
当初、肝臓の硬さを測る装置として開
発されたのですが、肝臓の中に脂肪が
あると、衝撃波を発生させたときに肝
臓の脂肪によりだんだんと超音波がは
じかれて減衰していきます。その減衰
の程度を測ることで肝臓の中の脂肪の
量まで定量できるようになり、肝臓の

硬さを測るのと同時に、脂肪の量まで
定量できる装置となっています。
　池脇　脂肪肝も判定できるのですね。
　米田　脂肪の量と肝臓の硬さという、
NAFLDやNASHの診療に重要な因子
を同時に測定できる機械です。
　池脇　ありがとうございました。

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

（聞き手　池脇克則）

　動脈硬化には、LDLコレステロールではなく、酸化LDLコレステロールが関
係しているとのことですが、LDLコレステロールは活性酸素によりすべて酸化
LDLコレステロールになるのでしょうか。また、ホモシステインと結合したLDL
コレステロールのみが酸化LDLコレステロールになるのでしょうか。ご教示く
ださい。
 ＜和歌山県開業医＞

動脈硬化と酸化LDLコレステロール

　池脇　今回は、酸化LDLコレステロ
ールということで、LDLの量ではなく
て、質についての質問です。なかなか
臨床のレベルで酸化LDLコレステロー
ルを評価するのは難しいように思うの
ですが、どうでしょう。
　小倉　家族性の方は、かなりLDLコ
レステロール値が高いので、その値を
とにかく下げるということで、指標と
して酸化LDLを使うことは実際はない
です。
　池脇　おそらくLDLが高ければ、そ
こから酸化変性するLDLも高いだろう。
すなわち、動脈硬化惹起性が高いだろ
う。おそらくはLDLコレステロールを
下げることで、酸化LDLコレステロー

ルも下げるという感じでしょうか。
　小倉　今のところそう考えています。
ただ、いわゆるsmall-dense LDLと言
われる小型で密度が高いLDLは確かに
酸化されやすいと報告されているので、
特に高中性脂肪血症を合併されている
ような患者さんでは注意して見ていま
す。
　池脇　質問の前半は、LDLコレステ
ロールは動脈硬化と関係なくて、酸化
LDLコレステロールこそが関係してい
る。疫学のデータは動脈硬化とLDLコ
レステロールは正の相関があるので、
そうなのかとも思いますが、マクロフ
ァージとの相性という意味ではこのと
おりなのでしょうか。
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けるのか、場合によっては血中でなの
か、このあたりはどの程度わかってい
るのでしょうか。
　小倉　少なくとも血管内膜では酸化
修飾を受けるのではないかとは聞いて
います。
　池脇　質問は、LDLコレステロール
がすべて酸化LDLコレステロールにな
るのか。すべてはならないような気が
するのですが、どうでしょう。
　小倉　LDLはステロイドホルモンや
胆汁酸、生体膜の材料としてのコレス
テロールを運搬するわけですから、速
やかにLDL受容体を介して必要な細胞
に取り込まれ、肝臓にも回収されます。
おそらく余った、長く停滞して酸化さ
れたものだけですので、多くのLDL中
のコレステロールは酸化されないと考

えています。
　池脇　すべてというよりも、おそら
く一部。ただ、どのぐらいかという正
確なデータについては、そもそも酸化
LDLコレステロールをきちんと測るア
ッセイがなかなかないように思うので
すが。
　小倉　先ほど申し上げたように、酸
化のプロセスはたくさんあるのです。
LDLという粒子を考えるとき、私はい
つもおまんじゅうにたとえますけれど
も、コレステロールとか中性脂肪が入
っているのはあんこの部分で、外側の
皮の部分にはリン脂質とか蛋白質とか、
そういったものが載っています。主な
蛋白、アポリポ蛋白Bというものだっ
たりとか、あとはリン脂質や蛋白が酸
化されることもあります。中のあんこ

図２　ホモシステインの代謝

高ホモシステイン血症の要因
・加齢・男性・閉経後女性
・喫煙・大量のコーヒー
・MTHFRの遺伝子多型
・ビタミンB6、B12、葉酸不足
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　小倉　普通のLDLは肝臓に多く発現
しているLDL受容体に速やかに取り込
まれます。ただ、家族性の方はLDL受
容体の経路が遺伝的に障害されている
わけですから、LDLがうまく取り込ま
れなくて血中に滞留します。一方、先
ほど申し上げたsmall-dense LDLはLDL
受容体との相性が悪いために血中に長
く滞在する。そうすると、酸化を受け
やすくなって、酸化されたLDLがマク
ロファージに発現しているスカベンジ
ャー受容体やToll-like receptorなどに
認識されて、マクロファージを活性化
してしまい、動脈硬化を進行させる。
そういうことで酸化LDL仮説というも

