶を使用しなくなったことが鉄欠乏の一因だと鉄器販売
店まで紹介されていました。鉄代謝についてご教示ください。

＜東京都開業医＞

鉄代謝

　池田　前田先生、まず鉄欠乏性貧血
についてうかがいたいのですが、どう
いった状態で起こるのでしょうか。
　前田　鉄欠乏性貧血というのは、鉄
の需要と供給のバランスが悪くなって、
需要があるのだけれども供給ができな
い状態にあるためにヘモグロビンの産
生に必要な鉄が不足して起こる貧血、
それが鉄欠乏性貧血といわれている病
態だと思います。
　池田　供給といいますか、吸収が悪
くなるというのは、鉄が少ないものを
摂取していることもあると思うのです
が、摂取しても入らないという状態も
あるのでしょうか。
　前田　そういうこともありますが、
鉄の摂取、絶対量が少ないのが一番多
い原因ではあると思います。小児の場

合、鉄欠乏性貧血が最も多いのは思春
期の女子といわれています。そしても
う一つは乳児期の後期です。思春期の
女子というのは月経がありますから、
血液は出血で出ていきます。ところが、
今の若い女性の多くはダイエットをし
ています。
　池田　あまり肉は食べないのでしょ
うか。
　前田　女子は食べない人が多いです
ね。野菜はある程度食べると思います
が。
　池田　野菜で鉄分が多いのは、どの
ようなものがあるのでしょうか。
　前田　鉄分が多い野菜もありますが、
一般に体に入る鉄はその吸収率と関係
があります。鉄分にはヘム鉄と非ヘム
鉄があります。ヘム鉄というのは主に

動物に含まれている鉄、つまり肉や赤
身の魚に含まれているもののことで、
こちらは非常に吸収率がよく、その吸
収率はおよそ20～30％といわれていま
す。ところが、ホウレンソウやコマツ
ナなどの野菜にも鉄分は入っています
が、こちらは非ヘム鉄といわれている
もので鉄の吸収が非常に悪く、数％で
はないかといわれています。また日本
人の食事では鉄は、非ヘム鉄が80％以
上といわれています。
　池田　ではそれを食べてもあまり鉄
分は吸収されないのですね。
　前田　ただ鉄吸収は、ビタミンCな
どと一緒に摂ることによって非ヘム鉄

でも吸収率は上がるといわれています。
もちろん肉などにはかなわないですが。
確かにレバーの中には鉄は多く含まれ、
吸収率も悪くないのですが、レバーば
かりたくさん食べるとコレステロール
が増えますので、それも問題です。い
ろいろな栄養のバランスも考え、まん
べんなく何でも食べるのがいいと私た
ちはよく患者さんに話しています。
　池田　そればかり食べないというこ
とですね。
　前田　はい。
　池田　ダイエットもほどほどにしな
いといけないですね。
　前田　はい。今、高校生の女子はお

図　各種食品中の鉄吸収率
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そらく10％ぐらいが貧血といわれてい
ます。鉄は重金属なので、規定があり、
サプリメントでもたくさん摂れないよ
うになっていますので、やはり鉄分は
食事から摂ってほしいと思います。
　池田　サプリメントで鉄分が多いの
はないのですか。
　前田　あります。それからヘム鉄と
いうのもあります。でも鉄の含有量に
は基準があったりします。薬の基準と
は違いますので、ないよりはいいぐら
いの気持ちで使っていただきたいと思
います。
　池田　よく胃薬をのんでもpHが下
がらない方がいますが、これも鉄の吸
収等に関係するのでしょうか。
　前田　厳密にいえば多少吸収に関係
するといわれています。ただ、鉄剤を
きちんとした量でのめば、それほど大
きな問題はないと思います。
　池田　服用する時間も考えてという
ことですね。
　前田　食事の中には鉄の吸収を阻害
するものもあります。私たちがよく患
者さんに服用時間の話をするときは、
鉄剤は気持ちが悪くなるとおっしゃら
れるので、夜寝る前にのんではどうか
といいます。夜寝る前だと、寝てしま
えば気持ちの悪さもさほどではないと
いうことがあります。食後のほうが気
持ち悪さがないという人もいらっしゃ
います。しかし、吸収のことを考える
と、なかなかのむ時間というのは難し

