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総説（循環器病予防総説シリーズ 5 ：要因編 2 ）

わが国の循環器疾患の危険因子「冠動脈疾患」
松 永 眞 章＊1

八 谷

寛＊1

（N=67,309、40～89歳）によると、至適血圧（収縮

Ⅰ．は じ め に

期血圧120未満かつ拡張期血圧80未満）において死

平成27年の冠動脈疾患による死亡は総死亡の

亡リスクが一番低くなり、血圧区分の上昇とともに

2.8％であるが 、全死亡の10％程度とされる突然死

リスクは増加した（図 1 ）8）。また、危険因子を改善

の 3 ～ 4 割は冠動脈疾患が原因となっていることも

してなくすことができた場合に、予防が可能な疾病

1）

報告されている

。また、quality of life（QOL）の

（ここでは冠動脈疾患）の割合を示す人口寄与危険

悪化に繋がり、多くの医療資源を長期間にわたって

割合（PAF）は、男女ともにⅠ度高血圧で最も大き

費やす心不全 の 3 ～ 5 割が冠動脈疾患に由来する

かった。血圧上昇による循環器疾患死亡リスク（相

とされている5）。国際的には依然として低い冠動脈

対危険）の上昇は、若い年齢層においてより顕著で

疾患発症率を誇るわが国ではあるが、肥満や不活発

あった（図 2 ）。また1990年と1993年に全国 9 地域

な生活習慣の蔓延による耐糖能異常、脂質異常の割

でベースライン調査を実施し、11年（中央値）の追

合の増加により、男性、特に都市部男性における発

跡を実施した JPHC 研究の報告においても、血圧と

症率の増加が示唆されている6）。冠動脈疾患の予防

冠動脈疾患発症との正の線形な関連が認められてい

は早世の予防、QOL の維持、障害の予防、さらに

る（図 3 ）9）。

2,3）

4）

医療経済など種々の面で重要な課題であり、それら

高血圧の診断は診察室や健診会場など（以下、診

に資するため、本総説では、わが国における冠動脈

察室）で測定された血圧値に基づいて行われること

疾患の危険因子について、定義、冠動脈疾患発症・

が多いが、診察室以外で測定した血圧が常に正常域

死亡との関連性の特徴等について個々に概説する。

である状態を白衣高血圧という。逆に診察室での血

Ⅱ．冠動脈疾患の危険因子

圧が正常域でも、早朝や勤務中、夜間あるいは就寝
中など診察室以外の血圧が高い状態を仮面
（masked：隠れ）高血圧という7）。大迫研究による

1 ．高血圧
日本高血圧学会の高血圧治療ガイドラインにおい

と、心血管疾患による死亡リスクの上昇は、仮面高

て、収縮期血圧が 140 mmHg 以上または拡張期血

血圧で認められたが、白衣高血圧では認められな

圧が 90 mmHg 以上のいずれかを満たす場合と定義

かった10）。白衣高血圧、仮面高血圧の診断だけでな

されている高血圧は脳卒中、冠動脈疾患に共通す

く、診察室血圧の受診間変動や家庭血圧の変動も心

る、最も重要な危険因子の一つである 。

筋梗塞を含む循環器疾患のリスクを高める可能性が

7）

高血圧による冠動脈疾患のリスクについて、国内
の10の前向きコホート研究を統合して、個人レベル
のメタアナリシスを行った EPOCH-JAPAN 研究
藤田保健衛生大学公衆衛生学
（〒470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98）
受付日 2017年 8 月21日・受理日 2017年10月12日
＊1
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あるため11,12）、診察室血圧だけでなく家庭血圧を測
定することが望ましいとされている。
2 ．脂質異常症
脂質のうち、遊離脂肪酸はそれ単独で血中に安定
して存在し得るが、それ以外のトリアシルグリセ
ロール（中性脂肪）とコレステロールはアポ蛋白と
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血圧レベルごとの冠動脈疾患死亡ハザード比と人口寄与危険割合

