
井上記念病院健康管理センター センター長
小　林　淳　二

（聞き手　池脇克則）

　脂質管理についてご教示ください。
　LDL-Cに関しては、L/H比、吹田スコア等の指標がありますが、現在最もコン
センサスを得られているのはどういったものでしょうか。また、DM患者さん
は年齢にかかわらず、LDL-C 120㎎/dL以下を目指してスタチンを投与すべきで
しょうか。
　TGについても、投薬開始の基準など、ご教示ください。
 ＜鹿児島県開業医＞

脂質管理

　池脇　LDLコレステロールに関して、
吹田スコアはガイドラインでも使われ
ているスコアですが、何が最もコンセ
ンサスを得られているのでしょうかと
いう質問をいただきました。この点は
いかがでしょうか。
　小林　まずL/H比、これは一時かな
り注目されて、今も私は参考にしてい
ます。LDLは悪玉、HDLは善玉で、そ
の両者のバランスを見た指標というこ
とで、この比率が高いと冠動脈疾患に
なりやすい。具体的に言いますと、こ
の比率が2.5以上だと心筋梗塞になる可
能性が非常に強い。逆に1.5未満であれ
ば血管が非常にきれいではないかとい

うことで、幾つか国内外で疫学研究の
結果もあります。
　一方、吹田スコアですが、こちらは
動脈硬化性疾患予防ガイドラインで採
用されていまして、スコアの多寡によ
って冠動脈疾患のリスクを判定する方
法です。
　池脇　確かにL/H比はひところ脚光
を浴びていましたが、L/H比がガイド
ラインに組み込まれている事実はあり
ません。何かの指標としてはいいかも
しれないけれども、繁用するものでは
なさそうですね。
　小林　日常診療では頻回に使われる
のは予防ガイドラインのほうでして、

2017年度版もそうですし、一つ古い
2012年度版もそうですが、冠動脈疾患
予防のための具体的なLDLコレステロ
ール到達目標と幾つに設定するかを示
したガイドラインです。
　池脇　2012年はたしか吹田スコアで
はなくて、日本データ80、これは死亡
でしたね。
　小林　そのとおりです。
　池脇　この吹田スコアは発症なので、
比較的リスクの階層化ができるメリッ
トがあるのでしょうか。
　小林　そうです。2012年のガイドラ
インでは日本データ80が採用され、そ
のときは10年間の冠動脈疾患による死
亡ということで定められていました。
今回の吹田スコアの場合は死亡率では
なくて発症率で定められています。
　もう少しお話しさせていただきます
と、この吹田スコアを使う前に、まず
患者さんの層別ということで、まず冠
動脈疾患の既往がある方の場合にはそ
の時点で二次予防になります。冠動脈
疾患がない場合には４つの因子に該当
する方がいて、その方々は高リスクに
なります。その４つとは、CKD、糖尿
病、非心原性脳梗塞、そして末梢動脈
硬化症です。今申し上げた４つのどれ
かに該当した場合、吹田スコアを計算
するまでもなく、高リスクになります。
　池脇　二次予防ほどではないにして
も、高リスクなので一次予防の高リス
クにいって、それにも該当しないとこ

ろでこの吹田スコアが使われるのです
ね。
　小林　そのとおりです。今申し上げ
た４つに該当しない場合には、その方
の対象者の年齢、性別、喫煙の有無、
また高血圧の有無、LDL、HDL、そう
いった値によって層別化していって、
最終的に点数を加点します。合計の点
数を計算し、スコアを求めるのですが、
具体的にその点数が40以下ですと低リ
スクになります。56以上ですと高リス
クになりますから、40と56の間がリス
クに該当するのです。
　池脇　吹田スコアを一個一個、該当
する点数を加算するのは、お願いする
のにやや手間がかかる感じがするので
すが、日本動脈硬化学会でアプリがあ
るのですよね。
　小林　そのとおりです。日本動脈硬
化学会から配布されているアプリがあ
りまして、自分の該当する値を入れて
いくと自動的にリスクのカテゴリーを
計算してくれます。
　池脇　質問の先生は、中でも糖尿病
の患者さんに関して、もちろん二次予
防であればハイリスクだけれども、一
次予防の糖尿病という点でいくと高リ
スクになるので、LDLの管理目標値は
120㎎/dL未満ですね。
　小林　それを目標値と考えてよいか
と思います。先ほどもCKD以下４つの
疾患を申し上げましたが、糖尿病はそ
の中の一つであり、それがあることに
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井上記念病院健康管理センター センター長
小　林　淳　二