いです。
　ちょっと付け加えますと、同じ鉄剤
でも、小児にのませるシロップ剤があ
るのですが、これは比較的嘔気などの
副作用が少ないといわれています。鉄
剤の副作用は消化器系の症状が多く、
嘔気、嘔吐、便秘、下痢もあるといわ
れているのですが、しばらくのんでい
くうちに慣れていって、特に副作用が
長引くことは少ないといわれています。
実際に私が見ていて、本当に困った症
例はごくまれです。
　池田　それは大人でも大丈夫ですか。
　前田　のめます。ちょっと色が悪い
のと、鉄のにおいがすると皆さんおっ
しゃいますが、副作用としての消化器
系症状というのは少ないです。
　池田　それはいいですね。乳幼児期
の鉄というのはどのように摂取するの
でしょう。例えば、母乳をのんでいる
時期と離乳時期とありますが、この辺
はどうなっているのでしょうか。
　前田　鉄分は、母親の胎内で生まれ
る前の最後の３カ月でだいたい胎児に
移行するといわれていて、そのころに
母親は貧血になる人が増えるといわれ
ています。母親からもらった鉄分で、
健常なお子さんでしたら、数カ月はだ
いたい成長に必要な鉄は間に合うとい
われていますが、実は母乳自体の鉄分
は絶対量が少ないのです。生まれ持っ
てきたものと、母乳である程度は間に
合いますが、だいたい６カ月ぐらいか

ら少し足りなめになってきます。５カ
月頃から通常だと離乳食が始まります
から、離乳食の中から徐々に鉄を摂取
できるようになりますが、母乳のみの
栄養が長期にわたったりすると、母乳
からの鉄分は少ないですから、まず鉄
欠乏になります。そして９カ月ぐらい、
つまり離乳期後期の頃、鉄欠乏性貧血
になってくるといわれています。
　池田　例えば、妊娠の最終段階で鉄
分が赤ちゃんに行くことになると、早
く生まれてくる子どもとか、あるいは
出生時の体重が軽いお子さんたちは貧
血になるのでしょうか。
　前田　おっしゃるとおりで、母親の
胎内での最後の３カ月が少ない早産児、
あるいは低出生体重児では十分に母親
から鉄の移行がなく、鉄欠乏が起こる
といわれています。未熟児貧血という
名前がありますが、早期貧血はエリス
ロポエチンの問題で貧血が起こります。
後期貧血あるいは晩期貧血といってい
る未熟児の貧血の原因は、鉄欠乏だと
いわれています。
　小さいお子さんや早く生まれたお子
さんは育ちも早い、通常元気だと、正
期産、成熟児よりどんどん育ちますか
ら、鉄分も必要量が増えるといわれて
います。そこにもってきて、持って生
まれてきた量が少ないので鉄欠乏にな
り、鉄欠乏性貧血になっていくといわ
れています。
　ところが最近、新生児領域、あるい

は乳児の初期をみている医師は、鉄を
早期から与えています。今では早産児、
低出生体重児にはだいたい４週ぐらい
から鉄を薬で投与するというようにガ
イドラインもなっています。
　池田　確かに早産児、低出生体重児
はだいたい病院で生まれますから、そ
ういった赤ちゃんをみている先生方は
それをご存じで、早めに投与したいと
いうことですね。
　前田　そのとおりで、最近早産児、
低出生体重児にそういった貧血が少な
くなっているのは私たちも非常に感じ
ています。
　池田　その赤ちゃんが鉄欠乏性貧血
になるのはわかるのですが、例えば身
長、体重で発育障害になることはある
のでしょうか。
　前田　それはあまりないです。母乳
だけで育つと貧血になる話を先ほどし
ましたが、それでも母乳が足りていれ
ば、鉄が少なくても育ちます。鉄欠乏
性貧血の赤ちゃんでも通常の身長、体
重がある子が多いです。
　池田　では何か不都合なことはある
のでしょうか。
　前田　落ち着きがない子が多いとい
われています。なぜかというと、脳の
いろいろな細胞の活性化や神経をつく
るところにいろいろな酵素があります
が、その酵素に鉄が必要だったり、あ
るいは酵素活性に対して鉄が必要なこ
とがあるために、いろいろなことが起
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います。しかし、吸収のことを考える
と、なかなかのむ時間というのは難し

