
順天堂大学臨床病態検査医学教授
三井田　　孝

（聞き手　池脇克則）

　メタボ健診で、LDL-C直接法が採用され汎用されていますが、精度に問題は
ないのでしょうか。現状はいかがですか。また、TCが測れなくなったために、
non-HDL-Cが測定できません。どのように測定項目を組み合わせたらいいでし
ょうか。
 ＜埼玉県開業医＞

LDL-C直接法

　池脇　脂質関係の質問をいただきま
した。確かにメタボ健診ではLDLコレ
ステロール（LDL-C）、そして中性脂
肪（TG）、HDLコレステロール（HDL- 
C）、その３項目を測るということで、
脂質の測り方が変わってきたのは事実
です。LDL-Cの直接法は、最初のころ
はあまり精度がよくないと聞いていま
したが、今どのような状況なのでしょ
うか。
　三井田　LDL-Cの直接法は、2010年
にアメリカのグループが不正確である
という報告をして、その前後から日本
でも問題になりました。動脈硬化学会
が中心となり試薬の検討を行い、その
当時販売されていた、12社の試薬中の
不正確な試薬が明らかになりました。

その後、性能の悪い試薬は販売を中止
したり、改良したり、ほかの性能の良
い試薬を導入したりという対応がなさ
れました。その結果、現在では正確性
がきちんと確認された４つの試薬かそ
の導入品だけが販売されている状況に
なりました。日本では、LDL-Cは直接
法できちんと測れているといえます
（図）。
　池脇　今はどこのLDL-C直接法もま
ずまず精度的には問題なしということ
ですね。ただ、たぶん沈殿法の方法論
的な限界だろうと思いますが、TGが
高い人の場合はちょっとずれますか。
　三井田　ガイドラインにも書いてあ
るのですが、TGが1,000㎎/dLぐらい
までは検体をきちんと集めて正確性を
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そのときは、HDLだけでなくLDLの
組成も変わってしまうので、LDL-Cは
正確に測れません。そういう著明な高
HDL血症の場合はほかの方法も同時に
使って評価することをお願いしていま
す。
　池脇　HDLのお話をされたので、ち
ょっと寄り道になるかもしれませんが、
HDLもコレステロール直接法になって
いますが、精度はどうなのでしょうか。
　三井田　HDL-Cの直接法もきちんと
測れない試薬がありました。それにつ
いても同じような対応がなされ、今で
はそういう試薬は日本ではなくなりま
した。アメリカや中国でも試薬の変更
がされたと聞いています。
　池脇　今回の質問の後半は、LDL-C
の直接法を測って、あとおそらくHDL- 
Cの２つを測ると、昔ながらの総コレ
ステロール（TC）を測れない状況に
なる。TCはアッセイとしては非常に
正確なアッセイだと聞いていますが。
　三井田　先ほど話題になった原発性
胆汁性胆管炎のような患者さんの場合
も、TCはきちんと信頼性のある値が
出ます。まずは１回はTCをチェック
していただきたいです。
　池脇　そうですね。コレステロール
２項目の絞りでLDL-CとHDL-Cの直
接法を測って、あとTGで脂質の評価
をする方が増えてきた。この場合に最
近注目されているnon-HDL、これは
TCからHDL-Cを引いた値で、これが

評価できないことがどう影響するのか
ですが、先生はどう思われますか。
　三井田　Non-HDL-Cの利点は、ア
ポ蛋白B（アポB）と良い相関がある
点です。アポBは肝臓から分泌される
リポ蛋白粒子１個につき１分子あるの
で、これらがどのぐらいの数あるかを
非常によく反映します。TGが例えば
150㎎/dL以下では、アポBとnon-HDL- 
Cは非常によく相関します。TGが上が
ってくると、LDLがそんなに高くない
のにアポBは高いという場合が出てき
ます。これはレムナントと呼ばれる動
脈硬化惹起性のリポ蛋白が増えるため
です。ですから、non-HDL-Cの重要性
は、TGが高くなってきた症例で認め
られます。
　池脇　逆の言い方をすると、患者さ
んのTGが正常であれば、non-HDL-C
のさらなる意義はそれほどは大きくな
い。
　三井田　TGが150～200㎎/dLぐらい
までだったらあまり問題ないかと思い
ます。
　池脇　TGとHDL-Cの２項目に加え
てどの３項目を選ぶかに関しては、ど
ちらもメリット、デメリットがありそ
うな気がするのです。あるいは常に同
じ項目ではなくて、時々変えるのも一
つの方法ですか。
　三井田　そうですね。あともう１点、
non-HDL-Cで気をつけないといけない
のは、TGが例えば800㎎/dLとか1,000

