
食べている方だとか、イソジンのうが
い薬を使っている方とかもTSHは上が
ってきます。そこら辺をちょっと注意
されるのも一つの手かと思います。
　山内　海藻の摂取は時々話題になり
ますが、あまりむきになって毎日食べ
るのはよくないのですか。
　菱沼　そう思います。和食のスープ
の昆布だしにも相当な量が入っている

というデータがあります。日本人は慣
れているので、それでそんなに影響が
あるかどうか、なかなか難しいところ
もありますが、根昆布は要注意です。
また、逆にいろいろなやせ薬に甲状腺
ホルモンが入っていることなどもある
ので、その辺はちょっと気をつけてい
ただいたほうがいいと思います。
　山内　ありがとうございました。

井上記念病院健康管理センター副センター長
小　林　淳　二

（聞き手　池脇克則）

　高度の高TG血症についてご教示ください。
　最近２例続けて、30歳代男性の高TG患者が来院され治療に難渋しておりま
すため、ご教示ください。１例は家族歴なし、飲酒なし、肥満あり、HbA1c 
6.5％前後のDMあり、ストロングスタチン、フィブラート製剤を使用していま
すが、TG 1,500～2,500㎎/dL、TCは150～180程度、最近急性膵炎で２回目の
入院となりました。入院絶食中はほぼ正常であったようですが、外来では元の
木阿弥です。日本医師会の講義では「専門医への紹介」とありますが、当地域
に該当機関はない状況です。もう１例はDMなし、痩せ型、家族歴、入院既往
歴なし、飲酒の多い方で、TG 1,000～2,000（フィブラート内服中）ほか脂質は
正常、肝機能障害もγGTPの軽度上昇（100前後）、断酒でやや軽快するも持続
があります。
 ＜三重県開業医＞

高度の高TG血症

　池脇　今回は、２人、高中性脂肪血
症の患者さんがいて、治療しているの
だけれどもなかなか、という質問です。
確かに私自身の印象としても、最近は
スタチン、エゼチミブ、PCSK９等々、
高LDL血症の管理は比較的容易になっ
た半面、高中性脂肪はなかなかコント
ロールできないという印象があります。
どうしてなのでしょうか。
　小林　今おっしゃったように、コレ

ステロールに関してはスタチンがかな
りよく効くということでどんどんエビ
デンスが確立されていますし、いろい
ろな種類のスタチンが手に入ります。
しかし、一方で中性脂肪に関しては、
薬が少なかったということと、もう一
つ重要なことはライフスタイル、特に
飲酒など、その影響をすごく強く受け
るのが中性脂肪ということがあって管
理しにくいということがあるのではな
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なってしまうことになります。
　池脇　この患者さんの場合、まれで
すけれども、専門家である先生から見
ると、LPLの可能性もあると言うこと
でしょうか。
　小林　否定できないと思います。
　池脇　ただ、この方は急性膵炎で入
院して、当然ある期間、絶食した。そ
のときにはほぼ正常まで中性脂肪が下
がっているのですね。
　小林　そうですね。
　池脇　LPL欠損症ではどうなのでし
ょうか。
　小林　重要な指摘ではないかと思い

ます。絶食中は当然、口から入る脂肪
も徹底的に制限されて、ほとんど入ら
ないということになります。よく言わ
れるLPL欠損症の食事療法をしっかり
満たしていることになるわけです。ほ
ぼ正常というのがどの程度の正常だっ
たか、ちょっと気になるところで、も
しこの疾患だとすれば、このように非
常によくなったとしても、若干TGが
高いという値が残ると思います。
　それともう一つ注意しなければなら
ないのは、これは私見もありますが、
この病気の場合にはHDLコレステロー
ルの値がものすごく低くなります。で

