
国立循環器病研究センター研究所病態代謝部脂質代謝研究室長
小　倉　正　恒

リオグランデドスール連邦大学教授
森口エミリオ秀幸
（聞き手　池脇克則）

　家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体の診断率が低いことが問題となっ
ています。何が原因でしょうか。またホモ接合体患者に対する新規治療薬が上
市されたとのことですが、ホモ接合体患者数や治療状況の把握はどうなってい
るのでしょうか。ご教示ください。

＜埼玉県開業医＞

家族性高コレステロール血症

　池脇　家族性高コレステロール血症、
FHと呼ばせていただきますが、これ
に関しての質問です。日本でFH診療
の中心といいますと、小倉先生のいら
っしゃる国立循環器病研究センターと
金沢大学ですね。
　FHの診断率が低いという質問です
が、FHは怖い病気で、遺伝病の中で
も非常に頻度の高い病気です。そのあ
たりから教えてください。
　小倉　FHのヘテロ接合体の頻度で
すが、昔は500人に１人ぐらいといわ
れていたのですが、今は200～300人に
１人ぐらいいるだろうといわれていま
す。日本では30万人とか50万人くらい
潜んでいて、非常に診断率が低い。そ
れを上げないといけないというのが今

の課題になっています。
　池脇　FHは一般的にはLDL受容体
遺伝子の異常で、LDLコレステロール
値が正常の方の倍ぐらいに上がります
ね。
　小倉　そうですね。
　池脇　LDL遺伝子異常以外にも幾つ
か明らかになっているのですね。
　小倉　日本ではPCSK９という、LDL
受容体を壊すタンパクが過剰に働いて
しまう遺伝子変異が一つ。そして、な
ぜか日本ではいないのですが、アポB
といって、LDLが肝臓に返ってくると
きのリガンドとなるようなもの、そこ
に変異があるタイプもあります。
　池脇　FH以外の高コレステロール
血症とFHの大きな違いは、罹患して

いる期間ですよね。
　小倉　そうですね。お母さんのおな
かの中にいるときからLDLコレステロ
ールが高いことになるので、動脈硬化
の発症、冠動脈疾患の発症が15～20年
早いことが報告されています。急性冠
症候群の５～10％はFHだろうと考え
られているので、公衆衛生学的にも非
常に大きなインパクトのある病気だと
思います。
　池脇　心筋梗塞のハイリスクで、し
かも若くしてとなると、わかりそうな
気がするのですが、診断がうまくいか
ないのは、どのあたりに原因があるの
でしょうか。
　小倉　一番はこの病気への認識だと
思いますが、最近は新しい薬が幾つも
出てきて、やっと皆さん認識されるよ
うになってきました。診断率１％ぐら
いではないかといわれたのですが、今
はもう少し高いのではないかと考えて
います。見逃されるパターンとしては
一つが健診で引っかかった高コレステ
ロール血症患者さんにすぐスタチンを
出してしまって、そのまま見過ごして
しまうというケース。もう一つが急性
心筋梗塞のときにLDLコレステロー
ルが一過性に下がるので、そのときに
LDLコレステロールの値が基準より下
だからといって見逃してしまうケース。
そういう診断をしてしまう医師がけっ
こういらっしゃるのではないかと思い
ます。

