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禁忌（次の患者には投与しないこと）
1. 本剤の成分又はジヒドロピリジン系化合物に対し過敏症の既往
歴のある患者

2. 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人〔添付文書の「妊婦、産
婦、授乳婦等への投与」の項参照〕

3. アリスキレンを投与中の糖尿病患者（ただし、他の降圧治療を
行ってもなお血圧のコントロールが著しく不良の患者を除く）
〔非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧の
リスク増加が報告されている。「重要な基本的注意」の項参照〕

〈効能・効果に関連する使用上の注意〉　過度な血圧低下のおそれ等があり、本剤を高
血圧治療の第一選択薬としないこと。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉　1. 以下のイルベサルタンとアムロジピンの用法・
用量を踏まえ、患者毎に用量を決めること。　イルベサルタン　通常、成人にはイルベサル
タンとして50～100mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、
1日最大投与量は200mgまでとする。　アムロジピン・高血圧症　通常、成人にはアムロ
ジピンとして2.5～5mgを1日1回経口投与する。なお、症状に応じ適宜増減するが、効果
不十分な場合には1日1回10mgまで増量することができる。　2. 原則として、イルベサル
タン100mg及びアムロジピンとして5mgを併用している場合、あるいはいずれか一方を
使用し血圧コントロールが不十分な場合に、100mg/5mgへの切り替えを検討すること。
3. 原則として、イルベサルタン100mg及びアムロジピンとして5mgを併用若しくは
100mg/5mgで血圧コントロールが不十分な場合に、100mg/10mgへの切り替えを検
討すること。

使用上の注意（抜粋）　1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）　（1）両側性腎
動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者〔「重要な基本的注意」の項参照〕
（2）高カリウム血症の患者〔「重要な基本的注意」の項参照〕　（3）重篤な腎機能障害のある患
者〔過度の降圧により腎機能を悪化させるおそれがある。〕　（4）肝機能障害のある患者、特
に胆汁性肝硬変及び胆汁うっ滞のある患者〔イルベサルタンは主に胆汁中に排泄されるため、
これらの患者では血中濃度が上昇するおそれがある。アムロジピンは主として肝臓で代謝さ
れるため、肝機能障害のある患者では、血中濃度半減期の延長及び血中濃度－時間曲線下面
積（AUC）が増大することがある。アムロジピン高用量（10mg）において副作用の発現頻度
が高くなる可能性があるので、増量時には慎重に投与すること。「副作用」、添付文書の「薬物
動態」の項参照〕　（5）脳血管障害のある患者〔過度の降圧が脳血流不全を引き起こし、病態
を悪化させるおそれがある。〕　（6）高齢者〔添付文書の「高齢者への投与」の項参照〕　2. 重
要な基本的注意　（1）本剤はイルベサルタンとアムロジピンの配合剤であり、イルベサルタ

ンとアムロジピン双方の副作用が発現するおそれがあるため、適切に本剤の使用を検討する
こと。　（2）両側性腎動脈狭窄のある患者又は片腎で腎動脈狭窄のある患者においては、イ
ルベサルタンによる腎血流量の減少や糸球体ろ過圧の低下により急速に腎機能を悪化させ
るおそれがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。
（3）高カリウム血症の患者においては、イルベサルタンにより高カリウム血症を増悪させるお
それがあるので、治療上やむを得ないと判断される場合を除き、使用は避けること。また、腎
機能障害、コントロール不良の糖尿病等により血清カリウム値が高くなりやすい患者では、高
カリウム血症が発現するおそれがあるので、血清カリウム値に注意すること。　（4）アリスキレ
ンを併用する場合、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあるため、患
者の状態を観察しながら慎重に投与すること。なお、eGFRが60mL/min/1.73m2未満の腎
機能障害のある患者へのアリスキレンとの併用については、治療上やむを得ないと判断され
る場合を除き避けること。　（5）本剤の投与によって、一過性の急激な血圧低下を起こすおそ
れがあるので、そのような場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、特に次の患
者では患者の状態を十分に観察すること。　1）血液透析中の患者　2）利尿降圧剤投与中の
患者　3）厳重な減塩療法中の患者　（6）イルベサルタンを含むアンジオテンシンⅡ受容体拮
抗剤投与中に重篤な肝機能障害があらわれたとの報告がある。肝機能検査を実施するなど
観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
（7）降圧作用に基づくめまい、ふらつきがあらわれることがあるので、高所作業、自動車の運
転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。　（8）手術前24時間は投与しないこ
とが望ましい。　（9）アムロジピンは血中濃度半減期が長く投与中止後も緩徐な降圧効果が
認められるので、本剤投与中止後に他の降圧剤を使用するときは、用量並びに投与間隔に留
意するなど患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。　3. 相互作用　アムロジピンの
代謝には主として薬物代謝酵素CYP3A4が関与していると考えられている。　併用注意（併
用に注意すること）　カリウム保持性利尿剤 スピロノラクトン/トリアムテレン等、カリウム補
給剤 塩化カリウム、アリスキレン、アンジオテンシン変換酵素阻害剤、非ステロイド性抗炎症
薬（NSAIDs）/COX-2選択的阻害剤、リチウム、降圧作用を有する薬剤、CYP3A4阻害剤 エ
リスロマイシン/ジルチアゼム/リトナビル/イトラコナゾール等、CYP3A4誘導剤 リファンピ
シン等、グレープフルーツジュース、シンバスタチン、タクロリムス　4. 副作用　承認時まで
の臨床試験において、1,294例中153例（11.8％）に臨床検査値異常を含む副作用が認めら
れた。主な副作用はめまい・ふらつき10例（0.8％）、浮腫10例（0.8％）、肝機能障害10例
（0.8％）、CK（CPK）上昇10例（0.8％）、ALT（GPT）上昇9例（0.7％）等であった。　（1）重大
な副作用　1）血管浮腫（頻度不明）　顔面、口唇、咽頭、舌等の腫脹を症状とする血管浮腫
があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、
適切な処置を行うこと。　2）高カリウム血症（頻度不明）　重篤な高カリウム血症があらわれ
ることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに適切な処置を行
うこと。　3）ショック、失神、意識消失（いずれも頻度不明）　ショック、血圧低下に伴う失神、
意識消失があらわれることがあるので、観察を十分に行い、冷感、嘔吐、意識消失等があら
われた場合には、直ちに適切な処置を行うこと。特に、血液透析中、厳重な減塩療法中、利尿
降圧剤投与中の患者では患者の状態を十分に観察すること。　4）腎不全（頻度不明）　腎不
全があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止
し、適切な処置を行うこと。　5）劇症肝炎、肝機能障害、黄疸（いずれも頻度不明）　劇症肝
炎、AST（GOT）、ALT（GPT）、ALP、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれる
ことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置
を行うこと。　6）低血糖（頻度不明）　低血糖があらわれることがある（糖尿病治療中の患者
であらわれやすい）ので、観察を十分に行い、脱力感、空腹感、冷汗、手の震え、集中力低下、
痙攣、意識障害等があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。　7）横紋筋
融解症（頻度不明）　筋肉痛、脱力感、CK（CPK）上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇を特
徴とする横紋筋融解症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような場合に
は直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。また、横紋筋融解症による急性腎不全の発
症に注意すること。　8）無顆粒球症、白血球減少、血小板減少（いずれも頻度不明）　無顆粒
球症、白血球減少、血小板減少があらわれることがあるので、検査を行うなど観察を十分に
行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。　9）房室ブロック
（頻度不明）　房室ブロック（初期症状：徐脈、めまい等）があらわれることがあるので、異常が
認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
●その他の使用上の注意は、添付文書をご参照ください。

効能・効果　高血圧症

用法・用量　通常、成人には1日1回1錠（イルベサルタン/アムロジピンとして
100mg/5mg又は100mg/10mg）を経口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬とし
て用いない。

イルベサルタン／アムロジピンベシル酸塩配合錠

長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤 薬価基準収載

劇薬・処方箋医薬品（注意ー医師等の処方箋により使用すること）

提携製造販売元〔資料請求先〕 発売〔資料請求先〕
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脂質異常症の薬物療法に関して最近大きな進展があった。PCSK9 阻害薬という循環器領域では初めての分
子標的薬の上市と、フーリエ研究でその心血管イベント抑制効果が明らかにされたことである。フーリエ研
究の意義は LDL コレステロールが 30m/dl に低下した際の有効性と安全性を証明したことにより、今後欧米
や日本の脂質異常症治療のガイドラインに影響を与えることは間違いないであろう。又この薬剤により、家
族性高コレステロール血症（FH）という疾患がクローズアップされ、頻度の高いヘテロ型の FH がスクリー
ニングにより診断され、動脈硬化病変を評価し適切に治療されるようになることは、心血管病予防の観点か
らも望ましい事である。PCSK9 という新しい標的分子に関する基礎研究も期待される。スタチンに関しては
REAL-CAD の結果が発表され、日本人の二次予防の積極的脂質療法の有用性が示された。一方、高中性脂肪
血症に関しては、FIELD 研究や BIP 研究等では、フィブラートの心血管イベント抑制作用は証明されていな
いが、SPARM という、より PPAR αに選択的に作用する薬剤の上市が予定され、大規模臨床研究が進行中で
ある。CETP 阻害剤は多くの大規模試験においてはネガティブの結果であったが、最近の REVEAL 研究では、
ポジティブの結果であり、CETP 阻害の意義は確立していない。そこで今回は、脂質異常症治療の最新の現況
として、改訂された動脈硬化学会ガイドラインや各種治療薬の現状をエキスパートの先生方に御執筆いただ
いた。本特集が読者の心血管病予防の指針の一助になることを期待する。

編集委員長のことば
佐賀大学　医学部　循環器内科　野出 孝一
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

改訂のポイント

動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版にお
ける改訂ポイントに関して、2012 年版との違いを
中心に述べたい。今回のガイドラインにおいては、
これまでとは異なり、一部に Clinical Question（CQ）
とシステマティック・レビュー (SR) を導入し、危
険因子の評価における脂質異常症、動脈硬化性疾患
の絶対リスクと脂質管理目標値、生活習慣の改善
における食事療法と薬物療法において、CQ を作成
し SR を行った。リスクの評価に関しては、前回同
様絶対リスクで行うこととしたが、今回は NIPPON 

DATA80 ではなく、冠動脈疾患の発症をエンドポイ
ントとした吹田研究がもっとも適切と判断し採用し
た。リスクについては、これまでの危険因子に加え
て高尿酸血症、睡眠時無呼吸症候群も考慮すべき病
態として取り上げた。　また、二次予防においてよ
り厳格な脂質管理を要する病態として家族性高コレ

ステロール血症（FH）に合併した冠動脈疾患、急
性冠症候群を取り上げ、LDL コレステロール 70mg/

dl 未満の目標を設定した。また、糖尿病を合併し
た二次予防においても他の高リスク病態の合併があ
る場合にはこの基準に準ずるとした。さらに新薬の
登場、小児 FH へのスタチン適応拡大などに伴い、
FH の診断・治療の記載を詳細に行い、治療法に関
してはフローチャートを用いた。

脂質異常症診断基準・管理基準

これまでのガイドラインにおいては LDL コレ
ステロール（LDL-C）、トリグリセライド（TG）、
HDL コレステロール（HDL-C）の基準を用いてい
たが、今回の改訂ではあらたに non-HD コレステ
ロールを加え、動脈硬化性疾患予防のためのスク
リーニングにおける脂質異常症診断基準を表 1 のよ
うに設定した。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 
改訂のポイント

荒井　秀典

国立長寿医療研究センター

要旨
2017年に改訂となった動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017年版について、前回のガイドラ

インからの改訂点を中心に述べる。今回は危険因子の評価における脂質異常症、動脈硬化性疾患
の絶対リスクと脂質管理目標値、生活習慣の改善における食事療法と薬物療法の項では、Clinical 

Question(CQ)を作成しシステマティック・レビュー（SR）を行った。リスクの評価は 2012年版
で絶対リスク算出に用いた NIPPON DATA80ではなく、吹田研究を採用した。また、高尿酸血症、
睡眠時無呼吸症候群も考慮すべき病態として取り上げた。家族性高コレステロール血症や急性冠症
候群など、二次予防での高リスク病態においては、現在の LDL-C100mg/dl未満よりさらに厳格な
LDL-Cの管理を提言した。

 キーワード   動脈硬化性疾患、吹田スコア、システマティックレビュー、 
家族性高コレステロール血症
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今回の改訂においても、空腹時採血で総コレステ
ロ ー ル（TC）、TG、HDL-C を 測 定 し、Friedewald

式（LDL-C = TC-HDL-C-TG/5）にて LDL-C を算出
することを基本とする。ただし、食後採血の場合や
TG が 400 mg/dL 以上の時にはこの式は用いること
ができないため、non-HDL-C（= TC-HDL-C）を用
いることが推奨される。LDL-C 直接法については、
以前よりも正確性が上がってきており、Friedewald

式の代わりに用いることも可能であるが、これまで
のエビデンスはすべて Friedewald 式により得られて
いることから計算式を用いて LDL-C を求めること
が推奨される。

2012 年版のガイドラインでは、一次予防患者は
絶対リスクに応じた層別化を行うことで、その層別
化に応じた脂質管理基準を設定した。今回のガイド
ラインにおいては冠動脈疾患による死亡ではなく冠
動脈疾患の発症をエンドポイントとして採用すべき
という意見が多く、それに最もふさわしい吹田研究
を選択し、その成果に基づいた吹田スコアを作成し
た（図 1）。図 2 に示す通り吹田スコアの算出は煩
雑であるため、日常診療で容易に使用できるように、
カテゴリー分類を行うためのアプリを作成した。日
常診療においてはアプリの活用で患者教育を行う
ことが推奨される。また、2007 年版のように年齢、
性及び危険因子の個数により層別化するチャートも
作成している（図 3）。

このカテゴリー分類に応じた脂質管理目標値を表
2 に示す。一次予防では原則として一定期間の生活
習慣改善を行い、その効果を判定した後に薬物療法
の適用を考慮する。なお、低リスク・中リスクの
患者における管理目標値は到達努力目標値であり、
LDL-C 20 ～ 30% の低下により冠動脈疾患が約 30%

低下することも示されていることより、20 ～ 30%

図 1　冠動脈疾患予防からみた LDL コレステロール管
理目標設定のための吹田スコアを用いたフロー
チャート

表 1　脂質異常症診断基準（空腹時採血）*

図 2　吹田スコアによる冠動脈疾患発症リスク予測モデル
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の低下を目標としてもよいこととしたのは前回同様
である。二次予防においては、生活習慣の改善を行
うとともに、表 2 に示した管理目標値を目標として
薬物療法を行う。今回の改訂では二次予防におい
てよりリスクが高いと考えられる家族性高コレス
テロール血症（FH）及び急性冠症候群においては、
LDL-C の管理目標を 70mg/dl 未満、non-HDL-C の
目標を 100mg/dl 未満とすることを考慮するとして
いる。また糖尿病患者が冠動脈疾患の既往を有する
場合には、表 3b に示す合併症を伴う場合に 70mg/

dl 未満を考慮することとした。

生活習慣改善

今回の改訂においては、食事療法について多くの
CQ を設定し、それぞれに対し SR を行った。表 4、
5 にその結果を示す。表 4 に示すように飽和脂肪酸
の過剰摂取は脂質異常症を悪化させるとともに動脈
硬化性疾患の発症を増加させるためその摂取を控え
ること、多価不飽和脂肪酸、特に n3 系の不飽和脂
肪酸は高 TG 血症を改善し、動脈硬化性疾患の発症
予防につながることから摂取を増やすことなどが高
いエビデンスを有する推奨事項となっている。表 5

においてはコレステロール摂取量や野菜、海藻、大

表 2　リスク区分別脂質管理目標値
表 2 リスク区分別脂質管理目標値 

 

＊ 家族性高コレステロール血症、急性冠症候群の時に考慮する。糖尿病でも他の高

リスク病態（表 3b）を合併する時はこれに準ずる。 

・一次予防における管理目標達成の手段は非薬物療法が基本であるが、低リスクにお

いても LDL-C が 180mg/dL 以上の場合は薬物治療を考慮するとともに、家族性高コ

レステロール血症の可能性を念頭においておくこと。 

・まず LDL-C の管理目標値を達成し、その後 non-HDL-C の達成を目指す。 

・これらの値はあくまでも到達努力目標値であり、一次予防（低・中リスク）においては

LDL-C低下率 20〜30％、二次予防においては LDL-C低下率 50%以上も目標値とな

り得る。 

 

  

＊ 家族性高コレステロール血症、急性冠症候群の時に考慮する。糖尿病でも他の高リスク病態（表 3b）を合併する時はこれに準ずる。
　・  一次予防における管理目標達成の手段は非薬物療法が基本であるが、低リスクにおいても LDL-C が 180mg/dL 以上の場合は薬物治療を考

慮するとともに、家族性高コレステロール血症の可能性を念頭においておくこと。
　・  まず LDL-C の管理目標値を達成し、その後 non-HDL-C の達成を目指す。
　・  これらの値はあくまでも到達努力目標値であり、一次予防（低・中リスク）においては LDL-C 低下率 20 ～ 30％、二次予防においては

LDL-C 低下率 50% 以上も目標値となり得る。

図 3 冠動脈疾患予防からみたLDLコレステロール管理目標設定のためのフローチャ

ート（危険因子を用いた簡易版）   

 

 

  図 3　冠動脈疾患予防からみた LDL コレステロール管理目標設定のた
めのフローチャート（危険因子を用いた簡易版）
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豆製品などに関するエビデンスをまとめられてい
る。今回のガイドラインにおいても高 LDL-C 血症
を有する人はコレステロールの摂取制限 (200mg/ 日
未満 ) をするよう推奨しており、野菜、海藻、大豆
製品、未精製穀類の摂取が推奨されている。今回の
SR で明らかとなったのはエビデンスがある食品は
まさに日本食に含まれるものであり、日本食パター
ンを中心とした食事療法は、動脈硬化性疾患発症の
エンドポイントを検討した研究こそないものの、脂
質代謝改善を含めた危険因子改善に寄与するという

ことである。従って、塩分摂取に配慮して、日本食
パターンの食事をすることが動脈硬化性疾患の予防
につながることが強調されている。運動療法に関し
ては、疫学研究により活動量や体力レベルが心血管
病と負の相関を示しており、中強度の運動をできれ
ば毎日 30 分以上行うことを推奨している。

薬物療法

国外のみならず国内においてもスタチン治療によ
る心血管イベント抑制効果が示されていることを踏
まえ、LDL-C 管理にはスタチンを第一選択薬とす
るのが妥当と考えられる。この点は前回と変更がな
い。LDL-C 管理目標値としては、一次予防低リス
クは 160mg/dl 未満、中リスクでは 140mg/dl 未満、
高リスクでは 120 mg/dL 未満を目標とし、また二次
予防では発症後早期から少なくとも 100 mg/dL 未満
を目指した積極的治療を行い、合併するリスクの状
況に応じては上述したように 70mg/dl 未満を目指す
ことも考慮する。また、スタチン以外の経口治療薬
の適応・有効性・安全性は確認されており、それぞ
れの薬剤の適応・禁忌・慎重投与に留意して投与を
行う。エゼチミブ、PCSK9 阻害薬および EPA 製剤は、
スタチンとの併用での動脈硬化抑制効果が証明され
ている。また、アドヒアランスを上昇させることが
動脈硬化性疾患予防に有効であり、アドヒアランス
向上に努める。なお、高 TG 血症を合併している場
合には、non-HDL-C の管理目標値を目指して、フィ
ブラート系薬剤などによる薬物治療を考慮する。各
薬剤の各脂質に対する効果を表 6 にまとめた。

 表 4　動脈硬化性疾患予防のための栄養摂取のエビデン
スと推奨

表 3　二次予防においてより厳格な管理が必要な患者病態

表 5　動脈硬化性疾患予防のための食事療法のエビデン
スと推奨

表 6　脂質異常症治療薬の薬効による分類
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主要な高リスク病態

主要な高リスク病態としては前回のガイドライン
同様、糖尿病、慢性腎臓病（CKD）、非心原性脳梗
塞、末梢動脈疾患が含まれている。これらは一次
予防の高リスク病態であり、LDL-C の管理目標値
は 120mg/dl 未満である。腹部大動脈瘤や腎動脈狭
窄もリスク因子として記載されたが、高リスク病態
とはなっていない。今回新しく高尿酸血症、睡眠時
無呼吸症候群も考慮すべき病態として取り上げられ
た。糖尿病については表 7 に示すような病態を合併
する際に、より厳格な脂質管理目標を設定すること
も考慮してよい。

原発性脂質異常症

名称を原発性高脂血症から原発性脂質異常症へ変
更した。原発性脂質異常症の中で最も重要なのは
FH である。FH はそのヘテロ接合体が 200-500 人に
一人の割合で存在する遺伝性疾患であり、実地医家
が最も遭遇しやすい冠動脈疾患発症リスクの高い疾
患である。日本での診断率はいまだに低いため、そ
の診断基準にある家族歴、腱黄色腫、LDL-C を評
価し、的確に診断し治療する必要がある。なお、脂
質異常症の診療においては家族歴の聴取がきわめて
重要であり、早期診断、早期治療が重要であること
を改めて確認すべきである。成人 FH ヘテロ接合体
に対しては図 4 に示すように薬物治療を行う。今回
のガイドライン改訂では、FH の妊娠・出産時およ
び小児の治療指針にも言及している。