（聞き手　池脇克則）

　脂質管理についてご教示ください。
　LDL-Cに関しては、L/H比、吹田スコア等の指標がありますが、現在最もコン
センサスを得られているのはどういったものでしょうか。また、DM患者さん
は年齢にかかわらず、LDL-C 120㎎/dL以下を目指してスタチンを投与すべきで
しょうか。
　TGについても、投薬開始の基準など、ご教示ください。
 ＜鹿児島県開業医＞

脂質管理

　池脇　LDLコレステロールに関して、
吹田スコアはガイドラインでも使われ
ているスコアですが、何が最もコンセ
ンサスを得られているのでしょうかと
いう質問をいただきました。この点は
いかがでしょうか。
　小林　まずL/H比、これは一時かな
り注目されて、今も私は参考にしてい
ます。LDLは悪玉、HDLは善玉で、そ
の両者のバランスを見た指標というこ
とで、この比率が高いと冠動脈疾患に
なりやすい。具体的に言いますと、こ
の比率が2.5以上だと心筋梗塞になる可
能性が非常に強い。逆に1.5未満であれ
ば血管が非常にきれいではないかとい

うことで、幾つか国内外で疫学研究の
結果もあります。
　一方、吹田スコアですが、こちらは
動脈硬化性疾患予防ガイドラインで採
用されていまして、スコアの多寡によ
って冠動脈疾患のリスクを判定する方
法です。
　池脇　確かにL/H比はひところ脚光
を浴びていましたが、L/H比がガイド
ラインに組み込まれている事実はあり
ません。何かの指標としてはいいかも
しれないけれども、繁用するものでは
なさそうですね。
　小林　日常診療では頻回に使われる
のは予防ガイドラインのほうでして、

2017年度版もそうですし、一つ古い
2012年度版もそうですが、冠動脈疾患
予防のための具体的なLDLコレステロ
ール到達目標と幾つに設定するかを示
したガイドラインです。
　池脇　2012年はたしか吹田スコアで
はなくて、日本データ80、これは死亡
でしたね。
　小林　そのとおりです。
　池脇　この吹田スコアは発症なので、
比較的リスクの階層化ができるメリッ
トがあるのでしょうか。
　小林　そうです。2012年のガイドラ
インでは日本データ80が採用され、そ
のときは10年間の冠動脈疾患による死
亡ということで定められていました。
今回の吹田スコアの場合は死亡率では
なくて発症率で定められています。
　もう少しお話しさせていただきます
と、この吹田スコアを使う前に、まず
患者さんの層別ということで、まず冠
動脈疾患の既往がある方の場合にはそ
の時点で二次予防になります。冠動脈
疾患がない場合には４つの因子に該当
する方がいて、その方々は高リスクに
なります。その４つとは、CKD、糖尿
病、非心原性脳梗塞、そして末梢動脈
硬化症です。今申し上げた４つのどれ
かに該当した場合、吹田スコアを計算
するまでもなく、高リスクになります。
　池脇　二次予防ほどではないにして
も、高リスクなので一次予防の高リス
クにいって、それにも該当しないとこ