のがあると理解しています。
　池脇　どういう経路、機序で酸化す
るのか。今どのように理解されている
のでしょうか。
　小倉　質問にもあるのですが、確か
にホモシステインというものがLDLの
酸化を助長すると報告されています。
ほかに15-リポキシゲナーゼや、ミエ
ロペルオキシダーゼなどの酵素、金属
イオンによってLDLが酸化されること
も報告されています。
　池脇　酸化されやすいLDLがあるだ
ろうし、あるいは、酸化されるとして、
LDLは血管内皮の間から血管壁に入っ
ていきますよね。そこで酸化修飾を受

図１　粒子の大きさが小さく、比重が大きいLDLが酸化されやすい

直径＜25.5 nm
比重：1.044～1.063 g/mL

〈仮説〉
①LDL受容体に取り込まれにくい（血中に滞留しやすい）
②直径が小さいため、血管内皮下に入りやすい
③抗酸化物質の搭載が少なく、酸化変性を受けやすい
④LDLを酸化修飾するものとして、ホモシステイン、
　酵素（15-リポキシゲナーゼやミエロペルオキシダーゼ）、
　金属イオンなどが挙げられる

直径≧25.5 nm
比重：1.019～1.044 g/mL

small dense LDL large buoyant LDL
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けるのか、場合によっては血中でなの
か、このあたりはどの程度わかってい
るのでしょうか。
　小倉　少なくとも血管内膜では酸化
修飾を受けるのではないかとは聞いて
います。
　池脇　質問は、LDLコレステロール
がすべて酸化LDLコレステロールにな
るのか。すべてはならないような気が
するのですが、どうでしょう。
　小倉　LDLはステロイドホルモンや
胆汁酸、生体膜の材料としてのコレス
テロールを運搬するわけですから、速
やかにLDL受容体を介して必要な細胞
に取り込まれ、肝臓にも回収されます。
おそらく余った、長く停滞して酸化さ
れたものだけですので、多くのLDL中
のコレステロールは酸化されないと考

えています。
　池脇　すべてというよりも、おそら
く一部。ただ、どのぐらいかという正
確なデータについては、そもそも酸化
LDLコレステロールをきちんと測るア
ッセイがなかなかないように思うので
すが。
　小倉　先ほど申し上げたように、酸
化のプロセスはたくさんあるのです。
LDLという粒子を考えるとき、私はい
つもおまんじゅうにたとえますけれど
も、コレステロールとか中性脂肪が入
っているのはあんこの部分で、外側の
皮の部分にはリン脂質とか蛋白質とか、
そういったものが載っています。主な
蛋白、アポリポ蛋白Bというものだっ
たりとか、あとはリン脂質や蛋白が酸
化されることもあります。中のあんこ

図２　ホモシステインの代謝

高ホモシステイン血症の要因
・加齢・男性・閉経後女性
・喫煙・大量のコーヒー
・MTHFRの遺伝子多型
・ビタミンB6、B12、葉酸不足
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　小倉　普通のLDLは肝臓に多く発現
しているLDL受容体に速やかに取り込
まれます。ただ、家族性の方はLDL受
容体の経路が遺伝的に障害されている
わけですから、LDLがうまく取り込ま
れなくて血中に滞留します。一方、先
ほど申し上げたsmall-dense LDLはLDL
受容体との相性が悪いために血中に長
く滞在する。そうすると、酸化を受け
やすくなって、酸化されたLDLがマク
ロファージに発現しているスカベンジ
ャー受容体やToll-like receptorなどに
認識されて、マクロファージを活性化
してしまい、動脈硬化を進行させる。
そういうことで酸化LDL仮説というも

のがあると理解しています。
　池脇　どういう経路、機序で酸化す
るのか。今どのように理解されている
のでしょうか。
　小倉　質問にもあるのですが、確か
にホモシステインというものがLDLの
酸化を助長すると報告されています。
ほかに15-リポキシゲナーゼや、ミエ
ロペルオキシダーゼなどの酵素、金属
イオンによってLDLが酸化されること
も報告されています。
　池脇　酸化されやすいLDLがあるだ
ろうし、あるいは、酸化されるとして、
LDLは血管内皮の間から血管壁に入っ
ていきますよね。そこで酸化修飾を受