高齢者・女性・小児

高齢者に対する治療方針は前回同様であり、特に
変更点はない。すなわち、前期高齢者においては
LDL-C 高値は冠動脈疾患の重要な危険因子であり、
スタチン治療により冠動脈疾患予防効果および非心
原性脳梗塞の一次予防効果が期待できる。一方、後
期高齢者におけるスタチンによる一次予防効果は明
らかではないので、主治医の判断で個々の症例に対
応する方針とした。女性に対する治療の基本は生活
習慣改善であるが、FH や高リスク患者、二次予防患
者では薬物療法を考慮する。小児においても適切な
食事と運動療法を維持することが重要であり、続発
性脂質異常症に対しては成人と同様に原疾患の治療
が中心となる。小児の場合には脂質異常症の診断基
準が FH の場合も含め成人とは異なるので留意する。

おわりに

動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 の改訂の
ポイントを述べた。できれば、ガイドラインを通読
いただければ幸いである。

参考文献
動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 年版

表 7　糖尿病においてより厳格な管理が必要な病態

家族性高コレステロール血症

非心原性脳梗塞

末梢動脈疾患（PAD）

メタボリックシンドローム

主要危険因子の重複

喫煙

血糖コントロール不良状態の持続

細小血管症合併（網膜症・腎症など）

図 4　成人 FH ヘテロ接合体の治療に関するフローチャート
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

はじめに

LDL- コレステロール (LDL-C) が高くなれば動脈
硬化は進展し、心血管事故が増加することは様々な
観察研究で報告され、その LDL-C を下げれば、動
脈硬化の進展は抑制され、イベントが減少すること
は大規模臨床試験での介入で立証されている。この
ような強固なエビデンスに裏付けられて LDL-C を
下げることは欧米や日本のガイドラインでも推奨度
が極めて高い。そのエビデンスを牽引してきたのが
スタチンであり、それを立証してきたのは欧米の大
規模臨床試験である。日本からも多くの臨床試験が
報告されている。欧米のエビデンスはエンドポイン
トを心血管イベントと冠動脈プラーク進展抑制の両
者に置いているが、日本では後者のエビデンスが主
であった。しかし、2017 年 11 月の米国心臓病学会
の Late Breaking Clinical Trial で心血管イベントを評
価項目とする REAL-CAD 試験が報告された。日本
の 2 次予防では初となる 14000 例のスタチン介入に

よるアウトカム試験の結果がでたことから、今後の
日本の 2 次予防の LDL-C の達成目標値やスタチン
の使用法は変わっていくことが予想される。

1．疫学研究

本邦からも LDL-C あるいは総コレステロール値
の上昇に伴い心血管イベントが増加することは多く
の観察研究で報告されている。代表的な国内のコ
ホート研究は日本動脈硬化学会のガイドライン中
に引用されているが、1960 年からの NIPPON DATA 

80 や久山町研究から 1989 年に始まった吹田研究ま
で多くのコホート研究が報告されている 1)-3)。Circs 

研究 4) では冠動脈疾患の既往のない 40 ～ 69 歳の男
女 8,131 例の冠動脈疾患（心筋梗塞、狭心症、心臓
突然死）の発生を中央値 21.9 年間という長期で観
察しているが、LDL-C の上昇に伴い冠動脈イベン
トは増加している。

このような研究は欧米では 1970 年ごろから報告

脂質異常症治療薬の現況と 
将来展望  スタチン

宮内　克己

順天堂大学　循環器内科

要旨
スタチンが一次予防、二次予防ともに動脈硬化進展抑制、心血管イベント低下に寄与してきた

ことは周知の事実である。多くの大規模臨床試験によるアウトカム、プラーク退縮試験で立証され
ている。スタチンのこうしたエビデンスは LDL-C 低下に依存するところが大きいが、抗炎症効果
などいわゆる多面的効果も関与している。こうしたエビデンスに基づき世界のガイドラインはスタ
チンにより 2次予防は LDL-C 70mg/dl 未満となっていたが、今回日本のガイドラインでも 2次予
防ハイリスク患者は LDL-C 70mg/dl 未満と設定されたのは大きな進歩である。こうした世界の趨勢
の中で本邦のエビデンスとしてスタチンの大規模臨床試験がなかったことが問題であった。しかし、
今回 REAL-CAD という 14000例の大規模臨床試験が報告されたことの臨床的意義は極めて高い。

 キーワード   スタチン、LDL-コレステロール、心血管事故、プラーク退縮、

 積極的脂質低下療法
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されている。1987 年に発表された 1000 人の若年者
を 40 年追跡した観察研究は興味深い 5)。観察時の
総コレステロールの値で四分位し、その心血管事故
を追跡すると高ければ、高いほどイベントは増加し
ていた。そしてもう一つの注目点は高いコレステ
ロールは長い年月をかけて、イベントに差を生み出
してくることである。観察研究であり経過中のコレ
ステロールは不明であることは大きな限界である
が、そうした観点からは LDL-C が生来高い、ある
いは生来低いヒトたちを観察して、生涯のイベント
発症率を観察することは重要である。こういう患者
群は遺伝子解析で明らかになっており、前者の代表
が家族性高コレステロール血症患者であり、後者の
好例が PCSK-9 部分欠損症患者である。こうした患
者は前者で生涯における心血管事故発症リスクは
4.8-13.2 倍 6)、後者では 9 分の一以下 7) であることが
判明している。こうした多方面からの観察研究に
より LDL-C の蓄積こそイベント発症には重要であ
り、その患者の心血管イベント発症リスクに応じた
LDL-C の低下および早期からの介入が提唱されて
いる。

2．介入研究　スタチン大規模臨床試験

高いコレステロールを食事療法などで下げれば、
冠動脈造影上の狭窄進展を抑制することやイベント
を低下させることは既に 1960 年代からの臨床研究
で立証されているが、1990 年台にスタチンが日常
臨床で使用可能となり、次々に大規模臨床試験が実
施され、スタチン自体あるいは LDL-C 低下による
臨床的有用性が証明されている。

3．一次予防のエビデンス

一次予防患者に対するスタチンの効果を検証し
た最初の大規模臨床試験が 1995 年に発表された
WOSCOP 8) である。冠動脈疾患の既往のない脂質異
常症の男性 6,595 人をプラバスタチン群とプラセボ
群に無作為化、心血管イベント（心筋梗塞と心血管
死）の発症率を比較した。平均観察期間 4.9 年で、
プラバスタチン群はプラセボ群に比べ LDL-C を
33%, イベントを 31％有意に抑制した。わが国で実施

された MEGA Study 9) では虚血性心疾患や脳梗塞既
往のない脂質異常症の患者 7,832 人をプラバスタチ
ン群と食事療法群に無作為に割り付け、5.3 年の追
跡期間でプラバスタチン群は食事療法群と比較し、
LDL-C 値を 18％低下させ、主要エンドポイントを
33％低下させた。2005 年に発表された Cholesterol 

Treatment Trialists’(CTT) Collabotation 10) メタ解析の
一次予防患者のみを対象とした層別解析では、約 5

年の観察期間でスタチンによる LDL-C 1mmol/L の
低下により主要心血管イベント（冠動脈死、非致死
性心筋梗塞、冠血行再建、脳血管障害）はプラセボ
群と比較し 1000 人あたり 25 人低下させた。

4．二次予防のスタチンのエビデンス

心血管イベントを主要評価項目とした欧米の大規
模臨床試験と日本の臨床試験を図 1 に示す。この図
からスタチンがスタンダードからストロングスタチ
ンとなり、LDL-C の達成値がより低下しているこ
とがわかる。1994 年に発表された 4S 試験 11) を皮
切りに、CARE 12), LIPID 試験 13) が発表され、LDL-C 

の達成目標値 100mg/dl のエビデンスが構築された。
これらの試験で心血管死亡から心筋梗塞、脳卒中ま
でコントロール群に比べイベントが有意に減少して
いることからスタチン治療は冠動脈疾患の標準治療
となるとともに、各国の 2 次予防における LDL-C 

の達成目標値は 100mg/dl となった。

4S 試験はスタチンの二次予防効果を実証した最
初の大規模臨床試験である。冠動脈疾患既往があ
る脂質異常症患者 4,444 人を対象にシンバスタチン
群とプラセボ群に無作為化した。平均 5.4 年の観察

Juntendo University, Tokyo, Japan 
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期間でスタチンは主要評価項目である死亡を 30% 

(8.2% vs 11.5%, p=0.0003)、全血管イベントを 35% 

(6.1% vs 9.3%) 有意に減少させた。CARE 試験は心
筋梗塞と死亡を LIPID 試験は冠動脈死亡を主要評
価項目として、両者ともプラバスタチンを用いて有
意にイベントを低下させた。そして、ストロング・
スタチンが登場し、より再発リスクが高い急性冠症
候群を対象にした大規模臨床試験が報告された。

MIRACL 試験 14) はアトルバスタチン 80mg を用
いて、ACS（不安定狭心症と非 Q 波心筋梗塞）患
者を対象に心・血管事故を減少できるかを検証した
初の前向き無作為臨床試験である。3086 人をアト
ルバスタチン群とプラセボ群に入院後 24 時間から
96 時間までに無作為割付けし、16 週までの死亡、
非致死的心筋梗塞、蘇生できた心停止、虚血に基づ
く緊急入院が必要な狭心症を主要評価項目とした。
追跡 16 週目てアトルバスタチン群はプラセボ群に
比べ　LDL-C を有意に低下させ、イベントも 16％
有意に低下させた (14.8% vs 17.4%, p=0.048)。ACS

患者の予後をスタチン治療わずか 16 週間で改善さ
せたことは驚きであり、臨床的意義は極めて高いと
考えられる。さらに、長期の積極的脂質低下療法が
標準治療に比し、より大きな臨床的利益をもたら
すかを検証したのが PROVE IT 試験 15) である。発
症 10 日以内の ACS 患者 4,162 例を積極群（アトル
バスタチン 80mg/ 日）と標準群（プラバスタチン
40mg/ 日）に無作為化し、平均 24 ヵ月の観察期間
での死亡、心筋梗塞、再入院を必要とする不安定狭
心症、血行再建術、脳卒中の発症を主要評価項目と
した。積極群は標準群に比べ LDL-C を有意に低下
させ（62mg/dL vs 95mg/d, p<0.001）、主要エンドポ
イントも 16％有意に減少させた（22.4% vs 26.3%、
95% CI 0.05-0.26、p=0.005）。そして、ACS 患者に
対する早期（入院後 14 日以内のスタチン投与）の
積極的スタチン治療の有効性が 13 の前向き臨床試
験 17 963 例のメタ解析 16) として報告された。早期
の積極的スタチン治療はプラセボと比較して心血管
イベント（死亡・心筋梗塞・再血行再建）を観察
期間 4 ヶ月では減少できないが、6 ヶ月以降は有意
に減少させ、2 年間では 19% 減少させた (HR 0.81, 

95% CI 0.77-0.87, p<0.001)。
本邦のスタチン介入試験として MUSASHI-AMI 17)

が報告されている。ST 上昇型急性心筋梗塞患者
486 例を対象に、スタチン群とコントロール群に無
作為化し、24 か月の観察期間での心血管死、非致死
的心筋梗塞、虚血による症状再発、脳卒中を主要評
価項目とした。スタチン群で LDL-C は約 100mg/dl

まで 25％低下し、イベントは 46.4％有意に低下し
た (11.9% vs 5.9%; p=0.04)。本邦の二次予防に関す
る LDL-C 管理目標値 100㎎ /dl はこの研究に基づく
ものである。

5．Fire and forgetと treat to target

LDL-C の管理目標値を達成するための治療が一般
的であった（treat to target）が、2013 年に発表された
アメリカ心臓病学会（American College of Cardiology）
とアメリカ心臓協会（American Heart Association; AHA）
の動脈硬化性心血管疾患（atherosclerotic cardiovascular 

disease; ASCVD）のリスクを減少させるための脂質
異常症治療に対するガイドライン 18) では全く新し
い概念である fire and forget が提唱された。すなわ
ち、心血管イベントの発症リスクの高い集団では、
LDL-C 値に関係なくスタチンを投与し、継続すべ
きという考えである。これまでのスタチンの有用性
を示すアウトカム試験はいずれも LDL-C の達成目
標値を定めるのではなく、固定用量のスタチンを用
いて実施されているからである。すなわち、介入は
あくまでスタチンであり、LDL-C は結果的にそう
なったということである。

Fire and Forget の根拠となった臨床試験として
MIRACLE 試験 14) は注目すべきである。ACS 患者
を対象にアトルバスタチン 80mg が 3 カ月という短
期でイベントを有意に減少させ、しかもイベント減
少効果は投与初期から認めたことから、早期から最
大用量スタチン投与という文言を付け加わったの
である。また、CTT メタ解析 19) でスタチンのイベ
ント抑制効果は介入前の LDL-C に依存することな
く認めることや韓国の心筋梗塞の登録研究である
KAMIR 研究 20) の層別解析において、入院時 LDL-C

が 70mg/dl 以下でもスタチン治療が非治療群に比べ
有意にイベントを減少させることが報告された。こ
れらの結果から LDL-C に縛られることなく、2 次
予防など再発リスクの高い集団に対しては早期のス
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トロング・スタチン投与が推奨されることになった。
そして、スタチンの持つ多面的効果 (Pleiotropic 

Effect)、特に抗炎症作用も Fire and forget の概念を
支えている。炎症は臨床的には血中高感度 (hs)-CRP

を指標とすることが多いが、hs-CRP は心血管事故
と相関し、スタチンで低下することもわかってい
る 21)22)。hs-CRP 2mg/L を cut off 値とするとこの値
を上回ればイベントは有意に多く、スタチン介入で
この値を下回ればイベントが低下することが実証
されている。さらに、スタチン介入の大規模臨床
試験間を比較した時、スタチンで同程度 LDL-C を
低下させても、イベント低下率に差が生じること
がある。この時 hs-CRP の低下率に差を認め、有意
に hs-CRP を低下させている群でイベントも減少さ
せることが明らかになっている 23)。これらの点から
スタチンが抗炎症効果を持つことは明らかであり、
スタチンさえ使用すれば炎症を抑え、イベントは減
少するという考えは納得できる。しかし、Fire and 

Forget は一定の理解は得られたものの、管理目標値
を設定せず、その後の LDL-C 値も測定しないとい
うのは我が国の日常診療とはかけ離れており、日常
診療では実践されていない現状がある。

また、LDL-C の達成目標値を定めてスタチンの
用量調整を行う、あるいはスタチン以外の薬剤を使
用して、LDL-C を低下させる大規模臨床試験がな
いことも LDL-C の達成目標を掲げるという概念の
弱点であった。そこに、エゼチミブを追加し、達成
目標値を LDL-C 70mg/dl vs 55mg/dl で心血管イベン
トを比較する IMPROVED IT 試験 24) が実施された。
18,144 例の急性冠症候群患者を対象にシンバスタ
チン 40mg 群とシンバスタチン 40mg にエゼチミブ
10mg 併用群に無作為化、LDL-C の達成目標値に向
けてスタチンの用量調整を行った。一次エンドポイ
ントは心血管死亡、非致死性心筋梗塞、再入院を要
する不安定狭心症、再血行再建、非致死性脳梗塞で、
7 年間の観察期間で心血管イベントはエゼチミブ併
用群で有意に低率（32.7% vs. 34.7%, p = 0.016）と
なった。LDL-C 55mg/dl までの心血管イベント減少
効果が実証された。さらに、PSCK9 阻害薬という
これまでにない強力な LDL-C 低下作用を有する薬
剤が使用可能になり、LDL-C の The lower, the better 

を再検討するといっても過言ではない FOURIE 試

験が実施された。FOURIER 試験 25) はスタチンを基
礎治療薬として、PSCK9 阻害薬追加群と非追加群
の心血管事故（心血管死、心筋梗塞、不安定狭心
症による入院、脳卒中、冠血行再建術）を比較し
た。対象患者は年齢 40 ～ 85 歳、心筋梗塞、脳卒中
または閉塞性動脈硬化症の既往があり、主要なリス
クを 1 またはマイナーリスクを 2 つ有する患者であ
る。LDL-C を 90mg/dl から 30mg/dl まで 60mg/dl 低
下させ、3 年間で 15% 有意にイベントを低下させ
た。こうした臨床研究から LDL-C 低下によるイベ
ント減少効果は心筋梗塞と脳梗塞の二つの血管イベ
ントであることがより明確となった。これらの試験
によって LDL-C 低下の重要性が再認識されるとと
もに、どのような患者群に対して徹底的 LDL-C 低
下管理が必要であるかという課題を残した。

6．プラーク退縮試験

血管内超音波検査（IVUS）を用いてストロング・
スタチンの積極的脂質低下療法が冠動脈プラークの
進展阻止、退縮することを REVERSAL26), ASTEROID27)

試験で明らかにした。これまでの報告から LDL-C

とプラーク変化の相関をみると、正相関しているこ
とは明らかで、LDL-C を低下させれば、プラーク
は退縮の方向に向かうことが明らかになっている。
この相関はイベントと同じトレンドを示しているこ
とも重要である。何故ならプラーク退縮がイベント
のサロゲートマーカーになる可能性を示唆している
からである。

本邦でも米国と同時期に IVUS 試験が実施されてい
た。米国と異なり ACS を対象として、よりプラーク
の質・量ともに進展している部分に対するスタチン
介入が大きな特徴である。ESTABLISH 試験 28) はスタ
チンによる積極的脂質低下療法によってプラーク退
縮を証明した初のプラーク退縮試験である。コント
ロール群とアトルバスタチン 20mg の 2 群比較でス
タチン群の LDL-C 値は平均 124.6mg/dl から 70.0mg/dl

と 41.7% 低下し、プラーク体積は 6 か月間で 13.1％
退縮した。この研究を全国の施設で実施し、アトル
バスタチンとピタバスタチンのスタチン同士でプ
ラーク退縮を比較したのが JAPAN-ACS 試験 29) であ
る。10 ヶ月の観察期間でプラーク退縮効果が同等で
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あることを検証した非劣性試験である。ピタバスタ
チン（4mg/day：n=153）群、アトルバスタチン（20mg/

day：n=154） 群 で LDL-C 値 に 両 群 差 は な く 約
80mg/dl であった。プラーク容積変化率も約 17％退
縮し、両群間に差を認めず非劣性が証明された。安
定型狭心症患者を対象とした本邦からのプラーク退
縮試験は COSMOS 試験 30) である。ロスバスタチン
を用い LDL-C 80mg/dl を達成目標にスタチン量を調
節し、18 か月の観察期間でプラークは 5% 減少し
た。これらの代表的臨床試験を総括すると日本人で
はストロングスタチンを保険許容最大用量使用する
と LDL-C を約 40%、80mg/dl まで低下させること、2）

ACS では観察期間 10 ヶ月で 15% プラークを退縮さ
せ、安定型では 18 カ月の観察期間で 5% 退縮でき
ることである（図 2）。

次に問題となるのはプラーク退縮が臨床イベ
ント減少の予測因子となりうるかとい点である。
ESTABLISH 試験を延長してプラーク退縮と心血管
事故の関連について調査すると 31)。6 か月の時点で
プラーク退縮群は増加群に比べ追跡期間 4 年で死
亡、ACS の再発、脳卒中は有意に低率であった。

7．日本人のエビデンス　 
REAL-CAD　試験

本邦でも 2 次予防のイベント抑制試験は実施さ
れ、介入で LDL-C 100mg/dl まで下げることでのイ
ベント減少は実証されている。欧米の臨床試験と比
較すると小規模で、LDL-C の達成目標値も 100mg/dl

とした臨床試験のみ報告されてきた。日本と欧米の
介入試験を比較することはサンプルサイズやデザイ

ンに相違があり難しいが，これまでの欧米と日本の
臨床試験における LDL-C 低下と心血管イベントの
関連をみると図 3 のようになる。このグラフから読
み取れることは①欧米も日本も LDL-C 低下と心血
管イベントに相関を認めること、②日本の相関直線
が欧米の直線に比べ下方に位置していること、すな
わち、日本のイベント率が低いこと、③両者の相関
直線は平行していること、つまり、LDL-C 低下に
よる相対的リスク低下率は欧米と同等であることが
わかる。

これらの点から欧米のエビデンスは日本でも通用
すると考えられるが、日本人のすべての 2 次予防患
者に適用することにはならない。何故ならイベント
発症率が低い日本人では絶対リスクの低下が小さい
ため医療経済的観点からあまりに効率が悪いからで
ある。この点から日本のガイドラインで 2 次予防の
LDL-C の達成目標値は欧米よりも高く設定されて
きた。しかし、再発イベントが高い患者は欧米の 2

