
東京医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科学分野主任教授
鈴　木　　亮

（聞き手　山内俊一）

　SGLT２阻害薬使用中、正常血糖ケトーシスに注意するように勧告されてい
ます。２型肥満（内臓脂肪蓄積型）、脂肪肝、脂質異常症を認める男性のケー
スについて、デベルザ20㎎/日でもジャディアンス10㎎服用中でも、血糖は
113～98㎎/dLと全く正常でも総ケトン体、アセト酢酸、３ハイドロキシ酪酸
が服用中の空腹時採血で507μmol/L、80.3μmol/L、427.0μmol/Lと非服用時の
98.5μmol/L、20.8μmol/L、77.7μmol/Lと比較して約５倍上昇しました。いっ
たん、SGLT２阻害薬を中止しましたが（A1cは＋0.5％上昇）、体重が３㎏、腹
囲2.5㎝、２カ月足らずで増えました。今後の対応についてご教示ください。
 ＜京都府開業医＞

SGLT2阻害薬と正常血糖ケトーシス

　山内　鈴木先生、よろしくお願いい
たします。質問中の対応という言い方
になりますと、これはガイドラインがあ
り、ほかの薬剤に切り替えてください
としか言えませんので、今回は少しそ
こは別にいたします。まずこのSGLT２
阻害薬で正常血糖ケトーシス、血糖値
が正常でかつケトーシスが出るという
病態が独特ですが、このメカニズムあ
たりで判明しているものがありました
ら紹介願えますか。
　鈴木　まずSGLT２阻害薬はこれま
での糖尿病の薬と少し違う点として、

インスリンの働きを強くすることで血
糖値を下げるわけではなく、尿中に糖
分、すなわちグルコースを捨てること
で血糖値を下げるので、インスリンと
は無関係に血糖値が下がった結果、イ
ンスリンの分泌はむしろ少なくなると
いう特徴があります。さらに、インス
リンの血中濃度が下がる反面、グルカ
ゴンのほうは上がる傾向にあるという
報告も当初よりなされています。その
両方の作用が糖質の取り込みよりも脂
質分解、そして肝臓への脂質の流入と
いう方向にシフトしますので、そうす
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なっていって、52週まで追っていった
ときに、全体の平均としてはだいたい
服用前の２倍ぐらいのケトン体の上昇
があるということです。上がりやすい
方と上がりにくい方がいるようだとも
その論文の中で述べられています。
　山内　ケトン体の中身ですが、ケト
ン体分画、これはβヒドロキシ酪酸で
しょうか。
　鈴木　そうですね。それが中心にな
っています。それぞれ、アセト酢酸も
上がりますが、上がる幅としてもβヒ
ドロキシ酪酸のほうがよく上がってい
ますし、上がった中心としてはβヒド
ロキシ酪酸であるようです。
　山内　そのあたりは糖尿病のケトア
シドーシスに少し近い状態ということ
ですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。
　山内　もう一つ、βヒドロキシ酪酸
はかなり腎臓で再吸収されやすいとこ
ろもありますので、少量ですとなかな
か引っかかりにくいところもあります
ね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。日常
臨床で血液のケトン体を測るというこ
とはめったにないかもしれません。尿
ケトンを確認するのが実際のところで
すが、尿ケトンがはっきり出るレベル
となると、尿ケトンはアセト酢酸を中
心に測定されるものですので、βヒド
ロキシ酪酸が最初に上がったところを
敏感にとらえるかというと、尿ケトン

体ではやや不十分ではあるかと思いま
す。ただ、保険診療の範囲で日常的に
行うということでは、尿ケトン体が最
もリーズナブルであるといえるかと思
います。
　山内　ケトンが出やすいタイプの患
者さんの背景因子として何かわかって
いるものはあるのでしょうか。
　鈴木　ケトンが出やすい、ケトーシ
スプローンという考え方も昔からある
のですが、このSGLT２阻害薬でケト
ン体が上がりやすい方ということで見
ますと、どうも男性、また糖尿病の罹
病期間が長い方に多いようです。また、
インスリンレベルとしてはどちらかと
いうと低めの方に多いということが報
告されています。あとは、先ほどの糖
質制限や、ケトジェニックダイエット、
あとアルコールの多飲がある方に起き
やすいとされています。海外などです
と、不適切な薬物濫用も関係している
という報告があります。
　山内　例えばやせ型ですね、これは
いかにも出てきそうな印象もあります
が、いかがでしょうか。
　鈴木　必ずしもそうではないようで
す。少なくとも先ほどの1,278人の日
本人のデータで見る限りでは、ケトン
体の上がりやすさの異なる３群の間に
BMIに関してはあまり差がなかったよ
うです。
　山内　そうしますと、そのあたりの
要因も完全にわかりきっていないとこ