図１　粒子の大きさが小さく、比重が大きいLDLが酸化されやすい

直径＜25.5 nm
比重：1.044～1.063 g/mL

〈仮説〉
①LDL受容体に取り込まれにくい（血中に滞留しやすい）
②直径が小さいため、血管内皮下に入りやすい
③抗酸化物質の搭載が少なく、酸化変性を受けやすい
④LDLを酸化修飾するものとして、ホモシステイン、
　酵素（15-リポキシゲナーゼやミエロペルオキシダーゼ）、
　金属イオンなどが挙げられる

直径≧25.5 nm
比重：1.019～1.044 g/mL

small dense LDL large buoyant LDL
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際に臨床試験として行われました。
　池脇　結果はどうだったのですか。
　小倉　小規模試験では効果があると
いうのがいくつか報告されましたが、
2006年に「New England Journal of 
Medicine」に報告されたHOPE-２とい
う試験では、55歳以上のハイリスクな
患者さん、5,000例ぐらいを２群に分け
て、片群で先ほど申し上げたビタミン
を、もう片方はプラセボを服用しても
らいました。約５年間の追跡で、確か
にビタミン内服群では血中ホモシステ
インは低下しましたが、残念ながら心
血管イベント発症には、両群で差はな
かったという結果でした。
　池脇　観察研究や前向き研究で何か
関係があったとしても、介入すると予
想どおりに出ないことがあります。ホ
モシステインも今のところ、はっきり
とした介入の有用性のエビデンスはま
だないということですね。
　小倉　そうなりますね。

　池脇　酸化LDLコレステロールが
動脈硬化に関係しているのであれば、
LDLコレステロールを測定すると同時
に、酸化LDLコレステロール、あるい
はその指標になるような検査はないの
かということだと思いますが、どうで
しょうか。
　小倉　マロンジアルデヒド、MDA
という酸化指標があって、MDA-LDL
を測定することはできます。あとは、
間接的になりますが、小型のLDLの存
在を予測する指標としてLDLコレステ
ロールをアポBで割り算した比やリポ
蛋白電気泳動（ポリアクリルアミドゲ
ル電気泳動）でのLDL相対移動度など
を用いること、最近ではsmall-dense 
LDLコレステロールの測定法も開発は
されています。
　池脇　様々な検査が開発中というと
ころでしょうか。どうもありがとうご
ざいました。

に入っているコレステリルエステルと
いうのですが、それが酸化されること
もあるので、どこをターゲットにして
測定するのかが難しいだろうと思いま
す。
　池脇　私も聞きかじりなのですが、
たしかLp（a）という特殊なリポ蛋白
が酸化される。それが動脈硬化と関連
しているという報告もあったように思
いますから、酸化修飾というのは必ず
しもLDLに限ったわけではないのです
ね。
　小倉　おそらくそう思います。
　池脇　例えば透析の患者さんや関節
リウマチの患者さんの場合は慢性炎症
でしょうし、そういった方は必ずしも
LDLが高くなくても動脈硬化が進展し
ているのは、酸化LDLが関係している
かもしれませんね。
　小倉　そうですね。
　池脇　後半の質問で、ホモシステイ
ンと酸化LDLコレステロールはどうな
のでしょう。ホモシステインがLDLコ
レステロールを酸化させるのですか。
　小倉　LDLと結合してラジカル、い
わゆる活性酸素をつくって酸化させる
といわれています。
　池脇　確かにホモシステインの歴史
では、酵素欠損症でホモシステインが
高い症例で早期の動脈硬化を合併しま
すよね。
　小倉　はい。1969年にホモシスチン
尿症の患者さんが若くして動脈硬化を