EPOCH-JAPAN、10コホートを統合した67,309人（40～89歳）
年齢、性別、コホート、body mass index、総コレステロール値、喫煙習慣、飲酒習慣で調整
至適血圧：収縮期血圧 120 mmHg 未満かつ拡張期血圧 80 mmHg 未満
正常血圧：収縮期血圧 120 mmHg 以上または拡張期血圧 80 mmHg 以上で正常高値血圧以上の血圧区分に含まれないもの
正常高値血圧：収縮期血圧 130 mmHg 以上または拡張期血圧 85 mmHg 以上でⅠ度高血圧以上の血圧区分に含まれないもの
Ⅰ度高血圧：収縮期血圧 140 mmHg 以上または拡張期血圧 90 mmHg 以上でⅡ度高血圧以上の血圧区分に含まれないもの
Ⅱ度高血圧：収縮期血圧 160 mmHg 以上または拡張期血圧 100 mmHg 以上でⅢ度高血圧ではないもの
Ⅲ度高血圧：収縮期血圧 180 mmHg 以上または拡張期血圧 110 mmHg 以上
（文献 8 より引用して作成）
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EPOCH-JAPAN、10コホートを統合した67,309人（40～89歳）
年齢、性別、コホート、body mass index、総コレステロール値、喫煙習慣、飲酒習慣で調整
（文献 8 より引用して作成）

呼ばれる蛋白質と結合したリポ蛋白となって存在し

リポ蛋白（IDL）、低比重リポ蛋白（LDL）、高比重

ている。リポ蛋白中の脂質の構成割合の高さ、すな

リポ蛋白（HDL）と大別されている。また、リポ

わち比重の軽さによって、リポ蛋白は順に、カイロ

蛋白を構成する主要なアポ蛋白の種類もリポ蛋白の

ミクロン、超低比重リポ蛋白（VLDL）、中間比重

種別により異なる。すなわち、カイロミクロンは
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血圧レベルごとの冠動脈疾患発症と死亡のハザード比

Japan Public Health center-based Cohort Study、33,372人（40～69歳）
男性：年齢、保健所（地域）、body mass index、喫煙習慣、飲酒習慣、降圧薬服用、糖尿病既往、総コレステロール値で調整
女性：年齢で調整
（文献 9 より引用して作成）

アポ B-48 を、VLDL・IDL・LDL はアポ B-100 を、

し得るため、カイロミクロンレムナントや VLDL レ

HDL はアポ A-I を主として含有している。一方、

ムナント（IDL）、small dense LDL のいずれが増

コレステロールは、生体膜（細胞膜）の重要な構成

加した状態であっても、non-HDL コレステロール

物質であり、主として肝臓で合成された後、リポ蛋

高値として判定することが可能である。なお、HDL

白として血行性に全身に運ばれる。脂質異常症と

コレステロールはコレステロール逆転送系を担い、

は、リポ蛋白の代謝障害の総称であり、血液検査上

末梢から余剰のコレステロールを引き抜くことで抗

は、LDL 分画の異常（増加）である高 LDL コレス

粥状動脈硬化作用をもつ。

テロール血症、HDL 分画の異常、特に減少した低

国内の疫学研究において、総コレステロール、

HDL コレステロール血症などとして同定される。中

LDL コレステロール、中性脂肪が高いほど、また

性脂肪の増加した状態は、リポ蛋白分画としてはカ

HDL コレステロールが低いほど冠動脈疾患のリス

イロミクロン、カイロミクロンがリポ蛋白リパーゼ

ク が 高 く な る こ と が 認 め ら れ て い る。NIPPON

（LPL）によって代謝されたカイロミクロンレムナ

DATA 80研究によれば、総コレステロール 220

ント、VLDL、VLDL の代謝産物である VLDL レム

mg/dL 以上の冠動脈疾患死亡のハザード比は、220

ナント（IDL）が増加した状態と重なる。脂質異常

mg/dL 未満の群に比べ1.55倍であった14）。 CIRCS

症のうち、粥状硬化を惹起するような（催動脈硬化

研究では、LDL コレステロール 80 mg/dL 未満の

性）リポ蛋白の異常が、冠動脈疾患の要因という観

群に対し120～139 mg/dL では冠動脈疾患発症リス

点からは重要であり、高 LDL コレステロール血症、

クが2.2倍、140 mg/dL 以上の群では2.8倍であっ

低 HDL コレステロール血症、そして高中性脂肪血

たことが報告されている15）。JPHC 研究によれば、

症の中でも、カイロミクロンレムナントや VLDL レ

中性脂肪が空腹時 150 mg/dL 以上、HDL コレステ

ムナント（IDL）、small dense LDL の増加する病態

ロールが 40 mg/dL 未満で冠動脈疾患の発症リス

が該当する

クが上昇していた16）。

13）

。IDL、small dense LDL は LDL 分

画に含まれるため、それらの増加は LDL コレステ

ところで、脂質異常症の指標に、総コレステロー

ロールが高値となることによって判定し得るが、カ

ルと LDL コレステロールが用いられてきたが、動

イロミクロンレムナントは LDL 分画に含まれない。

脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版17） におい

後述の non-HDL コレステロール値は、HDL 分画以

て、non-HDL コレステロールが初めて採用された。

外の全てのコレステロール値の増加した状態を反映

non-HDL コレステロールは総コレステロールから
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HDL コレステロールの値を引いたものであり、冒