ると肝臓での脂肪酸の利用が進み、そ
の際にケトン体の合成が増えます。
　正常血糖ケトーシスというと、正常
血糖がいわゆる糖尿病性のケトアシド
ーシスと違う点ではありますけれども、
糖尿病性ケトアシドーシスの場合はま
ず第一にインスリンが先に減ってしま
うので、血糖値は結果として高くなり
ますが、SGLT２阻害薬に関しては血
糖値が下がった結果として、インスリ
ンが低くなります。もしかすると、プ
ラスアルファでインスリンレベルが下
がりやすいような、出にくくなるよう
な要素を持つ人に限られているのかも
しれませんが、そのあたりはまだはっ
きりわかっていません。そのような理
由でインスリンの作用低下、またグル
カゴンの作用増強、これらが相まって
血中のケトン体が増えると考えられて
います。
　山内　状況から言いますと、昨今の
糖質制限ダイエットで出てくるケトー
シスと似ているような印象があります
が、このあたりの差異というのはいか
がでしょうか。
　鈴木　おそらくかなり共通している
部分があるのではないかと思います。
糖質の利用が減って、そして脂質の利
用が増えやすい状況ということはある
かと思います。もともとそのように糖
質制限を強度に行っていて、その上で
SGLT２阻害薬を使用するケースや、
また、ケトジェニックダイエットとい

って、脂肪を多く含むような食事をさ
れる患者さんも海外ではいるようです
が、そういうときにリスクが上がるこ
とが考えられています。
　山内　さて、SGLT２阻害薬を使っ
てケトアシドーシスが出てきたという
報告は多いようですが、実際どの程度
なのでしょうか。
　鈴木　まだ日本ではこれから使用が
増えていくところで、実際の臨床でど
のぐらいの割合なのか十分な数の計算
には至っていないかと思いますが、海
外では多く使われており、例えばカナ
ダやイギリスなどのコホート研究を見
る限りでは、新規の使用者で糖尿病性
ケトアシドーシスの発生が1,000人/年
で2.03件です。様々なSGLT２阻害薬を
全部まとめてということになりますが、
１年間通して1,000人の方が使っている
と、２人ぐらいの方が、糖尿病性ケト
アシドーシスを起こしていることにな
ります。やはり糖尿病の薬の中では起
こしやすいほうの部類に入ると思いま
す。
　山内　もう少し高度でないレベルで
ケトンが増えることは治験などでは確
認されているのでしょうか。
　鈴木　日本人の報告がありまして、
それは１種類、カナグリフロジンに関
する報告です。日本人の1,278人のデー
タで見てみますと、使い始めて４週た
った最初の時点でまずケトン体が大き
く増え、その後少し下がり、横ばいに
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なっていって、52週まで追っていった
ときに、全体の平均としてはだいたい
服用前の２倍ぐらいのケトン体の上昇
があるということです。上がりやすい
方と上がりにくい方がいるようだとも
その論文の中で述べられています。
　山内　ケトン体の中身ですが、ケト
ン体分画、これはβヒドロキシ酪酸で
しょうか。
　鈴木　そうですね。それが中心にな
っています。それぞれ、アセト酢酸も
上がりますが、上がる幅としてもβヒ
ドロキシ酪酸のほうがよく上がってい
ますし、上がった中心としてはβヒド
ロキシ酪酸であるようです。
　山内　そのあたりは糖尿病のケトア
シドーシスに少し近い状態ということ
ですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。
　山内　もう一つ、βヒドロキシ酪酸
はかなり腎臓で再吸収されやすいとこ
ろもありますので、少量ですとなかな
か引っかかりにくいところもあります
ね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。日常
臨床で血液のケトン体を測るというこ
とはめったにないかもしれません。尿
ケトンを確認するのが実際のところで
すが、尿ケトンがはっきり出るレベル
となると、尿ケトンはアセト酢酸を中
心に測定されるものですので、βヒド
ロキシ酪酸が最初に上がったところを
敏感にとらえるかというと、尿ケトン