図１　リポ蛋白リパーゼ欠損症の臨床経過の一例

Kawashiri MA, Kobayashi J et al. J Clin Endocrinol Metab. 2005

いかと思います。
　池脇　確かに、LDLの場合はスタチ
ンあるいはエゼチミブを合わせて「は
い、終わり」みたいな感じでしたが、
中性脂肪は本人がきちんとした生活を
送ってくれないと薬の効果が100％出
ない感じがしますね。
　小林　そのとおりだと思います。薬
をしっかりのんでいても、糖質の多い
食事を取っている、脂っこい食事を取
っている、飲酒もしっかりしていると、
ほとんどの薬はなかなか効きづらいで
す。
　池脇　質問最初の症例は30代の男性
の高中性脂肪血症、しかもストロング
スタチンとフィブラートを内服してい
ても、中性脂肪が1,500～2,500㎎/dLで
す。この方、お酒は飲まれないのです。
そして肥満と、軽度ですけれども糖尿
病もある。しかも、急性膵炎のエピソ
ードが２回あるということです。家族
歴はない。著明な高中性脂肪血症の方
で、こういう数字を見て、先生はどう
考えられますか。
　小林　この症例の場合は、先生もお
っしゃいましたが、糖尿病はあるもの
の、コントロールがわりあいいい糖尿
病ということです。それ単独で中性脂
肪が悪くなることはあまり考えにくい
ですね。それから２回、急性膵炎を起
こしているということで、以前のデー
タもすごく気になります。スタチンと
フィブラートを使用していてもTG、中

性脂肪が1,500～2,500㎎/dL、しかもお
酒も飲まない。ひょっとすると家族的
なものかもしれません。家族歴なしと
いうことですが、もしその疾患だった
としても、劣性遺伝ということになり、
ご両親が正常でも、本人はそうなるこ
とがあるため、その可能性も否定でき
ないのではないかと考えます。
　池脇　数千ぐらいの中性脂肪、高中
性脂肪をきたす家族性のもの、あるい
は遺伝性の疾患というと、具体的には
どういう病気が出てくるのでしょうか。
　小林　最も有名なのはリポ蛋白リパ
ーゼ（LPL）欠損症になるかと思いま
すが、最近はそれに加えて幾つかいろ
いろな遺伝子の異常も明らかになって
きています。しかしやはり、一番有名
なものはリポ蛋白リパーゼ欠損症です。
この病気は非常に珍しく、100万人に
１人といわれているのですが、この病
気だとすると、こういった薬は効かな
い。糖尿病も大した糖尿病ではない。
お酒も飲まないということになると思
います。
　池脇　確かに、今フィブラートは、
LPLを活性化させる。LPLそのものが
なければ活性化のしようもないですね。
　小林　そのとおりです。LPLそのも
のがないか、あるいは、あっても遺伝
的に不利な、あるいは異常なLPLだと、
機能を持たないということになります。
いくらそのものを増やしても機能がな
いのですから、中性脂肪はすごく高く
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なってしまうことになります。
　池脇　この患者さんの場合、まれで
すけれども、専門家である先生から見
ると、LPLの可能性もあると言うこと
でしょうか。
　小林　否定できないと思います。
　池脇　ただ、この方は急性膵炎で入
院して、当然ある期間、絶食した。そ
のときにはほぼ正常まで中性脂肪が下
がっているのですね。
　小林　そうですね。
　池脇　LPL欠損症ではどうなのでし
ょうか。
　小林　重要な指摘ではないかと思い

ます。絶食中は当然、口から入る脂肪
も徹底的に制限されて、ほとんど入ら
ないということになります。よく言わ
れるLPL欠損症の食事療法をしっかり
満たしていることになるわけです。ほ
ぼ正常というのがどの程度の正常だっ
たか、ちょっと気になるところで、も
しこの疾患だとすれば、このように非
常によくなったとしても、若干TGが
高いという値が残ると思います。
　それともう一つ注意しなければなら
ないのは、これは私見もありますが、
この病気の場合にはHDLコレステロー
ルの値がものすごく低くなります。で

図１　リポ蛋白リパーゼ欠損症の臨床経過の一例

Kawashiri MA, Kobayashi J et al. J Clin Endocrinol Metab. 2005

いかと思います。
　池脇　確かに、LDLの場合はスタチ
ンあるいはエゼチミブを合わせて「は
い、終わり」みたいな感じでしたが、
中性脂肪は本人がきちんとした生活を
送ってくれないと薬の効果が100％出
ない感じがしますね。
　小林　そのとおりだと思います。薬
をしっかりのんでいても、糖質の多い
食事を取っている、脂っこい食事を取
っている、飲酒もしっかりしていると、
ほとんどの薬はなかなか効きづらいで
す。
　池脇　質問最初の症例は30代の男性
の高中性脂肪血症、しかもストロング
スタチンとフィブラートを内服してい
ても、中性脂肪が1,500～2,500㎎/dLで
す。この方、お酒は飲まれないのです。
そして肥満と、軽度ですけれども糖尿
病もある。しかも、急性膵炎のエピソ
ードが２回あるということです。家族
歴はない。著明な高中性脂肪血症の方
で、こういう数字を見て、先生はどう
考えられますか。
　小林　この症例の場合は、先生もお
っしゃいましたが、糖尿病はあるもの
の、コントロールがわりあいいい糖尿
病ということです。それ単独で中性脂
肪が悪くなることはあまり考えにくい
ですね。それから２回、急性膵炎を起
こしているということで、以前のデー
タもすごく気になります。スタチンと
フィブラートを使用していてもTG、中

