
ことができる。こういったことが実現
できるのではないかと期待されていま
す。
　池田　今よりもバーチャルリアリテ
ィであるとか、AIが進んで、看護師
さんがそこで何か診察をしていると、
医師のほうにそれがリアルに伝わって
くる。
　田村　その場に自分が居合わせたか
のようなかたちで見ることができる。
臨場感があるかたちですね。
　池田　それだと非常にわかりやすい
ですね。
　田村　そうですね。
　池田　その人の状態が把握しやすい。
このまま診療していいのかとか、ある

いはデータを見ながら違う診療に変え
ていく。時代の変化とともに、これが
広がっていく可能性が高いのですね。
　田村　そうですね。通信をうまく使
うのはすごく大切なことだと思います。
ただ、一方で、例えば手当てと呼ばれ
るような、患者さんにじかに医師が触
れることによって得られる効果もある
と思いますので、その辺はうまく使い
分けていく議論がもっと深まっていか
なければいけないと個人的にも思いま
す。
　池田　人対人がやはり大切ですね。
　田村　そうですね。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

群馬大学循環器内科教授
倉　林　正　彦

（聞き手　池脇克則）

　高脂血症のLDL-C/HDL-C比についてご教示ください。
　臨床ではLDL-CもHDL-Cも高値である患者さんに遭遇することがあります。例
えばLDL-Cが220㎎/dL、HDL-Cが110㎎/dLだった場合、L/H比は２：１となり
ます。
　このような場合、年齢にもよりますが高血圧症や糖尿病などの合併が認めら
れず、家族歴にも大きな異常がない場合の治療法の選択についてご教示くださ
い。私の場合、60歳代で合併症がない場合は投薬をせずに経過観察でみている
ことが多いです。例えば、コレステロール分画を詳細に調べて治療法の一助と
すべきなのでしょうか。
 ＜千葉県開業医＞

高脂血症のLDL-CとHDL-C比

　池脇　LDLコレステロール（-C）/
HDLコレステロール（-C）比、L/H比
ということです。いつだったかはっき
り覚えていませんが、L/H比は1.5とい
われていた時期があって、最近はあま
り聞かなくなりました。どういう背景
でL/H比が脚光を浴びたのですか。
　倉林　L/Hはあくまでも公式に学会
がつくっているガイドラインには盛り
込まれていませんので、一つの指標と
考えていただきたいと思います。
　2007年ぐらいにこのL/H比について

提唱したのですが、そのころ、強力な
スタチンが登場し、比較的容易にLDL- 
Cを低下させることが可能になりまし
た。そして、冠動脈疾患の患者さん、あ
るいは糖尿病の患者さんを対象にした
多くの大規模臨床試験が行われ、LDL- 
Cは低ければ低いほどよいという、い
わゆるThe lower the betterというコ
ンセプトが確立されつつありました。
そして、冠動脈疾患の既往のない糖尿
病患者さんでは120㎎/dL未満、冠動脈
疾患の既往のある方では100㎎/dL未満
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盛んに行われて、LDL-Cをどのくらい
下げるとプラークが退縮するかという
ような研究も盛んに発表されました。
そして、LDL-Cが100㎎/dLを下回る
ような患者さんでも、HDL-Cが低い
とプラークは進展するということが報
告されました。そこでLDL-CとHDL-C
を組み合わせたL/H比が有用ではない
かということです。
　池脇　介入試験で、スタチンでLDL- 
Cを下げた。同じぐらいにLDL-Cが下
がっても、HDL-Cで階層化すると、や
はりHDL-Cが低い人が、リスクが高い
というデータがありました。そういう
意味ではL/H比によって今までできな
かったリスク評価ができたわけですが、
なぜ最近あまり聞かないのでしょうか。
　倉林　LDL-Cと違って、HDL-Cにつ
いては詳細な管理目標値が定められて
いません。トリグリセライドとの関係
であるとか、肥満、飲酒、メタボ、そ
の他の要因でHDL-C値は大きく動くの
で、管理目標値の設定が難しかったと
いうのがあるのではないでしょうか。
　池脇　LDL-Cはスタチンをはじめと
していろいろなことで動かせる指標で
すが、HDL-Cは運動や禁煙ぐらいで、
なかなか薬がありません。
　倉林　確かにそうですね。
　池脇　そういった意味では臨床のデ
ータを蓄積していくのがやや難しかっ
たのかもしれませんね。
　倉林　おっしゃるとおりでしょうね。