体ではやや不十分ではあるかと思いま
す。ただ、保険診療の範囲で日常的に
行うということでは、尿ケトン体が最
もリーズナブルであるといえるかと思
います。
　山内　ケトンが出やすいタイプの患
者さんの背景因子として何かわかって
いるものはあるのでしょうか。
　鈴木　ケトンが出やすい、ケトーシ
スプローンという考え方も昔からある
のですが、このSGLT２阻害薬でケト
ン体が上がりやすい方ということで見
ますと、どうも男性、また糖尿病の罹
病期間が長い方に多いようです。また、
インスリンレベルとしてはどちらかと
いうと低めの方に多いということが報
告されています。あとは、先ほどの糖
質制限や、ケトジェニックダイエット、
あとアルコールの多飲がある方に起き
やすいとされています。海外などです
と、不適切な薬物濫用も関係している
という報告があります。
　山内　例えばやせ型ですね、これは
いかにも出てきそうな印象もあります
が、いかがでしょうか。
　鈴木　必ずしもそうではないようで
す。少なくとも先ほどの1,278人の日
本人のデータで見る限りでは、ケトン
体の上がりやすさの異なる３群の間に
BMIに関してはあまり差がなかったよ
うです。
　山内　そうしますと、そのあたりの
要因も完全にわかりきっていないとこ

ると肝臓での脂肪酸の利用が進み、そ
の際にケトン体の合成が増えます。
　正常血糖ケトーシスというと、正常
血糖がいわゆる糖尿病性のケトアシド
ーシスと違う点ではありますけれども、
糖尿病性ケトアシドーシスの場合はま
ず第一にインスリンが先に減ってしま
うので、血糖値は結果として高くなり
ますが、SGLT２阻害薬に関しては血
糖値が下がった結果として、インスリ
ンが低くなります。もしかすると、プ
ラスアルファでインスリンレベルが下
がりやすいような、出にくくなるよう
な要素を持つ人に限られているのかも
しれませんが、そのあたりはまだはっ
きりわかっていません。そのような理
由でインスリンの作用低下、またグル
カゴンの作用増強、これらが相まって
血中のケトン体が増えると考えられて
います。
　山内　状況から言いますと、昨今の
糖質制限ダイエットで出てくるケトー
シスと似ているような印象があります
が、このあたりの差異というのはいか
がでしょうか。
　鈴木　おそらくかなり共通している
部分があるのではないかと思います。
糖質の利用が減って、そして脂質の利
用が増えやすい状況ということはある
かと思います。もともとそのように糖
質制限を強度に行っていて、その上で
SGLT２阻害薬を使用するケースや、
また、ケトジェニックダイエットとい

って、脂肪を多く含むような食事をさ
れる患者さんも海外ではいるようです
が、そういうときにリスクが上がるこ
とが考えられています。
　山内　さて、SGLT２阻害薬を使っ
てケトアシドーシスが出てきたという
報告は多いようですが、実際どの程度
なのでしょうか。
　鈴木　まだ日本ではこれから使用が
増えていくところで、実際の臨床でど
のぐらいの割合なのか十分な数の計算
には至っていないかと思いますが、海
外では多く使われており、例えばカナ
ダやイギリスなどのコホート研究を見
る限りでは、新規の使用者で糖尿病性
ケトアシドーシスの発生が1,000人/年
で2.03件です。様々なSGLT２阻害薬を
全部まとめてということになりますが、
１年間通して1,000人の方が使っている
と、２人ぐらいの方が、糖尿病性ケト
アシドーシスを起こしていることにな
ります。やはり糖尿病の薬の中では起
こしやすいほうの部類に入ると思いま
す。
　山内　もう少し高度でないレベルで
ケトンが増えることは治験などでは確
認されているのでしょうか。
　鈴木　日本人の報告がありまして、
それは１種類、カナグリフロジンに関
する報告です。日本人の1,278人のデー
タで見てみますと、使い始めて４週た
った最初の時点でまずケトン体が大き
く増え、その後少し下がり、横ばいに
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に吐いてしまうときはより顕著です。
そういう際にSGLT２阻害薬の内服を
中止することは、おそらく薬局などで
も注意喚起をしていると思いますが、

処方する現場でも主治医から直接患者
さんに、そのようにご説明されるよう
にお願いしたいと思っています。
　山内　ありがとうございました。

ろもあるのですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。まだ
まだわからないことがたくさんあると
いう状況だと思います。
　山内　この薬の有効性に絡む、例え
ばケトンが出てしまうとノンレスポン
ダーになるとか、逆にノンレスポンダ
ータイプではケトンが出やすい、そう
いったことは知られてはいませんか。
　鈴木　私の知る限りでは、その関連
を見ているデータはないように思いま
す。ひょっとするとそういうことがあ
り得るかもしれないのですが、もし明
確な関係が得られるようですと興味深
い部分かと思います。まだはっきりし
たことは言われていないように思いま
す。
　山内　先ほどの話ですと、インスリ
ンが減ってくる、これが確かに一つの
特徴ですが、例えば併用する薬剤の種
類によってどうなるかというのも気に
なりますね。
　鈴木　確かにそのとおりですね。併
用においてリスクになるというような
意味ではないのですが、もともとイ 
ンスリンを使用していた患者さんが、
SGLT２阻害薬をのみ始めて血糖値が
下がった結果、インスリンの量をぐっ
と減らしたときに多いことは知られて
います。海外では１型糖尿病で使うケ
ースも日本よりは多いようで、日本で
はごく限られた製剤のみ承認されてい
ますが、血糖値が下がってインスリン