性脂肪が1,500～2,500㎎/dL、しかもお
酒も飲まない。ひょっとすると家族的
なものかもしれません。家族歴なしと
いうことですが、もしその疾患だった
としても、劣性遺伝ということになり、
ご両親が正常でも、本人はそうなるこ
とがあるため、その可能性も否定でき
ないのではないかと考えます。
　池脇　数千ぐらいの中性脂肪、高中
性脂肪をきたす家族性のもの、あるい
は遺伝性の疾患というと、具体的には
どういう病気が出てくるのでしょうか。
　小林　最も有名なのはリポ蛋白リパ
ーゼ（LPL）欠損症になるかと思いま
すが、最近はそれに加えて幾つかいろ
いろな遺伝子の異常も明らかになって
きています。しかしやはり、一番有名
なものはリポ蛋白リパーゼ欠損症です。
この病気は非常に珍しく、100万人に
１人といわれているのですが、この病
気だとすると、こういった薬は効かな
い。糖尿病も大した糖尿病ではない。
お酒も飲まないということになると思
います。
　池脇　確かに、今フィブラートは、
LPLを活性化させる。LPLそのものが
なければ活性化のしようもないですね。
　小林　そのとおりです。LPLそのも
のがないか、あるいは、あっても遺伝
的に不利な、あるいは異常なLPLだと、
機能を持たないということになります。
いくらそのものを増やしても機能がな
いのですから、中性脂肪はすごく高く
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形成されなければ、いくらLPL欠損症
であっても、中性脂肪は上がりにくい
ことになります。
　池脇　確かに中性脂肪が1,000㎎/dL、
2,000㎎/dLを超えるとなると、主体は
カイロミクロンが血中に蓄積している
ので、そこをつくらなくする特殊な脂
肪を使うことになりますね。
　小林　中鎖中性脂肪になるかと思い
ます。これはけっこう以前から知られ
ています。
　池脇　もう１例は中性脂肪が1,000～
2,000㎎/dLぐらいです。しかも、もう
フィブラートはのんでいます。１例目
と違うのは、けっこうお酒が好きな方
でγGTPも高い。私も臨床でよく経験
していますが、背後にお酒があっても、
中性脂肪が1,000～2,000㎎/dLというほ
どひどい方はあまりいません。こうい
う方に関してどうしたらいいでしょう
かという質問です。
　小林　実は偶然、最近似たような症
例を２例続けてみました。やはり中年
の男性だったのですが、日本酒で３合
ぐらいを毎日飲むような方で、この症
例のように、フィブラートをのんでい
ても中性脂肪が3,000㎎/dLぐらいでず
っと続いています。フィブラートを使
って、中性脂肪3,000㎎/dLで、どうす
るか。１回断酒しましょうということ
で患者さんに提案し、４週間、断酒し
てもらったのです。そうしたら、なん
と中性脂肪が250㎎/dL、治療前の10分

の１ぐらいまで下がりました。人によ
ってですが、飲酒の影響がすごく強い
のではないかと思います。
　池脇　この症例は質問の最後のとこ
ろに、断酒でやや軽快するということ
が書かれています。本当にきっちりし
た断酒であると、１カ月ぐらい頑張れ
ばそれぐらいになるかどうかをチェッ
クする必要がありますね。
　小林　１回、徹底的に断酒してみる
価値はあるかもしれないですね。この
症例は先ほどの１例目と違って、LPL
欠損症ということはちょっと考えにく
いと思います。まずそれをやってみれ
ば、生活習慣の改善が効いてくるとい
うことではないかと思います。
　池脇　最近の中性脂肪は、生活習慣
だけではないということで、遺伝的な
背景での高中性脂肪血症というのは、
先ほどのLPL欠損症以外にも、いろい
ろな欠損が報告されているのですか。
　小林　そうなのです。アポA５の異
常だとか、やや専門的なことになって
しまうのですが、最近ではGPIHBP-１
というLPLの作用を助ける蛋白の欠損
とか、自己免疫疾患関連のものもあり
ます。GPIHBP-１の抗体が体の中にで
きてしまって、いわゆる膠原病に併発
した高中性脂肪血症になる方もいます。
それはしっかり膠原病を治療すること
によって、GPIHBP-１に対する抗体も
消失して高中性脂肪血症も改善すると
いうことですが、最近ではいろいろな

