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博士論文の要旨                                

 背景 

糖尿病治療の目標は糖尿病細小血管合併症, 動脈硬化性疾患の発症, 進展阻止を通じ日常生活の質の維

持, 寿命の確保である。従って, 血糖のみならず体重, 血圧, 血清脂質の良好なコントロールが重要である。

過栄養による余剰なエネルギーは脂肪細胞に蓄えられ体重増加を助長する。脂肪細胞はインスリンにより

同化的に制御, すなわちインスリンは脂肪分解に対し抑制的に働き, 空腹時インスリン(f-IRI)高値では, 脂

肪分解により生成される空腹時遊離脂肪酸(f-FFA)が低値を示す。従って f-IRIと f-FFA はHyperbolicな関連

を示すことが示唆される。このような脂肪細胞のインスリン作用の程度は脂肪細胞インスリン抵抗性

(adipose tissue insulin resistance: Adipo-IR)として評価可能で, f-IRI と f-FFA の積により推算される(Nutrients. 

2015;7(11):9453-9474.)。 

Sodium-glucose cotransporter 2(SGLT2)は近位尿細管におけるグルコースとナトリウムの再吸収を担う共役

輸送体の一つである。従って, SGLT2阻害薬は尿糖排泄を促進させ, インスリン分泌を介することなく血糖

及び体重低下作用を示す。体重低下作用は尿糖排泄促進によるカロリーロスに起因すると示唆されている。

一方, 長期投与時に尿糖排泄は維持されているにも関わらず, 体重低下作用が減弱することが示唆され, そ

のメカニズムは十分明らかにされていない。体重低下作用の減弱メカニズムを明らかにすることは, 長期

投与時における体重低下程度, 減弱時期の予測, 更なる介入アプローチの選択等, 日常診療への応用意義は

高い。 

目的 

SGLT2 阻害薬, トホグリフロジン(TOFO)投与中 2 型糖尿病患者を対象に, 長期体重低下作用の減弱メカ

ニズムを Adipo-IR を含めたパラメータの経時変化を詳細検討することで考察する。更に, 投与前 Adipo-IR

が体重低下に及ぼす影響を検討することを目的とした。 

方法 



TOFO国内第Ⅲ相長期投与試験 004JP(単独療法長期投与試験)、005JP(併用療法長期投与試験)データを併合

解析した。Adipo-IRは f-IRIと f-FFA の積から算出した。投与前から24週及び52週後, 24週から52週後の

パラメータ変化はStudent’s t-testを用い解析した。投与前Adipo-IR値の四分位点からQuartiles 1-3 (Adipo-IR 

< 37.4 mmol/L・pmol/L)、Quartile 4(Adipo-IR = > 34.7 mmol/L・pmol/L)と部分集団を作製し, 患者背景及びパ

ラメータ変化に対する影響を比較した。患者背景の比較(Q1-3 vs. Q4)はStudent’s t-test 及びFisher’s exact test 

を用いて解析を行った。さらに, 体重変化の群間比較は analysis of covariance (ANCOVA) model(固定効果: Q1-

3 vs. Q4, 共変量: 投与前体重及び eGFR)を用い, f-IRI, f-FFA 及びAdipo-IRはunpaired t-testを用い解析した。

最後に, 52 週後体重変化に対する投与前予測因子を検討するためにステップワイズ法を用いて多変量解析

を行った。 

結果 

解析対象症例774例の患者背景は男性 66%, 平均年齢: 58.5歳, HbA1c: 8.1 %, BMI: 25.6 kg/m2, eGFR: 83.9 

ml/min/1.73m2であった。体重は 24週後(平均-2.9 kg, * p<0.001 vs. 投与前), 52週後(-2.9*)となり24週以降同

程度の低下を認めた。f-IRIは24週後(-12.2 pmol/L*)と有意に低下, 24週以降同程度の低下を認めた。f-FFA

は24週後(+0.09 mmol/L*)と有意に上昇, その後24週から52週後は有意な低下を認めた(† p<0.001, 24週 vs. 

