
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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の患者さんにSGLT２阻害薬を使って
も、血糖が若い人ほどは改善しない場
合があると思います。しかし、年齢に
かかわらず、この薬剤は異化に傾ける
という点では同じですので、筋肉の減
りは、特に高齢者の方では要注意だと
思います。
　山内　特に筋肉量が落ちているケー
スでは注意して使う必要があるのです
ね。
　田中　そうですね。私自身は、サル
コペニアの方は当然ですが、それに傾
きかけているような方にも処方しない
ようにしています。
　山内　高齢者では注意ということと、
筋肉疾患をもつ方などでは、現時点で
は非常に慎重に使うべきだということ
ですね。
　田中　そうですね。先ほど20人の方
で筋肉減少が平均1.7㎏と申しましたが、

個々の例を見ると、随分個人差がある
のです。ベースに筋肉疾患があるとか、
あるいは筋肉に何らかの問題があるよ
うな方の場合には、この薬剤は控えた
ほうがよいと思います。
　山内　さて、それへの対応というの
は、まだまだ未解明な点もありますか
ら、特に長期スタディも含めていろい
ろと考慮して工夫していかなければな
らないのでしょうが、例えば先生の経
験の中で薬の配合の工夫などいかがで
しょうか。
　田中　先ほどの20例の検討ですが、
SGLT２阻害薬以外にどのような薬剤
を使っていると筋肉の減りが少なかっ
たか、そういう視点でサブ解析を行い
ました。その結果、たいへん興味深い
結果が一つ得られました。それはメト
ホルミンを併用している群では非併用
の群に比して、明らかに筋肉量の減り

表　脂肪減少量1.8㎏、筋肉減少量1.7㎏

０W 12W p vs. ０W 24W p vs. ０W

体脂肪量（㎏） 27.8±5.7 26.7±5.4 ＜0.001 26.0±5.9 0.001

脂肪指数（㎏/㎡） 10.1±2.3  9.8±2.2 ＜0.001  9.5±2.4 0.001

筋肉量（㎏） 52.2±8.9 51.3±9.7 0.108 50.5±9.3 0.007

上下肢筋肉量（㎏） 21.8±4.8 20.9±4.7 0.007 21.2±5.0 0.034

上下肢筋肉指数（㎏/㎡）  7.8±1.2  7.5±1.1 0.006  7.6±1.3 0.023

上下肢筋肉係数／脂肪係数 0.82±0.26 0.81±0.23 0.207 0.85±0.25 0.089

イプラグリフロジンを６カ月間治療の検討
（Expert Opin Pharmacother 11：１～６、2017）

　田中　この薬剤は欧米で先行されて
発売された薬ですので、欧米人を対象
にした検討が報告されています。それ
を見ますと、だいたい半年前後で１～
２㎏程度は全身の筋肉量が落ちている
というデータが多いです。日本人での
検討はあまりなく、わずか20例ですが、
私どもはイプラグリフロジン50㎎を24
週間投与し、０週、12週後、24週後で、
体脂肪と体筋肉量を二重X線吸収法で
測り、検討しました。図と表に示しま
すように、体重は平均3.5㎏程度減少し、
内臓脂肪も肝内脂肪も著明に減りまし
た。体重減少の内訳は体脂肪量が1.8㎏、
筋肉量が1.7㎏ですので、ほぼ同程度の

減少量でした。ですので、筋肉の減り
は無視できないと考えています。
　山内　従来からの海外の報告にかな
り近いのですね。
　田中　そう思います。
　山内　ということは、単独で使って
いる場合、特に高齢者では注意したほ
うがいいですね。
　田中　そうですね。糖尿病の方は、
先ほども申しましたように、糖尿病で
ない方よりもサルコペニアの進行がや
や速いということがあります。また、
高齢の方は腎臓の近位尿細管のSGLT
２の発現量自体も若い方に比べて少な
いというデータもありますので、高齢