もう一つは、機能があくまでも問題な
のでしょうが、一般検査では機能が判
定できません。大阪大学や金沢大学の
ような脂質研究を中心に行われている
ような先生方のデータを見ても、地域
によってかなり高HDL血症の意味合い
が違うということもあります。
　池脇　この指標のいいところは、低
HDL血症のリスクをこの比で拾い上げ
るというところだと思いますが、今回
の質問のように、HDL-Cが110㎎/dL
と著明な高HDL血症でLDL-Cも200㎎/
dLを超えている。でも、比はまずまず
ということです。
　倉林　これは、L/H比の考え方をい
ろいろなところでお話しさせていただ
いたときに、必ずといっていいほど出
る質問です。ガイドラインで提唱する
LDL-Cの数値を管理目標値まで下げて
いただくというのがまず大事なことだ
と思います。その上でHDL-Cにも注目
していただいて、低HDL血症であれば、
L/H比を重要視していただきたいと思
います。高HDL血症についてはあまり
L/H比には重点を置かないほうがいい
かもしれないですね。
　池脇　この患者さんの背景、年齢は
わかりませんが、高血圧、糖尿病の合
併症はなく、家族歴もなく、おそらく一
次予防ですが、低リスクでも160㎎/dL、
高リスクであれば120㎎/dLがLDL-Cの
管理目標値で、220㎎/dLはだいぶ上回
っていますので、LDL-Cをきちんと下

といったような、比較的詳細な目標値
が設定されました。
　一方、HDL-Cとトリグリセライドに
ついては大まかに基準が定められまし
た。我々の施設で、初発の急性心筋梗
塞の患者さんの入院時のLDL-Cを調べ
たことがあるのですが、初発ですから、
ガイドラインでは120㎎/dL未満を守っ
ていれば管理良好というような数値だ
ったのですが、44％もの患者さんが
120㎎/dL未満でありながら心筋梗塞
を起こしていたということで、LDL-C
の管理だけでは不十分であることがわ
かりました（図）。そうした患者さん
のHDL-Cは低い方が多いので、では

比を取ってみようとL/H比を見てみた
ら、80％以上の人が1.5以上でした。そ
こで、1.5未満にしたほうがリスクのあ
る人を拾い上げられるのではないかと
L/H比を提唱させていただいたのです。
　池脇　確かにガイドラインも基本的
にはLDL-Cありき、それがプライマリ
ーなターゲットで、心筋梗塞でもLDL- 
Cが低い方がけっこういらっしゃる。
そういうHDL-Cが低い人をできれば
MIになる前に引っかけるという意味
では、L/H比の可能性があったのです
ね。
　倉林　そうですね。当時、臨床研究
で血管内超音波を使った研究がかなり

図　初発急性冠症候群発症時のLDL-C値

対象・方法： 2007年１月から2010年４月に群馬大学医学部附属病院に入院した初発急性
冠症候群発症患者209例のコレステロール値分布を検討（患者平均年齢67.2
歳、男性77人、女性23人。なお、入院時点で87％の患者はスタチン未投与）