いです。
　ちょっと付け加えますと、同じ鉄剤
でも、小児にのませるシロップ剤があ
るのですが、これは比較的嘔気などの
副作用が少ないといわれています。鉄
剤の副作用は消化器系の症状が多く、
嘔気、嘔吐、便秘、下痢もあるといわ
れているのですが、しばらくのんでい
くうちに慣れていって、特に副作用が
長引くことは少ないといわれています。
実際に私が見ていて、本当に困った症
例はごくまれです。
　池田　それは大人でも大丈夫ですか。
　前田　のめます。ちょっと色が悪い
のと、鉄のにおいがすると皆さんおっ
しゃいますが、副作用としての消化器
系症状というのは少ないです。
　池田　それはいいですね。乳幼児期
の鉄というのはどのように摂取するの
でしょう。例えば、母乳をのんでいる
時期と離乳時期とありますが、この辺
はどうなっているのでしょうか。
　前田　鉄分は、母親の胎内で生まれ
る前の最後の３カ月でだいたい胎児に
移行するといわれていて、そのころに
母親は貧血になる人が増えるといわれ
ています。母親からもらった鉄分で、
健常なお子さんでしたら、数カ月はだ
いたい成長に必要な鉄は間に合うとい
われていますが、実は母乳自体の鉄分
は絶対量が少ないのです。生まれ持っ
てきたものと、母乳である程度は間に
合いますが、だいたい６カ月ぐらいか

ら少し足りなめになってきます。５カ
月頃から通常だと離乳食が始まります
から、離乳食の中から徐々に鉄を摂取
できるようになりますが、母乳のみの
栄養が長期にわたったりすると、母乳
からの鉄分は少ないですから、まず鉄
欠乏になります。そして９カ月ぐらい、
つまり離乳期後期の頃、鉄欠乏性貧血
になってくるといわれています。
　池田　例えば、妊娠の最終段階で鉄
分が赤ちゃんに行くことになると、早
く生まれてくる子どもとか、あるいは
出生時の体重が軽いお子さんたちは貧
血になるのでしょうか。
　前田　おっしゃるとおりで、母親の
胎内での最後の３カ月が少ない早産児、
あるいは低出生体重児では十分に母親
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いわれています。
　小さいお子さんや早く生まれたお子
さんは育ちも早い、通常元気だと、正
期産、成熟児よりどんどん育ちますか
ら、鉄分も必要量が増えるといわれて
います。そこにもってきて、持って生
まれてきた量が少ないので鉄欠乏にな
り、鉄欠乏性貧血になっていくといわ
れています。
　ところが最近、新生児領域、あるい

は乳児の初期をみている医師は、鉄を
早期から与えています。今では早産児、
低出生体重児にはだいたい４週ぐらい
から鉄を薬で投与するというようにガ
イドラインもなっています。
　池田　確かに早産児、低出生体重児
はだいたい病院で生まれますから、そ
ういった赤ちゃんをみている先生方は
それをご存じで、早めに投与したいと
いうことですね。
　前田　そのとおりで、最近早産児、
低出生体重児にそういった貧血が少な
くなっているのは私たちも非常に感じ
ています。
　池田　その赤ちゃんが鉄欠乏性貧血
になるのはわかるのですが、例えば身
長、体重で発育障害になることはある
のでしょうか。
　前田　それはあまりないです。母乳
だけで育つと貧血になる話を先ほどし
ましたが、それでも母乳が足りていれ
ば、鉄が少なくても育ちます。鉄欠乏
性貧血の赤ちゃんでも通常の身長、体
重がある子が多いです。
　池田　では何か不都合なことはある
のでしょうか。
　前田　落ち着きがない子が多いとい
われています。なぜかというと、脳の
いろいろな細胞の活性化や神経をつく
るところにいろいろな酵素があります
が、その酵素に鉄が必要だったり、あ
るいは酵素活性に対して鉄が必要なこ
とがあるために、いろいろなことが起
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こるといわれています。
　池田　どちらかというと、体重や身
長ではなくて、神経系ですね。
　前田　それが一番だと思います。
　池田　そういう意味では、乳幼児期
の鉄というのは大切なのですね。
　前田　非常に大切だと思います。記
憶のことに関しても、思春期の女子に
ついての研究もあります。鉄欠乏性貧
血はまず鉄欠乏があって貯蔵鉄が減り、
その後血液の中を流れる鉄が減って、
鉄と結合している蛋白（トランスフェ
リン）が増えて、最終的に貧血になる
といわれているのです。鉄欠乏性貧血
の手前の状態、貧血のない鉄欠乏の状
態であっても、記憶力のテストをする
と差がついたというデータが1996年に
発表されています。鉄欠乏状態、鉄欠
乏性貧血になる前からそういうことが
起こるといわれています。
　池田　ペプシジンというキーワード
があったと思うのですが。
　前田　ペプシジンというのは2000～ 
2001年にかけて発見されたペプチドホ
ルモンといわれていまして、これは鉄
吸収に非常に大きく関係していること