次予防患者と同等のイベント発症率が想定され、こ
ういった 2 次予防ハイリスク患者で LDL-C の達成
目標値が 70mg/dl と設定されたのは合理的な判断と
いえる。今回の動脈硬化ガイドラインで 2 次予防ハ
イリスクと位置付けられたのは家族性高コレステ
ロール血症や急性冠症候群、糖尿病のハイリスク患
者であり、今後も引き続き日本人のイベント発症ハ
イリスク群を同定することが課題である。これまで
日本人を対象とした積極的脂質低下療法のイベント
低下を示す大規模臨床試験のエビデンスはなかった
が、REAL-CAD 試験が 2017 年 11 月の米国心臓病

Juntendo University, Tokyo, Japan 
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学会の Late Breaking Clinical Trial で発表された。冠
動脈疾患患者 13054 人を対象にピタバスタチンの
1mg と 4mg で無作為化し、36 カ月から 60 カ月追
跡し、1 次評価項目である心血管死、非致死性脳梗
塞、非致死性心筋梗塞、緊急入院を要する不安定狭
心症の発症率を比較した（図 4）。LDL-C は介入前
88mg/dl であり、1 か月後はそれぞれ 89.4, 73.7 mg/

dl であった。追跡期間 5 年でイベント発生率は欧米
の半分程度であったが、4mg でのイベントの相対リ
スク低下率は 19％と有意な低下を示した。個々の
イベントも 4mg 群で全死亡、心筋梗塞、再血行再
建を有意に減少させていた。この結果は日本で実施
された臨床試験では最大であり、欧米と同様の結果
が得られた意義は極めて高く、今後、日本において
も冠動脈疾患患者ではストロング・スタチンの高用
量がガイドラインで推奨される可能が高い。

スタチン治療の課題

スタチンが一次予防、二次予防ともに動脈硬化疾
患の抑制、心血管イベントの低下に寄与してきたこ
とは周知の事実である。しかし、スタチンのみでは
心血管イベントは 0 にはなっていない、いわゆる残
余リスク（residual risk）が存在する。残余リスクと
して①中性脂肪や HDL-C, ②血糖、血圧など既存の
リスク因子、③新たなバイオマーカーなどがある。
今後はこれらの残余リスクがどの程度イベントに関
与しているかをこれまでの臨床試験から見出し、そ
のリスクに対する介入行ってイベントをさらに低下
させることができるかを前向きに探索していくこと
が課題である。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

はじめに

LDL 粒子とトリグリセライド（TG）リッチなレ
ムナントリポ蛋白の増加はマクロファージの泡沫化
に寄与し、動脈硬化病変の形成の成因である 1)。レ
ムナントリポ蛋白はカイロミクロンや VLDL が代
謝される過程で生じる中間代謝リポ蛋白で、高 TG

血症と食後高脂血症の本態である。非空腹時 TG

は空腹時 TG と同等かそれ以上に冠動脈疾患リス
クマーカーであることが疫学調査で示されている。
TG の増加は LDL 粒子組成に影響する。TG の上昇
とともに増加するのが粒子径が小さく比重が大きい
small dense LDL で あ る。small dense LDL は、LDL

受容体への親和性が低く、被酸化性が高く、血管壁
を透過しやすく、細胞外基質であるプロテオグリカ
ンとの結合能が強いなどの特徴を有し、動脈硬化

惹起性が高いと考えられている 2)。高 TG 血症、レ
ムナントリポ蛋白の増加、低 HDL コレステロール

（HDL-C）血症は、メタボリックシンドロームの一
所見で、インスリン抵抗性と関連し、酸化 LDL 及
び small dense LDL の増加を伴う動脈硬化惹起性脂
質異常症として認識されている 2)。

肝臓の LDL 受容体発現を増加させ、循環血中の
LDL 粒子数を低下させるスタチン、エゼチミブや
PCSK-9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9)

阻害薬などの薬物療法などによる LDL-C 低下療法
が冠動脈疾患発症を抑制することは確立されたエビ
デンスである 3)。一方、高 TG 血症は LDL 低下療法
の残余リスクであることが指摘されている 2)。肝臓
での VLDL 合成を抑制し、TG の代謝を促進させる
フィブラートやオメガ３系多価不飽和脂肪酸製剤は
TG を低下させ、LDL 粒子構成を small dense LDL

脂質異常症治療薬の現況と将来展望 
フィブラートへの期待

木庭　新治

昭和大学医学部内科学講座・循環器内科学部門

要旨
高トリグリセライド (TG)血症、低 HDLコレステロール（HDL-C）血症は、small dense LDLの

増加と関連する動脈硬化惹起性脂質異常症であり、LDL低下療法の残余リスクである。
フィブラートは核内受容体型転写因子である peroxisome proliferator activated receptor (PPAR)-α

のリガンドとしてその効果を発揮し、TGの合成低下と異化促進により VLDLと TGの低下、
HDL-Cの増加と LDLの粒子径を増大させる。また、脂質代謝の改善だけでなく、炎症を抑制し、
動脈硬化病変の進展を抑制する。
フィブラートの効果を検証したランダム化比較試験のメタ解析では、フィブラートの心血管イ

ベント抑制効果は高 TG血症と低 HDL-C血症例で認められた。PPARα の活性化及び選択性を高め
ることを目的として開発された選択的 PPAR-α 調節薬（SPPARM）であるペマフィブラートは、フェ
ノフィブラートの 1/1000の用量で同等の脂質改善作用とプラセボと同等の安全性を示し、スタチ
ンとの併用でも安全性と有効性が示された。動脈硬化惹起性脂質異常症と炎症反応を改善させ、副
作用の少ない SPPARMは脂質異常症の残余リスクの薬物として期待される。

 キーワード   フィブラート、動脈硬化惹起性脂質異常症、peroxisome proliferator activated 

receptor (PPAR)、選択的 PPAR-α 調節薬 (SPPARM)
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から large buoyant LDL に変化させる。脂質異常症
の治療薬としてのフィブラートの意義を述べる。

フィブラートの作用機序

フィブラートは核内受容体型転写因子である
peroxisome proliferator activated receptor (PPAR)-α の
リガンドとしてその効果を発揮する。PPAR はス
テロイドホルモン受容体の一つで、通常 retinoid X 

receptor (RXR) とヘテロダイマーを形成している。
PPAR/RXR 複合体は標的遺伝子のプロモーター領域
に位置する PPAR 応答領域 (PPAR response element: 

PPRE) に結合し、転写を開始させる 4)。PPAR にリ
ガンドが結合すると、PPAR/RXR の立体構造の変
化が生じ、標的遺伝子の転写を制御する共役因子

（cofactor）が動員される。Cofactor はリガンドによ
り異なり、転写を抑制する補助抑制因子（corepressor）
と促進させる補助活性化因子（coactivator）ととも
に PPRE を有する様々な標的遺伝子の発現を調節す
るため、多面的作用を有し、一部はむしろ有害作
用となる（図 1）4)。PPAR を賦活化するリガンドと
して内因性物質（脂肪酸、プロスタグランジン、ロ
イコトリエン、エイコサノイドなど）と合成物質

（フィブラート、チアゾリジン誘導体など）がある。
PPAR に はα、β（δ）、γ の 3 種 類 が あ る。PPAR-α

は脂肪酸を多量に消費する肝臓、腎臓、心臓、骨格筋、
褐色脂肪組織だけでなく、血管壁内の内皮細胞、平

滑筋細胞、単球／マクロファージに、PPAR-γ は脂
肪組織に、PPAR-δ は多くの臓器・組織に存在する 5)。
PPAR はエネルギー代謝、肝臓における脂肪酸の異
化、脂肪組織での脂質蓄積やマクロファージからの
コレステロール逆転送に関与する転写因子を活性化
させる。PPAR は炎症性サイトカインの調節に関わ
り、動脈硬化病変の形成にも影響する。これらの
作用は、リガンド結合後の PPAR/RXR が PPRE を
介して DNA に直接作用する以外に、PPAR/RXR が
NFκB (nuclear factor kappa B)、STAT (signal transducer 

and activator of transcription)、C/EBP (CAAT enhancer 

binding protein) や AP-1 (activator protein-1) などの転
写因子を抑制して、炎症反応を抑制する機序が想定
されている 5)。

PPAR-α の賦活はリポ蛋白リパーゼ (LPL) を活性
化させ、LPL 促進因子であるアポ A- Ⅴを増加さ
せ、LPL 抑制因子であるアポ C- Ⅲの産生を低下さ
せる。PPAR-α の賦活は脂肪酸のβ 酸化に関与する
酵素群を活性化させる。PPAR-α の賦活は肝臓での
アポ A-Ⅰ、アポ A-Ⅱの産生促進を介して HDL を
増加させ、ABC A1 (ATP-binding cassette transporter 1

の発現を増加させる 6)。その結果トリグリセライド
(TG) の合成低下と異化促進により VLDL と TG が
低下し、HDL-C が増加し、LDL の粒子径が増大する。
PPAR-α の賦活は抗酸化酵素活性を増加させ、LDL

の酸化を抑制するため酸化 LDL は減少する。また、
脂肪酸のβ 酸化に関与する酵素群を活性化させる。

フィブラートは脂質代謝の改善だけでなく、炎症
を抑制し、動脈硬化病変の進展特にマクロファージ
の泡沫化を抑制する作用が報告されている（図 3）6)。

図 1　PPAR 賦活と異なる生理活性作用の機序　種々
のリガンドが PPAR に結合すると異なる立体構
造の変化が生じ、異なる cofactor （corepressor と
coactivator）が動員され、PPRE を有する種々の遺
伝子で転写制御が生じる。文献 4 より引用。

脂肪酸 
酸化↑ 
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産生↓ 
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血管壁 
サイトカイン↓ 
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脂質蓄積↓ インスリン 
作用↑ 

血中 
遊離脂肪酸↓ 

内臓脂肪↓ 
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サイトカイン↓ 

脂肪組織 
サイトカイン↓ 
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脂質正常化 脂質正常化 血管保護 インスリン作用の 
増強 

血管保護 

グルコースの恒常性の改善 
脂質異常症の改善 

炎症の改善 

PPAR-γ 

動脈硬化形成抑制 

PPAR-ß/δ 

図 2 　3 種類の PPAR のエネルギー代謝と炎症における
多面的作用。文献 5 より引用。
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ベザフィブラートは PPAR-γ と PPAR-δ に対する
PPAR-α 選択性が低く pan PPAR agonist である 7)。
PPAR-γ 作用としてインスリン感受性が増加する一
方、体液貯留、体重増加、浮腫やうっ血性心不全
が懸念されるが、PPAR-δ 作用によるエネルギー消
費、体温上昇、脂肪酸の酸化促進による副作用の抑
制が期待された。ベザフィブラートを用いた冠動
脈疾患の二次予防試験 BIP (The Bezafibrate Infarction 

Prevention Study) では、高 TG 血症（200mg/dl 以上）
例やメタボリックシンドローム例で、ベザフィブ
ラートの二次予防効果が示された 8,9)。ベザフィブ
ラートには、糖代謝の改善や 2 型糖尿病の新規発症
の予防効果が証明されている 7)。

ゲ ム フ ィ ブ ロ ジ ル と フ ェ ノ フ ィ ブ ラ ー ト は 

PPAR-α の選択性が高く、同等の TG と small dense 

LDL 低下と HDL-C の増加作用を示すが、フェノ
フィブラートで認めるアポ A-Ⅰの増加とフィブリ
ノーゲンの低下作用はゲムフィブロジルではみられ
ない 4)。フェノフィブラートは尿酸クリアランスの
増加による尿酸低下作用を有するが、ベザフィブ
ラートにはみられない 4)。フェノフィブラートには

糖尿病網膜症の進行抑制効果が FIELD (Fenofibrate 

Intervention and Event Lowering in Diabetes) 10) と
ACCORD Eye 試験 11) で示されている。その機序と
して、血管内皮増殖因子（vascular endothelial grwoth 

factor: VEGF）の抑制や炎症反応の抑制作用が報告
されている 12)。この他にフィブラートには PCSK-9

やホモシスティンの血中濃度を上昇させる作用も報
告されている。

フィブラートの心血管疾患予防効果

1966 年～ 2010 年 4 月に報告された、100 例以上
を対象に、プラセボとフィブラートを無作為に割
り付けし、6 か月以上介入し、心血管イベントの発
症を高 TG 血症及び低 HDL-C 血症の有無で解析し
たランダム化比較試験 6 試験のメタ解析結果を表 1

と図 4 に示す 8,13-20)。フィブラートの心血管イベン
ト抑制効果は高 TG 血症と低 HDL-C 血症のいずれ
も有しない集団ではみられず、心血管イベントの
ハザード比は、高 TG 血症例では 0.75 (95% 信頼区
間 0.65 ～ 0.86, p<0.001)、高 TG 血症かつ低 HDL-C

血症例で 0.71 (95% 信頼区間 0.62 ～ 0.82, p<0.001)、
低HDL-C血症例では0.84 (95%信頼区間 0.62～0.82, 

p<0.001) であった。従って、フィブラートの心血管
疾患予防効果は、動脈硬化惹起性脂質異常症を有す
る患者でのみ認めた。

1946 年～ 2014 年に報告された冠動脈疾患や脳卒
中などの心血管疾患既往者を対象に、フィブラート
とプラセボまたは無薬物療法とのランダム化比較試
験 12 試験（16,064 例）のメタ解析では、非致死性
脳卒中、非致死性心筋梗塞また血管疾患死亡の複合
心血管イベントはフィブラート群で有意に少なかっ
た（リスク比 0.88, 95% 信頼区間 0.81 ～ 0.97）が、
総死亡率に対する抑制効果はみられなかった 21)。
副作用のため 2002 年販売中止となったクロフィブ
ラートを除いた 7 試験 (10,320 例 ) では、有意な複
合心血管イベントの抑制はみられなかったが、致死
性及び非致死性心筋梗塞の発症は有意に少なかった

（リスク比 0.85, 95% 信頼区間 0.76 ～ 0.94）。2016

年までに報告された心血管疾患の既往のない例を対
象にフィブラートとプラセボまたは無薬物療法との
ランダム化比較試験 6 試験 (16,135 例 ) のメタ解析

図 3　PPARα の動脈硬化病変の進展を抑制する多面的作
用。PPARα は接着分子（ICAM-1 や VCAM-1 など）
と MCP-1 発現を抑制し、白血球の血管壁への侵入
を抑制する。炎症性サイトカインの誘導を抑制し、
マクロファージからのコレステロールの移動を促
進させ、その泡沫化を抑制する。組織因子 (TF) を
抑制し、血栓形成を抑制する。ECM: extracellular 
matrix, ICAM: intercellular cell adhesion molecule, 
IFN-γ : interferon-γ , IL: interleukin, MCP-1: monocyte 
chemotactic protein-1, MMP: matrix metalloproteinase, 
ox-LDL: oxidized-LDL, SMC: smooth muscle cell, 
SR-BⅠ: scavenger receptor-BⅠ, TF: tissue factor, 
VCAM: vascular cell adhesion molecule. 文献 6 より
引用。
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では、フィブラート群で非致死性脳卒中、非致死性
心筋梗塞また血管疾患死亡の複合心血管イベントと
冠動脈疾患死亡または非致死性心筋梗塞の冠動脈イ
ベントが有意に少なかった（リスク比、95% 信頼
区間は各々 0.84, 0.74 ～ 0.96、0.79, 0.68 ～ 0.92）が、

総死亡率の抑制効果はみられなかった 22)。一次予防
3 試験（4,173 例）のメタ解析では、フィブラート
群でクレアチニンが有意に上昇した（リスク比 1.88, 

95% 信頼区間 1.65 ～ 2.15）。フィブラートの一次予
防、二次予防のエビデンスはスタチンとは大きく異
なり、総死亡率の抑制はみられないが、動脈硬化性
脂質異常症例では、冠動脈イベントを主体に心血管
疾患の予防効果が確認されている。

選択的 PPAR-α 調節薬  
selective PPAR-α  modulator (SPPARM)

ペマフィブラートは、PPARα の活性化及び選択性
を高め、目的とする遺伝子の転写のみを選択的に制
御できることを目的として開発された SPPARM と
呼ばれる新規のフィブラートである 23)。空腹時血清
TG 200mg/dL ～ 500mg/dL かつ HDL-C 男性 50mg/dL

未満、女性 55mg/dL 未満を示す高 TG・低 HDL-C

血症患者 214 例を対象に、無作為にプラセボ、ペマ
フィブラート 0.05mg/ 日、0.1mg/ 日、0.2mg/ 日又は
0.4mg/ 日を 1 日 2 回、微粉化フェノフィブラート
カプセル 100mg/ 日（錠剤 80mg/ 日に相当）を 1 日
1 回朝食後に 12 週間投与した第Ⅱ相用量探索的試
験では、ペマフィブラートの用量依存的な TG 低下
と HDL-C 上昇効果とフェノフィブラートの 1/1000

の用量で同等の脂質改善作用を示した（図 5）23,24)。
また、フェノフィブラートと異なり、肝機能検査

High triglyceride

Both high triglyceride and low HDL cholesterol

Neither high triglyceride nor low HDL cholesterol

Low HDL cholesterol

図 4　フィブラートを用いたランダム化比較試験の心血
管イベント抑制効果。高 TG 血症と低 HDL-C 血症
の有無による解析。文献 13 より引用

表 1　

試験名（文献番号） ACCORD (14) BIP (8) FIELD (15,16) HHS (17,18) LOCAT (19) VA-HIT (20) 
対象 2型糖尿病 

40-79歳 
HbA1c ≥7.5% 
HDL-C≤50mg/dl（男）  
≤55mg/dl (女） 
LDL-C 60-180mg/dl  
TG≤750mg/dl  
(≤400mg/dl 脂質低下薬服用者） 

冠動脈疾患 
45-74歳 
T-C 180-250mg/dl 
HDL-C≤45mg/dl 
LDL-C≤180mg/dl 
(≤160mg/dl 50歳以下） 
TG≤300mg/dl 

2型糖尿病 
50-75歳 
T-C  115-250mg/dl 
かつT-C/HDL-C >4 
または 
TG 88.6-443mg/dl 

無症候性脂質異常症 
40-55歳男性 
nonHDL-C≥201mg/dl 

冠動脈バイパス術 
70歳以下の男性 
HDL-C≤42.5mg/dl 
LDL-C≤174mg/dl 
TG≤354mg/dl 
血圧≤160/95mmHg 
BMI≤30 kg/m2 

LVEF ≥35% 
空腹時血糖<140mg/dl 

冠動脈疾患 
74歳以下の男性 
HDL-C ≤40mg/dl 
LDL-C≤140mg/dl 
TG≤300mg/dl 

本試験の患者数 5518例 (男性3824例) 3090例 （男性2825例) 9795例 （男性6139例) 4081例 395例 2531例 

実施国 米国、カナダ イスラエル オーストラリア、ニュージーラ
ンド、フィンランド 

フィンランド フィンランド 米国 

追跡期間 4.7年 6.3年 5年 5年 2.7年 5.1年 

治療薬 
Fenofibrate 160mg 
+ Simvastatin 

Simvastatin 
Bezafibrate 
400mmg 

Placebo 
Fenofibrate 
200mg 

Placebo 
Gemfibrozil 
1200mg 

Placebo Gemfibrozil 
1200mg 

Placebo Gemfibrozil 
1200mg 

Placebo 

脂質値（全例）平均値±標準偏差, mg/dl) 

T-C 
baseline 174.7±36.8 175.7±37.9 212±17 213±18 194.9±26.7 194.5±27.5 269.9±35.3 269.6 ± 35.1 198.8±24.0 201.5±25.2 175±25 175±25 

F/U 151.1 153.7 -4.5 +0.2 163.6±30.2 176.3±34.8 244.7±33.8 272.5± 31.4 186±24 211±26 170 177 

LDL-C 
baseline 100.0±30.3 101.1±31.0 148±17 149±17 118.7±24.7 118.7±25.5 189.2±34.0 188.2±33.9 138.4±19.3 141.1±21.7 111±22 112±23 

F/U 81.1 80.0 -6.5 -1.3 94.0±25.1 100.5±30.2 172.8±31.3 193.6±30.4 130±21 148±23 113 113 

HDL-C 
baseline 38.0±7.8 38.2±7.8 34.6±5.5 34.6±5.5 42.5±10.1 42.5±10.1 47.1±10.8 47.6±11.3 31.3±5.1 31.7±5.8 32±5 32±5 

F/U 41.2 40.5 +17.9 +3.5 43.7±11.6 43.3±11.2 52.1±11.5 46.8 ±10.2 38±7 34±6 34 32 

TG 
baseline 164 160 145±51 145±51 154.2 153.2 175.3±117.7 176.7±120.3 146.2±55.8 144.4±57.6 161±68 160±67 

F/U 147.0 170.0 -20.6 +4.6 130.2±69.1 165.7±85.1 102.7± 59.9 166.6 ±91.3 92±34 154±62 115 166 

脂質異常症の定義 

高TG血症 ≥204mg/dl ≥200mg/dl ≥204mg/dl ≥204mg/dl NA >150mg/dl 

低HDL-C血症 <41mg/dl <35mg/dl <40mg/dl (男） <50mg/dl (女） <41.9mg/dl ≤42.5mg/dl ≤40mg/dl 
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値が有意に低下し、プラセボと同等の副作用発現
率であること、0.2mg/ 日以下では、ホモシステイ
ンやクレアチニンの上昇がみられなかった。従っ
て、ペマフィブラートは、非アルコール性脂肪性肝
炎（nonalcoholic steatohepatitis: NASH）や非アルコー
ル 性 脂 肪 性 肝 疾 患（nonalcoholic fatty lier disease: 