腹時血糖値 126 mg/dL 以上）を糖尿病とみなして

頭で述べた催動脈硬化性リポ蛋白に含まれるコレス

もいいとされている。しかし、このような糖尿病の

テロールの全てを含んでいる。10の前向きコホート

判定基準では一部の糖尿病患者を正しく診断できず

研究を統合し、22,430人（40～89歳）を対象とした

有病率を低く見積もってしまう可能性がある。また

JALS 研究では、冠動脈疾患の発症リスクは、総コ

境界型の血糖値パターン、すなわち耐糖能異常（空

レステロールより non-HDL コレステロールとより

腹時血糖値 110 mg/dL 未満かつ 75 g 経口糖負荷

強く関連し、発症予測の識別能も non-HDL コレス

試験 2 時間値血糖値 140 mg/dL 以上 200 mg/dL

テロールの方が高かった（Area under the receiver

未満）あるいは空腹時高血糖（空腹時血糖値 110

operating characteristic curve: AUC、0.833 vs.

mg/dL 以上かつ 75 g 経口糖負荷試験 2 時間値血糖

0.817） 。また、30～74歳の4,694人を11.9年追跡

値 140 mg/dL 未満）の評価もできない。

18）

した吹田研究では、LDL コレステロールと non-

糖負荷試験後、14年の追跡を行った久山町研究の

HDL コレステロールのリスク予測能に違いは認め

報告によると、糖尿病型の冠動脈疾患の発症リスク

なかった（AUC：ともに0.82） 。なお、non-HDL

は正常型に比し、女性では有意に高値であったが、

コレステロールは測定費用が安価であり、空腹時以

男性では有意な関連は認めなかった（表 1 ）23）。男

外でも測定できるという特長もある20）。

性では喫煙率が高いことが関連を弱めたのかもしれ

19）

これらを含むわが国での疫学研究の結果を元に、

ないと考察されている。一方、JPHC 研究では空腹

日本動脈硬化学会による動脈硬化性疾患予防ガイド

時採血の対象者では空腹時血糖値で、それ以外の対

ライン（2017年版）では、脂質異常症のスクリーニ

象者では随時血糖値で糖尿病を判定している。その

ング基準を、高 LDL コレステロール血症（140 mg/

結果、空腹時血糖値 126 mg/dL 以上または随時血

dL 以上）、低 HDL コレステロール血症（40 mg/dL

糖値 200 mg/dL 以上の「糖尿病」群は、空腹時血

未満）、高トリグリセライド血症（150 mg/dL 以

糖値 100 mg/dL 未満（ここではアメリカ糖尿病学

上）
、non-HDL コレステロール血症（170 mg/dL 以

会の基準を用いている 24））または随時血糖値 140

上）、と定義している21）。

mg/dL 未満の正常群に比し、平均追跡期間12.9年

3 ．糖尿病
科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン2016

の冠動脈疾患発症の多変量調整ハザード比が3.05
（95％信頼区間：2.03-4.59）と有意に上昇してい

によると 、糖尿病とは慢性高血糖の存在と臨床症
22）

状によって総合的に判断される状態と定義されてお

表1

り、具体的には、
（1）
「糖尿病型」の高血糖（空腹
時血糖値 126 mg/dL 以上、75 g 経口糖負荷試験 2

75 g 糖負荷試験によって判定した糖尿病、境界
型血糖値パターンの冠動脈疾患発症リスク
久山町研究、40歳以上、多変量調整
人年

ハザード比
（95％信頼区間）

男性

正常耐糖能
空腹時血糖異常（IFG）
耐糖能異常（IGT）
糖尿病

7,415
982
2,244
1,754

1.00（基準）
0.80（0.31-2.05）
1.11（0.62-2.00）
1.26（0.67-2.35）

女性

正常耐糖能
11,932
空腹時血糖異常（IFG）
871
耐糖能異常（IGT）
3,278
糖尿病
1,610

1.00（基準）
0.48（0.06-3.76）
0.82（0.31-2.15）
3.46（1.59-7.54）

時 間 値 血 糖 値 200 mg/dL 以 上、随 時 血 糖 値 200
mg/dL 以 上 の い ず れ か）と 糖 尿 病 型 の HbA1c
（NGSP）6.5％以上を同時に認める、
（ 2 ）糖尿病型
の高血糖と典型的な糖尿病症状あるいは糖尿病性網
膜症の存在、（ 3 ）糖尿病型高血糖を異なる検査日
にも認める、のいずれかを満たすことによって診断
できるとされている。また、空腹時血糖値 110 mg/
dL 未満、75 g 経口糖負荷試験 2 時間値血糖値 140
mg/dL 未満の血糖値が確認された場合は「正常型」
と診断され、「正常型」にも「糖尿病型」にも当て
はまらない場合は「境界型」と判定される。
疫学調査で糖尿病の頻度のために判定する際に
は、 1 回の糖尿病型（HbA1c 6.5％以上あるいは空