がわかってきています。いろいろな研
究があるのですが、例えば肝臓でペプ
シジンはできます。肝臓にペプシジン
産生の腫瘍ができた人は鉄欠乏性貧血
になるのです。その腫瘍を取り除くと
貧血が治るということもありました。
これは一つの事例ですが、非常に鉄の
吸収にペプシジンは関係していること
が近年わかってきています。ペプシジ
ンは日本でもけっこう研究をされてい
ます。
　池田　何かペプシジンを制御する方
法などあるのでしょうか。
　前田　制御する方法はなかなか難し
いようです。この研究は20年近くされ
ていますが、いろいろわかっていない
ことがたくさんあります。鉄吸収を制
御することはわかっていますが、分子
的なことがいろいろ今も解明されつつ
あり、そういったことを含めて今後の
研究につなげられるのではないかと思
っています。
　池田　鉄を研究されている先生方の
中のトピックスの一つですね。
　前田　そう思います。
　池田　ありがとうございました。

聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科教授
田　中　　逸

（聞き手　山内俊一）

　２型糖尿病治療薬のなかで、最近、SGLT2阻害薬が注目されています。血糖
を降下させる以外にも、内臓脂肪の減少に寄与するとのことですが、筋肉につ
いてはいかがでしょうか。ご教示ください。

＜東京都開業医＞

SGLT2阻害薬とサルコペニア

　山内　田中先生、まず、いわゆるサ
ルコペニア、筋肉が減ってくるという
現象に関しては加齢とか糖尿病でもよ
く知られていることですね。
　田中　日本ではあまり検討されては
いませんが、北米では高齢の糖尿病患
者さんと非糖尿病の患者さんで、３年
とか3.5年というスパンで、二重X線吸
収法で定量的に筋肉の量を測り、大腿
四頭筋の筋力をダイナモメーターで測
り、それをDM群とnonDM群で、低下
量を比較するという検討が幾つか報告
されています。どのレポートでも糖尿
病群のほうが低下量が多いです。筋力
もそうですし、筋肉量もそうです。こ
れは、糖尿病であること自体が、筋肉
を維持するうえで不利になっていると
いうことかと思います。

　山内　そういったところで新たな糖
尿病薬としてSGLT２阻害薬が出てき
ました。この薬は基本的にカタボリズ
ムが亢進するようなメカニズムを内包
しているように思われますが、このあ
たりに関しての知見はいかがでしょう
か。
　田中　先生がおっしゃるとおりだと
思います。基本的にはSGLT２阻害薬
は尿糖量を増やすことによって体内を
少し異化に傾ける薬剤だと思いますし、
そのおかげで肥満の方は体脂肪も脂肪
肝も減ります。ただし、同時に筋肉も
異化に傾くので減ってしまいます。
　山内　今までの報告ですと、SGLT
２阻害薬単独で使用した場合の筋肉の
落ち方は、どのぐらいの量と見積もら
れているのでしょうか。
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