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Bob Barrett：     これは、Boston Children’s Hospitalの臨床検査医学部門がスポンサーとなって提

供されているClinical Chemistryのポッドキャストです。私はBob Barrettです。 

臨床検査は、脂質異常の治療において重要な役割を果たします。新しい治療は、

非常に低いLDLコレステロール濃度における脂質代謝異常検査の精確さを要求

しています。不精確な結果は、誤った診断および誤った治療に結びつきます。両

方とも、社会的損失が大きく、患者にとっても有害です。 

その組織の臨床検査室における技術能力を評価する外部精度保証プログラム

(external quality assurance programs)は、脂質測定法における技術能力の改良

が必要であることを示しています。心血管疾患と同程度の一般的な疾病のリスク

を予測する臨床検査に、僅かな改良を加えるだけで、より適切な治療からの利益

を何千もの人々に与えることができました。 

さらに、脂質検査は、様々なアテローム性リポタンパク質を含めることにより進

化してきました。これらのマーカー類の分析上の妥当性およびLDLコレステロー

ルを超えるそれらの価値の高まりは、臨床検査専門家および臨床医の間でしばし

ば討議の対象となっています。 

リポタンパク質とアポリポ蛋白質のマーカーのこれらの重要な問題に取り組み、

かつ最新の脂質検査についての合意を得るために、European Federation of 
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Clinical Chemistry and Laboratory Medicine(EFLM)および European 

Atherosclerosis Society(EAS)により、学際的組織が形成されました。 

Clinical Chemistry 誌の2018年7月号に、この共同合意戦略からの特別報告が掲

載されています。その報告は、アテローム性リポタンパク質によって生じる心血

管疾患リスクを評価する上での、脂質プロファイルの使用の改善に関する勧告を

提供しています。 

第１著者であるDr. Michel Langlois が、このポッドキャストに招かれています。

Langlois 教授は、ベルギー ブルッヘにあるAZ Sint-Jan Hospital の臨床検査

専門医で、ベルギーの University of Ghent の客員教授です。先生はEFLMのガ

イドラインワーキンググループの代表です。 

先生、アテローム性動脈硬化症を引き起こすという理由から、どのリポタンパク

質を測定する必要があるのですか？ 

 

Dr. Michel Langlois： アテローム性動脈硬化症のリスクを評価するために、私たちが取り扱うべき３種

類のリポタンパク質があります。最初の１つは、一般にも知られているLDLコレ

ステロールで、“悪玉コレステロール”と呼ばれているものです。これは、低比

重リポタンパク質コレステロールを意味します。また、それは、動脈壁に取り込

まれ、それらが酸化してマクロファージによって取り出されることから、それが

アテローム性動脈硬化症を引き起こし、このプロセスは、炎症やアテローム性動

脈硬化の病変、ならびに心筋梗塞などのような合併症への進行を引き起こします。 

しかし、他の２種類の粒子はあまりよく知られていません。そのうちの１つは、

レムナント粒子です。レムナント粒子とは何でしょうか？実際、名前そのものが、

それが何であるかを示しています。それらは、トリグリセリドに富むLDL以外の

粒子の残余分で、これらのトリグリセリドに富むLDL以外の粒子とは、肝臓によ

って合成される、超低比重レベルのタンパク質、すなわちVLDLと、さらに食事

摂取後に、私たちの血液中に存在するカイロミクロンのことです。 

これらのVLDLとカイロミクロンは、いくつかの生化学的修飾を経て、そのトリ

グリセリドが血流中で取り除かれます。その粒子、すなわちレムナント粒子は、

LDLコレステロールのように非常に小さく、血管壁に入ることができ、LDL粒子

と同様に、アテローム性動脈硬化症を引き起こす可能性があります。 

３番目の粒子は、遺伝的リスク因子の１種であるLp(a)です。Lp(a)とは何でしょ

うか？それはLDL粒子で、このLDL粒子にアポリポ蛋白質(a)と呼ばれるタンパ

ク質が結合しますが、このタンパク質は、その長さにより遺伝的変異を持ってい

ます。通常、私たちは非常に長いapoAを保有しています。また、この遺伝的変異

が、血液中のLp(a)濃度を決定づけます。非常に高いLp(a)濃度が存在しますと、
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一種の遺伝的リスク要因となります。 

これらの３種類の粒子、すなわち３種類のリポタンパク質である、LDL、レムナ

ントおよびLp(a)があるのです。もし、アテローム性動脈硬化症のリスクを評価し

なければならない場合にはこれらを測定するべきです。 

 

Bob Barrett：     LDLコレステロールを測定する際の、主な課題は何ですか？ 

 