ろでこの吹田スコアが使われるのです
ね。
　小林　そのとおりです。今申し上げ
た４つに該当しない場合には、その方
の対象者の年齢、性別、喫煙の有無、
また高血圧の有無、LDL、HDL、そう
いった値によって層別化していって、
最終的に点数を加点します。合計の点
数を計算し、スコアを求めるのですが、
具体的にその点数が40以下ですと低リ
スクになります。56以上ですと高リス
クになりますから、40と56の間がリス
クに該当するのです。
　池脇　吹田スコアを一個一個、該当
する点数を加算するのは、お願いする
のにやや手間がかかる感じがするので
すが、日本動脈硬化学会でアプリがあ
るのですよね。
　小林　そのとおりです。日本動脈硬
化学会から配布されているアプリがあ
りまして、自分の該当する値を入れて
いくと自動的にリスクのカテゴリーを
計算してくれます。
　池脇　質問の先生は、中でも糖尿病
の患者さんに関して、もちろん二次予
防であればハイリスクだけれども、一
次予防の糖尿病という点でいくと高リ
スクになるので、LDLの管理目標値は
120㎎/dL未満ですね。
　小林　それを目標値と考えてよいか
と思います。先ほどもCKD以下４つの
疾患を申し上げましたが、糖尿病はそ
の中の一つであり、それがあることに
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よって、吹田スコアを計算するまでも
なく高リスクになって、管理目標値は
LDLコレステロール120㎎/dL未満にな
ります。
　池脇　糖尿病に関して、基本的には
スタチンを使うことになると思うので
すが、糖尿病の一次予防の患者さんの
スタチンによる心血管イベントの抑制
効果は確立されているのですね。
　小林　2000年代の初めぐらいにCA-
RDS試験が発表されました。あのとき
はアトロバスタチンでしたが、LDLコ
レステロールがあまり高くない糖尿病
患者さんでスタチンを使い、LDLコレ
ステロールを下げることによって心血
管イベントが下がるという試験です。
　その後もかなりの数の研究成果が出
てきます。今、一番有名なのはCTTコ
ラボレーショントライアルです。スタ
チンの数多く、たしか26個のRCT、ラ
ンダム化解析を合計17万人の対象にメ
タ解析した成績で、これはある意味ス
タチンのゴールドスタンダード的な研
究なのですが、これによりますと、糖
尿病患者さんであってもなくても、ス
タチンによってLDLコレステロールを
しっかり下げることで、冠動脈疾患が
低下することが明らかにされています。
　池脇　確かにCTTのメタ解析の最初
の論文のディスカッションでは、いわ
ゆるガイドラインのゴール、ターゲッ
トは、あまりスタチンの効果を十分に
発揮できるようなシステムではなく、

目の前の患者さんのLDLをどのくらい
下げるかという、絶対量がその患者さ
んのリスクを減らすことを規定してい
ます。LDLが120㎎/dL未満でも動脈硬
化が強い人の場合は、スタチンを使っ
てもいいのかもしれません。
　小林　そのとおりだと思います。糖
尿病の患者さんであっても、例えば二
次予防が非常に極端なことになると思
いますが、そういう非常にリスクの高
い方については、もっとLDLコレステ
ロールを下げることが必要かと思いま
す。
　池脇　ターゲットというシステムの
ガイドラインもあって、一般医にもス
タチンを中心としたLDL管理は浸透し
てきています。
　一方で今回の質問の最後のところは
中性脂肪、先生は中性脂肪の専門家で
もありますが、中性脂肪は値が上がっ
たり下がったりするので、なかなか判
断が難しいですよね。
　小林　先生がおっしゃるように、中
性脂肪はLDLコレステロールよりもさ
らにライフスタイルの影響を受けやす
いという特徴があります。中性脂肪に
関しては、わが国のガイドラインでは
空腹時の値が150㎎/dL未満にと示され
ていますが、まずライフスタイルを改
善させることによって改善するかどう
かを見るべきだと思います。
　また、高中性脂肪血症の患者さんの
血清は白濁しており、それがLDLが単

独で高い人のケースとちょっと違うか
なと。濁った血清が全身をめぐってい
る。
　LDLが高い場合にはコレステロール
そのものが細胞の中に入って動脈硬化
を起こすのですが、中性脂肪が高い人
はLDL粒子サイズが小さくなり、非常
に動脈硬化を形成しやすいLDLに変え
てしまうとか、あるいはレムナントが
増えるとか、いろいろな代謝異常を巻
き込みます。そういった意味でも中性
脂肪を下げることが大事ではないかと
考えております。
　池脇　中性脂肪は基本的には食後で
はなくて空腹時で見るという考え方が
ずっと続いていますが、海外のいろい
ろな疫学のデータを見ますと、空腹時
よりもむしろ食後の中性脂肪が独立し
た心血管イベントの危険因子だという
報告がありますね。
　小林　おっしゃるとおりで、有名な
ところではデンマークのグループ、あ
るいは米国のグループもそうですが、
わが国でも非空腹時TGのリスクに関
する疫学研究をされている先生がいら
っしゃいます。中性脂肪というのは食
事の影響を非常に受けやすいわけです
から、空腹時だけのことを規定するの
ではなく、非空腹時のTGの管理につ
いても今後は目標を定めていくべきで
はないかと考えています。
　池脇　例えば、基本は空腹で来ても
らうにしても、時々食後に来ていただ