NAFLD）への有効性も示唆された 23)。ピタバスタ
チン投与下で空腹時血清 TG 200mg/dL ～ 1000mg/

dL かつ non-HDL-C 150mg/dL 以上を示す脂質異常
症患者 170 例を対象にプラセボ、ペマフィブラート
0.1mg/ 日、0.2mg/ 日又は 0.4mg/ 日を 1 日 2 回 12 週
間投与した試験では、ペマフィブラートによる TG

低下及び HDL-C 上昇効果が認められた。また副作
用発現率はプラセボと同様で、スタチンとの併用で
も安全性と有効性が示されている。また、ペマフィ
ブラートは腎臓で代謝を受けないことから、腎機能
低下例でも使用可能である。

まとめ

フィブラートは抗動脈硬化作用を有し、動脈硬
化惹起性脂質異常症の治療に有効である。SPPARM

は安全性の確立された新規のフィブラートで、ス
タチンとの併用でも安全性と有効性が示され、さ
らに NASH や NAFLD への有効性も期待される薬
物である。

文　　献
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

脂質異常症治療薬の現況

動脈硬化性心血管疾患（atherosclerotic cardiovascular 

disease, ASCVD）は世界で最も頻度の高い死因の一
つであり、ASCVD のリスク評価及び治療介入は重
要な課題である。よく知られたコホート研究である
Framingham Heart Study が 1961 年に報告され、年
齢、性別、高血圧、脂質異常症および糖尿病を含
む Framingham「古典的」リスク因子が同定された。
National Cholesterol Education Program Adult Treatment 

Panel (NCEP ATP) III ガイドライン 1 においてこれら
のリスク因子の管理方針がまとめられ、現在までそ
のコンセプトに基づくリスク管理方針が継続してい
る。1961年に福岡県久山町で開始された久山研究 2,3、
NIPPON DATA 804 など日本のコホート研究におい
ても高コレステロール血症を含めたこれらの「古典
的」リスク因子が有意であることが示されており、
日本動脈硬化学会・動脈硬化性疾患予防ガイドライ
ン 5 は患者リスク因子による ASCVD リスクの層別

化を行い、LDL コレステロール（LDL-C）管理目標
値を含めたリスク因子の管理目標を提示している。

高コレステロール血症に対する治療介入としては、
1994 年に報告された Scandinavian Simvastatin Survival 

Study (4S) を初めとして、3-hydroxy-3-methylglutaryl 

coenzyme A (HMG-CoA) 還元酵素阻害薬（スタチン）
を試験治療とした複数の臨床試験が LDL-C 低下と
とともに ASCVD の一次予防、二次予防においてリ
スクを低減するスタチンの有効性を示してきた 6。
その結果、日米欧のガイドラインは ASCVD 予防の
ためにスタチンを標準治療として推奨し、LDL-C 管
理目標もスタチン臨床試験の結果として達成された
LDL-C 値が参考にされ、ハイリスク患者においては
より低い管理目標値が設定されてきた経緯がある。

一方、非スタチン脂質低下薬の一つであるエゼチ
ミブは小腸上皮の NPC1L1 を阻害することにより
コレステロール吸収を抑制し、LDL 受容体発現を
増加させ血中 LDL-C を低下させる。エゼチミブの
スタチンへの併用療法を検討した IMPROVE-IT 試

脂質異常症治療薬の現況と将来展望 
エゼチミブ

的場　哲哉、髙瀨　　進、筒井　裕之

九州大学　循環器内科

要旨
コホート研究において脂質異常症、特に高コレステロール血症が冠動脈疾患を代表とした動脈

硬化性心血管疾患のリスクになることが明らかにされて以降、様々な脂質異常症治療による予後改
善効果が検討され、現在標準薬としてのスタチン、およびエゼチミブと PCSK9阻害薬が臨床使用
されている。筆者らの研究グループはエゼチミブの酸化コレステロール吸収阻害効果に着目し、冠
動脈内皮機能をアウトカムとした臨床試験 CuVIC Trialでその有用性を検討した。現在、脂質管理
においては LDLコレステロール値自体が重視されているが、脂質低下のメカニズムによる臨床効
果の差異についても引き続き検討が必要である。

 キーワード  脂質低下療法、冠動脈インターベンション、酸化コレステロール、

血管内皮機能
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験 7 によって、急性冠症候群患者における ASCVD

二次予防効果も示されている。また、日本で行われ
た PRECISE-IVUS 試験 8 では、スタチンに対するエ
ゼチミブの上乗せが、冠動脈イベントを予測する重
要な代理マーカーである冠動脈プラークの更なる退
縮をもたらすことが示された。本邦では 2016 年に
承認された proprotein convertase subtilisin/kexin type 

9  (PCSK9) 阻害薬は PCSK9 の LDL 受容体のリサイ
クルを促進することによって、著明に血中 LDL-C

を低下させる。LDL-C 低下作用を示した一方で、
FOURIER 試験 9 によってスタチンに対する PCSK9

阻害薬の追加が ASCVD リスクの低下をもたらすこ
とも示された。現在のガイドラインでは、スタチン
を標準薬として、スタチンと併用における ASCVD

減少効果を示したエゼチミブと PCSK9 阻害薬につ
いては併用を検討するという副次的な位置づけと
なっている。

多くのランダム化試験によってコレステロール
低下療法の ASCVD 抑制効果が示されてきたが、複
数の薬剤による試験治療のコレステロール低下と
ASCVD 相対リスクの低下が正相関することがメタ
解析で示されたことから 6、LDL-C 低下自体の重要
性が示唆されている。一方、スタチンが LDL-C に
依存しない心血管保護作用（多面的作用）を有する
研究結果も数多く報告され 10、それがスタチンの臨
床効果の裏付けになっているとの意見もある。す
なわち、LDL-C 低下が重要か、コレステロール低
下のメカニズムが重要か、という議論が続いてい
る。本稿では、筆者らの研究グループが実施したエ
ゼチミブとスタチン併用による冠動脈内皮機能改善
に関する臨床試験、Effect of Cholesterol Absorption 

Inhibitor Usage on Target Vessel DysfunctIon after 

Coronary Stenting (CuVIC) Trial11 の結果から、脂質
低下療法におけるエゼチミブの作用メカニズムにつ
いて考察したい。

コレステロール吸収阻害の意義

シンバスタチンの ASCVD リスク低下効果を示し
た 4S 試験のサブ解析において、血中マーカーによ
るコレステロール吸収が亢進しているサブグループ
ではスタチン治療下でも冠動脈イベントの再発率

が高いことが報告されていた 12 が、コレステロー
ル吸収と ASCVD リスクが関連するメカニズムは不
明であった。筆者らは、高コレステロール血症モ
デルマウスにおいて食餌中の酸化コレステロール

（oxysterol）負荷により動脈硬化性プラークが不安定
化すること、そしてエゼチミブが oxysterol の低下
と関連してプラーク不安定化を抑制することを示し
た 13。これらの知見から、エゼチミブはスタチンと
併用することでスタチンとは異なるメカニズムで臨
床上の利益をもたらす可能性があると考え、多施設
ランダム化臨床試験として CuVIC Trial を計画した。

CuVIC Trial

冠動脈内皮機能異常（Coronary endothelial dysfunction, 

CED）は、冠動脈硬化病変の諸端となりその進行
においても重要な役割を持つ 14。臨床研究において
CED はアセチルコリン（ACh）の冠動脈内投与に
対する血管拡張反応の障害で定義され、前向き観察
においても CED が冠動脈イベントの独立した予測
因子であることが報告されている 15 ことから、代
理マーカーとして脂質低下療法の心血管保護効果を
評価するのに役立つ。そこで我々は、冠動脈インター
ベンションでステント留置を受けた患者において、
エゼチミブとスタチンの併用療法がスタチン単独療
法と比較して、同等の LDL-C 値（≤ 100 mg/dL）下
に、冠動脈ステント標的血管の CED を改善するか
を検証するため、多施設ランダム化試験を行った。
CuVIC Trial において、我々は試験治療期間中の標
的血管不全（target vessel failure, TVF）とフォロー
アップ冠動脈造影検査時に行う冠動脈内 ACh 負荷
試験により評価される CED を合わせた複合評価
項目である標的血管機能不全（TVD）を評価した 

(UMIN-CTR ID: UMIN000005597)11。
冠動脈ステント留置に成功した冠動脈疾患患者

260 例を 2 群 [ スタチン単独療法群（S 群）131 例 vs. 

エゼチミブとスタチン併用療法群（E+S 群）129 例 ]

にランダム化した。背景因子と冠危険因子、試験治
療期間中の試験治療以外の薬物治療に群間差は認め
なかった。日本動脈硬化学会ガイドラインに従って
管理目標 LDL-C 値 100 mg/dL 以下と設定したところ、
S 群において E+S 群よりも高用量のスタチンが使用
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されたが、総コレステロール、LDL-C、アポリポ蛋
白 B の変化量は E+S 群でより低下を認め（P<0.0001, 

ANCOVA）、両群とも治療期間に有意な HDL-C の上
昇を認めた（表 1）。コレステロール吸収マーカー
であるカンペステロールとシトステロールは S 群で
有意に上昇した一方、E+S 群では低下していた。合
成マーカーであるラソステロールは、より低用量の
スタチンが使用されていた E+S 群で有意に上昇し
た（表 1）。ガスクロマトグラフィを用いてコレステ
ロールの酸化物である oxysterol を測定したところ、
総 oxysterol （ 表 1）、5 β, 6 β-epoxycholesterol、4 β
-hydroxycholesterol (OHC)、7 β-OHC、27-OHC は、
S 群では変化を認めなかったものの、E+S 群におい
て有意な低下を示した。

中央値 7 か月後のフォローアップ冠動脈造影に合
わせてその間の TVF を評価し、冠動脈造影の際に虚
血による再血行再建（target vessel revascularization, 

TVR）のない症例において、CED を評価するため
に冠動脈 ACh 負荷試験を行った。まず標的血管の
ベースラインの冠動脈造影を行い、続いて ACh を
漸増させながら［右 / 左冠動脈にそれぞれ、低用
量 5/10 µg、中等量 , 15/30 µg、高用量 50/100 µg］、
CED の基準を満たすまで、冠動脈内投与した。さ
らに基準血管径を得るため硝酸イソソルビドを冠
動脈内投与した。CED の基準は、標的血管の過収
縮反応 （Quantitative coronary angiography, QCA 解析
で基準血管径の 50% 以上の収縮反応） に加えて、1) 

狭心症状、2) 虚血性心電図変化 (0.1 mV 以上の ST

上昇または低下、T 波の陰転化か偽正常化 ) のいず
れか一つを満たす場合に陽性と判断した（図 1）。

CuVIC 試験における一次評価項目を TVD は E+S

群において有意に低く、仮説通りエゼチミブのス
タチンに対する併用の効果が示された [S 群 69/112 

(62%) vs. E+S 群 47/109 (43%), (P=0.0059, χ2 test)] 

（図 2）。フォローアップ時の TVF 発生は、S 群で
23/112 (21%) vs. E+S 群 で 13/109 (12%), (P=0.0831, 

χ2 test) であった。内訳は標的血管に関連した死
亡は両群発生せず、心筋梗塞が S 群で 1 例発生し
た（図 2）。虚血による再血行再建（TVR）は全体
で、S 群で 20%、E+S 群で 12% (P=0.1162, χ2 test)

であり、全ての TVR は試験登録時のステント留
置部位（標的病変）に対して行われた（図 2）。全
症例を試験治療後の oxysterol 値の 3 分位で 3 つの
グループに分け、LDL-C 値ごとに 3 つのグループ
(LDL-C level: >100, n=34; 71-100, n=90; ≤ 70, n=90)

に分けた。傾向分析 (Cochran-Armitage test) を用い
て、oxysterol 値による 3 グループ又は LDL-C 値に
よる 3 グループと CED の発生の関連について追加

表１．脂質とバイオマーカーの変化 

 

 

  S (n=108-128) E+S (n=105-129) 

P-value 

(ANCOVA) 

S vs. ES    

at F/U 

  
ベース 

ライン 

フォロー 
アップ 

P-value 

(paired  

t-test) 

ベース 

ライン 

フォロー 

アップ 

P-value 

(paired  

t-test) 

 

Total-C 173±41 158±27  <0.0001 166±37 142±31  <0.0001 <0.0001 

TG 144±74 134±83  0.1114 135±71 141±93  0.4501 0.5194 

HDL-C 46±12 48±12  0.0073 44±12 46±13  0.0003 0.3192 

LDL-C 99±36 83±23  <0.0001 96±31 67±23  <0.0001 <0.0001 

Apo A1 118±18 128±24  <0.0001 118±18 125±21  <0.0001 0.4050 

Apo B 74±20 68±16  0.0026 72±17 62±17  <0.0001 0.0036 

hs-CRP 0.3±0.2 0.1±0.2  <0.0001 0.3±0.2 0.1±0.1  <0.0001 0.2186 

Campesterol 
(µg/mL) 

4.1±2.3 5.0±2.3 <0.0001 3.8±1.6 2.2±1.1 <0.001 <0.0001 

Lathosterol 
(µg/mL) 

1.1±0.5 1.1±0.4 0.9426 1.1±0.3 1.3±0.5 <0.0001 <0.0001 

Oxysterol 
(ng/mL) 

1772 

±1125 

1782 

±1271 
0.9048 

1854 

±1359 

1558 

±1049 
0.0191 <0.0001 

表 1　脂質とバイオマーカーの変化

   
 

     

TVD=TVF+CED 
TVF=標的血管不全 (Target 

Vessel Failure): 標的血管に
関連した死亡、心筋梗塞、虚
血による再血行再建 

CED=冠動脈内皮機能障害: 
TVFの無い場合に施行する
ACh試験陽性 
1. アセチルコリンによる>50%の
冠動脈収縮 

2. 狭心症状または虚血性心電図
変化 

ACh test 

Analysis  

Randomization  

S E+S 

TVF+ 

TVF+ 

TVD+ 

CED+ CED- 

Follow-up CAG 

TVD- 

図 1　CuVIC Trial 一次評価項目標的血管機能不全 (Target 
Vessel Dysfunction, TVD) の評価方法

 ランダム化後の試験治療期間中に発生した TVF は
TVD に含む。S 群の 119 例、E+S 群の 113 例がフォ
ローアップ冠動脈造影検査を施行され、再狭窄に
よる TVF のない症例で ACh 試験を実施し、最終的
に S 群で 112 例、E+S 群で 109 例が一次評価項目
標的血管機能不全（Target Vessel Dysfunction, TVD）
の解析対象となった。

 TVF, Target Vessel Failure、標的血管不全＝標的血管
に関連した死亡、心筋梗塞、虚血による再血行再建。
CED, Coronary endothelial dysfunction、冠動脈内皮
機能障害 =TVF の無い場合に施行する ACh 試験陽
性；アセチルコリンによる >50% の冠動脈収縮お
よび狭心症状または虚血性心電図変化。

 （Takase, Matoba, Nakashiro, et al. Arterioscler Thromb 
Vasc Biol., 2017;37(2):350-358. より出版社の許諾を
得て使用）
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解析を行った。その結果、検出力が十分ではなかっ
たが、oxysterol 値が高いグループほど CED の発生
が多く (P=0.23, by Cochran-Armitage test)、LDL-C 値
が高いグループほど CED の発生が多い (P=0.30, by 

Cochran-Armitage test) 傾向が認められた。Oxysterol

値が最も高く LDL-C が最も高いグループの両者が
最も低いグループに対する CED 発生の相対リスク
比は 1.52 であり、LDL-C 高値とともに oxysterol 高
値が血管内皮機能障害に関連することが示唆された

（図 3）。

酸化コレステロールによる 
血管障害の可能性

CuVIC 試験では、エゼチミブをスタチンに併用す
ることで LDL-C 値低下に伴って oxysterol 値も有意
に低下することが示されたが、ad-hoc 解析では治療
中の LDL-C を同等にしたサブグループ間において
も、oxysterol 値がエゼチミブ群において有意に低下
していた 11。ヒトや動物の動脈硬化モデルにおいて
いくつかの oxysterol が同定され、その血管障害性
が検討されている 16。基礎研究では 7-ketocholesterol

や 27-OHC17 が内皮機能を障害することが示されて
いたが、本試験は oxysterol と血管内皮機能障害と
の関連をヒトで示した初めての報告である。エゼチ
ミブによる治療はステロール吸収を抑制、酵素的に

    

S  
(n=112) 

E+S 
(n=109) 

P-value 
(χ2 test) 

一次評価項目 
TVD 69 (62%) 47 (43%) 0.0059 

二次評価項目 
TVF 23 (21%) 13 (12%) 0.0831 

TV death 0 (0%) 0 (0%) - 
TV MI 1 (0.9%) 0 (0%) 0.3228 
TVR 22 (20%) 13 (12%) 0.1162 

CED 
(ACh+)  

46/89 
(52%) 

34/96 
(35%) 0.0256 

標的血管機能不全 
PCI 6-8か月後 

43% 
62% 

図 2　CuVIC Trial 試験評価項目
 一次評価項目として標的血管に関連する死亡、心

筋梗塞、虚血による再血行再建、冠動脈内皮機
能異常の複合評価項目である標的血管機能不全

（Target Vessel Dysfunction, TVD）の発生率を評価し
た。TVD と CED は S 群において E+S 群よりも高
率であった。

 CED, Coronary endothelial dysfunction 冠動脈内皮機
能障害

 （Takase, Matoba, Nakashiro, et al. Arterioscler Thromb 
Vasc Biol., 2017;37(2):350-358. より出版社の許諾を
得て使用）
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図 3　総酸化コレステロール／ LDL-C と冠動脈内皮機能
障害

 全症例を試験治療後の総 oxysterol 値の 3 分位で
3 つのグループに分け、LDL-C 値ごとに 3 つの
グループ (LDL-C level: >100, n=34; 71-100, n=90; ≤
70, n=90) に分けた。Oxysterol 値が高いグループほ
ど CED の発生が多く (P=0.23, by Cochran-Armitage 
test)、LDL-C 値が高いグループほど CED の発生が
多い (P=0.30, by Cochran-Armitage test) 傾向が認め
られた。Oxysterol 値が最も高く LDL-C が最も高い
グループと、両者が最も低いグループとでの CED
発生の相対リスク比は 1.52 であった。

 （Takase, Matoba, Nakashiro, et al. Arterioscler Thromb 
Vasc Biol., 2017;37(2):350-358. より出版社の許諾を
得て使用）

図 4　コレステロール代謝におけるスタチンとエゼチミブ
 体内コレステロールは肝臓での合成、および食事

から少腸 NPC1L1 を介した吸収によってなる。そ
の一部は生体内での酸化酵素と食物中の酸化によ
り酸化コレステロールとなり、リポ蛋白による体
循環での輸送、腸肝循環で分布する。スタチンは
肝臓でのコレステロール合成を阻害し、エゼチミ
ブは NPC1L1 を阻害することによって吸収および
腸肝循環再吸収を阻害する。エゼチミブの併用は
酸化コレステロール／コレステロール比を下げ、
結果的に酸化コレステロールによる内皮機能障害
を軽減する可能性がある。

 （Takase, Matoba, Nakashiro, et al. Arterioscler Thromb 
Vasc Biol., 2017;37(2):350-358. より出版社の許諾を
得て使用）
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産生される（内因性）と非酵素的に食事などから
摂取される（外因性）両方の oxysterol を低下させ
る。さらに因子分析により、治療期間中にカンペス
テロールの低下で示されるコレステロール吸収阻害
と、LDL-C 低下および 27-OHC 低下が相関を有す
ることが示された 11。 これらの探索的解析は、コ
レステロール吸収阻害薬エゼチミブが oxysterol の
低下を介して冠動脈内皮機能を改善し、それにより
心血管イベント抑制に寄与する可能性を支持するも
のと考えられた。

脂質異常症治療薬の将来展望

CuVIC Trial の重要な知見は、エゼチミブをスタチ
ンに併用投与する脂質低下療法がスタチン単独療法
と比較して、(1) より低用量のスタチンと併用して
も LDL-C 値はより低下させ、(2) 冠動脈疾患でステ
ント留置後症例において、標的血管に関連する死亡、
心筋梗塞、虚血による再血行再建、冠動脈内皮機能
異常から成る TVD を改善した、(3) さらに oxysterol

を含む催動脈硬化性脂質値も低下した、という点で
ある。TVD の改善はエゼチミブのスタチンへの併
用による心血管保護効果を示唆するものであり、将
来の冠動脈イベントの抑制に繋がる可能性がある。
エゼチミブをスタチンに併用することで心筋梗塞
を含む ASCVD イベントが減少することを報告した
IMPROVE-IT 試験 7 においても、中間メカニズムと
して冠動脈内皮機能改善を介した可能性がある。