を減らしたときに起きやすいというこ
とはあるようです。そのほかの糖尿病
薬との関連ということではあまり明確
なことはまだ現時点では言われていな
いように思います。
　山内　今お話が出ましたので、つい
でにお話をうかがいますが、１型糖尿
病に対しては日本では慎重投与が勧告
されているので、原則的に使わないほ
うがよいかと思いますが、例えば１型
で、1.5型とも表現されているタイプの
糖尿病の方だと短期間使うというのは
あるかもしれないのでしょうね。
　鈴木　はい。選択肢があるというの
は専門医としてはありがたく、それが
入ることでうまくいって、患者さんも
大いに喜ばれるというケースがあるの
も事実です。ただ、リコメンデーショ
ンの中でも書かれていますが、１型糖
尿病でのSGLT２阻害薬の使用は原則、
糖尿病専門医が行うほうが安全である
ように思います。
　山内　あともう一つは、ケトンが出
てきて、さらに急速に進行してしまう、
非常に悪化することを予知するものと
いいますか、トリガーになるものとし
て、例えば感染なども要注意ですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。感染
であったり、嘔吐であったり、そうい
ったイベントは明らかにケトアシドー
シスの誘因になり得るイベントです。
シックデイといいまして、体の調子が
悪くて食事が取れないようなとき、特
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に吐いてしまうときはより顕著です。
そういう際にSGLT２阻害薬の内服を
中止することは、おそらく薬局などで
も注意喚起をしていると思いますが、

処方する現場でも主治医から直接患者
さんに、そのようにご説明されるよう
にお願いしたいと思っています。
　山内　ありがとうございました。

ろもあるのですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。まだ
まだわからないことがたくさんあると
いう状況だと思います。
　山内　この薬の有効性に絡む、例え
ばケトンが出てしまうとノンレスポン
ダーになるとか、逆にノンレスポンダ
ータイプではケトンが出やすい、そう
いったことは知られてはいませんか。
　鈴木　私の知る限りでは、その関連
を見ているデータはないように思いま
す。ひょっとするとそういうことがあ
り得るかもしれないのですが、もし明
確な関係が得られるようですと興味深
い部分かと思います。まだはっきりし
たことは言われていないように思いま
す。
　山内　先ほどの話ですと、インスリ
ンが減ってくる、これが確かに一つの
特徴ですが、例えば併用する薬剤の種
類によってどうなるかというのも気に
なりますね。
　鈴木　確かにそのとおりですね。併
用においてリスクになるというような
意味ではないのですが、もともとイ 
ンスリンを使用していた患者さんが、
SGLT２阻害薬をのみ始めて血糖値が
下がった結果、インスリンの量をぐっ
と減らしたときに多いことは知られて
います。海外では１型糖尿病で使うケ
ースも日本よりは多いようで、日本で
はごく限られた製剤のみ承認されてい
ますが、血糖値が下がってインスリン

を減らしたときに起きやすいというこ
とはあるようです。そのほかの糖尿病
薬との関連ということではあまり明確
なことはまだ現時点では言われていな
いように思います。
　山内　今お話が出ましたので、つい
でにお話をうかがいますが、１型糖尿
病に対しては日本では慎重投与が勧告
されているので、原則的に使わないほ
うがよいかと思いますが、例えば１型
で、1.5型とも表現されているタイプの
糖尿病の方だと短期間使うというのは
あるかもしれないのでしょうね。
　鈴木　はい。選択肢があるというの
は専門医としてはありがたく、それが
入ることでうまくいって、患者さんも
大いに喜ばれるというケースがあるの
も事実です。ただ、リコメンデーショ
ンの中でも書かれていますが、１型糖
尿病でのSGLT２阻害薬の使用は原則、
糖尿病専門医が行うほうが安全である
ように思います。
　山内　あともう一つは、ケトンが出
てきて、さらに急速に進行してしまう、
非常に悪化することを予知するものと
いいますか、トリガーになるものとし
て、例えば感染なども要注意ですね。
　鈴木　おっしゃるとおりです。感染
であったり、嘔吐であったり、そうい
ったイベントは明らかにケトアシドー
シスの誘因になり得るイベントです。
シックデイといいまして、体の調子が
悪くて食事が取れないようなとき、特
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