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特 集 Feature

GLP-1 受容体作動薬の基礎的・臨床的新知見

1．GLP-1 受容体作動薬の分類と作用機序，使用上の注意点
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はじめに

GLP-1 受容体作動薬は，膵 β 細胞に作用して血糖依
存的にインスリン分泌を促進するインクレチンのひと
つ GLP-1（Glucagon-like peptide-1）の作用に基づく 2
型糖尿病治療薬であり，血糖改善作用に加えて減量効
果を有する１）．2010 年 6 月，リラグルチド（ビクトー
ザⓇ）が，わが国初の GLP-1 受容体作動薬として上市さ
れ，以後，エキセナチド（バイエッタⓇ），徐放型エキ
セナチド製剤（ビデュリオンⓇ），リキシセナチド（リ
スミアⓇ），デュラグルチド（トルリシティⓇ）が登場し，
現在，5 種類の製剤が国内で使用可能である．GLP-1
受容体作動薬は，血糖依存的にインスリン分泌を促進
して血糖改善作用を発揮するため，単剤で用いた場合，
低血糖リスクが低い．またグルカゴン抑制や胃内容物
排出遅延を介しても血糖改善作用を発揮するほか，食
欲抑制を介して減量効果を発揮する．さらに基礎的な
研究から糖尿病の細小血管障害や大血管障害の発症予
防や進展抑制に関する効果が期待されてきたが，最近，
心血管リスクの高い 2 型糖尿病患者において一部の
GLP-1 受容体作動薬が心血管イベントや腎機能悪化を
抑制することが報告され２），なお一層関心が高まってい
る．一方，GLP-1 受容体作動薬登場から 7 年が経過し，
実臨床データが蓄積される中，GLP-1 受容体作動薬を
使用する上で留意すべき点も明らかにされてきた．本
稿では，GLP-1 受容体作動薬の分類や作用機序の相違
点，使用上の注意点について概説する．

1 GLP-1 受容体作動薬の分類と作用機序の相
違点

GLP-1 受容体作動薬は，血糖依存的にインスリン分
泌を促進するとともにグルカゴン抑制や胃内容物排出
遅延を介しても血糖改善作用を発揮するとされるが，
作用持続時間により短時間作用型と長時間作用型に分
類され，血糖改善に対する作用機序が異なることが指
摘されている１）．短時間作用型に分類される薬剤とし
て，エキセナチド（1 日 2 回注射，半減期 1.4 時間）や
リキシセナチド（1 日 1 回注射，半減期 2.5 時間）が，
長時間作用型としてはリラグルチド（1 日 1 回注射，半
減期 13.5 時間）や徐放型エキセナチド製剤（週 1 回注
射，半減期 24 時間以上），デュラグルチド（週 1 回注
射，半減期約 108 時間）が挙げられる．長時間作用型
は，主にインスリン分泌促進及びグルカゴン分泌抑制
を介して血糖改善効果を発揮する（Fig. 1）．一方，短時
間作用型は，主に胃内容物排出遅延作用やグルカゴン
分泌抑制作用を介して血糖改善効果を発揮する．実際，
長時間作用型のリラグルチドの血糖改善効果は残存す
る膵 β 細胞機能に依存するのに対し３），短時間作用型
の血糖改善効果と残存する膵 β 細胞機能に明確な関
連性は認めないことは短時間作用型が胃内容物排出遅
延作用やグルカゴン分泌抑制を血糖改善効果の主な作
用点とすることに合致する４）．短時間作用型では胃内容
排出遅延作用に関連して消化器関連の副作用が強いこ
とから，特に減量効果が期待されてきた．しかし，体
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Fig.　1　GLP-1 受容体作動薬の作用点の相違：長時間作用型と短時間作用型の比較
長時間作用型は主に膵臓に作用してインスリン，グルカゴンの分泌不全を是正することで血
糖改善作用を発揮する一方，短時間作用型は主に胃運動に作用して，食後の血糖を低下させ
ると考えられる．なお，一部の長時間作用型に見られる高分子量の製剤は脳血管関門通過の
問題から食欲抑制効果が減弱する可能性が指摘されている（文献 1 から改変引用）．

Fig.　2　GLP-1 受容体作動薬の腎機能別投与量
透析性あり：通常の血液透析によって除去される（除去率 40 % 以上）薬剤．透析性なし：通常の血液透析によって除去
されない薬剤．禁忌：添付文書上，腎機能の低下した患者に対して投与禁忌の記載のある薬剤．腎障害：複数の信頼性の
高い薬剤性腎障害に関する総説で，薬剤性腎障害の原因薬物となる薬剤．（日本腎臓病薬物療法学会 編：腎機能別薬剤投
与量 POCKET BOOK, p148-157. じほう，2016 から引用改変）．