Dr. Michel Langlois： 昨年中の最も大きな課題は、新しい治療に影響を与える新しい問題でした。私た

ちは、20mg/dL以下の低濃度のLDLコレステロールが測定できるまでに、私たち

の測定技術が到達しているかと言うことです。しかし、LDL測定のために開発さ

れている測定法は、現在、これらの新しい治療で到達すべき、これらの低濃度範

囲で使用出来ることが立証されていません。 

LDL測定法を製造する異なる試薬製造企業と臨床検査室の間に存在するもう１

つの問題は、これらの全ての測定法の測定値の一致性が乏しいということです。

したがって、ある測定法では、低濃度LDLコレステロールを測定できるが、もう

一方の測定法では、高濃度のLDL濃度を測定できるということです。そのように、

臨床検査室において、市販の測定法では測定値が一致しません。 

そして、また、肥満と糖尿病などの罹患率の増加に伴い、糖尿病の患者たちの中

で、例えば、LDLは上昇していないが、small LDL粒子が数多く存在している、

多くの高脂血症があることを経験しますが、これらの粒子中のコレステロール濃

度が低値であることから、LDLコレステロールの測定値を過小評価することに繋

がります。主として、肥満と糖尿病を有する患者にとっての課題です。 

そしてもう一つの課題として、Lp(a)の遺伝的リスクについては、Lp(a)はLDLコ

レステロールの測定に含まれていることから、非常に高いLp(a)を持った人では、

この粒子が測定に含まれ、LDLコレステロールの過大評価に繋がります。 

要約しますと、新しい治療を進める場合に、その測定法で、非常に低いLDLコレ

ステロールが測定できることが検証されていない場合には、Lp(a)による干渉が生

じ、異なる方法間で測定値の不一致に繋がり、また、糖尿病におけるsmall LDL

粒子は、LDLコレステロールの過小評価を引き起こすのです。 

 

Bob Barrett：    LDLコレステロール測定に代わる代替はありますか？ 

 

Dr. Michel Langlois： 国際的ガイドラインによって提案された２つの主な選択肢があります。最初の１

つは、non-HDLコレステロールとして計算される値です。それは、非常に単純な

計算で、ただ単に、総コレステロール濃度からHDLコレステロール濃度を差し引
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きます。それは、追加費用が生じない単純な計算となります。２種類のパラメー

ター、総コレステロールとHDLコレステロールを測定して、引き算をすればよい

のです。また、この計算を行うことは、HDLは、いわゆる“善玉コレステロール”

であり、総コレステロールからこれを差し引けば、残りは、いわゆる“悪玉コレ

ステロール”となります。それは、アテローム性コレステロール粒子であるとい

うことを意味します。この結果は、LDLまたVLDLのみでなく、Lp(a)およびレム

ナントを含んでいるのです。  

単純計算によりえられたnon-HDLコレステロールは、アテローム性動脈硬化症を

引き起こす可能性がある、すべてのアテローム性粒子を効果的に捕らえることが

できます。それはLDLを超える価値があり、それは、これらのレムナント・コレ

ステロール粒子も含んでいます。  

もう１つの手段は、追加費用が生じますが、免疫測定法によりapoBを測定するこ

とです。では、apoBとは何でしょうか？これは、LDLだけでなく、レムナント

およびLp(a)のすべてのアテローム発生粒子上に存在する１種のタンパク質です。

それらのリポタンパク質は、すべて同じapoB分子を運ぶことになります。実際に、

apoBの測定は、それがapoBであることを示す、測定法間で良好な一致が見られ

る、標準化された測定法が既に存在します。事実上、コレステロール含有量に関

係なく、これらのアテローム性粒子のすべての総数が測定できます。  

このような技術的利点が存在するだけでなく、non-HDLコレステロールの計算あ

るいはapoBの測定については、その計算および測定に絶食が影響しないことから、

空腹時の血液採取を行う必要がないのです。  

また、臨床現場からすると、大規模な臨床研究および観察研究における、non-HDL

あるいはapoBは、リスクを予測するためのLDLコレステロールにほぼ匹敵しま

す。また、いくつかの研究では、それらは、LDL以上の性能があることを示して

います。しかし、矛盾する結果が得られた場合、例えば、LDLは正常であるが、

non-HDLコレステロールあるいはapoBが上昇している場合には、人口の約75%

に相当する患者たちは、LDL値が正常であるにもかかわらず、追加的なリスク予

測値を持っていることになります。 

単に人口の25%のみに対してLDLを測定した場合には、そのリスクは過小評価さ

れることになるしょう。したがって、non-HDLとLDLあるいはapoBとLDLの間

の不一致解析によると、LDLコレステロールのみを測定することにより、追加的

リスクの予測ができないことになります。また、LDLコレステロール値が高い場

合に、例えば、スタチン薬で治療をして正常値になった場合に、説明できない残

余のリスクがまだ存在することが知られていることから、これは治療にとっても

重要です。non-HDLコレステロールあるいはapoBを測定することにより、少な
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くともこれらの治療を受けた患者におけるこの残余のリスクを一部予測できま