図　SGLT２阻害薬の体脂肪減少効果（n＝20）

BW （㎏） HbA1c （％） BNP Ht （％）
０W 82.2±11.3 8.2±1.3 25.5±14.6 44.0±4.8
24W 78.7±12.2 7.0±0.8 18.2±7.6 45.5±5.2

（Expert Opin Pharmacother 11：１、2017）
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の患者さんにSGLT２阻害薬を使って
も、血糖が若い人ほどは改善しない場
合があると思います。しかし、年齢に
かかわらず、この薬剤は異化に傾ける
という点では同じですので、筋肉の減
りは、特に高齢者の方では要注意だと
思います。
　山内　特に筋肉量が落ちているケー
スでは注意して使う必要があるのです
ね。
　田中　そうですね。私自身は、サル
コペニアの方は当然ですが、それに傾
きかけているような方にも処方しない
ようにしています。
　山内　高齢者では注意ということと、
筋肉疾患をもつ方などでは、現時点で
は非常に慎重に使うべきだということ
ですね。
　田中　そうですね。先ほど20人の方
で筋肉減少が平均1.7㎏と申しましたが、

個々の例を見ると、随分個人差がある
のです。ベースに筋肉疾患があるとか、
あるいは筋肉に何らかの問題があるよ
うな方の場合には、この薬剤は控えた
ほうがよいと思います。
　山内　さて、それへの対応というの
は、まだまだ未解明な点もありますか
ら、特に長期スタディも含めていろい
ろと考慮して工夫していかなければな
らないのでしょうが、例えば先生の経
験の中で薬の配合の工夫などいかがで
しょうか。
　田中　先ほどの20例の検討ですが、
SGLT２阻害薬以外にどのような薬剤
を使っていると筋肉の減りが少なかっ
たか、そういう視点でサブ解析を行い
ました。その結果、たいへん興味深い
結果が一つ得られました。それはメト
ホルミンを併用している群では非併用
の群に比して、明らかに筋肉量の減り

表　脂肪減少量1.8㎏、筋肉減少量1.7㎏

０W 12W p vs. ０W 24W p vs. ０W

体脂肪量（㎏） 27.8±5.7 26.7±5.4 ＜0.001 26.0±5.9 0.001

脂肪指数（㎏/㎡） 10.1±2.3  9.8±2.2 ＜0.001  9.5±2.4 0.001

筋肉量（㎏） 52.2±8.9 51.3±9.7 0.108 50.5±9.3 0.007

上下肢筋肉量（㎏） 21.8±4.8 20.9±4.7 0.007 21.2±5.0 0.034

上下肢筋肉指数（㎏/㎡）  7.8±1.2  7.5±1.1 0.006  7.6±1.3 0.023

上下肢筋肉係数／脂肪係数 0.82±0.26 0.81±0.23 0.207 0.85±0.25 0.089

イプラグリフロジンを６カ月間治療の検討
（Expert Opin Pharmacother 11：１～６、2017）

　田中　この薬剤は欧米で先行されて
発売された薬ですので、欧米人を対象
にした検討が報告されています。それ
を見ますと、だいたい半年前後で１～
２㎏程度は全身の筋肉量が落ちている
というデータが多いです。日本人での
検討はあまりなく、わずか20例ですが、
私どもはイプラグリフロジン50㎎を24
週間投与し、０週、12週後、24週後で、
体脂肪と体筋肉量を二重X線吸収法で
測り、検討しました。図と表に示しま
すように、体重は平均3.5㎏程度減少し、
内臓脂肪も肝内脂肪も著明に減りまし
た。体重減少の内訳は体脂肪量が1.8㎏、
筋肉量が1.7㎏ですので、ほぼ同程度の