52週)。Adipo-IRは24週後(-3.6 mmol/L・pmol/L*)と有意に低下, 52週後(-6.2*†)と更なる低下を認めた。部

分集団解析では32週以降のQ4の体重低下率がQ1-3より有意に大きく, 52週後 f-IRI, Adipo-IR低下率はQ4

がQ1-3より有意に大きかった。多変量解析の結果から, Q4はQ1-3よりも52週後体重低下率を大きくする

独立した予測因子の一つとして認められた 

考察 

 今回の検討から以下の2つの主要な知見が得られた。 

①体重低下作用の減弱メカニズムには脂肪分解の程度が変化することが関連 

SGLT2 阻害薬の体重低下にはカロリーロス及びインスリン低下による脂肪分解促進の関連が報告されて

いる(Endocrinology. 2016;157(3):1029-1042.)。本検討では f-IRIは52週間にわたり同程度低下を維持, 一方 f-

FFA は 24 週をピークに上昇, その後減弱を認める。従って, インスリン低下による脂肪分解抑制効果の改

善が体重低下作用減弱に関連することが考えられた。 

②投与前Adipo-IR高値群は長期体重低下程度が大きい 

 Q4はQ1-3と比べ相対的高インスリン血症を呈し, 投与前Adipo-IRは3倍以上高値を示す。さらに, Q4は

f-IRI 低下率が Q1-3 と比べ大きく, 脂肪分解促進が相対的に強いことが考えられる。従って, Adipo-IR 低下

(脂肪分解抑制効果)と f-IRI低下(脂肪分解促進効果)のバランスが拮抗するのに時間が必要とり, Q1-3と比べ

32週以降の体重低下程度が大きくなったと考えられる。 

最後に本研究の限界について述べる。本検討は post-hoc 解析であり, 対照群との比較を実施していない。

脂肪細胞インスリン抵抗性をグルコースクランプ法等による評価が必要である。実験的にはSGLT2阻害薬

による代償的な過食誘導が体重低下作用を減弱することが示唆されるが(Obesity. 2012;20(8):1645-1652.), 本

検討ではエネルギー収支変化に対する影響を検討していないことが挙げられる。 

結論 

 脂肪分解抑制効果の改善は TOFO 長期投与時の体重低下減弱メカニズムの一つである可能性が示唆され

た。更に, 投与前 Adipo-IR 高値群は長期体重低下程度が相対的に大きく, 長期体重低下程度の独立した予

測因子である可能性が示唆された。 

 

 



審査結果の要旨 

糖尿病治療の目標は血糖のみならず体重、血圧、血清脂質の良好なコントロールによる日常生活の質の

維持、寿命の確保である。体重増加に関わる脂肪細胞はインスリンにより同化的に制御、空腹時インスリ

ン(f-IRI)高値では、脂肪分解により生成される空腹時遊離脂肪酸(f-FFA)が低値を示す。従って、脂肪細胞

のインスリン作用は脂肪細胞インスリン抵抗性(adipose tissue insulin resistance: Adipo-IR)として評価さ

れ、f-IRI と f-FFA の積により推算される。SGLT2 阻害薬は尿糖排泄を促進させ血糖及び体重低下作用を

示す。一方、長期投与時に尿糖排泄促進は維持されているにも関わらず、体重低下作用の減弱が示唆され

るが、そのメカニズムは十分明らかになっていない。そこで申請者らはSGLT2阻害薬、トホグリフロジン

投与中 2 型糖尿病患者を対象に長期体重低下作用の減弱メカニズムを Adipo-IR を含めたパラメータの経

時変化から検討、更に投与前Adipo-IR値と長期体重低下との関連を検討した。 

対象774例は男性66%、平均年齢: 58.5歳、HbA1c: 8.1 %、BMI: 25.6 kg/m2、eGFR: 83.9 ml/min/1.73m2

であった。体重及び f-IRIは24週後有意に低下し、24 週以降同程度の低下を維持した。f-FFAは24週後

に頂値として有意に上昇、24 週から 52 週後上昇程度は有意に低下した。Adipo-IR は 24 週後有意に低下

し、24週から52週後更に低下した。投与前Adipo-IR四分位点に基づいた部分集団解析ではAdipo-IR高

値群(Q4)は Q1-3 と比べ 32 週以降の体重低下率が有意に大きく、52 週後体重低下を増大させる予測因子

の一つとして認められた。 

本検討の新規性として、脂肪細胞インスリン抵抗性の改善が SGLT2 阻害薬の長期体重低下減弱に関連

し、Adipo-IR高値者では長期体重低下程度が大きく、その予測因子となることが示された。本結果は日常

臨床における療養指導、追加の糖尿病治療介入の選択等の臨床応用への意義は高く、博士論文としての価

値を認める。