　池脇　確かにFHのヘテロ接合体の
場合には正常なLDL遺伝子が１つあっ
て、スタチンにはそこそこ反応するか
ら、スタチンで下がった、というとこ
ろで終わってしまうのですね。
　小倉　そうなのです。
　池脇　FHヘテロ接合体の治療に関
して、以前はスタチンを基本にエゼチ
ミブの併用でしたが、最近は注射薬が
できましたね。
　小倉　はい。PCSK９阻害薬という
注射薬です。これは先ほど申し上げた
スタチンで増えるLDL受容体を壊して
しまうPCSK９の邪魔をすることによ
って、肝臓にLDL受容体を出っぱなし
にし、どんどん肝臓で血液からLDLを
回収する。そういうメカニズムの薬に
なります。
　池脇　私も何例か使っていますが、
LDLを低下させる力はすごいですね。
　小倉　すごいですね。
　池脇　診断率の低さ、そして新しい
治療薬まで話しましたが、たまたまブ
ラジルから来ていただいた森口先生は
南米の脂質代謝、動脈硬化のオーソリ
ティーの一人です。先生、ブラジルで
はFHの診断率はどうなのですか。
　森口　残念ながら低いのです。実は
ブラジルは中近東からの移民が多く、
特にレバノン系の方たちが密集してい
るサンパウロ州や、もっと南部のほう
は、100人に１人ぐらいヘテロ接合体
というゾーンもあります。心筋梗塞で
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　家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体の診断率が低いことが問題となっ
ています。何が原因でしょうか。またホモ接合体患者に対する新規治療薬が上
市されたとのことですが、ホモ接合体患者数や治療状況の把握はどうなってい
るのでしょうか。ご教示ください。

＜埼玉県開業医＞

家族性高コレステロール血症

　池脇　家族性高コレステロール血症、
FHと呼ばせていただきますが、これ
に関しての質問です。日本でFH診療
の中心といいますと、小倉先生のいら
っしゃる国立循環器病研究センターと
金沢大学ですね。
　FHの診断率が低いという質問です
が、FHは怖い病気で、遺伝病の中で
も非常に頻度の高い病気です。そのあ
たりから教えてください。
　小倉　FHのヘテロ接合体の頻度で
すが、昔は500人に１人ぐらいといわ
れていたのですが、今は200～300人に
１人ぐらいいるだろうといわれていま
す。日本では30万人とか50万人くらい
潜んでいて、非常に診断率が低い。そ
れを上げないといけないというのが今

の課題になっています。
　池脇　FHは一般的にはLDL受容体
遺伝子の異常で、LDLコレステロール
値が正常の方の倍ぐらいに上がります
ね。
　小倉　そうですね。
　池脇　LDL遺伝子異常以外にも幾つ
か明らかになっているのですね。
　小倉　日本ではPCSK９という、LDL
受容体を壊すタンパクが過剰に働いて
しまう遺伝子変異が一つ。そして、な
ぜか日本ではいないのですが、アポB
といって、LDLが肝臓に返ってくると
きのリガンドとなるようなもの、そこ
に変異があるタイプもあります。
　池脇　FH以外の高コレステロール
血症とFHの大きな違いは、罹患して

いる期間ですよね。
　小倉　そうですね。お母さんのおな
かの中にいるときからLDLコレステロ
ールが高いことになるので、動脈硬化
の発症、冠動脈疾患の発症が15～20年
早いことが報告されています。急性冠
症候群の５～10％はFHだろうと考え
られているので、公衆衛生学的にも非
常に大きなインパクトのある病気だと
思います。
　池脇　心筋梗塞のハイリスクで、し
かも若くしてとなると、わかりそうな
気がするのですが、診断がうまくいか
ないのは、どのあたりに原因があるの
でしょうか。
　小倉　一番はこの病気への認識だと
思いますが、最近は新しい薬が幾つも
出てきて、やっと皆さん認識されるよ
うになってきました。診断率１％ぐら
いではないかといわれたのですが、今
はもう少し高いのではないかと考えて
います。見逃されるパターンとしては
一つが健診で引っかかった高コレステ
ロール血症患者さんにすぐスタチンを
出してしまって、そのまま見過ごして
しまうというケース。もう一つが急性
心筋梗塞のときにLDLコレステロー
ルが一過性に下がるので、そのときに
LDLコレステロールの値が基準より下
だからといって見逃してしまうケース。
そういう診断をしてしまう医師がけっ
こういらっしゃるのではないかと思い
ます。