検討できました。比較の対照になって
いる基準法（BQ法）では、超遠心法
と沈澱法を組み合わせ、化学的にコレ
ステロールを測ります。1,000㎎/dL以
上の高TG血症になると、BQ法自体の
正確性も怪しくなることもあって、TG 
1,000㎎/dLまでの範囲で直接法を使う
ことをすすめています。また、LDL-C
が20㎎/dL未満になるような場合はか
なり特殊な疾患の患者さんで、正常の
LDLと組成がだいぶ違います。異常な組
成のLDLはうまく測れないので、LDL-C
で20㎎/dL以上、TGだったら1,000㎎/dL
未満という条件で測ることをお願いし
ています。
　池脇　一般的にはLDLがそこまで低

い人もそんなに多くないし、TGが1,000
㎎/dL以上もそんなにはいないので、
大概の患者さんは大丈夫といってよい
ですね。
　三井田　そのほか注意すべき患者さ
んには、原発性胆汁性胆管炎で高コレ
ステロール血症を合併している場合が
あります。そういうときにはきちんと
測れないので、LDL-C直接法は使わな
いでいただきたいです。
　それから、日本人で多い高HDL血症
も注意が必要です。HDL-Cが100㎎/dL
ぐらいまではそんなに問題はありませ
んが、120㎎/dLとか、あるいは大量飲
酒者やCETP欠損症ではHDL-Cが150
㎎/dLとか200㎎/dLぐらいになります。

図　日本で市販されているLDL-C直接法試薬と基準法との差

（Miida T, et al. J Atheroscler Thromb 2017；24：583-99より改変して引用）
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そのときは、HDLだけでなくLDLの
組成も変わってしまうので、LDL-Cは
正確に測れません。そういう著明な高
HDL血症の場合はほかの方法も同時に
使って評価することをお願いしていま
す。
　池脇　HDLのお話をされたので、ち
ょっと寄り道になるかもしれませんが、
HDLもコレステロール直接法になって
いますが、精度はどうなのでしょうか。
　三井田　HDL-Cの直接法もきちんと
測れない試薬がありました。それにつ
いても同じような対応がなされ、今で
はそういう試薬は日本ではなくなりま
した。アメリカや中国でも試薬の変更
がされたと聞いています。
　池脇　今回の質問の後半は、LDL-C
の直接法を測って、あとおそらくHDL- 
Cの２つを測ると、昔ながらの総コレ
ステロール（TC）を測れない状況に
なる。TCはアッセイとしては非常に
正確なアッセイだと聞いていますが。
　三井田　先ほど話題になった原発性
胆汁性胆管炎のような患者さんの場合
も、TCはきちんと信頼性のある値が
出ます。まずは１回はTCをチェック
していただきたいです。
　池脇　そうですね。コレステロール
２項目の絞りでLDL-CとHDL-Cの直
接法を測って、あとTGで脂質の評価
をする方が増えてきた。この場合に最
近注目されているnon-HDL、これは
TCからHDL-Cを引いた値で、これが

評価できないことがどう影響するのか
ですが、先生はどう思われますか。
　三井田　Non-HDL-Cの利点は、ア
ポ蛋白B（アポB）と良い相関がある
点です。アポBは肝臓から分泌される
リポ蛋白粒子１個につき１分子あるの
で、これらがどのぐらいの数あるかを
非常によく反映します。TGが例えば
150㎎/dL以下では、アポBとnon-HDL- 
Cは非常によく相関します。TGが上が
ってくると、LDLがそんなに高くない
のにアポBは高いという場合が出てき
ます。これはレムナントと呼ばれる動
脈硬化惹起性のリポ蛋白が増えるため
です。ですから、non-HDL-Cの重要性
は、TGが高くなってきた症例で認め
られます。
　池脇　逆の言い方をすると、患者さ
んのTGが正常であれば、non-HDL-C
のさらなる意義はそれほどは大きくな
い。
　三井田　TGが150～200㎎/dLぐらい
までだったらあまり問題ないかと思い
ます。
　池脇　TGとHDL-Cの２項目に加え
てどの３項目を選ぶかに関しては、ど
ちらもメリット、デメリットがありそ
うな気がするのです。あるいは常に同
じ項目ではなくて、時々変えるのも一
つの方法ですか。
　三井田　そうですね。あともう１点、
non-HDL-Cで気をつけないといけない
のは、TGが例えば800㎎/dLとか1,000

検討できました。比較の対照になって
いる基準法（BQ法）では、超遠心法
と沈澱法を組み合わせ、化学的にコレ
ステロールを測ります。1,000㎎/dL以
上の高TG血症になると、BQ法自体の
正確性も怪しくなることもあって、TG 
1,000㎎/dLまでの範囲で直接法を使う
ことをすすめています。また、LDL-C
が20㎎/dL未満になるような場合はか
なり特殊な疾患の患者さんで、正常の
LDLと組成がだいぶ違います。異常な組
成のLDLはうまく測れないので、LDL-C
で20㎎/dL以上、TGだったら1,000㎎/dL
未満という条件で測ることをお願いし
ています。
　池脇　一般的にはLDLがそこまで低