現在の脂質管理ガイドラインでは、臨床試験に
よるエビデンスのある LDL-C が管理指標とされ、
LDL-C 以外のマーカーについては治療の選択には
用いられていない。また、前述の通りスタチンが標
準的な脂質低下薬とされている。コレステロール吸
収の亢進した患者においてスタチンの心血管イベン
ト抑制効果が小さいという知見があり、また、最近
発表されたエゼチミブ＋スタチン vs. スタチンのラ
ンダム化試験、HIJ-PROPER 試験 18 において、ベー
スラインでコレステロール吸収の亢進したサブグ
ループにおいて、エゼチミブ併用群の ASCVD イベ
ント抑制効果が顕著であったとの知見が得られて
いることから、これらのバイオマーカーによって
エゼチミブ併用のメリットを推定できる可能性が

ある。酸化コレステロールの病態生理学的な意義
とともに、コレステロール吸収阻害の臨床効果に
ついて、更に基礎的臨床的研究が必要である。一
方、将来のガイドラインにおける LDL-C の管理目
標は、IMPROVE-IT 試験の強化療法群（LDL-C 約
54 mg/dL）、FOURIER 試験の強化療法群（LDL-C 

約 30 mg/dL）が結果的に達成した値を参照して、
よりハイリスク患者においてはより低く設定される
と推察される。コレステロール吸収マーカーや酸
化コレステロールを含む LDL-C 以外のバイオマー
カーが、従来よりも低く達成された LDL-C 値に対
しても独立した意義を持つか、脂質低下のメカニズ
ムによる臨床効果の差異とともに、引き続き臨床研
究において検討が必要である。

まとめ

本稿では、脂質低下療法の現況とエゼチミブの
位置づけについて、筆者らのグループで実施し
た CuVIC Trial の結果を紹介しつつ考察した。臨
床上の管理指標としては LDL-C が重視されるが、
LDL-C 以外のバイオマーカーが血管病態と関わる
メカニズムを考慮しつつ、臨床にも活かされること
を期待したい。
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

はじめに

近年、先進国では冠動脈疾患や脳梗塞を始めとす
る動脈硬化性疾患が急増している。スタチンは高コ
レステロール血症の治療薬であり、冠動脈疾患や脳
血管障害の発症リスクを低下させる。しかし、スタ
チン投与でも予防できない心血管イベントは「残余
リスク」として問題となっている。近年の研究結果
から、魚油の主要な成分であるω 3 系多価不飽和脂
肪酸は残余リスク低減効果を有することが注目され
ている。またω 3 系多価不飽和脂肪酸は慢性心不全
の補助的な治療薬としても注目されている。本稿で
は、実臨床で使用されているω 3 系多価不飽和脂
肪酸であるエイコサペンタエン酸（eicosapentaenoic 

acid: EPA）とドコサヘキサエン酸（docosahexaenoic 

acid: DHA）の心血管疾患イベントリスク低下効果
とその作用機序を概説する。

EPA製剤を用いた 
虚血性心疾患予防のエビデンス

1970 年代のデンマークでの疫学調査によって、
魚油の摂取は心血管疾患の発症を抑制することが
注目されるようになった 1)。我が国の大規模臨床試
験 で あ る JELIS 試 験（Japan EPA Lipid Intervention 

Study）では、スタチン治療を受けている高コレス
テロール血症患者を対象として、高純度 EPA の冠
動脈疾患発症抑制効果が検討された 2)。対象を EPA

群と対照群に分け、対照群はスタチン単独治療、
EPA 群にはスタチンに EPA 製剤を 1,800mg/ 日併用
投与した。主要冠動脈イベントの発症率（一次予
防）は、EPA 群が対照群に比べて 19％の有意なリ
スク低減を示し、二次予防サブ解析では EPA 群で
は対照群と比較して累積冠動脈イベントが 23％低
く、特に心筋梗塞の既往を有する冠動脈インターベ
ンション施行例では EPA 群で 41％の著明なリスク
低減を認めた（図 1）。

ω 3系多価不飽和脂肪酸による心血管イベント抑制効果
高島　啓 1、佐田　政隆 2

1 徳島県鳴門病院　循環器内科、2 徳島大学大学院医歯薬学研究部　循環器内科学

要旨
魚油の主要な成分であるω 3系多価不飽和脂肪酸は、心血管イベントリスクの低減に有効であ

る。代表的なω 3系多価不飽和脂肪酸である EPAや DHAは動脈硬化を抑制し、虚血性心疾患患者
の心血管イベント発生を減少させる。またω 3系多価不飽和脂肪酸は、慢性心不全患者や非虚血性
拡張型心筋症患者の死亡率や心血管入院イベントを低下させ、左室駆出率を改善させる効果を有す
る。近年の研究から、ω 3系多価不飽和脂肪酸は様々な分子メカニズムを通じた抗炎症効果により、
抗動脈硬化もしくは抗心不全作用を発揮していると考えられ、今後更なるメカニズムの解明が期待
される。

 キーワード   ω 3系不飽和脂肪酸、虚血性心疾患、残余リスク、心不全、動脈硬化
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EPA/DHA製剤について

DHA は EPA と同様に中性脂肪の低下作用を示
す。また小型の LDL-C は動脈硬化惹起性が強いが、
DHA は LDL-C サイズを大型化することで動脈硬化
リスクを低減させる可能性を持っている 3)。心筋梗
塞慢性期患者の血中 EPA・DHA 値と心不全回避生
存率・予後との関連をみた研究では EPA・DHA 低
値群は、EPA・DHA 高値群と比較し心不全発症リ
スクが高く、特に DHA 低値は全死亡増加のリスク
であった 4)。また冠動脈疾患患者に対する血管内皮
機能改善効果は EPA よりも DHA で強く認められた
とする報告もあり 5)、DHA の臨床的な有用性を示
す報告が増えてきている。虚血性心疾患患者を対象
としたω 3 系不飽和脂肪酸の有効性を検討したイタ
リアの大規模臨床試験（GISSI-Prevenzione 試験）で
は、心筋梗塞患者を対象に EPA/DHA を投与した群
では、非投与群と比較して全死亡リスク比が有意に
低下し、特に突然死を減少させていた 6)。

ω 3系不飽和脂肪酸の 
慢性心不全に対する治療効果

慢性心不全の標準的薬物治療は、アンジオテンシ
ン変換酵素（ACE）阻害薬、アンジオテンシンⅡ受
容体拮抗薬（ARB）、β遮断薬、抗アルドステロン薬
であるが、ω 3 系不飽和脂肪酸も補助的な心不全治
療効果を有するとの報告がみられる。イタリアの大

規模臨床試験（GISSI-HF 試験）では、心不全の重
症度分類である NYHA（New York Heart Association）
分類のうちⅡ度（軽度）～Ⅳ度（重症）の身体活動
制限をもつ慢性心不全患者を対象に、ω 3 系不飽和
脂肪酸を投与した群では、非投与群と比較して有意
に総死亡および心血管疾患による入院件数を減少さ
せたと報告した 7)。GISSI-HF 試験のサブ解析では
心エコーによる心機能評価において、ω 3 系不飽和
脂肪酸を投与した群は、非投与群と比較して左室駆
出率の有意な改善が認められた 8)。また拡張型心筋
症患者を対象としたランダム化試験ではω 3 系不飽
和脂肪酸により駆出率や運動耐容能の改善、NYHA

分類による症状や心不全による入院件数の低下を認
めた。機序として、ω 3 系不飽和脂肪酸の抗炎症効
果、血管内皮機能改善などの多面的な作用により心
筋リモデリングの進行が抑制され、心筋機能の改善
につながった可能性が示唆された 9)。

ω3系多価不飽和脂肪酸の多面的作用

急性心筋梗塞の発症原因として、冠動脈に軽度の
狭窄しかきたさない動脈硬化病変の破裂やびらんに
起因する急性血栓性閉塞が注目されているが、破
綻したプラークでは脂質コアの増大、被膜の菲薄
化、平滑筋細胞数の減少、凝固能の亢進、コラーゲ
ン含有量の減少、炎症細胞浸潤、タンパク分解酵素
の発現亢進、プラーク内血管新生などが認められ
る 10)。最近の分子細胞生物学的研究により、ω 3 系

Matsuzaki M, et al. Circ J 2009; 73: 1283-90より改変 
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対照群   1,841        1,729       1,658       1,592        1,514       1,450 
EPA群   1,823        1,719       1,638       1,566        1,504       1,442 

症例数                    観察期間 
対照群    247          218          205           196          182           171 
EPA群    290          268          258           240          227           217 

主要冠動脈イベントの再発率 
（二次予防対象の全患者） 

主要冠動脈イベントの再発率 
（心筋梗塞既往のインターベンション施行例） 

図 1　JELIS 試験の主要冠動脈イベントに対する二次予防サブ解析結果
 A： EPA 投与群では対照群と比較して累積冠動脈イベントが 23％低い
 B： 特に心筋梗塞の既往を有する冠動脈インターベンション施行例では EPA 群で

41％の著明なリスク低減を認めた。（文献 2 から引用改変）



31

不飽和脂肪酸が血管内皮細胞や炎症細胞、血小板に
対して多面的作用を及ぼし、病変形成やプラークの
不安定化を抑制して、プラーク破綻ならびにそれに
引き続いて生ずる血栓性閉塞を予防している機序が
解明されてきている 11)-12)。我々は高純度 EPA が動脈
硬化モデルマウスである ApoE 欠損マウスでも、動
脈硬化の進展を抑制し大動脈壁の動脈硬化領域を減
少させ、プラークの質を変化させることを報告した

（図 2）13)。プラークの不安定性を規定する重要な因
子の 1 つは、プラークの表面を覆う線維性被膜の厚
さであり、線維性被膜の菲薄化がプラークの破綻に
つながる。コラーゲン線維の染色法である Sirius-red

染色により EPA 群では対照群に比べてプラークのコ

ラーゲン含有量が有意に増加し、プラークの安定化
に寄与していることが示された。機序としては、EPA

を前投与した細胞では、VCAM-1、ICAM-1 などの接
着因子の発現が抑制されプラークの不安定化に寄与
するマクロファージからの MMP-2、MMP-9 の発現が
抑制されたと考えた。さらに我々は最近、ApoE 欠損
マウスへの抗動脈硬化作用は EPA 単独よりも、EPA

に DHA を上乗せした方が強力であり、より炎症性物
質の発現を抑制することを明らかにし、EPA と DHA

併用治療が有効な可能性を示した（図 3）14)。
また我々の研究グループが、ヒトにおいてもスタ

チンに高純度 EPA 製剤を上乗せして投与すること
で、ヒト冠動脈プラークの脂質成分が減少し、線維
成分が増加し、プラークが安定化したことを血管内
超音波（IVUS）で確認した（図 4）15)。

おわりに

これまでの基礎・臨床研究結果からω 3 系不飽和
脂肪酸による虚血性心疾患や慢性心不全患者の心血
管イベント抑制効果が明らかになってきている。虚
血性心疾患患者のうち動脈硬化リスクが多数ある症
例やリスクコントロールが不十分な症例、慢性心不
全患者のうち心機能低下を認める症例や心不全コン
トロールが不良な症例には EPA や EPA/DHA 製剤の
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図 2　ω 3 系不飽和脂肪酸による抗動脈硬化作用
 EPA の投与により、ApoE 欠損マウスにおける動脈

硬化形成が抑制された。（文献 13 から引用改変）
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図 3　ω 3 系不飽和脂肪酸の併用による抗動脈硬化作用
の相加効果

 ω 3 系不飽和脂肪酸の投与により、ApoE 欠損マウ
スにおける動脈硬化形成が抑制された。また EPA
に DHA を上乗せすることで、より強い抗動脈硬化
作用が得られた。

 （EPA ＋ DHA（high dose） 群 は EPA 群 と 同 等 量
の EPA を投与し、EPA+DHA（low dose）群は high 
dose 群の半分量の EPA と DHA を投与している。）

（文献 14 から引用改変）



32

投与を検討すべきである。ω 3 系不飽和脂肪酸が必
要な患者に処方されることで、心血管イベントが抑
制されることを期待したい。
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図 4　ヒト冠動脈における EPA によるプラーク安定化作用
 ヒト冠動脈プラークの IB-IVUS による観察。スト

ロングスタチンに EPA 1800mg/ 日 追加投与すると、
6 カ月後の観察において脂質成分（青）が減少して、
線維性成分（黄緑）が増加して、プラークの安定
化効果が観察された。（文献 15 から引用改変）
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Review

1．動脈硬化性疾患予防 
ガイドライン 2017

2017 年に動脈硬化性疾患予防ガイドラインが改
訂され、今回、欧米のガイドラインに並びシステマ
ティックレビューに基づく CQ 形式での記載となっ
ている。脂質に関する臨床検査値に関して、冠動
脈疾患と脳卒中のそれぞれを対象疾患として発症・
死亡を予測するかどうかについて過去の文献をも
とにシステマティックレビューが行われた。また、
絶対リスク評価に関しては、前回 2012 年版では
NIPPON DATA80 のリスク評価チャートが用いられ
たが、同研究では脂質に関する危険因子として総コ
レステロールが用いられており、LDL コレステロー
ルが用いられていないこと、アウトカムが冠動脈疾
患死亡であることなどから、改めて日本人における
絶対的リスク予測ツールの検討が行われた。その結
果、アウトカムとして冠動脈疾患の発症を評価し、
LDL コレステロールおよび HDL コレステロールが
脂質に関する危険因子として取り入れられている吹
田研究の吹田スコアが用いられることとなった。年

齢、性別、喫煙、血圧、HDL-C、LDL-C 耐糖能異常、
早発性冠動脈疾患家族歴の 8 つが危険因子として用
いられ、スコアチャートにより脂質管理目標値が決
定される。目標値そのものは 2012 年版からの変更
はなく、LDL–C が 140 mg/dL 以上で高 LDL–C 血症、
120 ～ 139 mg/dL で境界域高 LDL –C 血症、HDL–C

が 40 mg/dL 未満で低 HDL–C 血症、トリグリセラ
イド（TG）が 150 mg/dL 以上で高 TG 血症とされた。
2017 年版から新たに追加された non –HDL –C は、
LDL –C より 30 mg/dL 高く設定され、170mg/dL 以
上で高 non –HDL –C 血症、150 ～ 169mg/dL で境界
域高 non–HDL–C 血症とされた。

2．家族性高コレステロール血症の 
診断と治療

FH や ACS などは冠動脈疾患の高リスクな病態で
あり、その二次予防管理目標値は、2012 年版の LDL 

–C100 mg/dL 未満から 70 mg/dL 未満に変更され、よ
り厳格に管理することが推奨された。FH は遺伝性代
謝疾患のなかで最も高頻度であり、高 LDL –C 血症、

動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017と 
家族性高コレステロール血症

吉田　雅幸

東京医科歯科大学生命倫理研究センター・遺伝子診療科

要旨
２０１７年に改訂された動脈硬化性疾患予防ガイドラインでは、脂質異常症を中心とした心血

管疾患の基盤病態についてこれまでの大規模臨床研究の結果を参考する新しい手法が取り入れられ
た。さらに最も頻度の高い遺伝性疾患として知られている家族性高コレステロール血症の診断と治
療についても独立した章立てで重要性を強調している。この総説では特に家族性高コレステロール
血症の診断と治療を中心に新しいガイドラインを説明していきたい。

 キーワード   動脈硬化性疾患予防ガイドライン、家族性高コレステロール血症、心血管イ
ベント
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早発性冠動脈疾患、腱・皮質黄色腫を特徴とし、そ
のほとんどは常染色体優性（顕性）遺伝性疾患であ
る。早期診断、厳格な治療に加え、家族スクリーニ
ングの実施が若年死の予防につながる。FH ホモ接
合体の患者は LDL–C が 500 ～ 900 mg/dL ときわめ
て高く、万人に 1 人という報告もある。FH ヘテロ接
合体は 200 ～ 500 人に 1 人の割合で存在し、わが国
には 30 万人以上の患者がいると推定されている。成
人（15 歳以上）の FH ヘテロ接合体の診断基準は、「高
LDL –C 血症（未治療時 180 mg/dL 以上）」、「腱黄色
腫あるいは皮膚結節性黄色腫」、「FH あるいは早発
性冠動脈疾患の家族歴（2 親等以内）」のうち 2 項目
以上となっている。未治療時の LDL–C が 250 mg/dL

以上の場合は FH を強く疑い、すでに薬物治療中の
場合は治療のきっかけとなった脂質値を参考にす
る。冠動脈疾患を男性 55 歳未満、女性 65 歳未満で
発症した場合を早発性冠動脈疾患と定義する。FH

と診断した場合は、家族についても調べることが望
ましい。アキレス腱肥厚は X 線撮影で 9 mm 以上
にて診断する。ACS で入院した患者の FH 合併率は
5％と通常の 10 倍であり、FH と ACS の関連は強い。
FH 患者が 1 年後に管理目標値に到達することは難
しく、最初の 1 年間で ACS を再発するリスクは非
FH 患者の約 2 倍である。FH は冠動脈疾患のリス
クがきわめて高く、LDL –C の管理目標値は一次予
防で 100 mg/dL 未満、二次予防で 70mg/dL 未満が
推奨されている。スタチンなどの脂質異常症治療薬
の適応と有効性、安全性は確立している。PCSK9（前
駆蛋白転換酵素サブチリシン / ケキシン 9 型）阻害
薬は、適応と有効性は確立しているが、長期投与に
関する安全性はまだ確認されていない。成人（15 

歳以上）において、FH ヘテロ接合体と診断されたら、
生活習慣改善、適正体重の指導と同時に脂質低下療
法を開始する。LDL –C の管理目標値は一次予防で
100 mg/dL 未満、あるいは治療前値の 50％未満、二
次予防では 70 mg/dL 未満と厳格な脂質管理が求め
られる。スタチン最大耐用量かつ / またはエゼチミ
ブを併用し、それで効果が不十分な場合は、PCSK9

阻害薬、レジン、プロブコール、さらには LDL アフェ
レシスが治療の選択肢になる。ホモ接合体 FH は必
ず専門医に相談し、可及的速やかに LDL –C を低下
させる積極的な脂質低下治療を開始する。家族性高

コレステロール血症（FH）は、生下時より LDL-C

が高く、食事療法が効きにくく、若年時より心筋梗
塞を起こしやすい。

3．心筋梗塞の発症リスクが高い 
FH-原因遺伝子、頻度、診断率

累積 LDL-C が一定の値を超えると、心筋梗塞の
発症リスクが高くなる。FH ホモ接合体患者では、
LDL 受容体がほとんどなく、肝臓に LDL-C を取り
込めないため、小学生でも累積 LDL-C が高値にな
り、心筋梗塞を起こすことがある（文献 1）。FH 患
者では若年心筋梗塞の発症リスクが非 FH 集団の約
20 倍と言われ、FH の男性患者は 50 歳までに約半
数が心筋梗塞を発症する。

FH の原因遺伝子は、その多くが LDL 受容体であ
るが、わが国では LDL 受容体を壊す PCSK9 も多い。
その他にアポリポ蛋白 B-100 などもあり、いずれも
LDL 代謝に重要な役割を持つ分子である。

わが国では、FH ヘテロ接合体患者は 200 ～ 500

人に 1 人という頻度で 30 万人以上、FH ホモ接合体
患者は 16 万～ 100 万人に 1 人で数百人が存在する
と推定されている。真のホモ接合体以外にも、臨床
的に FH ホモ接合体を示す遺伝子変異の組み合わせ
として、父親と母親から異なる変異を受け継いだ複
合ヘテロ接合体、LDL 受容体変異と PCSK9 変異が
合併したダブルヘテロ接合体、常染色体劣性高コレ
ステロール血症などがある。

わが国の FH の診断率は 1％未満ときわめて低い
と推定されている（文献 2）。米国の医師を対象と
した調査では、FH が常染色体優性遺伝であること
を知らないと回答したのは 60％、FH の有病率を知
らない 80％、症例を呈示されても FH と診断できな
い 70％、FH 患者の若年性心筋梗塞のリスクが約 20

倍高いことを知っているのは 0％という結果であり
（文献 3）、FH を啓発していく必要性が示唆された。

4．FHの治療

高コレステロール血症の治療薬として、肝臓での
コレステロール合成を抑制するスタチン、小腸での
コレステロール吸収を抑えるエゼチミブ、胆汁酸に
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吸着して胆汁として排泄する陰イオン交換樹脂（レ
ジン）、LDL-C の酸化を防ぎ黄色腫を抑制するプロ
ブコールなどが用いられている。既存の薬剤を使用
しても効果が認められない FH 患者では、体外循環
により LDL を除去する LDL アフェレシスの適応に
なる。

最近、新たに PCSK9 阻害薬と MTP 阻害薬が登
場している。PCSK9 阻害薬は、LDL 受容体の分解
を促進する PCSK9 の作用を阻害することにより、
LDL 受容体を増やし血中 LDL-C を低下させる。FH