すから、ここには出ていないのですが、
そういったことも見る意味があると思
います。
　池脇　そうするとHDLが極端に低い、
例えば20㎎/dLを切るぐらいであれば、
LPL欠損症の可能性がある。それをど
うチェックするかはやはり専門医、あ
るいは専門の医療機関で、遺伝子レベ
ルで調べる。これはどこで行っている
のでしょうか。
　小林　わが国の中でも幾つか、そう
いった遺伝子解析を行っています。も
ちろん池脇先生のところもそうですし、
金沢大学あるいは千葉大学でも相談し

ていただければと思います。
　治療法としては、薬は非常に効きに
くい疾患ですので、徹底的な脂肪制限
と、中鎖中性脂肪（MCT）を混ぜて
みる、そんなこともトライする価値が
あるかと思います。
　池脇　MCTというのはなぜいいの
でしょうか。
　小林　普通、我々の脂肪は、腸から
吸収されて一度、カイロミクロンに再
合成されて血中に入ってきますが、そ
のカイロミクロンを形成しないことに
なります。ですから、MCTはカロリ
ーになるけれども、カイロミクロンが

図２　リポ蛋白代謝とリポ蛋白リパーゼ（LPL）

馬渕宏　高脂血症入門（文光堂2005）より一部改筆
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形成されなければ、いくらLPL欠損症
であっても、中性脂肪は上がりにくい
ことになります。
　池脇　確かに中性脂肪が1,000㎎/dL、
2,000㎎/dLを超えるとなると、主体は
カイロミクロンが血中に蓄積している
ので、そこをつくらなくする特殊な脂
肪を使うことになりますね。
　小林　中鎖中性脂肪になるかと思い
ます。これはけっこう以前から知られ
ています。
　池脇　もう１例は中性脂肪が1,000～
2,000㎎/dLぐらいです。しかも、もう
フィブラートはのんでいます。１例目
と違うのは、けっこうお酒が好きな方
でγGTPも高い。私も臨床でよく経験
していますが、背後にお酒があっても、
中性脂肪が1,000～2,000㎎/dLというほ
どひどい方はあまりいません。こうい
う方に関してどうしたらいいでしょう
かという質問です。
　小林　実は偶然、最近似たような症
例を２例続けてみました。やはり中年
の男性だったのですが、日本酒で３合
ぐらいを毎日飲むような方で、この症
例のように、フィブラートをのんでい
ても中性脂肪が3,000㎎/dLぐらいでず
っと続いています。フィブラートを使
って、中性脂肪3,000㎎/dLで、どうす
るか。１回断酒しましょうということ
で患者さんに提案し、４週間、断酒し
てもらったのです。そうしたら、なん
と中性脂肪が250㎎/dL、治療前の10分

の１ぐらいまで下がりました。人によ
ってですが、飲酒の影響がすごく強い
のではないかと思います。
　池脇　この症例は質問の最後のとこ
ろに、断酒でやや軽快するということ
が書かれています。本当にきっちりし
た断酒であると、１カ月ぐらい頑張れ
ばそれぐらいになるかどうかをチェッ
クする必要がありますね。
　小林　１回、徹底的に断酒してみる
価値はあるかもしれないですね。この
症例は先ほどの１例目と違って、LPL
欠損症ということはちょっと考えにく
いと思います。まずそれをやってみれ
ば、生活習慣の改善が効いてくるとい
うことではないかと思います。
　池脇　最近の中性脂肪は、生活習慣
だけではないということで、遺伝的な
背景での高中性脂肪血症というのは、
先ほどのLPL欠損症以外にも、いろい
ろな欠損が報告されているのですか。
　小林　そうなのです。アポA５の異
常だとか、やや専門的なことになって
しまうのですが、最近ではGPIHBP-１
というLPLの作用を助ける蛋白の欠損
とか、自己免疫疾患関連のものもあり
ます。GPIHBP-１の抗体が体の中にで
きてしまって、いわゆる膠原病に併発
した高中性脂肪血症になる方もいます。
それはしっかり膠原病を治療すること
によって、GPIHBP-１に対する抗体も
消失して高中性脂肪血症も改善すると
いうことですが、最近ではいろいろな