い人もそんなに多くないし、TGが1,000
㎎/dL以上もそんなにはいないので、
大概の患者さんは大丈夫といってよい
ですね。
　三井田　そのほか注意すべき患者さ
んには、原発性胆汁性胆管炎で高コレ
ステロール血症を合併している場合が
あります。そういうときにはきちんと
測れないので、LDL-C直接法は使わな
いでいただきたいです。
　それから、日本人で多い高HDL血症
も注意が必要です。HDL-Cが100㎎/dL
ぐらいまではそんなに問題はありませ
んが、120㎎/dLとか、あるいは大量飲
酒者やCETP欠損症ではHDL-Cが150
㎎/dLとか200㎎/dLぐらいになります。

図　日本で市販されているLDL-C直接法試薬と基準法との差

（Miida T, et al. J Atheroscler Thromb 2017；24：583-99より改変して引用）
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国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター長
島　田　裕　之

（聞き手　池田志斈）

　近年、高齢者のロコモティブシンドローム対策として、様々な運動が奨励さ
れ、時には講習会なども開催されているようです。このような生涯スポーツを
考える上で、安全な競技としてゴルフがあると思います。ハンディキャップ制
やギア機能の向上により、より楽しく、プレーができるのもゴルフの大きなメ
リットだと思います。高齢者におけるスポーツ、特にゴルフを行うことによる
メリットや問題点などについてスポーツ医学の観点からご教示ください。
 ＜宮城県開業医＞

高齢者における生涯スポーツのメリットと問題点

　池田　島田先生、高齢者の運動、特
にゴルフについて質問が来ています。
質問では、ハンディキャップ制やギア
の向上によりゴルフが楽しくできるこ
とがメリットだと思うけれども、実際
にゴルフを行うことによって全身機能
に対するメリットはあるのだろうか、
ということです。これについて何かエ
ビデンスのようなものはありますか。
　島田　ゴルフを含めたスポーツが人
の健康に対して良好な影響を及ぼすと
いう研究は多々ありますが、ゴルフそ
のものに対しての新しいエビデンスと
して、高齢期の認知機能の改善に有効
であるという研究を行ってきました。

　池田　それはどのような研究なので
しょうか。
　島田　ゴルフをまだやられたことが
ない未経験の高齢者の方、あるいは途
中で中断して今やられていない方、100
人を対象にランダム化比較試験で、半
年の間、ゴルフをやっていただきまし
た。介入群については週１回のゴルフ
トレーニングを行いました。その前後
で認知機能検査の結果を比較したとこ
ろ、ゴルフをやった群において記憶力
の向上が認められたという結果が得ら
れています。
　池田　認知機能によかったというこ
とですが、具体的な年齢とか、今ラン

㎎/dLとかになると、どんどん値が高
くなってしまうことです。でも、この
場合は肝臓から分泌されたリポ蛋白の
数を反映するだけでなく、小腸から分
泌されるリポ蛋白も反映してしまいま
す。TGが600㎎/dL以下ぐらいの場合
と、それ以上の場合とでは意義が変わ
ってきますので、non-HDL-Cは、TG
が600㎎/dLぐらいを上限にして使って
いくことが大事です。
　池脇　私はTC、TG、HDL-Cを測っ
て、フリードワルドでLDL-Cを計算す
るやり方を続けているのですが、それ
には空腹であることと、TGが400㎎/dL
未満という条件があります。逆にいう
と、その条件に当てはまらないときに
はTCの代わりにLDL-Cでもよいです
か。
　三井田　そうですね。
　池脇　患者さんの脂質のプロファイ
ルによって、測定する項目のパターン
を一つ置いておいて、時々違うパター
ンで、違う角度で評価していく。
　三井田　ぜひそうしていただきたい
です。
　池脇　これがいいという結論は出に

くいですね。
　三井田　そうですね。LDL-C直接法
は食事を取った後で測っても同じ値が
出ます。そういう面では使いやすい。
　池脇　脂質から離れると、アポ蛋白
や電気泳動などを測ると思うのですが、
脂質以外の項目で何かありますか。
　三井田　胆汁うっ滞があるような患
者さんの場合は、LDL-CとかHDL-C
の測定自体が不確かになるので、アポ
蛋白を測るとよいと思います。胆汁う
っ滞ではアポ蛋白Eがかなり鋭敏に上
昇するので、そういうものを測ってい
ただいたらいいと思います。
　池脇　リポ蛋白の電気泳動も、２種
類ありますが、脂質のプロファイルに
プラスアルファの情報を与えてくれる
可能性があるのですね。
　三井田　レムナントが増えているか
どうかを見るのには簡単にできていい
と思います。
　池脇　レムナントはLem-LCですが、
どこかで１回測って、より広い角度で
患者さんを評価するのも必要ですか。
　三井田　そうですね。
　池脇　ありがとうございました。
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