いて、そこで採血した中性脂肪、なか
なか今日本でこれ以上であればという
のはないですが、海外ではだいたいの
数字が出てきていると聞いていますが。
　小林　欧州の動脈硬化性疾患のガイ
ドラインでは空腹時に関してはTGが
150㎎/dL以上で介入する、非空腹時に
関しては175㎎/dL以上で介入する、と
推奨されています。まだわが国では空
腹時トリグリセリド値については目標
値150㎎/dL未満と定めていますが、非
空腹時に関しては明確な目標値は定め
ていません。
　池脇　そういったことで治療介入を
図るかどうか決めて、まずはライフス
タイルの改善を頑張ってもらって、そ
れでもなかなかというとき、病態とし
たらフィブラートがちょうどいい。た
だ、その方がもしスタチンをのんでい
たら、なかなか併用は難しいなと思っ
ていたのですが、最近そのあたりの敷
居が多少なくなってきたと聞きました。
　小林　おっしゃるとおりで、一昨年
10月にスタチンとフィブラートの原則
禁忌がなくなり、併用注意に変わって
きています。それに加えて、最近では
選択的PPARαモデュレーターである
ペマフィブラートという薬物が出てき
ました。これまでは、フィブラート系
薬物は必ず血清クレアチニンが多少上
がることを覚悟しながら使ったのです
が、今回のペマフィブラートに関して
はそういうフィブラートの特徴的な、

ドクターサロン64巻11月号（10 . 2020） （861）  1312 （860） ドクターサロン64巻11月号（10 . 2020）

2011_HONBUN.indd   12-13 2020/10/19   16:02



よって、吹田スコアを計算するまでも
なく高リスクになって、管理目標値は
LDLコレステロール120㎎/dL未満にな
ります。
　池脇　糖尿病に関して、基本的には
スタチンを使うことになると思うので
すが、糖尿病の一次予防の患者さんの
スタチンによる心血管イベントの抑制
効果は確立されているのですね。
　小林　2000年代の初めぐらいにCA-
RDS試験が発表されました。あのとき
はアトロバスタチンでしたが、LDLコ
レステロールがあまり高くない糖尿病
患者さんでスタチンを使い、LDLコレ
ステロールを下げることによって心血
管イベントが下がるという試験です。
　その後もかなりの数の研究成果が出
てきます。今、一番有名なのはCTTコ
ラボレーショントライアルです。スタ
チンの数多く、たしか26個のRCT、ラ
ンダム化解析を合計17万人の対象にメ
タ解析した成績で、これはある意味ス
タチンのゴールドスタンダード的な研
究なのですが、これによりますと、糖
尿病患者さんであってもなくても、ス
タチンによってLDLコレステロールを
しっかり下げることで、冠動脈疾患が
低下することが明らかにされています。
　池脇　確かにCTTのメタ解析の最初
の論文のディスカッションでは、いわ
ゆるガイドラインのゴール、ターゲッ
トは、あまりスタチンの効果を十分に
発揮できるようなシステムではなく、

目の前の患者さんのLDLをどのくらい
下げるかという、絶対量がその患者さ
んのリスクを減らすことを規定してい
ます。LDLが120㎎/dL未満でも動脈硬
化が強い人の場合は、スタチンを使っ
てもいいのかもしれません。
　小林　そのとおりだと思います。糖
尿病の患者さんであっても、例えば二
次予防が非常に極端なことになると思
いますが、そういう非常にリスクの高
い方については、もっとLDLコレステ
ロールを下げることが必要かと思いま
す。
　池脇　ターゲットというシステムの
ガイドラインもあって、一般医にもス
タチンを中心としたLDL管理は浸透し
てきています。
　一方で今回の質問の最後のところは
中性脂肪、先生は中性脂肪の専門家で
もありますが、中性脂肪は値が上がっ
たり下がったりするので、なかなか判
断が難しいですよね。
　小林　先生がおっしゃるように、中
性脂肪はLDLコレステロールよりもさ
らにライフスタイルの影響を受けやす
いという特徴があります。中性脂肪に
関しては、わが国のガイドラインでは
空腹時の値が150㎎/dL未満にと示され
ていますが、まずライフスタイルを改
善させることによって改善するかどう
かを見るべきだと思います。
　また、高中性脂肪血症の患者さんの
血清は白濁しており、それがLDLが単