減少量でした。ですので、筋肉の減り
は無視できないと考えています。
　山内　従来からの海外の報告にかな
り近いのですね。
　田中　そう思います。
　山内　ということは、単独で使って
いる場合、特に高齢者では注意したほ
うがいいですね。
　田中　そうですね。糖尿病の方は、
先ほども申しましたように、糖尿病で
ない方よりもサルコペニアの進行がや
や速いということがあります。また、
高齢の方は腎臓の近位尿細管のSGLT
２の発現量自体も若い方に比べて少な
いというデータもありますので、高齢

図　SGLT２阻害薬の体脂肪減少効果（n＝20）

BW （㎏） HbA1c （％） BNP Ht （％）
０W 82.2±11.3 8.2±1.3 25.5±14.6 44.0±4.8
24W 78.7±12.2 7.0±0.8 18.2±7.6 45.5±5.2

（Expert Opin Pharmacother 11：１、2017）
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㎏減りましたが、筋肉量と筋力の両方
とも減少しています。筋肉の減少量は
１～２㎏でしたが、大腿四頭筋の筋力
はおよそ１割低下していました。した
がって、筋肉量の１～２㎏の減少でも
筋力は低下するようです。
　山内　脂肪と違って、筋肉の１㎏減
少の影響はけっこう大きいといえば大
きいですね。
　田中　私もそう思います。
　山内　運動量というのも絡んでくる

のが少し複雑なところですね。
　田中　筋肉に対してはレジスタンス
運動、スクワットですとか、ジムでの
筋トレなどですが、抵抗に逆らって筋
肉を使う運動がサルコペニアの進行防
止に有用といわれています。薬剤治療
の有無や種類にかかわらず、高齢の糖
尿病の方はレジスタンス運動の併用が
必要だと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

が少なかったということです。したが
って、メトホルミンとSGLT２阻害薬
の併用は、体脂肪はさらに相加的に減
らしてくれることが期待できると思い
ますし、筋肉のほうは減少を防止でき
る可能性があると推測しています。こ
の考え方が正しいかどうか、今後さら
に検討したいと思っています。
　数年前に２型糖尿病の方におけるサ
ルコペニアの進行が緩和されるような
薬剤があるか、そのような視点で糖尿
病治療薬に関するレトロスペクティブ
な検討が報告されました。それを見る
と、インスリン抵抗性改善薬を使用し
ていた群と、そうでない群で比較する
と、インスリン抵抗性改善薬を使用し
ていた群は明らかにサルコペニアの進
行が遅かった。そして、インスリン抵
抗性改善薬を使用していた群の85％が
メトホルミンを使っていたという結果
でした。何らかの作用でメトホルミン
は筋肉が異化に傾くのを抑制している
可能性があると考察されています。メ
カニズムははっきりしませんが、私ど
ものデータとも合致しています。
　山内　非常に興味深い結果ですね。
　田中　そう思います。
　山内　チアゾリジンに関してはまだ
データは出ていないのでしょうか。
　田中　あまりデータはないですね。
日本でも米国でもチアゾリジン薬自体
の処方が減少してきています。最近、
発表された米国での100万人を超える

医療に関する電子データの解析では、
チアゾリジンは本当に激減しています。
それもあって、この薬剤に関する新し
い知見はあまり発表されていません。
　山内　もう一つGLP-１受容体作動
薬、こちらのほうのデータはどうでし
ょうか。
　田中　私どもはGLP-１受容体作動
薬が体脂肪や脂肪肝をどれぐらい減少
させるか、そして、筋肉量に影響する
かを少数例ですが検討しました。論文
投稿中ですが、GLP-１受容体作動薬
はSGLT２阻害薬とほぼ同程度に脂肪
肝も内臓脂肪も減らしますが、たいへ
ん興味深いことに筋肉量には影響しな
いという結果でした。ですので、GLP-
１は筋肉は同化に傾けて、脂肪に対し
ては異化に傾けるようなユニークな作
用があるのではないかと推測していま
す。
　山内　今までのお話は筋肉量ですが、
筋肉量と微妙に違って、筋力という問
題もありますね。
　田中　１～２㎏筋肉量が減って、果
たして本当に筋力まで低下するのかと、
よく質問をいただきます。現在、私ど
もはそういう検討も行っていますが、
結果はまだ少し先になります。ただ、
この点について少し参考になるレポー
トがあります。これは日本人の非糖尿
病で、BMI 29～30程度の若年肥満者
の集団に対して食事指導の効果を検討
したものです。12週間で体重が11～12
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㎏減りましたが、筋肉量と筋力の両方
とも減少しています。筋肉の減少量は
１～２㎏でしたが、大腿四頭筋の筋力
はおよそ１割低下していました。した
がって、筋肉量の１～２㎏の減少でも
筋力は低下するようです。
　山内　脂肪と違って、筋肉の１㎏減
少の影響はけっこう大きいといえば大
きいですね。
　田中　私もそう思います。
　山内　運動量というのも絡んでくる