すから、ここには出ていないのですが、
そういったことも見る意味があると思
います。
　池脇　そうするとHDLが極端に低い、
例えば20㎎/dLを切るぐらいであれば、
LPL欠損症の可能性がある。それをど
うチェックするかはやはり専門医、あ
るいは専門の医療機関で、遺伝子レベ
ルで調べる。これはどこで行っている
のでしょうか。
　小林　わが国の中でも幾つか、そう
いった遺伝子解析を行っています。も
ちろん池脇先生のところもそうですし、
金沢大学あるいは千葉大学でも相談し

ていただければと思います。
　治療法としては、薬は非常に効きに
くい疾患ですので、徹底的な脂肪制限
と、中鎖中性脂肪（MCT）を混ぜて
みる、そんなこともトライする価値が
あるかと思います。
　池脇　MCTというのはなぜいいの
でしょうか。
　小林　普通、我々の脂肪は、腸から
吸収されて一度、カイロミクロンに再
合成されて血中に入ってきますが、そ
のカイロミクロンを形成しないことに
なります。ですから、MCTはカロリ
ーになるけれども、カイロミクロンが

図２　リポ蛋白代謝とリポ蛋白リパーゼ（LPL）
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ものがわかってきています。
　池脇　高中性脂肪のときにはどうし
てもフィブラートですが、最近新しい
フィブラートで、ペモフィブラートと
いうものが出ましたね。あれはどのよ
うな特徴があるのでしょうか。
　小林　PPAR-αに対する選択性がす
ごく高いものです。要するに中性脂肪
を下げる作用は非常に強いけれども、
今までのフィブラートが持っていたそ
のほかの作用、例えばクレアチニンを
上げてしまうようなことが従来はちょ
っと懸念されてきたわけです。今回の
選択性が非常に高いペモフィブラート
に関してはそういったことが起きにく
いということで、従来のフィブラート
にみられたクレアチニンが例えば0.9か
ら１に上がるとか、そういうことを懸
念しなくても済む新しいタイプのフィ
ブラートです。

　池脇　たしか、従来のフィブラート
は腎排泄性が多い中で、ペモフィブラ
ートは胆汁排泄性なので、腎機能が多
少落ちても使えるというメリットがあ
るのですね。
　小林　はい。それに加えて、さらに
選択性が高いですから、非常にいい作
用が表に出てくるという特徴があって、
中性脂肪もよくする。ただ、飲酒は制
限したうえでと考えてもらいたいと思
います。
　池脇　夢のような薬ではないのです
ね。
　小林　やはりライフスタイルの改善
は高中性脂肪血症に非常に効いてきま
す。そこはしっかり患者さんにやって
いただいて、そのうえで、もしコント
ロールがつかなければ併用することに
なると思います。
　池脇　ありがとうございました。

国際医療福祉大学三田病院消化器センター教授
羽　鳥　　隆

（聞き手　山内俊一）

　膵がんは近年、男女ともに増加しており、さらに診断された時点で遠隔転移
を起こしている症例も多く、他の検診の対象となっているがんと比較しても社
会的に大きな問題となりつつあると考えています。しかし、ほぼ発見されるま
で放置されているのが現状で、個人的に危惧しています。そろそろ、胃、大腸、
肺などのがんと同様に、検診が開始されるべきと考えます（私見では、単純
CT thin sliceで膵管拡張を引っかけるのがよいのではと考えます）。
　現在の「膵がん検診」の状況について、ご教示ください。
 ＜岡山県開業医＞

膵がん検診の状況

　山内　膵臓がんが最近増えてきてい
ることは周知の事実ですが、さて、早
期発見するのが非常に難しいがんとい
いますか、領域でもあります。まずは
超音波、そのあたりから教えていただ
けますか。
　羽鳥　まず最初に行う検査としては
腹部超音波検査が一番患者さんにとっ
ても負担が少ないし、簡単な方法であ
るので、入り口としてはそれが行われ
ます。
　山内　実際に超音波で簡単に見つか
るのかというと、そういう気もしない
のですが、いかがでしょうか。

　羽鳥　そうなのです。すごく便利な
検査法なのですが、弱点もありまして、
特に脂肪の影響だとか、空気の影響、
おなかだと腸管のガスの影響を受けや
すいので、検査をしてもなかなかうま
く膵臓が写らない部分が出てきてしま
います。
　山内　食事の影響も受けるというこ
とと、糖尿病だと太った方。糖尿病と
膵臓がんは非常に密接な関係もありま
すので、いつも悩ましいのですが、太
った方はなかなか検出が難しいという
ことですね。
　羽鳥　そうですね。膵臓の一部しか
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