重減少に関する臨床試験結果のメタ解析から短時間作
用型と長時間作用型で必ずしも有意な差を認めていな
い１）．最近，動物モデルを用いた基礎研究から GLP-1
受容体作動薬が血液脳関門を通過し，脳内に発現され
る GLP-1 受容体を直接刺激して食欲抑制や体重減少
作用を発揮することが示されている．従って，脳血管
関門を通過しうる一定の分子量までの GLP-1 受容体
作動薬であれば，短時間作用型，長時間作用型に関わ
らず，一定の食欲抑制作用や体重減少作用を発揮する
と考えると，分子量の大きいデュラグルチドやアルビ

グルチド（日本では開発中止）が，リラグルチドより
減量効果が低いことも理解しやすい．

2 GLP-1 受容体作動薬の使用上の注意点

GLP-1 受容体作動薬が作用持続時間や分子量により
血糖改善や減量について異なる作用を示すことは上述
の通りである．加えて，GLP-1 受容体作動薬は腎機能低
下を有する患者に対する適応が異なるため，腎機能別
にも使い分けが必要となる（Fig. 2）．ヒトの GLP-1
に由来するリラグルチドやデュラグルチドは，DPP-4
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や中性エンドペプチダーゼにより生体内で分解される
ため，原理的には血中濃度は腎機能に影響されない．
実際，血液透析患者で検討した国内の報告でも影響は
ない．しかし，高度腎機能低下者では嘔気などの副作
用頻度が上昇することからリラグルチドについては慎
重投与とされている．また，デュラグルチドは添付文
書上の制限は設けられていないものの，重度腎機能障
害の患者に対する臨床成績は限定的で，慎重に投与が
望ましいアメリカ毒トカゲの唾液腺から抽出されたエ
キセンディン-4 に由来するエキセナチドは，主に腎臓
で分解を受ける．従って，腎機能の低下と共に血中濃
度が上昇し，消化器系副作用の出現頻度も高くなるた
め，忍容性の点からも軽度腎機能障害例で慎重投与，
透析患者を含む高度腎機能障害例には禁忌とされる．
同様にエキセンディン-4 に由来するリキシセナチドも
腎臓で分解を受けると想定されるが，重度腎機能障害
例での単回投与時のデータをもとに重度腎機能低下症
例では慎重投与とされている．なお，実臨床における
GLP-1 受容体作動薬の使い分けに関して，十分な知見
は得られていないが，現時点では腎機能や許容される
注射回数や併用可能な糖尿病治療薬，患者のライフス
タイルに応じて個別に選択をすることが必要である５）．

GLP-1 受容体作動薬の開始直後に，嘔気や嘔吐など
消化器症状を呈する患者が少なくない．多くの場合，
開始後時間を経れば症状は軽減されるが，患者に対し
て開始前に十分な説明を行う必要がある．また GLP-1
受容体作動薬の重要な有害事象として腸閉塞が知られ
ている．高度の便秘，腹部膨満，持続する腹痛，嘔吐
等，腸閉塞が疑われる場合は投与を中止し，適切な処
置を行う必要がある．また腸閉塞は，腹部手術又は腸
閉塞の既往のある患者で認められるケースが多く，開
始前に既往歴を確認することも重要である．一方，
GLP-1 受容体作動薬と急性膵炎や膵疾患との因果関係
は現時点で明確でないが，糖尿病患者ではもともと膵
炎や膵疾患のリスクが高いことから，GLP-1 受容体作
動薬を使用している場合にも慎重な観察が必要であ
る．特に嘔吐を伴う持続的な激しい腹痛等，異常が認
められた場合には，本剤の投与を中止し，適切な処置
を行う．

おわりに

GLP-1 受容体作動薬の上市後 7 年が経過し，実臨床
における知見の集積から糖尿病早期から使用すること
でより効果が大きいことが明らかとなった．また，膵
β 細胞機能低下症例においても，インスリンと併用す
ることで十分な血糖改善効果が期待できることから，

GLP-1 受容体作動薬の適応が格段に広がりつつある．
一方，当初から懸念されている急性膵炎や膵癌などの
副作用については，現在のところリスクの増加は認め
られないが，引き続き慎重に観察する必要がある．
GLP-1 受容体作動薬の有効性や安全性について検証が
進行する中，分子量が大きくなく十分な食欲抑制効果
も期待できる週 1 回製剤や経口投与可能な製剤，さら
には皮下に埋め込んだポンプから半年以上安定的に放
出可能な製剤なども開発中であり，今後，多様化する
糖尿病患者のニーズに合わせた使い分けにも期待が高
まる．
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