のが少し複雑なところですね。
　田中　筋肉に対してはレジスタンス
運動、スクワットですとか、ジムでの
筋トレなどですが、抵抗に逆らって筋
肉を使う運動がサルコペニアの進行防
止に有用といわれています。薬剤治療
の有無や種類にかかわらず、高齢の糖
尿病の方はレジスタンス運動の併用が
必要だと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

が少なかったということです。したが
って、メトホルミンとSGLT２阻害薬
の併用は、体脂肪はさらに相加的に減
らしてくれることが期待できると思い
ますし、筋肉のほうは減少を防止でき
る可能性があると推測しています。こ
の考え方が正しいかどうか、今後さら
に検討したいと思っています。
　数年前に２型糖尿病の方におけるサ
ルコペニアの進行が緩和されるような
薬剤があるか、そのような視点で糖尿
病治療薬に関するレトロスペクティブ
な検討が報告されました。それを見る
と、インスリン抵抗性改善薬を使用し
ていた群と、そうでない群で比較する
と、インスリン抵抗性改善薬を使用し
ていた群は明らかにサルコペニアの進
行が遅かった。そして、インスリン抵
抗性改善薬を使用していた群の85％が
メトホルミンを使っていたという結果
でした。何らかの作用でメトホルミン
は筋肉が異化に傾くのを抑制している
可能性があると考察されています。メ
カニズムははっきりしませんが、私ど
ものデータとも合致しています。
　山内　非常に興味深い結果ですね。
　田中　そう思います。
　山内　チアゾリジンに関してはまだ
データは出ていないのでしょうか。
　田中　あまりデータはないですね。
日本でも米国でもチアゾリジン薬自体
の処方が減少してきています。最近、
発表された米国での100万人を超える

医療に関する電子データの解析では、
チアゾリジンは本当に激減しています。
それもあって、この薬剤に関する新し
い知見はあまり発表されていません。
　山内　もう一つGLP-１受容体作動
薬、こちらのほうのデータはどうでし
ょうか。
　田中　私どもはGLP-１受容体作動
薬が体脂肪や脂肪肝をどれぐらい減少
させるか、そして、筋肉量に影響する
かを少数例ですが検討しました。論文
投稿中ですが、GLP-１受容体作動薬
はSGLT２阻害薬とほぼ同程度に脂肪
肝も内臓脂肪も減らしますが、たいへ
ん興味深いことに筋肉量には影響しな
いという結果でした。ですので、GLP-
１は筋肉は同化に傾けて、脂肪に対し
ては異化に傾けるようなユニークな作
用があるのではないかと推測していま
す。
　山内　今までのお話は筋肉量ですが、
筋肉量と微妙に違って、筋力という問
題もありますね。
　田中　１～２㎏筋肉量が減って、果
たして本当に筋力まで低下するのかと、
よく質問をいただきます。現在、私ど
もはそういう検討も行っていますが、
結果はまだ少し先になります。ただ、
この点について少し参考になるレポー
トがあります。これは日本人の非糖尿
病で、BMI 29～30程度の若年肥満者
の集団に対して食事指導の効果を検討
したものです。12週間で体重が11～12
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