　池脇　確かにFHのヘテロ接合体の
場合には正常なLDL遺伝子が１つあっ
て、スタチンにはそこそこ反応するか
ら、スタチンで下がった、というとこ
ろで終わってしまうのですね。
　小倉　そうなのです。
　池脇　FHヘテロ接合体の治療に関
して、以前はスタチンを基本にエゼチ
ミブの併用でしたが、最近は注射薬が
できましたね。
　小倉　はい。PCSK９阻害薬という
注射薬です。これは先ほど申し上げた
スタチンで増えるLDL受容体を壊して
しまうPCSK９の邪魔をすることによ
って、肝臓にLDL受容体を出っぱなし
にし、どんどん肝臓で血液からLDLを
回収する。そういうメカニズムの薬に
なります。
　池脇　私も何例か使っていますが、
LDLを低下させる力はすごいですね。
　小倉　すごいですね。
　池脇　診断率の低さ、そして新しい
治療薬まで話しましたが、たまたまブ
ラジルから来ていただいた森口先生は
南米の脂質代謝、動脈硬化のオーソリ
ティーの一人です。先生、ブラジルで
はFHの診断率はどうなのですか。
　森口　残念ながら低いのです。実は
ブラジルは中近東からの移民が多く、
特にレバノン系の方たちが密集してい
るサンパウロ州や、もっと南部のほう
は、100人に１人ぐらいヘテロ接合体
というゾーンもあります。心筋梗塞で
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病院に来るので、そのときに測定する
とあまり高くないので疑われない。私
たちが一番勧めているのは家族歴を聞
くことです。家族歴を持っている。そ
してアキレス腱が太くなってくる。そ
して、20代、30代の男性の場合、女性
も40代、50代で心筋梗塞を起こしてい
る家族がいる場合は、「検査したほう
がいいですよ」となるべくこちらから
勧めます。
　池脇　小倉先生が先ほど触れたPCSK
９阻害薬はブラジルでも使われている
のですね。
　森口　２年ちょっと使っていますが、
残念ながらブラジルはすべて自己負担
のため、薬が高いのです。現在、ブラ
ジルでは２週間に１回で、１本が500
ドルもする。そうすると、月に1,000ド
ル。ブラジルにしてはすごく高いので、
使おうとしても残念ながら使えません。
　池脇　その点は日本は３割負担だと
１万5,000円ぐらいなので、恵まれてい
ますね。
　今、FHの話をしてきましたが、ヘ
テロ接合体がいることは、まれですが、
ホモ接合体もありますね。このホモ接
合体はおそらく総コレステロールはも
のすごく高いでしょうが、こういった
方は日本で何人ぐらいいるのですか。
　小倉　最大17万人に１人ですから、
1,000人近くいるのではないか。LDL受
容体とPCSK９、両方の変異を持って
いるダブルヘテロも、臨床的にはホモ

接合体に近いような表現型を示すので、
そういう人たちも含めると、けっこう
多い数になります。
　池脇　FHのホモ接合体といっても、
単一の疾患というよりも、LDL受容体
遺伝子、それ以外のものを含めた、い
ろいろなものの取り合わせでホモ接合
体という方もいますから、比較的総コ
レステロールのレンジも広いことにな
りますね。
　小倉　広いですね。それこそ、遺伝
子を２つ持っているのにLDLが300㎎/
dL台の人もいれば、本当にひどいと
1,000㎎/dLぐらいの方もいます。
　池脇　FHヘテロ接合体でさえも、
そうではない方に比べて20年近く早く
心筋梗塞になることになれば、ホモ接
合体の方はもっと早いですよね。
　小倉　そうですね。20代で心筋梗塞
は普通に起こしますし、何も治療しな
ければ30歳まで生きることはなかなか
難しいといわれています。
　池脇　どう治療されるのですか。
　小倉　一部のホモ接合体はスタチン
が効くので、スタチンは必ず投与した
うえで、PCSK９阻害薬で反応が鈍け
れば、今はMTP阻害薬でロミタピド
という新しい薬が出ています。これは
LDL受容体を介さないメカニズムの薬
なので、彼らにとって福音となる薬か
もしれません。
　池脇　本当に重症のホモ接合体患者
さんの場合は効く薬がないから、透析、