発症することが報告され、注目を浴び
るようになったと聞いています。
　池脇　そうすると、ホモシステイン
と動脈硬化は、いろいろな機序がある
にしても、質問の先生がおっしゃるよ
うな酸化LDLコレステロールを介した
ものが考えられるということですか。
　小倉　そうですね。
　池脇　そうすると、ホモシステイン
をきちんとコントロールする。場合に
よっては下げるような手段というのは、
一般的にどんな方法ですか。
　小倉　まず、ホモシステインがどう
いう人で高いかというお話をさせてい
ただくと、生理的には加齢や男性、閉
経後の女性で高いことがわかっていま
す。生活習慣ですと、喫煙やコーヒー
が関与しているといわれています。遺
伝的には、MTHFR、メチレンテトラ
ヒドロ葉酸還元酵素というややこしい
名前の酵素があって、その遺伝子多型
によって決められてもいるそうです。
特に注目されているのがビタミンB6、
B12、葉酸が不足している方で高いこ
とがわかっています。
　血中のホモシステインが高いことは、
確かに冠動脈疾患や脳卒中のリスクに
なるとか、そういう患者さんにおける
ホモシステインの血中濃度が高かった
というエビデンスがありました。ビタ
ミンB6やB12、葉酸を使ってホモシス
テインを下げると動脈硬化性疾患のリ
スクを下げられるか、ということも実
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際に臨床試験として行われました。
　池脇　結果はどうだったのですか。
　小倉　小規模試験では効果があると
いうのがいくつか報告されましたが、
2006年に「New England Journal of 
Medicine」に報告されたHOPE-２とい
う試験では、55歳以上のハイリスクな
患者さん、5,000例ぐらいを２群に分け
て、片群で先ほど申し上げたビタミン
を、もう片方はプラセボを服用しても
らいました。約５年間の追跡で、確か
にビタミン内服群では血中ホモシステ
インは低下しましたが、残念ながら心
血管イベント発症には、両群で差はな
かったという結果でした。
　池脇　観察研究や前向き研究で何か
関係があったとしても、介入すると予
想どおりに出ないことがあります。ホ
モシステインも今のところ、はっきり
とした介入の有用性のエビデンスはま
だないということですね。
　小倉　そうなりますね。

　池脇　酸化LDLコレステロールが
動脈硬化に関係しているのであれば、
LDLコレステロールを測定すると同時
に、酸化LDLコレステロール、あるい
はその指標になるような検査はないの
かということだと思いますが、どうで
しょうか。
　小倉　マロンジアルデヒド、MDA
という酸化指標があって、MDA-LDL
を測定することはできます。あとは、
間接的になりますが、小型のLDLの存
在を予測する指標としてLDLコレステ
ロールをアポBで割り算した比やリポ
蛋白電気泳動（ポリアクリルアミドゲ
ル電気泳動）でのLDL相対移動度など
を用いること、最近ではsmall-dense 
LDLコレステロールの測定法も開発は
されています。
　池脇　様々な検査が開発中というと
ころでしょうか。どうもありがとうご
ざいました。

に入っているコレステリルエステルと
いうのですが、それが酸化されること
もあるので、どこをターゲットにして
測定するのかが難しいだろうと思いま
す。
　池脇　私も聞きかじりなのですが、
たしかLp（a）という特殊なリポ蛋白
が酸化される。それが動脈硬化と関連
しているという報告もあったように思
いますから、酸化修飾というのは必ず
しもLDLに限ったわけではないのです
ね。
　小倉　おそらくそう思います。
　池脇　例えば透析の患者さんや関節
リウマチの患者さんの場合は慢性炎症
でしょうし、そういった方は必ずしも
LDLが高くなくても動脈硬化が進展し
ているのは、酸化LDLが関係している
かもしれませんね。
　小倉　そうですね。
　池脇　後半の質問で、ホモシステイ
ンと酸化LDLコレステロールはどうな
のでしょう。ホモシステインがLDLコ
レステロールを酸化させるのですか。
　小倉　LDLと結合してラジカル、い
わゆる活性酸素をつくって酸化させる
といわれています。
　池脇　確かにホモシステインの歴史
では、酵素欠損症でホモシステインが
高い症例で早期の動脈硬化を合併しま
すよね。
　小倉　はい。1969年にホモシスチン
尿症の患者さんが若くして動脈硬化を

発症することが報告され、注目を浴び
るようになったと聞いています。
　池脇　そうすると、ホモシステイン
と動脈硬化は、いろいろな機序がある
にしても、質問の先生がおっしゃるよ
うな酸化LDLコレステロールを介した
ものが考えられるということですか。
　小倉　そうですね。
　池脇　そうすると、ホモシステイン
をきちんとコントロールする。場合に
よっては下げるような手段というのは、
一般的にどんな方法ですか。
　小倉　まず、ホモシステインがどう
いう人で高いかというお話をさせてい
ただくと、生理的には加齢や男性、閉
経後の女性で高いことがわかっていま
す。生活習慣ですと、喫煙やコーヒー
が関与しているといわれています。遺
伝的には、MTHFR、メチレンテトラ
ヒドロ葉酸還元酵素というややこしい
名前の酵素があって、その遺伝子多型
によって決められてもいるそうです。
特に注目されているのがビタミンB6、
B12、葉酸が不足している方で高いこ
とがわかっています。
　血中のホモシステインが高いことは、
確かに冠動脈疾患や脳卒中のリスクに
なるとか、そういう患者さんにおける
ホモシステインの血中濃度が高かった
というエビデンスがありました。ビタ
ミンB6やB12、葉酸を使ってホモシス
テインを下げると動脈硬化性疾患のリ
スクを下げられるか、ということも実
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