ホモ接合体患者を適応とした MTP（ミクロソーム
トリグリセライド輸送蛋白）阻害薬は、LDL の前
駆体である VLDL の産生を抑制して血中 LDL-C を
低下させる。新しい治療薬が開発されたことから、
FH の LDL-C 管理が改善する可能性がある。

遺伝性疾患である FH は、健常者に比べて若年で
心筋梗塞を発症しやすいにもかかわらず、その診断
率は 1％に過ぎず、未診断の人が多い。FH の診断
が難しいときは動脈硬化専門医に紹介し、FH 患者
の家族にも検査を勧めることも必要である。今後
FH についてより広く啓発し、FH 治療の進展につ
なげていきたいと考えている。

文　　献
 1） Horton JD, et al. J Lipid Res 2009;50:S172-7.
 2） Nordestgaard BG, et al. Eur Heart J 2013;34:3478-

90a.
 3） Foody JM. ClinCardiol 2014;37:119-25.
 4） 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版 .日

本動脈硬化学会：2017.
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

Review

1　はじめに

これまで数多くの疫学調査から、血清コレステ
ロール濃度と動脈硬化性疾患発症との関係が明らか
にされている。特に低比重リポタンパク（low-density 

lipoprotein, LDL）中のコレステロール (LDL-C) 濃度
と動脈硬化性疾患は正の相関を示し、数々の薬物介
入試験からスタチンを使った LDL-C 低下療法が心
血管イベントの発症を軽減することが確認されてい
る 2。

一方で高比重リポタンパク（high-density lipoprotein, 

HDL）中のコレステロール（HDL-C）は、数々の
疫学研究から冠動脈疾患の独立した負の危険因子で
あることが明らかにされてきた 1。また、スタチン
治療下で LDL-C が低値に管理された状態でも、低
HDL-C 血症が心血管因子のリスク因子であること
がわかっている 3。さらに、動物を使って HDL の主
要構成アポ蛋白であるアポ蛋白 A- Ⅰを過剰発現させ
ると動脈硬化の進展が抑制されることも示された 4。

しかしながら、ニコチン酸や CETP 阻害薬を使った
介入試験では明らかな心血管イベント抑制効果を示
せず、HDL 増加治療に対する懸念が高まりつつあっ
た中で、2017 年夏に CETP 阻害薬の anacetrapib が
有意に心血管イベントを抑制する結果が発表され
た 5。

2　HDL代謝と CETP

CETP はヒトだけでなく、霊長類、ウサギおよび
ハムスターに見られるが、他の動物には存在しない 6。
一般的に、マウスのように CETP を欠損した動物
は HDL アニマルと言われコレステロール負荷でも
動脈硬化抵抗性である一方、ヒトやウサギのような
CETP を発現する動物は LDL アニマルで動脈硬化
が進展しやすい。

血漿コレステロール運搬における CETP の役割に
ついて概説する（図 1）。血管壁に形成された動脈
硬化プラークに蓄積した遊離コレステロール（free 

CETP阻害薬現状と展望
伊藤　美沙、池脇　克則

防衛医科大学校　抗加齢血管内科

要旨
高比重リポ蛋白（HDL）コレステロール（HDL-C）値の低値は冠動脈疾患の独立した負の危険

因子である 1。コレステロールエステル転送蛋白（cholesteryl ester transfer protein: CETP）は HDL

代謝を規定する重要な因子で、HDL上のコレステロールエステルを VLDL、IDL、LDLに転送する。
ヒトの CETP欠損症では著明な高 HDL血症と低 LDL血症を呈することから、長寿症候群と期待さ
れ CETPの阻害による抗動脈硬化を目的とした CETP阻害薬が開発された。
これまで、4つの CETP阻害薬をつかった大規模臨床試験が実施され、ようやく 4剤目の

anacetrapibの臨床試験において有意な心血管イベント抑制効果が認められたが、過去の試験では
有害事象を認めた試験もあり、CETP阻害薬による HDL-C上昇が動脈硬化を抑制しうるのか否か
については今後も研究が必要である。

 キーワード   HDL-C、CETP、CETP阻害薬、anacetrapib、REVEAL試験
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cholesterol: FC）は apoA-1 およびそれを核とする HDL

粒子によって抜き出され、その一部は肝内へと運
ば れ て SR-B1 (scavenger receptor class B type 1) に
よって処理されるが、大部分の FC は LCAT (lecithin 

cholesterol acyltransferase) によってエステル化され
コレステロールエステル（cholesterol ester: CE）が
形成される。新しく合成された HDL 内 CE は以下
の二つの経路によって肝臓に運ばれると考えられ
ている。(1) 肝臓表面の SR-B1 と結合して直接運ば
れる経路と (2)CETP により HDL 内 CE を VLDL や
LDL へ受け渡し、肝臓の LDL 受容体を介して肝臓
に運ばれる経路である。HDL から肝臓に取り込ま
れたコレステロールは、その後胆汁へと変換され腸
管から便として排泄される。このように HDL を介
した末梢（マクロファージ）から肝臓 / 腸管へのコ
レステロールの転送はコレステロール逆転送経路

（reverse cholesterol transport）と呼ばれ、HDL の主
要な抗動脈硬化作用と考えられている。

CETP に よ る CE の 転 送 と 逆 方 向 性 に、TG は
VLDL/LDL から HDL へと転送される結果、HDL 粒
子内の CE は減少し、TG が増加する。その後、TG

は肝臓リパーゼによって加水分解され、HDL 粒
子のサイズは小さくなり、HDL 表面の apoA-1 と
の結合を分離させて、腎臓から排出される。つま
り、CETP は HDL-C 濃度を減少させるだけでなく、
apoA-1 濃度も減少させる 7。

3　CETP阻害による血漿リポ蛋白 
への効果

CETP が阻害されると HDL から VLDL や LDL へ
の CE への輸送が減少し、HDL 内 CE が保持され
る。その結果、HDL は大粒子化して HDL-C が上昇
し、VLDL や LDL 内のコレステロールが減少する。
CETP による LDL 受容体を介した間接経路が遮断
されたため、HDL-C は肝臓に SR-B1 を介した直接
経路として取り込まれるようになる。つまり、肝臓
の SR-B1 と HDL が結合し、HDL 内の FC と CE が
両方肝臓に取り込まれる。CETP が阻害されると、
SR-B1 経路が代償的に増加することが示されている 8

（図 2）。
ヒトにおける薬物による CETP 阻害では、HDL-C

および apoA-1 濃度の上昇を引き起こし、ほとんど
において LDL-C と apoB の減少をもたらす。さらに、
ヒトでの CETP 阻害では TG-rich な VLDL やカイロ
ミクロンおよび Lp(a) も減少する。このように、動
脈硬化惹起性リポ蛋白が減少して抗動脈硬化性リポ
蛋白が増加する点から、CETP を阻害することが抗
動脈硬化性に働くと考えられた 9-10。

図１ 図のタイトルを 
原稿からとれば、「CETPとコレステロール代謝」ですが、
「CETPとコレステロール逆転送経路」はどうだろう？ 

J Clin Invest. 116(5):1226-1229, 2006. より引用 

図 1．CETP とコレステロール逆転送経路

Pharmacological Reviews 68 (2) 458-475, 2016.より引用・改変 

図２ 図のタイトルを 
CETP阻害がコレステロール逆転送系に及ぼす影響(私案) 

図 2．CETP 阻害がコレステロール逆転送系に及ぼす影響 ( 私案 )
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4　動物における CETPと動脈硬化 
の関連性

上述したように、マウスはもともと CETP が存在
せず、食事由来の動脈硬化を起こしにくい性質を
もっているが、CETP 遺伝子を発現させると動脈硬
化を起こす 11。

一方、ヒトと同様に、ウサギは CETP 活性が強
く 6、食事由来の動脈硬化の影響を受けやすい種で、
コレステロール負荷で動脈硬化を惹起する動物モデ
ルになった。逆に、CETP をアンチセンス、ワクチ
ン、CETP 阻害薬で阻害すると動脈硬化の進展が抑
制されることが示されている 12。こうした背景から、
CETP 阻害による心血管イベント抑制への期待が高
まってきた。

5　ヒトにおける CETP阻害と 
動脈硬化の関係

CETP 遺伝子とヒトの動脈硬化性病変との関連性
については、様々な疫学研究からは CETP 活性の低
値が心血管リスクの低値と関連する報告が多い。

Copenhagen City Heart Study は、CETP の遺伝子変
異が虚血性の心血管イベント及び死亡率と関連があ
るかどうかを調べた試験である。20 歳から 93 歳ま
での 10,261 人を対象とした前向きコホート研究で
あり、34 年間追跡している。追跡期間中に、2087 

人が虚血性心疾患を発症し、1064 人が虚血性脳血
管疾患を発症し、3087 人が死亡した。CETP 遺伝子
変異の内 CETP 活性低下と関連があるといわれてい
る変異 2 つに対して解析を行ったところ、HDL-C

は 14％ほど有意に高く、TG、LDL-C、non-HDL-C

はそれぞれ 6%,3%,4% と有意に低かった。虚血性
疾患におけるハザード比は 0.76（95% 信頼区間
(CI)0.68-0.85）であった。これらの結果から、遺伝
子変異による CETP の低活性は抗動脈硬化性の脂質
プロフィールに加え、虚血性心血管疾患のリスク低
下および死亡率低下に寄与していると導かれた 13。
このようにヒト遺伝子変異での研究結果からも、
CETP 阻害はヒトでも心血管イベントの抑制が期待
された。

6　CETP阻害薬

大規模臨床試験で評価された CETP 阻害薬として
は torcetrapib, dalcetrapib, evacetrapib ,anacetrapib の 4

つがあり、それぞれについてその結果を解説したい。

・Torcetrapib

The Investigation of Lipid Level Management 

to Understand its Impact of Atherosclerotic Events 

(ILLUMINATE) 試験は動脈硬化性心血管疾患または
2 型糖尿病をもつ 15,067 人を対象としたランダム化
試験である。アトルバスタチンで LDL-C を 100mg/dl

以下にし、torcetrapib60mg/ 日群およびプラセボ群
にわけて、4.5 年追跡した結果、torcetrapib 群では
血中 HDL-C は 72％上昇し、LDL-C は 25％減少し
た。しかしながら、torcetrapib 群において、プラセ
ボ群と比較して 58% もの死亡の増加が観察された
ため試験は早期終了となった。（アトルバスタチン
+torcetrapib 内服群で 93 人にに対し、アトルバスタ
チン群で 59 人；p=0.006）9。また、心血管イベント
および非心血管イベントにおいても、torcetrapib 群
で増加を認めた。

これらの結果をひきおこした原因についてはまだ
明らかになっていないが、CETP 阻害とは関係のな
い重大な off-target adverse 効果、すなわち torcetrapib

群で血中アルドステロン上昇による収縮期血圧の 5 

mmHg の上昇、血中カリウムの低下、血中重炭酸お
よびナトリウムが上昇がみられたことが一因と考え
られた 9。さらに、torcetrapib による内皮機能障害
も報告された 14。

・Dalcetrapib

Dalcetrapib は一番最初に開発された小分子 CETP

阻害薬であり、コレステロール負荷ウサギでの実験
においては著明な動脈硬化抑制効果を示した 15。

多施設ランダム化二重盲検化試験である Dal-

OUTCOMES 試験では、スタチンで至適レベルまで
LDL-C をコントロールした 15,871 人を dalcetrapib

群とプラセボ群に割り付けて主要エンドポイント
を検討したが、心血管イベントの抑制効果が観察
されなかったとして、The Data and Safety Monitoring 

Committee の勧告により早期に終了した 16。心血管
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イベント抑制が不十分だった原因としては幾つかの
可能性が考えられる。
(1)　 dalcetrapib によって血中 HDL-C 濃度の上昇は

もたらされたが、抗動脈硬化性の HDL-C 粒子
自体は増加していなかった可能性がある。

(2)　 dalcetrapib のような比較的弱い阻害剤による
CETP 阻害では心血管イベントを抑制する結果
をもたらせなかった。

(3)　 この試験の対象となった急性冠症候群発症
直後の患者群では、CETP 阻害による血中 

HDL-C 濃度の上昇は効果的でなかった可能性
がある。

・Evacetrapib

Evacetrapib はこれまでの 2 剤に比較してより強力
な CETP 活性阻害作用を有する薬剤である。

ACCELERATE 試験は心血管疾患高リスク群 12,092

人を対象にしたランダム化二重盲検化大規模臨床試
験である。Evacetrapib130mg/ 日投与群とプラセボ
群にわけて、4 年間追跡し、主要評価項目は心血管
疾患による死亡、心筋梗塞、脳梗塞、心血管再灌流
療法、不安定狭心症による入院までの時間である。
結果は HDL-C の 132％増加および LDL-C の 37％減
少を認めたにもかかわらず、2 年追跡後の心血管イ
ベントに有意な抑制効果を認めなかった。そのため、
the Data Safety Monitoring Board が早期の終了を勧告
した。

次に解説する REVEAL 試験と比較して有意な抑
制がみられなかった理由として、追跡時間（2 年
対 4 年）や治療期間が短かった点（26 ヶ月対 50 ヶ
月）や対象者数が少なかったという点（12,092 人対
30,449 人）があげられる。なお、全死亡のみ有意な
抑制を認めた。明らかな有害事象は認めなかったが、
高血圧および CRP の有意な上昇を認めた 17。

・Anacetrapib

Anacetrapib はヒトに 100mg/ 日投与すると、HDL-C

は 2 倍となり、LDL-C はスタチン併用下において
も 40％減少するなど強力な CETP 阻害薬である。
また、Torcetrapib のような off target adverse 効果は
報告されておらず、血圧、血中アルドステロン濃度、
電解質には影響を与えないとされている 10。また、

ex-vivo 研究では、anacetrapib 群はマクロファージ
からコレステロールを引き抜く能力が高まったとい
う結果もある 18。ヒトへの安全性は the Determining 

the Efficacy and Tolerability of CETP inhibition with 

Anacetrapib(DEFINE) trial で示されている。
DEFINE Trial は 18 ヶ月行われたランダム化二重

盲検化試験であり、その目的は冠血管心疾患および
その高リスク群に対しての脂質への影響および安全
性を評価することである。スタチン併用下で血中
LDL-C 濃度を最適化した 1,623 人を、プラセボ群と
anacetrapib100mg/ 日群に分けて行われた。

結果は、anacetrapib 群で HDL-C は 138％上昇し、
LDL-C は 30％減少した。また、血圧や血中アルド
ステロン濃度には影響を及ぼさず、安全性において
有害事象は観察されなかった 10。

REVEAL trial はスタチン併用で LDL-C を平均 61mg/dl

とした 30,449 人を対象としたランダム化二重盲検
化試験である。Anacetrapib100mg/ 日とプラセボ群
にわけ、主要評価項目は最初の心血管イベント、冠
動脈死、心筋梗塞、冠動脈再灌流療法である。平
均追跡期間は 4.1 年であり、anacetrapib 群では HDL

は平均 104％上昇し、non-HDL は平均 18％減少し、
主要評価項目の有意な抑制効果を認めた。これは、
CETP 阻害薬において初めてのポジティブな結果で
あった。死亡、がん、その他の有害事象のリスクに
おいては差を認めなかった 5。血圧は 0.7mmHg の
上昇を認めたが、dalcetrapib や evacetrapib と同様の
変化であり、torcetrapib の 5mmHg と比較するとは
るかに小さな変化であった。ただし、Anacetrapib

は脂溶性が高く、脂肪組織に長くとどまる性質があ
り、半減期は最短でも 1 年であることがわかってお
り 19-20、開発元のメルクが米国 FDA への承認申請
を取りやめる方針を明らかにしたが、その主要な理
由の一つと考えられる。

8　最後に

ヒトにおける CETP 阻害は抗動脈硬化作用をも
つ HDL を増加させ、動脈硬化惹起性の non-HDL

（LDL）を減少させる点で抗動脈硬化的だが、HDL

の主要な抗動脈硬化作用であるコレステロール逆転
送経路（RCT）で CETP が重要な役割を担う点では
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RCT を破綻させて動脈硬化惹起性に作用するとの
考えもある。ウサギでは CETP 阻害や動脈硬化の進
展を抑制し、ヒト CETP 欠損症では高 HDL-C 血症、
低 LDL-C 血症を伴い、心血管イベントは低いこと、
さらに CETP 遺伝子多型による疫学研究では CETP

活性低下が心血管イベントリスク低下と関連するこ
とから前者の仮説が重視され CETP 阻害薬への期待
が高まった。しかしながら、これまでの CETP 阻害
薬の大規模臨床試験では心血管イベントの抑制効果
が示されたのは REVEAL 試験のみである。

強力な CETP 活性抑制をもち、off target adverse 効
果と脂肪組織蓄積性のない新たな CETP 阻害薬も
開発中であり、今後の大規模臨床試験での結果が
CETP 阻害薬の将来を決定するものと期待される。
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Keynote Lecture 1

　非アルコール性脂肪性肝疾患 (nonalcoholic fatty liver 
disease: NAFLD) の 10-20% に非アルコール性脂肪肝炎 
(nonalcoholic steatohepatitis: NASH) が存在し，NASH
は肝疾患関連死のリスクが高い。2 型糖尿病 (T2DM) 患
者は肝発癌リスクが高く、国内の糖尿病患者の死因の
第三位は肝疾患であり、その要因として NASH による
肝硬変・肝癌の関与が示唆される。米国では NAFLD
に由来する肝癌が年率 9％ずつ増加しており、2020 年
までには肝移植の原因として NASH が第一位になる。
NAFLD は T2DM 発症の独立したリスク要因となり、
T2DM は NAFLD における肝線維化の促進因子とな
る。以上の背景から NASH/NAFLD 合併 T2DM の治
療法の確立は重要な課題である。T2DM 合併 NASH/
NAFLD 例における抗糖尿病薬の選択に関しては、
確立されたものがない (Sumida, et al. Hepatol Res, in 
press)。海外のメタ解析では、インスリンや SU 薬は肝
発癌を促進し、メトホルミン (MTF) は肝発癌抑制作用
を有する。一方、NASH において T2DM 合併例に有
用性が確立されているのは PPAR γリガンドのピオグ
リタゾン (PIO) のみである。MTF は NASH に対して
有効とのエビデンスが乏しく、国内外のガイドライン
でも NASH 治療を主眼とした MTF の投与は推奨され
ていない。一方、インクレチン関連薬では、国内で最
も使用頻度の高い DPP4 阻害薬は、ALT や肝脂肪化の
改善に関しては肯定的な報告と否定的な報告が混在し、

治療前後に組織学的評価を行った検討がほとんどなく、
NAFLD に対する評価は一定しない。GLP-1 作動薬の
リラグリチドに関して 48 週の治療で組織学的に有意に
改善し、肝線維化の進行を抑制したとの報告 (LEAN 試
験 ) がなされたが、注射剤であることや消化器症状など
の副作用の問題がある。以上のように NASH 治療にお
いて糖尿病薬に一定に有用性は認めるものの、克服す
べき課題も多く、新規糖尿病薬である SGLT2 阻害薬へ
の期待が大きい。SGLT2 阻害薬は血糖降下作用に加え
て、体重減少や体脂肪減少などの効果が示されており、
NASH/NAFLD において第一選択となりうる。われ
われは肝生検で診断した NAFLD 24 例に SGLT2 阻害
薬を 24 週投与したところ、ALT 値 , 体重、HbA1c が
低下し、体脂肪量の減少やフィブロスキャンによる肝
硬度の改善傾向を認めた (Seko, Sumida, et al. Hepatol 
Res, in press)。SGLT2 阻害薬の T2DM 患者に対する第
3 相試験結果の解析から、SGLT2 阻害薬の 26 週投与は、
プラセボに比して AST, ALT, γ GT, ALP を有意に低
下させた。また SGLT2 阻害薬の 52 週投与はシタグリ
プチンと比較しても、AST, ALT, γ GT, ALP を有意
に低下させた (Seko, Sumida, et al. J Gastroenterol, in 
press)。これらの大規模臨床試験の結果から、SGLT2
阻害薬は心・腎保護作用に加えて肝保護作用が証明さ
れた。
　一方、脂質異常症合併 NASH/NAFLD 例に対しては