独で高い人のケースとちょっと違うか
なと。濁った血清が全身をめぐってい
る。
　LDLが高い場合にはコレステロール
そのものが細胞の中に入って動脈硬化
を起こすのですが、中性脂肪が高い人
はLDL粒子サイズが小さくなり、非常
に動脈硬化を形成しやすいLDLに変え
てしまうとか、あるいはレムナントが
増えるとか、いろいろな代謝異常を巻
き込みます。そういった意味でも中性
脂肪を下げることが大事ではないかと
考えております。
　池脇　中性脂肪は基本的には食後で
はなくて空腹時で見るという考え方が
ずっと続いていますが、海外のいろい
ろな疫学のデータを見ますと、空腹時
よりもむしろ食後の中性脂肪が独立し
た心血管イベントの危険因子だという
報告がありますね。
　小林　おっしゃるとおりで、有名な
ところではデンマークのグループ、あ
るいは米国のグループもそうですが、
わが国でも非空腹時TGのリスクに関
する疫学研究をされている先生がいら
っしゃいます。中性脂肪というのは食
事の影響を非常に受けやすいわけです
から、空腹時だけのことを規定するの
ではなく、非空腹時のTGの管理につ
いても今後は目標を定めていくべきで
はないかと考えています。
　池脇　例えば、基本は空腹で来ても
らうにしても、時々食後に来ていただ

いて、そこで採血した中性脂肪、なか
なか今日本でこれ以上であればという
のはないですが、海外ではだいたいの
数字が出てきていると聞いていますが。
　小林　欧州の動脈硬化性疾患のガイ
ドラインでは空腹時に関してはTGが
150㎎/dL以上で介入する、非空腹時に
関しては175㎎/dL以上で介入する、と
推奨されています。まだわが国では空
腹時トリグリセリド値については目標
値150㎎/dL未満と定めていますが、非
空腹時に関しては明確な目標値は定め
ていません。
　池脇　そういったことで治療介入を
図るかどうか決めて、まずはライフス
タイルの改善を頑張ってもらって、そ
れでもなかなかというとき、病態とし
たらフィブラートがちょうどいい。た
だ、その方がもしスタチンをのんでい
たら、なかなか併用は難しいなと思っ
ていたのですが、最近そのあたりの敷
居が多少なくなってきたと聞きました。
　小林　おっしゃるとおりで、一昨年
10月にスタチンとフィブラートの原則
禁忌がなくなり、併用注意に変わって
きています。それに加えて、最近では
選択的PPARαモデュレーターである
ペマフィブラートという薬物が出てき
ました。これまでは、フィブラート系
薬物は必ず血清クレアチニンが多少上
がることを覚悟しながら使ったのです
が、今回のペマフィブラートに関して
はそういうフィブラートの特徴的な、
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クレアチニン増加に伴うGFRの若干の
低下は、いっさいなくなったのです。
より一層スタチンとの併用がしやすく
なったという感じです。

　池脇　中性脂肪の治療もしやすくな
ってきたということですね。
　小林　そのとおりだと思います。
　池脇　ありがとうございました。

北里大学脳神経内科学主任教授
西　山　和　利

（聞き手　池脇克則）

　急性期脳梗塞では、t-PA静注療法が標準治療ですが、血栓回収療法のエビデ
ンスが蓄積されてきたと聞きます。最新治療についてご教示ください。
 ＜埼玉県勤務医＞

急性期脳梗塞

　池脇　脳梗塞の急性期の治療では、
t-PAの静注、そして最近は血栓回収療
法の２つの治療がありますが、2018年
の暮れに脳卒中・循環器病対策基本法
が制定され、こういった血管疾患をき
ちんと治療しなければいけないと、ま
すます脳卒中の治療が大事になってき
た中で、この質問をいただきました。
　まず脳卒中のタイプから教えてくだ
さい。
　西山　脳卒中というのは脳の血管が
切れたり、詰まったりして起こる疾患
のことですが、脳卒中を大きく分けま
すと、ひとつは出血性の脳卒中、つま
りくも膜下出血、脳内出血です。もう
一つが虚血性の脳卒中、いわゆる脳梗
塞に当たります。この２つが大きく脳
卒中の中身になります。
　池脇　出血性と虚血性では病気の機

序が違いますから、当然治療も変わっ
てきますね。
　西山　そうですね。特に最近進歩が
目覚ましいのが虚血性脳卒中、いわゆ
る脳梗塞の治療でして、t-PA静注療法
や血栓回収療法、こういったところは
長足の進歩を遂げているといわれてい
ます。
　池脇　時間が非常に大事な疾患で、

“time is brain”という言葉を聞きます。
患者さんに早く来てもらって、t-PA、
あるいは血栓回収療法を行うかが大事
だと思うのですが、t-PAに関しては、
適用拡大もあったようです。現状はど
うなのでしょうか。
　西山　t-PA静注療法は2005年に日本
でも解禁されました。当初は発症から
３時間以内の脳梗塞の患者さんにt-PA
を使っていいということでしたが、適
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