 中野明彦、倉林正彦：Therapeutic Research. 31：1711-1717, 2010.
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盛んに行われて、LDL-Cをどのくらい
下げるとプラークが退縮するかという
ような研究も盛んに発表されました。
そして、LDL-Cが100㎎/dLを下回る
ような患者さんでも、HDL-Cが低い
とプラークは進展するということが報
告されました。そこでLDL-CとHDL-C
を組み合わせたL/H比が有用ではない
かということです。
　池脇　介入試験で、スタチンでLDL- 
Cを下げた。同じぐらいにLDL-Cが下
がっても、HDL-Cで階層化すると、や
はりHDL-Cが低い人が、リスクが高い
というデータがありました。そういう
意味ではL/H比によって今までできな
かったリスク評価ができたわけですが、
なぜ最近あまり聞かないのでしょうか。
　倉林　LDL-Cと違って、HDL-Cにつ
いては詳細な管理目標値が定められて
いません。トリグリセライドとの関係
であるとか、肥満、飲酒、メタボ、そ
の他の要因でHDL-C値は大きく動くの
で、管理目標値の設定が難しかったと
いうのがあるのではないでしょうか。
　池脇　LDL-Cはスタチンをはじめと
していろいろなことで動かせる指標で
すが、HDL-Cは運動や禁煙ぐらいで、
なかなか薬がありません。
　倉林　確かにそうですね。
　池脇　そういった意味では臨床のデ
ータを蓄積していくのがやや難しかっ
たのかもしれませんね。
　倉林　おっしゃるとおりでしょうね。

もう一つは、機能があくまでも問題な
のでしょうが、一般検査では機能が判
定できません。大阪大学や金沢大学の
ような脂質研究を中心に行われている
ような先生方のデータを見ても、地域
によってかなり高HDL血症の意味合い
が違うということもあります。
　池脇　この指標のいいところは、低
HDL血症のリスクをこの比で拾い上げ
るというところだと思いますが、今回
の質問のように、HDL-Cが110㎎/dL
と著明な高HDL血症でLDL-Cも200㎎/
dLを超えている。でも、比はまずまず
ということです。
　倉林　これは、L/H比の考え方をい
ろいろなところでお話しさせていただ
いたときに、必ずといっていいほど出
る質問です。ガイドラインで提唱する
LDL-Cの数値を管理目標値まで下げて
いただくというのがまず大事なことだ
と思います。その上でHDL-Cにも注目
していただいて、低HDL血症であれば、
L/H比を重要視していただきたいと思
います。高HDL血症についてはあまり
L/H比には重点を置かないほうがいい
かもしれないですね。
　池脇　この患者さんの背景、年齢は
わかりませんが、高血圧、糖尿病の合
併症はなく、家族歴もなく、おそらく一
次予防ですが、低リスクでも160㎎/dL、
高リスクであれば120㎎/dLがLDL-Cの
管理目標値で、220㎎/dLはだいぶ上回
っていますので、LDL-Cをきちんと下

といったような、比較的詳細な目標値
が設定されました。
　一方、HDL-Cとトリグリセライドに
ついては大まかに基準が定められまし
た。我々の施設で、初発の急性心筋梗
塞の患者さんの入院時のLDL-Cを調べ
たことがあるのですが、初発ですから、
ガイドラインでは120㎎/dL未満を守っ
ていれば管理良好というような数値だ
ったのですが、44％もの患者さんが
120㎎/dL未満でありながら心筋梗塞
を起こしていたということで、LDL-C
の管理だけでは不十分であることがわ
かりました（図）。そうした患者さん
のHDL-Cは低い方が多いので、では

比を取ってみようとL/H比を見てみた
ら、80％以上の人が1.5以上でした。そ
こで、1.5未満にしたほうがリスクのあ
る人を拾い上げられるのではないかと
L/H比を提唱させていただいたのです。
　池脇　確かにガイドラインも基本的
にはLDL-Cありき、それがプライマリ
ーなターゲットで、心筋梗塞でもLDL- 
Cが低い方がけっこういらっしゃる。
そういうHDL-Cが低い人をできれば
MIになる前に引っかけるという意味
では、L/H比の可能性があったのです
ね。
　倉林　そうですね。当時、臨床研究
で血管内超音波を使った研究がかなり

図　初発急性冠症候群発症時のLDL-C値

対象・方法： 2007年１月から2010年４月に群馬大学医学部附属病院に入院した初発急性
冠症候群発症患者209例のコレステロール値分布を検討（患者平均年齢67.2
歳、男性77人、女性23人。なお、入院時点で87％の患者はスタチン未投与）

 中野明彦、倉林正彦：Therapeutic Research. 31：1711-1717, 2010.

ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020） （173）  1312 （172） ドクターサロン64巻３月号（2 . 2020）

2003本文.indd   13 2020/02/14   14:54



げたほうがよいでしょうか。
　倉林　そのほうがよいと思います。
家族性高コレステロール血症（FH）の
可能性も否定できないくらいの高LDL- 
C血症ですので、LDL-Cは厳格に管理
したほうがよいと思います。
　池脇　まれかもしれませんが、FH
でCETP欠損症を合併してLDL-Cと
HDL-Cともに高い場合には、必ずし
も動脈硬化フリーとはいえないですか
ら。
　倉林　そう思います。
　池脇　コレステロール分画を調べる
のはどうですか、ということですが、
多分、電気泳動法のことをおっしゃっ
ているのでしょうか。
　倉林　そうでしょうね。少なくとも
トリグリセライドのデータを知りたい
ですね。それから空腹時と随時でどう
いう数字なのかも調べていただいた上
で、あとは家族歴でしょうね。
　池脇　これだけ高いLDL-Cがどのく

らいの間続いているのか不明ですが、
年齢が60代であれば、動脈硬化の評価
の一つとして頸動脈超音波は行ってお
いたほうがいいですね。
　倉林　行ったほうがいいでしょうね。
　池脇　先生のお話で、確かにL/H比
はLDL-C単独では拾い上げられないリ
スクを拾い上げるメリットはあるけれ
ども、ガイドラインに入れ込むという
のはなかなか難しいということですね。
　倉林　そうですね。
　池脇　最後に、分母のHDL-Cを上げ
ればこの比はよくなりますが、なかな
か最近HDL-Cの介入試験の結果はよく
ないですね。
　倉林　大きな製薬企業がCETP阻害
薬の開発に乗り出して、ほとんどのも
のが失敗に終わりました。今の関心は
HDL-Cよりもむしろトリグリセライド
のほうに移っていると思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

東海大学八王子病院神経内科教授
野　川　　茂

（聞き手　山内俊一）

　MRIなどの所見にみられる（無症候性）大脳びまん性白質病変の病的意義や
対応についてご教示ください。
 ＜千葉県勤務医＞

大脳びまん性白質病変

　山内　我々もよく読影から、大脳白
質病変が見られたという報告を得るこ
とが多いのですが、やはりこれは高齢
者に多いものと考えてよいのでしょう
か。
　野川　これは高齢とともに増えてき
ます。ただし、最近、人間ドックなど
でMRIを撮った際、大脳白質病変が見
つかりましたという紹介状をいただく
ことがあり、必ずしも高齢者だけでは
なく、いろいろな方に見られる所見で
す。
　山内　大ざっぱに、高齢者ですと、
どのぐらいの頻度で見られるものなの
でしょうか。
　野川　60歳以上の高齢者の10％ぐら
いに見られるという報告があります。
特に、高血圧、高脂血症、糖尿病、メ
タボリックシンドロームがある方によ

く見られるといわれています。
　山内　さて、大脳白質病変というも
のは、どういったものなのでしょうか。
　野川　これが意外と難しいのですが、
MRI上での所見ですので、いろいろな
ものを見ている可能性があります。先
生方もよくご承知のとおり、白質とい
うのは、脳の表面にある皮質の内側に
あり、軸索という神経線維と、それを
取り囲むオリゴデンドロサイトの一部
である髄鞘からなるわけですが、その
部分に何らかの変化が起きたものとい
えます。
　よくあるのは血流不全等で髄鞘が壊
れたり、あるいは若い方に見られる多
発性硬化症という病気では免疫異常で
この髄鞘が壊れていくことがあります。
それから、正常圧水頭症という病気で
は髄液が脳室サイドからしみ出てきて、
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