脂質・糖代謝異常と心血管疾患研究会 
～脂肪肝 脂質代謝の最新知見とホットトピックス～
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　NASH・NAFLD の診療ガイド 2010 年版の定義を見
ると NAFLD は肝細胞に中性脂肪が沈着すると定義さ
れているが、コレステロールに関する記載はない。一
方で 2015 年版では NAFLD/NASH と脂質異常症の
関連に対する Clinical Question では初めて血清脂質に
関する表記がされており、高コレステロール血症、低
HDL-C 血症、高 TG 血症と NAFLD/NASH の関連性が
指摘されている。ガイドライン中においてコレステロー
ル自体が脂肪肝から NASH への進展を促進するという
記載はされていないが、NAFLD/NASH 患者の生命予
後を見ると、心血管死との関連性が指摘されており、
この割合は肝硬変からの肝癌死とほぼ同等であるとの
報告もされている。
　さて、コレステロールであるが、今から約 100 年前
にロシア人研究者であるニコライ・アニチコフらのウ
サギを用いた研究で、動脈硬化とコレステロールの関
連が検討された。元来、草食動物であるウサギにコレ
ステロールを摂取させたところ、大動脈に“粥状”動
脈硬化巣ができ、コレステロールが沈着していること
が確認された。動脈硬化はコレステロール沈着により
生じることを証明された初めての所見であり、この結
果より動脈硬化巣に蓄積しているものはコレステロー
ルであることが示された。一方で脂肪肝は中性脂肪が
蓄積することが原因と捉えられており、異なる脂質成
分により引き起こされる動脈硬化と脂肪肝になぜ関連
性があるのかが興味深い。
　動脈硬化性疾患予防ガイドラインは、先日 2017 年版
が発行された。2012 年に引き続き LDL-C 管理目標値
はリスク別に細かく設定されているが、TG に対する目
標管理値はかなり大雑把な基準となっている。TG が
食事の影響を受けやすく、臨床研究がの実施が難しい
ことも考えられるが、動脈硬化病変に蓄積するものが
コレステロールであることが大きな要因と思われる。
2017 年版の主な変更点は二次予防患者において、より
厳格な管理が必要な患者病態において LDL-C の管理目
標値は従来の 100mg/dL でなく、70mg/dL 未満まで下
げることを考慮している点である。帝京大学の寺本先
生らが報告された論文によると二次予防患者の LDL-

C100mg/dL 未満への達成率は 7 割、70mg/dL への達
成率は 3 割であり、管理目標値への到達率が十分であ
るとはいえない。エビデンスの観点から循環器医は、
スタチンを投与する症例は多いが、効果不十分症例で
増量するケースが少ないことが達成率の低さへ繋がっ
ていると考えられる。
　スタチンをベースに更に LDL-C を下げる薬剤として
PCSK9 阻害薬がある。FOURIER 試験では LDL-C を
30mg/dL 程度まで下げることで有意に心血管イベント
を抑制する効果が得られたが、一方で、それでもなお
残存するリスクが大きいことがわかった。non HDL-C
は、ガイドラインの管理目標値にも記載があるように
TC - HDL-C という簡便な計算式から算出でき、動脈硬
化を惹起する Lp(a) やレムナントなどを含まれているこ
とから、LDL-C 以外すなわち TG リッチリポ蛋白の関
与を反映していると考えられる。Non HDL-C が高いと
いう病態は TG が高い病態に近い。
　中性脂肪値の管理の実態を大阪大学　循環器内科で
受診されている 2 次予防患者の中性脂肪値でみると、
非空腹時採血ながら 1/3 は 150mg/dL 以上であり、そ
の内 8 割以上が中性脂肪値は未治療であった。中性脂
肪値の管理を行っていてもフィブラート系薬剤を服用
している患者は約 3％であり、フィブラート系薬剤を処
方しづらい現状が明らかとなっている。中性脂肪値は
150 ～ 220mg/dL までは経過観察ケースが多く、中性
脂肪値高値症例には糖尿病を罹患しているケースも含
まれる。残存リスクの観点から考えると LDL-C 低下以
外に中性脂肪への治療介入をすべき患者が一定程度い
ると思われる。
　私の留学中に開始した研究の成果として、ヒトのゲ
ノムワイド関連解析 (GWAS) において HDL-C に関与
する遺伝子として報告された TTC39B を解析し昨年
Nature 誌に報告した TTC39B ノックアウトマウスを
作成し通常食飼育下での検討では、HDL-C が増加する
など血清脂質への有益な変化が得られた。HDL-C 上
昇メカニズムとして小腸上皮細胞 ABCA1 の発現増加
や、ABCG5、ABCG8 の活性化が確認されている。ま
た TTC39B ノックアウトマウスでは NASH の進展が確
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スタチンによる加療が行われている例が多いが、スタ
チンによる NAFLD/NASH 改善効果は未確定である。
最近、国内で承認された選択的 PPAR αモジュレー
ター (SPPAM α ) であるペマフィブラート（パルモディ
ア）は国内治験時のサブ解析においても肝機能の改善

効果が示されており、今後 NASH/NAFLD への期待
が大きく大規模臨床試験の結果に期待したい。NASH/
NAFLD の薬物療法については FXR リガンドであるオ
ベチコール酸や新規 GLP-1 作動薬 (semaglutide) などの
新規薬剤の開発が国内でも開始されている。

Keynote Lecture 2

非アルコール性脂肪肝炎と動脈硬化を考える
～動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 改訂を踏まえて～
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大阪大学…キャンパスライフ健康支援センター
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認されず、肝臓内のコレステロール、中性脂肪が減少
することによる NASH の改善が認められ、動脈硬化モ
デルにおいても TTC39B 欠損状態では動脈硬化面積の
抑制および肝臓中におけるコレステロールや中性脂肪
の減少が確認された。TTC39B 阻害による核内受容体
LXR の活性化は、脂肪酸生成を促進しないことから、
従来懸念されていた LXR アゴニストによる SREBP1c
の活性化を介した脂肪肝の発生を回避できる可能性が
あり、LXR をターゲットとする薬剤開発として脂肪肝
炎、動脈硬化の両方を抑制することができる薬剤の開
発が期待できる。
　今後、AMED（日本医療研究開発機構）肝炎対策事
業西原班での研究を通じて、NASH の肝にどのような
脂質が蓄積しているか、また冠動脈硬化疾患との相関
があるのかなどの検討を行って行きたいと考えている。
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SREBP-2 を介した sterol regulation の新しい展開
　コレステロールは膜の安定化に重要な役割を持ち一
定レベルに保つ sterol regulation は従来からのセント
ラルドグマである。スタチン投与により肝臓における
コレステロールが減少すると、SREBP2 は上昇する。
その後肝臓での LDL 受容体量が上昇することで血中
LDL-C の減少につながる。これが一方で PCSK9 は上
昇することが知られている。PCSK9 の上昇は急な血中
LDL 低下を防ぐ生体反応として表れている可能性もあ
るが、その生理的意義は未解明である。また、コレス
テロールを細胞における栄養源として見ることも大切
である。グルコースの代謝とコレステロールの合成の
各径路においては共に Acethyl CoA を介することから
も、糖代謝と脂質代謝はつながっている。糖と脂質は
個別に考えるのではなく、両方を同時に考えていくこ
とが必要である。

飽食転写因子 SREBP-1 と飢餓転写因子 CREB3l3
　CREB3L3( 肝臓：hepatocyte の頭文字から、CREB-H
とも呼ばれる ) は、炎症・脂質代謝に関わる遺伝子の発
現を調節する転写因子である。LPL を活性化するリポ
蛋白（ApoA4、ApoA5、ApoC2）の発現を増強し、ト
リグリセリドの異化に関わる。」。PPAR αと相互作用
し、協調して機能する。CREB3L3 ノックアウトマウス

では、PPAR αの発現が低下し、PPAR αノックアウ
トマウスでは CREB3L3 の発現が低下し、autoloop を
形成している。PPAR α刺激による脂肪肝への効果も
期待している。特に SPPARM αの概念を持つペマフィ
ブラートなど PPAR α agonist は、CREB3L3 も活性化
し、FGF21 の発現、血中レベル増加を介し、肥満、糖
代謝を改善しケトン代謝を活性化する。
　SREBP と CREB3l3 は、栄養制御や効果が真逆であ
るが、ゴルジにおけるサイト 1、2 プロテアーゼによる
切断活性化を共有し、相互拮抗作用が予想される。動
脈硬化への作用はまさに両極で SREBP が動脈硬化惹起
性、CREB3l3 が抑制性である。

脂肪酸の質の制御酵素 Evolv6
　脂肪酸伸長酵素 Elovl6 は、脂質合成転写因子 SREBP
の標的遺伝子であり、長鎖脂肪酸鎖長や組成を制御す
る。Elovl6KO マウスは、肥満モデルにおいて、肥満や
脂肪肝は変わらないがインスリン抵抗性や NASH 病態
や動脈硬化が改善する。db/db マウスにおける Evolv6
ノックアウトによりβ細胞量が増加し糖尿病にならな
い。脂肪酸組成すなわち脂質の質を介した脂肪毒性の
新しい制御を行うと考えられる。
　SREBP/CREB3l3/Elovl6 による脂質の量と質の制御は
代謝病態に重要な影響を持ち治療標的として重要である。
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招請講演

脂質の量と質に視点を置いた
包括的代謝治療戦略

演者：島野　仁 先生
筑波大学…医学医療系…内分泌代謝・糖尿病内科…教授

座長：長谷川　浩二 先生（国立病院機構京都医療センター…展開医療研究部…部長）
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第3回COPD・CKD・糖尿病と心血管疾患研究会
参加者

J-ISCP 研究会報告 2018 年 2 月 24 日（土）
ホテル京阪京都グランデ 2 階「光林」

 長谷川 浩二 先生 （国立病院機構京都医療センター 展開医療研究部 部長）
 稲本 　望 先生 （済生会滋賀県病院健康管理センター長）
 森本 達也 先生 （静岡県立大学薬学部 分子病態学講座 教授）

 的場 聖明 先生 （京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科学 教授）
 野出 孝一 先生 （佐賀大学医学部内科学講座 主任教授）
 安田 雄司 先生 （医療法人啓生会 やすだ医院 院長）

座長

演者

演者

座長

演者

Closing remarks

Keynote Lecture Ⅰ

　喫煙は糖尿病や循環器疾患、とくに虚血性心疾患の
リスクである。
　非喫煙者に比べ、1 日 20 本タバコを吸う喫煙者は糖
尿病の発症リスクは 1.57 倍、1 日 40 本だと 1.73 になる 1)。
喫煙によりインスリンの抵抗性が惹起することが知ら
れ、食後高血糖のリスクになることが示唆される。ま
た糖尿病のある喫煙者は非喫煙者に比べ、心筋梗塞の
発症リスクは 2.6 倍であるが、10 年以上禁煙すれば非
喫煙者のレベルに戻る。喫煙のリスクとしての高さが
わかる 2)。心筋梗塞では非喫煙者に比べ、喫煙者の男性
の発症リスクは 3.64 倍、女性は 2.90 倍である 3)。喫煙
が代謝疾患のみならず、動脈硬化に関与する循環器疾
患に強い影響があることがわかる。臨床でも卒煙によ
りインスリン抵抗性の改善がみられた症例もあり、糖
尿病治療・合併症進展防止にも卒煙は重要である。
　加熱式タバコの IQOS による血管内皮機能の障害も
2017 年の AHA の学術総会で報告されている。IQOS を
加熱した蒸気、紙巻きタバコの煙、清浄な空気をラット
に曝露させると、IQOS と紙巻きタバコ群では同様に血
管内皮機能の FMD が低下することが報告された。紙巻
きタバコによる血管内皮機能の障害から動脈硬化の進展
はこれまでの多くの実験や疫学、臨床試験で明らかであ
り、紙巻きタバコと同様に IQOS も低下することは、動
脈硬化のリスクであることが示唆される。今後、加熱式
タバコは紙巻きタバコからの切り替えが激増することが

予想される。タバコ産業の喫煙者に対する加熱式タバコ
の PR 効果もある。ガンの発症に関しては加熱式タバコ
の発症リスクの証明には 10 年以上の時間がかかりそう
だが、動脈硬化のリスクは今後 data が増えていきそう
である。喫煙者に紙巻きタバコから加熱式タバコへの切
り替えを医療従事者が勧めるのは risk reduction, harm 
reduction にならず行うべきでない。加熱式タバコのス
ティックは紙巻きタバコに比べて短く、小さく乳幼児の
誤飲の報告が増えている。様々な意味でタバコ製品は安
全でないことを伝えるべきである。
　1)  Uchimoto, S .et al.:Diabet Med 16(11):951, 1999
　2)  Al-Delaimy, W.K .et al.: Diabetes Care 24(!2):2043, 2001
　3)  Baba, S .et .al: Eur J Cardiovasc orev Rehabil 

13(2):207, 2006

喫煙、糖尿病と心血管疾患 演者：稲本　望 先生
済生会滋賀県病院健康管理センター長

座長：長谷川　浩二 先生（国立病院機構京都医療センター…展開医療研究部…部長）

　図	 加熱式タバコ IQOS を
1 本吸った時の乗用車
内の PM2.5 測定値	

	 禁煙の空間ではPM2.5
は 30 以下

共催：認定NPO法人国際心血管薬物療法学会日本部会 /日本ベーリンガーインゲルハイム（株）/日本イーライリリー（株）
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　厚生労働省のデータから、2016 年度の我が国の平均
寿命は男性 80.98 歳、女性 87.14 歳と高齢化が益々進
んでいる。超高齢化社会を迎え、高齢者の健康維持が
国家的な課題となっており、高齢者への医療の需要が
益々高まっている。加齢による疾患を未然に予防、改
善させることで健康長寿をもたらすアンチエイジング
医学という分野が注目を浴びている。天然物ウコン由
来のポリフェノールであるクルクミンは、古くからイ
ンドではアーユルヴェーダ薬として、中国では漢方薬
として用いられて来た。最近の研究により、クルクミ
ンは抗ガン作用、抗炎症作用、抗酸化作用や細胞保護
作用といった多面的な作用を有し、生体内で様々な生
理活性を持つことが明らかとなりつつある。このよう
に多機能性を持つ天然物由来の機能性食品であるクル
クミンが、心疾患、ガン、糖尿病、炎症性疾患など様々
な疾患に対する治療効果を持つことが期待されている。
しかしながら　多くの研究は前臨床試験の結果であり、
ヒトを対象としたエビデンスが乏しい。本発表では、
クルクミンの効果について、我々の行った臨床試験に
ついて総括し、クルクミンの臨床応用への可能性につ
いて考察する。
　筆者らは天然成分であるクルクミンが心不全の進展
を抑制することを動物モデルで明らかにした。ヒトで
の介入試験に際し、クルクミンは難水溶性でバイオア
ベイラビリティが極めて低いことが最大の問題点で
あったが、我々は高吸収性クルクミン製剤であるセラ
クルミン ® の開発に成功し、ヒトへの利用の道が開けた。
①第 I 相臨床試験として健常ボランティアに対しセラク
ルミン ®60 mg/day を投与したところ、血漿中クルクミ
ン濃度はラットでの心不全治療域である血中濃度以上
となることが示された。②第 II 相臨床試験では左室収
縮能が正常である高血圧性心肥大患者を対象に、セラ
クルミン ®60 mg/day 及びプラセボを 24 週間内服しても
らった。その結果、左室拡張能の指標である E/E’が投
与前後で有意に改善し、プラセボ群と比較しても有意
に改善する結果が得られた。③軽度 COPD 患者を対象
にセラクルミン ® とプラセボを用いた二重盲無作為化
群間並行比較試験を施行し、セラクルミン ® 群は、プ
ラセボ群と比較して、アテローム性動脈硬化症を促進
する酸化修飾 LDL であるα1 アンチトリプシン－ LDL
複合体低密度リポタンパク複合体（AT-LDL）の変化率
を有意に低下した。すなわち、セラクルミン ® が AT-
LDL のレベルを低下させることから、軽度の COPD 患
者における将来的な心血管イベントの予防につながる

可能性が示唆された。④アセトアルデヒドの代謝によ
るセラクルミン ® の効果を検証するために、健常成人
男性に対してクロスオーバーヒト臨床試験を行ったと
ころ、セラクルミン ® を摂取した群では、摂取しなかっ
た群と比較して、飲酒による血中アセトアルデヒド濃
度の上昇が有意に抑制された。さらに、健常者にセラ
クルミン ® を朝夕 90mg ずつ 1 か月摂取してもらい、肝
機能マーカー値の変化を調べたところ、セラクルミン ®

の摂取で AST、ALT、γ-GTP が有意に減少した。⑤糖
能障害を有する患者を対象とした臨床試験では、セラ
クルミン ® は糖尿病の指標である HbA1c を変化させな
かったが、TG を有意に減少させた。
　天然クルクミン粉末よりも吸収効率のよい高吸収ク
ルクミン製剤セラクルミン ® の作成に成功し、低用量
で心不全改善効果や COPD 患者の炎症改善効果、肝機
能改善効果、脂質代謝異常改善といった生活習慣病と
密接に関連する疾患に対し改善・予防する効果がある
ことが明らかとなった。本発表で取り上げた疾患以外
にも、クルクミンを用いたがん、アルツハイマー、統
合失調症、脂肪肝、クローン病や潰瘍性大腸炎といっ
た疾患を対象としたヒト臨床試験が国内外で進行中で
ある。クルクミンには多面的作用があることから、一
剤で多くの疾患を治療ないし予防できる薬物となりう
る可能性を秘めている（図 1）。安価で安全性が確認さ
れた機能性食品であるクルクミンを用いた新規治療法
開発は、今後益々増加する超高齢者の QOL の向上、さ
らには医療費の削減につながることが期待され、社会
への貢献度は多大である。

Keynote Lecture Ⅱ

機能性食品による
生活習慣病治療

演者：森本　達也 先生
静岡県立大学薬学部…分子病態学講座…教授

座長：長谷川　浩二 先生（国立病院機構京都医療センター…展開医療研究部…部長）

生活習慣病 がん 

クルクミン 

心不全 

アルツハイマー 

大腸癌 

膵臓癌 

口腔癌 

糖尿病 

腎臓病 

マラリア 

動脈硬化 心筋梗塞 

骨関節炎 

アレルギー 炎症性腸疾患 

胃潰瘍 

メタボリック
シンドローム 

心肥大 

エイズ 

乳癌 

皮膚癌 

腎癌 

パーキンソン病 

子宮頚癌 

てんかん 

筋肉疲労 潰瘍性大腸炎 

アトピー 

歯肉炎 

前立腺癌 

膀胱癌 

うつ病 

筋萎縮性側索硬化症 

骨粗鬆症 

肝臓病 

その他
の疾患 

膵臓炎 

乾癬 

炎症性疾患 感染症 

神経性疾患 

クルクミンの効果 

図 1	 クルクミンの臨床応用の可能性
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　SGLT2 阻害薬はその基本的な薬理画的作用から派生
した多彩な作用を有するため、大規模臨床試験で認め
られた心血管イベント抑制効果のメカニズムを一言で
述べるのは困難である。その中で、従来の糖尿病治療
薬ではその介入から 10 年以上経過して初めてイベント
抑制効果が認められることが定石となっていたことか
ら、SGLT2 阻害薬に特異的な作用としてはこの短期間
のうちに大きな心血管イベント抑制効果が認められ、
その中でも早期からの心不全アウトカムの改善が大き
く寄与していたことを考慮すると、利尿効果による前
負荷・後負荷の減少に伴う血圧や心筋酸素需要の低下
といったヘモダイナミックな効果が投与開始直後の急
性期から出現し心保護効果をまずは発揮したと考える
のがリーズナブルであろう。当然、この心不全に対す
る効果に対しては、ケトン体増加による心筋代謝効率
の改善や、心不全において活性が上昇し心臓の組織障
害に関与するとされている Na+ /H+ 交換輸送体 (NHE3)

を阻害することによる直接的な心保護効果なども推定
されている。さらに、一般的な利尿薬の使用が控えら
れることにより、その利尿薬に起因する電解質異常及
び致死性不整脈などの抑制も結果的に死亡率の改善に
つながったとも考えられる。いずれにせよ、従来の糖
尿病治療薬では、心不全関連のアウトカムに対する有
効性は十分確立されておらず、明確な糖尿病患者に対
する心不全予防戦略も依然確立していなかったことか
ら、SGLT2 阻害薬が糖尿病患者における心不全予防戦
略の最も有力な薬剤の候補であると考えられている。
さらに、糖尿病との関連が強く未だ治療法の確立して
いない HFpEF に対する臨床試験もグローバルでは実施
される予定となっており、心不全治療におけるパラダ
イムシフトが期待されている。

特別講演

心不全治療の
パラダイムシフト

演者：野出　孝一 先生
佐賀大学医学部内科学講座…主任教授

座長：的場　聖明 先生（京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科学 教授）

図 1
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J-ISCP会誌 「心血管薬物療法」

学術集会参加記

8 月半ばの早朝、あまりにも激しい雷鳴に目が覚
め、天気予報を見ようとテレビをつけると、目に飛
び込んできたのは「バルセロナでテロ」の文字でし
た。それから 1 週間も経たないうちに私たちはどこ
か不安な気持ちを抱えながらその地を訪れることに
なりました。

第 22 回国際心血管薬物療法学会 ( 22nd Annual 

Scientific Meeting of the International Society of 

Cardiovascular Pharmacotherapy ; ISCP ) は 2017 年 8

月 24 日から 25 日にかけてスペイン カタルーニャ
地方のバルセロナで開催されました。バルセロナは
スペインの首都であるマドリッドに次ぐ第二の都市
で、カタルーニャ語こそが自分たちの言語でありス
ペイン語は第二言語というように考えている人もい
るほど、独自の文化と歴史を育んできた地です。バ
ルセロナで何よりも有名なのは、今も建築が続けら
れており世界遺産であるサグラダ・ファミリア聖堂
をはじめとしたアントニ・ガウディの建築物です