アフェレーシスでしのぐしかない中で、
飲み薬で下がる薬があれば、それは大
きいですね。
　小倉　大きいと思います。アフェレ
ーシスのメリットもありますから、な
かなか離脱までいかないことが多いの
ですが、ほかに選択肢があったり、ア
フェレーシスの頻度を減らしたりでき
たのは、QOLという観点から非常にい
いのではないかと思います。
　池脇　高い薬と聞いていますが、そ
ういう薬が適用になる患者さんがいれ
ば、一人でも多く患者さんに届けたい
という気持ちになるのだろうと思いま
す。ある意味、どこから見てもホモ接
合体という方もいらっしゃれば、ヘテ
ロ接合体とオーバーラップしているよ
うなホモ接合体の方もいらっしゃるの
ですね。
　小倉　いらっしゃいます。LDL受容
体の遺伝子がどこで障害されているか
によって重症度が違ってきます。全く
活性がない方と、活性がある程度残っ
ている方がいます。活性がある程度残
っていれば、スタチンやPCSK９阻害
薬もある程度効きますし、彼らのほう
が心筋梗塞にもなりづらい。大きな多
様性があります。
　池脇　遺伝子検査も全例できればい
いのでしょうが、そういうわけにもい
かないですね。例えばヘテロ接合体だ
と思ってPCSK９阻害薬の注射をして
いるのだけれども、なかなか思ったほ

ど下がらない。そういう患者さんの場
合、隠れたホモ接合体という可能性は
ないですか。
　小倉　十分ありうると思います。ス
タチンとPCSK９阻害薬はLDL受容体
を活性化するというのがそのメカニズ
ムですから、そこが効かないというの
は大きく障害されている、つまりホモ
接合体の可能性は十分あると思います。
　池脇　FHのヘテロ接合体ではない
かと思ってPCSK９阻害薬を使ってい
る先生方で、もし反応が悪いようだっ
たら、そういうことを考えてみる、と
いうことですね。
　小倉　はい。
　池脇　森口先生、ブラジルではヘテ
ロ接合体が多いとなると、当然ホモ接
合体もいらっしゃいますよね。
　森口　多いです。残念ながらブラジ
ルは診断が遅く、ほとんどが病院に入
院したときにやっと診断され、治療薬
も高いので、その方たちには、あまり
いい対応ができていません。
　池脇　MTP阻害薬はあまり使われ
ていないのですか。
　森口　残念ながらブラジルでは困難
です。
　池脇　ぜひFHヘテロ接合体の診断
率を上げて、ホモ接合体でも新しい薬
による適正な治療が実現するといいで
すね。
　小倉　そう思います。
　池脇　ありがとうございました。
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病院に来るので、そのときに測定する
とあまり高くないので疑われない。私
たちが一番勧めているのは家族歴を聞
くことです。家族歴を持っている。そ
してアキレス腱が太くなってくる。そ
して、20代、30代の男性の場合、女性
も40代、50代で心筋梗塞を起こしてい
る家族がいる場合は、「検査したほう
がいいですよ」となるべくこちらから
勧めます。
　池脇　小倉先生が先ほど触れたPCSK
９阻害薬はブラジルでも使われている
のですね。
　森口　２年ちょっと使っていますが、
残念ながらブラジルはすべて自己負担
のため、薬が高いのです。現在、ブラ
ジルでは２週間に１回で、１本が500
ドルもする。そうすると、月に1,000ド
ル。ブラジルにしてはすごく高いので、
使おうとしても残念ながら使えません。
　池脇　その点は日本は３割負担だと
１万5,000円ぐらいなので、恵まれてい
ますね。
　今、FHの話をしてきましたが、ヘ
テロ接合体がいることは、まれですが、
ホモ接合体もありますね。このホモ接
合体はおそらく総コレステロールはも
のすごく高いでしょうが、こういった
方は日本で何人ぐらいいるのですか。
　小倉　最大17万人に１人ですから、
1,000人近くいるのではないか。LDL受
容体とPCSK９、両方の変異を持って
いるダブルヘテロも、臨床的にはホモ