す。 ２種類の代替は、non-HDLおよびapoBですが、心血管疾患と関係するヘル

スケア関連費用が低下するという臨床におけるエビデンスがないことから、LDL

コレステロールをそれらの測定法に代える上での、十分な臨床上のエビデンスは

存在しません。しかし、臨床検査室における分析上の視点からすると、それらは、

より確実であり、精確な測定法であると言えます。 

それらの検査法が、LDLコレステロールに取って代わることができると言うため

には、さらに臨床上のエビデンスを必要とします。 

 

Bob Barrett：     先生は、部分的にこの質問に答えているかも知れませんが、臨床サイドへのメッ

セージは何でしょうか？ 

  

Dr. Michel Langlois： 私たちが、コンセンサス・グループから提案した２つのメッセージがあります。 

先ず、治療中の自分の患者をフォローアップするためにLDLコレステロールを測

定し、継続的にモニターする場合には注意が必要です。それは、それらの多くの

測定法が、測定値が一致しないことを考慮すべきです。  

臨床医が行わなければならないのは、常に、同じ検査室へ試料を送るか、少なく

とも使用されている測定法が、すべて同じ測定法であることを確認しなければな

らないことです。さもなければ、これらの測定値が必ずしも一致しないことから、

異なる測定法により患者を経過観察すれば、測定値が交絡することになり、説明

できない値を示すでしょう。  

患者をフォローアップする場合には、異なる測定法間の不一致を排除するために

も、同じ測定法およびできれば同じ臨床検査室に送付する必要があるのです。ま

た、LDLコレステロールは、脂質低下治療を実施する際の主要なターゲットであ

り、それに関して異論はありません。強力なエビデンスが存在するからです。し

かし、糖尿病、高トリグリセリド血症、肥満では小さなLDL粒子を持っているの

で、別の種類の脂質異常症が存在します。そのような脂質異常症は、LDLコレス

テロールのみを測定することにより見落とされ、彼らが残存リスクを保有してい

ることから、この残存リスクに取り組まなければなりません。それは、二次ター

ゲットである、non-HDLコレステロールあるいはapoBを選ぶべきです。  

LDLコレステロール値を求めている場合には、主要なターゲットはLDLコレステ

ロールであって良いのではないでしょうか? 次いで、第２のパラメーターである、

non-HDLコレステロールをターゲットとするべきです。 

治療を強化するか、あるいは別の治療を追加する場合には、non-HDLコレステロ

ールあるいはapoBを選択して下さい。しかし、apoBには追加費用が発生します。
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non-HDLコレステロールは、追加費用が生じることなく間単に計算できるので、

非常に費用効果が高くなります。  

また、フォローアップする場合には、非空腹時の血液試料を使用するべきです。

空腹時の血液試料を使用した場合は、レムナント粒子によるリスクを過小評価す

ることに繋がります。  

 

Bob Barrett：     最後に、臨床検査室に対するメッセージは何ですか？ 

 

Dr. Michel Langlois： 臨床検査室は、脂質異常症治療における良好な医学的管理を目指して、臨床医を

支援するためにさらなる努力をするべきです。臨床検査室がまず第１に行うべき

ことは、non-HDLコレステロールを計算することです。それは費用がかからず、

間単に計算して、脂質プロファイルに関連するすべての検査報告書に表現できま

す。そうすれば、脂質プロファイル上で臨床医を教育することができ、さらに、

彼らの患者たちに対する対応を容易にするだけでなく、フォローアップをする上

で、彼らを支援することができます。 

さらに、採血のために臨床検査室に来た場合に、臨床検査室は非絶食時試料につ

いて宣伝すべきです。その患者が空腹でないという理由で、帰宅させることなく、

非空腹時の試料で検査するのです。しかし、その患者のトリグリセリド値が

400mg/dL以上で非常に高い場合は、例外として空腹時の血液試料を使用すべき

ですが、これは、非常にまれで総人口の5%未満です。大多数の血液試料は非絶食

で検査できます。さらに、Lp(a)が、臨床医たちの間であまり知られていないこと

から、臨床検査室において利用すべきです。それはLDLを過大評価する可能性が

あり、Lp(a)によってLDLコレステロール値を補正しなければなりません。 

また、50 歳以下の若年患者あるいはリスク因子により説明できない心血管系イ

ベントの症例が存在する場合には、心血管疾患の強い家族歴の根拠の調査ならび

にLp(a)測定が、臨床検査室において利用できるようにすべきです。 

 

Bob Barrett：     Dr. Michel Langloisは、ベルギー ブルッヘにあるAZ Sint-Jan Hospital の臨

床検査専門医で、ベルギーの University of Ghent の客員教授です。先生は、

Clinical Chemistryのこのポッドキャストのゲストでした。私はBob Barrettで

す。ご静聴有難うございました。 

 

（訳者：中 甫） 

 

 