（図 1）。ガウディによる建築物はカサ・ミラ、カサ・
バトリョ、グエル公園などがありますが、ガウディ
のほかにもモデルニスモと呼ばれる芸術様式のなか

で建てられた独特な造形をしている建造物を町のあ
ちこちで見ることができました。「芸術には人を癒
す力がある」というモンタネールの考えにより建て
られたサン・パウ病院は世界遺産に登録されるほど
の美しいタイルや彫刻、ステンドグラスの装飾が施
されていて壮観でした。見た目だけでなく、病棟を
つなぐ地下通路など病院としての機能も隅々まで考
慮されており、医療従事者としてとても感じ入るも
のがありました（図 2）。

美しい建造物や街並みのほかに、スペインと言え
ば食べ物が美味しいということは世界的にもよく知
られています。地中海に面した恵まれた自然によ
り、海の幸も山の幸も絶品です。代表的な食べ物で

ISCP2017バルセロナに参加して
嶋田　清香

国立病院機構京都医療センター　展開医療研究部

図 2. サン・パウ病院

図 1. 夜のサグラダ・ファミリア 図 3. パエリヤ
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あるパエリヤはレストランごとに特徴があり、滞在
中何度も食べる機会がありましたが、何れも魚介類
の味が凝縮されておりとても美味しくいただきまし
た（図 3）（図 4）。他にはオリーブや生ハムも有名
ですが、生ハムは市場の中に専門店があるほどでし
た（図 5）。この、生ハム専門店がある市場「サン・
ジュセップ市場（通称ボケリア市場）」はランブラ
ス通りに面していました。ランブラス通りといえば
冒頭のテロが起こった通りです。追悼の場のおびた
だしい数の鮮やかな花やろうそくからは、悲しさよ
りもこの辛い出来事を乗り切って生きていこうとい
う前向きな感情が伝わってきました（図 6）。また、
滞在中には「テロに屈しない」という気持ちを込め
たデモが開催されました（図 7）。国王・首相・州
知事も参加し、50 万人もの参加者があったそうで
す。このようなデモに遭遇したのは初めてで驚いた
のですが、後にカタルーニャ州独立運動のデモ、独
立反対派のデモが起こり、この地域では何か意見を
主張する際はデモをするということがそう珍しくな
いのかもしれないなと、文化の違いを感じました。

さて、今回の学会はバルセロナの町の中心地か
ら少し離れた「大学地区」と呼ばれる地域にある 

"Palau de Congressos de Catalunya" で開催されました。
講演は 1 回のセッションで 6 ～ 7 人の先生がそれ

ぞれ自分のテーマで講演をされて、その後にディ
スカッションが行われるという形式でした。特
に J-ISCP 副理事長の吉田雅幸先生が発表された
PCSK9 については活発に質疑応答がなされていま
した。自分には馴染みの薄い分野の話だと全くわか
らないものもありましたが、スライドの色使いやグ
ラフや表のレイアウトなど、「なるほどこういうふ
うに見せるとわかりやすいな」と何かしら勉強にな
りました。

ポスター発表は特に決められた時間に順番に発表
するというのではなく、興味を持ってくださった人
と直接質疑応答を行うという形式でした。こういう
場合、ポスターを見てくださっている人がいたらこ
ちらから積極的に話しかけないといけないため、普
通の発表以上に英語やコミュニケーション能力が必

図 4. 海辺のレストランにて

図 5. 市場の中にある生ハム専門店

図 6. ランブラス通りの追悼の花々やろうそく

図 7. 「テロに屈しない」という強い意思をあらわすデモ
        “LA PAU” は「平和」
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要とされるので、普段からそれらの能力を身に着け
ておかないとなぁと感じました。私は入賞には至り
ませんでしたが、共同研究者である小見山麻紀先生
がみごと Best Poster –Second Prize を受賞されました

（図 8）。

ランチやコーヒーブレイクはポスター発表の会場
となっている部屋へ移動してビュッフェ形式のお料
理をいただきながら、他の研究者たちと交流する場
となっていました。一日中講演に参加するのに意外
と集中力が保てたのは、このようなメリハリのある
生活になっていたからかもしれません。ISCP 本会は
他の学会と共催になることもありますが、今回は単
独で開催されたようで、こぢんまりと、しかし学生
ボランティアの活躍や、一部屋で集中して話を聞け
る環境、一堂に会して休憩時間を過ごすため、合宿
のようなアットホームな雰囲気に包まれていました。

今回の学会で特に印象に残ったのは、手紙を読
む Antoni Bayés-Genis 先生を暖かい眼差しで見守る
Antoni Bayés de Luna 先生の姿です。同じ仕事を選
び活躍する息子を誇らしく、また嬉しく思ってい
らっしゃる様子が伝わってきました（図 9）。

さて、いよいよ来年は J-ISCP 理事長である長谷
川先生を学会長として京都で ISCP 本会が開催され
ます（図 10）。今回はボランティアの学生さんたち

により大変丁寧に暖かく接していただきとても充実
した学会の日程を過ごすことができたので、私も多
くの人の記憶に残るような会になるように皆様をお
迎えする側として力を注ぎたいと思います。

最後になりましたが、本学会に参加させていただ
き貴重な機会を与えてくださいました J-ISCP の長
谷川浩二理事長と関係者の方々、発表した研究に携
わり多大な貢献をしてくださった皆様、今回ご一緒
させていただきました森本達也先生、砂川陽一先生
をはじめとする静岡県立大学分子病態学の皆様、川
崎病院の松田守弘先生に深く感謝し、お礼を申し上
げます。

図 9. Antoni Bayés de Luna先生とAntoni Bayés-Genis先生

図 8. Best Poster –Second Prizeを受賞された小見山先生
とともに

図 10. 次期 ISCP本会が開催される京都の魅力を紹介す
る長谷川先生
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第1章　総則

（名称）
第 1 条　この法人は、特定非営利活動法人国際
心血管薬物療法学会日本部会（英語名：Japan 
Section for International Society of Cardiovascular 
Pharmacotherapy, 略称名：J-ISCP）という。

（事務所）
第 2 条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市
伏見区深草枯木町　15 番地　ルミエール藤ノ森 407
に置く。 

第2章　目的及び事業

（目的）
第 3 条　この法人は、心臓血管系疾患の薬物療法の
研究に関する事業を推進し、我が国における心臓血
管系疾患の薬物療法の進歩普及に貢献し、国民の健
康増進及び医療の発展に寄与することを目的とす
る。

（特定非営利活動の種類）
第 4 条　この法人は、前条の目的を達成するため、
次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
　（1）保健、医療又は福祉の増進を図る活動
　（2）社会教育の推進を図る活動　
　（3）  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る

活動
　（4）国際協力の活動
　（5）科学技術の振興を図る活動

（事業）
第 5 条　この法人は、第 3 条の目的を達成するため、
特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
　（1）  心臓血管系疾患の薬物療法に関する学術集会、

研究会、教育研修会及び市民公開講座の開催
　（2）  心臓血管系疾患の薬物療法に関する情報提供

及び情報伝達のためのホームページ運営事業
　（3）  その他、この法人の目的を達成するために必

要な事業

第3章　会員

（種別）
第 6 条　この法人の会員は、次の 2 種とし、正会員
をもって特定非営利活動促進法（以下　「法」とい
う。）上の社員とする。
　（1）  正会員　この法人の目的に賛同して入会した

個人及び団体
　（2）  賛助会員　 この法人の活動を賛助するため

に入会した個人及び団体

（入会）
第 7 条　会員の入会について、特に条件は定めない。
2　  会員として入会しようとするものは、会員の種

別を記載した入会申込書により、理事長に申し
込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、
入会を認めなければならない。

3　  理事長は、前項のものの入会を認めないときは、
速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ
の旨を通知しなければならない。

（会費）
第 8 条　会員は、総会において別に定める会費を納
入しなければならない。

（会員の資格の喪失）
第 9 条　会員が次の各号の一に該当するに至ったと
きは、その資格を喪失する。
　（1）退会届の提出をしたとき。
　（2）  本人が死亡し、又は会員である団体が消滅し

たとき。
　（3）継続して 3 年以上会費を滞納したとき。
　（4）除名されたとき。

（退会）
第 10 条　会員は、理事長が別に定める退会届を理
事長に提出して、任意に退会することができる。

（除名）
第 11 条　会員が次の各号の一に該当するに至った
ときは、総会の議決により、これを除名することが

特定非営利活動法人　国際心血管薬物療法学会日本部会 定款
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できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁
明の機会を与えなければ　ならない。
　（1）この定款に違反したとき。
　（2）  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する

行為をしたとき。

（拠出金品の不返還）
第 12 条　既納の会費及びその他の拠出金品は、返
還しない。

第4章　役員及び職員

（種別及び定数）
第 13 条　この法人に次の役員を置く。
　（1）理　事　3 人以上 20 人以内
　（2）監　事　1 人以上 3 人以内
2　  理事のうち、1 人を理事長、5 人以内を副理事長

とする。

（選任等）
第 14 条　理事及び監事は、総会において選任する。
2　 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3　 役員のうちには、それぞれの役員について、そ

の配偶者若しくは 3 親等以内の親族が　1 人を
超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者
及び 3 親等以内の親族が役員の総　数の 3 分の
1 を超えて含まれることになってはならない。

4　 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねること
ができない。

（職務）
第 15 条　理事長は、この法人を代表し、その業務
を総理する。
2　 理事長以外の理事は、この法人の業務について、

この法人を代表しない。
3　 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あ

るとき又は理事長が欠けたときは、理事長があ
らかじめ指名した順序によって、その職務を代
行する。

4　 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理
事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5　 監事は、次に掲げる職務を行う。

　（1）理事の業務執行の状況を監査すること。
　（2）この法人の財産の状況を監査すること。
　（3）  前 2 号の規定による監査の結果、この法人の

業務又は財産に関し不正の行為又は法　　　
令若しくは定款に違反する重大な事実がある
ことを発見した場合には、これを総会又　　
　は所轄庁に報告すること。

　（4）  前号の報告をするため必要がある場合には、
総会を招集すること。

　（5）  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の
状況について、理事に意見を述べ、若　　　
しくは理事会の招集を請求すること。

（任期等）
第 16 条　役員の任期は、2 年とする。ただし、再
任を妨げない。
2　  前項の規定にかかわらず、総会で後任の役員が

選任されていない場合に限り、任期の　末日後
最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3　 補欠のため、又は増員によって就任した役員の
任期は、それぞれの前任者又は現任者　の任期
の残存期間とする。

4　 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任
者が就任するまでは、その職務を行わ　なけれ
ばならない。

（欠員補充）
第 17 条　理事又は監事のうち、その定数の 3 分の
1 を超える者が欠けたときは、遅滞なく　これを補
充しなければならない。

（解任）
第 18 条　役員が次の各号の一に該当するに至った
ときは、総会の議決により、これを解任することが
できる。この場合、その役員に対し、議決する前に
弁明の機会を与えなければならない。
　（1） 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと

認められるとき。
　（2） 職務上の義務違反その他役員としてふさわし

くない行為があったとき。
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（報酬等）
第 19 条　役員は、無報酬とする。
2　 役員には、その職務を執行するために要した費

用を弁償することができる。
3　 前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、

理事長が別に定める。

（職員）
第 20 条　この法人に、事務局長その他の職員を置
くことができる。
2　 職員は、理事長が任免する。

第5章　総会

（種別）
第 21 条　この法人の総会は、通常総会及び臨時総
会の 2 種とする。

（構成）
第 22 条　総会は、正会員をもって構成する。

（権能）
第 23 条　総会は、以下の事項について議決する。
　（1）定款の変更
　（2）解散
　（3）合併
　（4）事業計画及び活動予算並びにその変更
　（5）事業報告及び活動決算
　（6）役員の選任又は解任及び職務
　（7）会費の額
　（8） 借入金（その事業年度内の収益をもって償還

する短期借入金を除く。第 50 条において同じ。）
その他新たな義務の負担及び権利の放棄

　（9）事務局の組織及び運営
　（10）その他運営に関する重要事項

（開催）
第 24 条　通常総会は、毎年 1 回開催する。
2　 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開

催する。
　（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
　（2） 正会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的

である事項を記載した書面又は電磁的方法を
もって招集の請求があったとき。

　（3） 第 15 条第 5 項第 4 号の規定により、監事か
ら招集があったとき。

（招集）
第 25 条　総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、
理事長が招集する。
2　 理事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定

による請求があったときは、その日から 90 日以
内に臨時総会を招集しなければならない。

3　 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目
的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法
により、少なくとも 5 日前までに通知しなけれ
ばならない。

（議長）
第 26 条　総会の議長は、理事長とする。

（定足数）
第 27 条　総会は、正会員総数の 5 分の 1 以上の出
席がなければ開会することができない。

（議決）
第 28 条　総会における議決事項は、第 25 条第 3 項
の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2　 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、

出席した正会員の過半数をもって決し、可否同
数のときは、議長の決するところによる。

3　 理事又は社員が総会の目的である事項について
提案した場合において、社員の全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の社員総会の決議があっ
たものとみなす。

（表決権等）
第 29 条　各正会員の表決権は、平等とする。
2　 やむを得ない理由のため総会に出席できない正

会員は、あらかじめ通知された事項について書
面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他
の正会員を代理人として表決を　委任すること
ができる。
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3　 前項の規定により表決した正会員は、第 27 条、
第 28 条第 2 項、第 30 条第 1 項第 2 号及び第 51
条の適用については、総会に出席したものとみ
なす。

4　 総会の議決について、特別の利害関係を有する
正会員は、その議事の議決に加わることができ
ない。

（議事録）
第 30 条　総会の議事については、次の事項を記載
した議事録を作成しなければならない。
　（1）日時及び場所
　（2） 正会員総数及び出席者数（書面若しくは電磁

的方法による表決者又は表決委任者がある場
合にあっては、その数を付記すること。）

　（3）審議事項
　（4）議事の経過の概要及び議決の結果
　（5）議事録署名人の選任に関する事項
2　 議事録には、議長及びその会議において選任さ

れた議事録署名人 1 人以上が署名、押　印しな
ければならない。

3　 前 2 項の規定に関わらず、正会員全員が書面又
は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと
により、総会の決議があったとみなされた場合
においては、次の事項を記載した議事録を作成
しなければならない。

　（1） 総会の決議があったものとみなされた事項の
内容

　（2）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
　（3）総会の決議があったものとみなされた日
　（4）議事録の作成を行った者の氏名

第6章　理事会

（構成）
第 31 条　理事会は、理事をもって構成する。

（権能）
第 32 条　理事会は、この定款で定めるもののほか、
次の事項を議決する。

　（1）総会に付議すべき事項
　（2）総会の議決した事項の執行に関する事項
　（3） その他総会の議決を要しない会務の執行に関

する事項

（開催）
第 33 条　理事会は、次の各号の一に該当する場合
に開催する。
　（1）理事長が必要と認めたとき。
　（2） 理事総数の過半数以上から会議の目的であ

る事項を記載した書面をもって招集の請求が
あったとき。

　（3） 第 15 条第 5 項第 5 号の規定により、監事か
ら招集の請求があったとき。

（招集）
第 34 条　理事会は、理事長が招集する。
2　 理事長は、前条第 2 号及び第 3 号の規定による

請求があったときは、その日から 30 日以内に理
事会を招集しなければならない。

3　 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、
目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方
法により、少なくとも 5 日前までに通知しなけ
ればならない。

（議長）
第 35 条　理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（議決）
第 36 条　理事会における議決事項は、第 34 条第 3
項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2　 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。

3　理事長が理事会の目的である事項について提案
した場合において、理事の全員が書面又は電磁的方
法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を
可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

（表決権等）
第 37 条　各理事の表決権は、平等とする。



59

2　 やむを得ない理由のため理事会に出席できない
理事は、あらかじめ通知された事項について書
面又は電磁的方法をもって表決することができ
る。

3　 前項の規定により表決した理事は、前条第 2 項
及び次条第 1 項第 2 号の適用については、理事
会に出席したものとみなす。

4　 理事会の議決について、特別の利害関係を有す
る理事は、その議事の議決に加わることができ
ない。

（議事録）
第 38 条　理事会の議事については、次の事項を記
載した議事録を作成しなければならない。
　（1）日時及び場所
　（2） 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面又 

 は電磁的方法による表決者にあっては、その 
 旨を付記すること。）

　（3）審議事項
　（4）議事の経過の概要及び議決の結果
　（5）議事録署名人の選任に関する事項
2　 議事録には、議長及びその会議において選任さ

れた議事録署名人 1 人以上が署名、押印しなけ
ればならない。

3　 前 2 項の規定に関わらず、理事全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたことに
より、理事会の決議があったとみなされた場合
においては、次の事項を記載した議事録を作成
しなければならない。

（1） 理事会の決議があったものとみなされた事項 
  の内容

　（2）前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
　（3）理事会の決議があったとみなされた日
　（4）議事録の作成を行った者の氏名

第7章　資産及び会計

（資産の構成）
第 39 条　この法人の資産は、次の各号に掲げるも
のをもって構成する。
　（1）設立当初の財産目録に記載された資産
　（2）会費

　（3）寄附金品
　（4）財産から生じる収益
　（5）事業に伴う収益
　（6）その他の収益

（資産の区分）
第 40 条　この法人の資産は、特定非営利活動に係
る事業に関する資産の 1 種とする。

（資産の管理）
第 41 条　この法人の資産は、理事長が管理し、そ
の方法は、総会の議決を経て、理事長が　別に定め
る。

（会計の原則）
第 42 条　この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げ
る原則に従って行うものとする。

（会計の区分）
第 43 条　この法人の会計は、特定非営利活動に係
る事業に関する会計の 1 種とする。

（事業計画及び予算）
第 44 条　この法人の事業計画及びこれに伴う活動
予算は、理事長が作成し、総会の議決を　経なけれ
ばならない。

（暫定予算）
第 45 条　前条の規定にかかわらず、やむを得ない
理由により予算が成立しないときは、理事長は、理
事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の
予算に準じ収益費用を講じることができる。
2　 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益

費用とみなす。

（予備費の設定及び使用）
第 46 条　予算超過又は予算外の支出に充てるため、
予算中に予備費を設けることができる。
2　予備費を使用するときは、理事会の議決を経な
ければならない。

（予算の追加及び更正）
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第 47 条　予算成立後にやむを得ない事由が生じた
ときは、総会の議決を経て、既定予算の　追加又は
更正をすることができる。

（事業報告及び決算）
第 48 条　この法人の事業報告書、活動計算書、貸
借対照表及び財産目録等の決算に関する　書類は、
毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監
事の監査を受け、総会の議　決を経なければならな
い。
2　 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰

り越すものとする。

（事業年度）
第 49 条　この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に
始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

（臨機の措置）
第 50 条　予算をもって定めるもののほか、借入金
の借入れその他新たな義務の負担をし、　又は権利
の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なけ
ればならない。

第8章　定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）
第 51 条　この法人が定款を変更しようとするとき
は、総会に出席した正会員の 4 分の 3 以上の多数に
よる議決を経、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する
以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なけ
ればならない。
　（1）目的
　（2）名称
　（3） その行う特定非営利活動の種類及び当該特定

非営利活動に係る事業の種類
　（4） 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所

轄庁変更を伴うものに限る。）
　（5）社員の資格の得喪に関する事項
　（6） 役員に関する事項（役員の定数に関する事項

を除く）
　（7） 会議に関する事項
　（8） その他の事業を行う場合における、その種類

その他当該その他の事業に関する事項

　（9） 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事
項に限る）

　（10） 定款の変更に関する事項

（解散）
第 52 条　この法人は、次に掲げる事由により解散
する。
　（1）総会の決議
　（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
　（3）正会員の欠亡
　（4）合併
　（5）破産手続き開始の決定
　（6）所轄庁による設立の認証の取消し
2　 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散すると

きは、正会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を得な
ければならない。

3　 第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所
轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）
第 53 条　この法人が解散（合併又は破産による解
散を除く。）したときに残存する財産は、　法第 11
条第 3 項に掲げる者のうち、総会で議決したものに
譲渡するものとする。

（合併）
第 54 条　この法人が合併しようとするときは、総会
において正会員総数の 4 分の 3 以上の多数による議
決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章　公告の方法

（公告の方法）
第 55 条　この法人の公告は、この法人の掲示場に
掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章　雑則

（細則）
第 56 条　この定款の施行について必要な細則は、
理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
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附　則

1　この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2　 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者と

する。
　 理事長　　　長谷川　浩二
　 副理事長　　佐田　政隆
　 理事　　　　吉田　雅幸
　 理事　　　　沢村　達也
　 理事　　　　池田　隆徳
　 理事　　　　野出　孝一
　 監事　　　　森本　達也
3　 この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第

1 項の規定にかかわらず、成立の日　から 2013
年 5 月 31 日までとする。

4　 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、
第 44 条の規定にかかわらず、設立　総会の定め
るところによるものとする。

5　 この法人の設立当初の事業年度は、第 49 条の規
定にかかわらず、成立の日からその　事業年度
末までとする。

6　 この法人の設立当初の会費は、第 8 条の規定に
かかわらず、次に掲げる額とする。

　（1） 正会員会費 
一口　5,000 円（一口以上）

　（2） 賛助会員会費 
一口　5,000 円（二十口以上）
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