接合体に近いような表現型を示すので、
そういう人たちも含めると、けっこう
多い数になります。
　池脇　FHのホモ接合体といっても、
単一の疾患というよりも、LDL受容体
遺伝子、それ以外のものを含めた、い
ろいろなものの取り合わせでホモ接合
体という方もいますから、比較的総コ
レステロールのレンジも広いことにな
りますね。
　小倉　広いですね。それこそ、遺伝
子を２つ持っているのにLDLが300㎎/
dL台の人もいれば、本当にひどいと
1,000㎎/dLぐらいの方もいます。
　池脇　FHヘテロ接合体でさえも、
そうではない方に比べて20年近く早く
心筋梗塞になることになれば、ホモ接
合体の方はもっと早いですよね。
　小倉　そうですね。20代で心筋梗塞
は普通に起こしますし、何も治療しな
ければ30歳まで生きることはなかなか
難しいといわれています。
　池脇　どう治療されるのですか。
　小倉　一部のホモ接合体はスタチン
が効くので、スタチンは必ず投与した
うえで、PCSK９阻害薬で反応が鈍け
れば、今はMTP阻害薬でロミタピド
という新しい薬が出ています。これは
LDL受容体を介さないメカニズムの薬
なので、彼らにとって福音となる薬か
もしれません。
　池脇　本当に重症のホモ接合体患者
さんの場合は効く薬がないから、透析、

アフェレーシスでしのぐしかない中で、
飲み薬で下がる薬があれば、それは大
きいですね。
　小倉　大きいと思います。アフェレ
ーシスのメリットもありますから、な
かなか離脱までいかないことが多いの
ですが、ほかに選択肢があったり、ア
フェレーシスの頻度を減らしたりでき
たのは、QOLという観点から非常にい
いのではないかと思います。
　池脇　高い薬と聞いていますが、そ
ういう薬が適用になる患者さんがいれ
ば、一人でも多く患者さんに届けたい
という気持ちになるのだろうと思いま
す。ある意味、どこから見てもホモ接
合体という方もいらっしゃれば、ヘテ
ロ接合体とオーバーラップしているよ
うなホモ接合体の方もいらっしゃるの
ですね。
　小倉　いらっしゃいます。LDL受容
体の遺伝子がどこで障害されているか
によって重症度が違ってきます。全く
活性がない方と、活性がある程度残っ
ている方がいます。活性がある程度残
っていれば、スタチンやPCSK９阻害
薬もある程度効きますし、彼らのほう
が心筋梗塞にもなりづらい。大きな多
様性があります。
　池脇　遺伝子検査も全例できればい
いのでしょうが、そういうわけにもい
かないですね。例えばヘテロ接合体だ
と思ってPCSK９阻害薬の注射をして
いるのだけれども、なかなか思ったほ

ど下がらない。そういう患者さんの場
合、隠れたホモ接合体という可能性は
ないですか。
　小倉　十分ありうると思います。ス
タチンとPCSK９阻害薬はLDL受容体
を活性化するというのがそのメカニズ
ムですから、そこが効かないというの
は大きく障害されている、つまりホモ
接合体の可能性は十分あると思います。
　池脇　FHのヘテロ接合体ではない
かと思ってPCSK９阻害薬を使ってい
る先生方で、もし反応が悪いようだっ
たら、そういうことを考えてみる、と
いうことですね。
　小倉　はい。
　池脇　森口先生、ブラジルではヘテ
ロ接合体が多いとなると、当然ホモ接
合体もいらっしゃいますよね。
　森口　多いです。残念ながらブラジ
ルは診断が遅く、ほとんどが病院に入
院したときにやっと診断され、治療薬
も高いので、その方たちには、あまり
いい対応ができていません。
　池脇　MTP阻害薬はあまり使われ
ていないのですか。
　森口　残念ながらブラジルでは困難
です。
　池脇　ぜひFHヘテロ接合体の診断
率を上げて、ホモ接合体でも新しい薬
による適正な治療が実現するといいで
すね。
　小倉　そう思います。
　池脇　ありがとうございました。
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