多変量調整：年齢、収縮期血圧、心電図異常、body mass index、総
コレステロール、HDL コレステロール、喫煙習慣、飲酒習慣、運動習
慣補正
正常耐糖能：空腹時血糖値（FPG）＜110 mg/dL かつ糖負荷後 2 時間
値血糖値（2 hPG）＜140 mg/dL
空腹時血糖異常（IFG）
：FPG 110～125 mg/dL かつ 2 hPG＜140 mg/
dL
耐糖能異常（IGT）：FPG＜126 mg/dL かつ 2 hPG 140～199 mg/dL
糖尿病：空腹時血糖値（FPG）≧126 mg/dL かつ糖負荷後 2 時間値血
糖値（2 hPG）200 mg/dL 以上または糖尿病薬使用
（文献23より引用して作成）
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た。また正常群にも糖尿病群にも該当しない境界群

存在する患者の降圧目標は 130/80 mmHg 未満とし

（空腹時血糖値 100 mg/dL 以上 126 mg/dL 未満ま

ている7）。また、動脈硬化性疾患予防ガイドライン

たは随時血糖値 140 mg/dL 以上 200 mg/dL 未満）

2017年版では、危険因子がない40～59歳の脂質異常

の多変量調整ハザード比も1.65（1.19-2.29）で

症患者の LDL コレステロールの目標値が 160 mg/

あった 。また JACC 研究では、糖尿病歴の自己申

dL 未満に対して、40～59歳の糖尿病も存在する患

告と約20年間の冠動脈疾患の死亡リスクを検討して

者 の 場 合、LDL コ レ ス テ ロ ー ル の 目 標 値 は 120

おり、糖尿病歴のある者は年齢、喫煙習慣、飲酒習

mg/dL 未満としている21）。

25）

慣、運動習慣、BMI、高血圧既往、教育レベル、閉

₄ ．喫煙

経、ホルモン療法に独立して男性で1.49倍（1.19-

40～59歳の男性19,782人、女性21,500人を追跡し

1.88）、女性で2.08倍（1.58-2.75）冠動脈疾患死亡

た JPHC 研究では、男女ともに喫煙者で冠動脈疾患

リスクが高かった26）。

の発症リスクが高く（図 4 ）27）、人口寄与危険割合

ところで、糖尿病は、高血圧、脂質異常症の治療

は男性で46％、女性で 9 ％と特に男性で高くなって

ガイドラインにおいて、冠動脈疾患既往と同等のハ

いた。また、男性では喫煙本数が増えるほどリスク

イリスク状態とされており、糖尿病が存在する場

は高くなる傾向を認めた（ハザード比： 1 ～14本、

合、血圧や脂質の管理目標値は二次予防（再発予

15 ～ 34 本、35 本 以 上 の 順 に 2.32、2.97、3.05）。

防）時のようにより厳しい基準を用いるとされてい

40～79歳の男性43,907人、女性61,003人を追跡した

る。具体的には、高血圧治療ガイドライン2014にお

JACC 研究においても喫煙者の死亡リスクは非喫煙

いて、若年・中年・前期高齢者の高血圧患者の降圧

者に比し有意に高くなっていた 26）。すなわち、年

目標が 140/90 mmHg 未満なのに対して、糖尿病も

齢、飲酒習慣、運動習慣、BMI、糖尿病既往、高血

男性

女性
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3
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1.00

1
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高血圧あり
高血圧なし
喫煙なし
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ハザード比

ハザード比

3
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1.69*
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高血圧あり
高血圧なし
喫煙なし

喫煙あり
1.87*

1.94 *

1.00

0.81

1
TC高値
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TC正常
喫煙なし

図4

喫煙あり

ハザード比

ハザード比

2

1.63 *

2

1.58*

0.97
1.00

1
TC高値
0

TC正常
喫煙なし

喫煙あり

高血圧または高コレステロール血症と喫煙習慣の冠動脈疾患死亡に対する同時影響
EPOCH-JAPAN、10コホートの男性27,385人、女性39,207人（40～89歳）
年齢、収縮期血圧、総コレステロール、body mass index、コホートで調整
TC：総コレステロール、*P＜0.05
（文献27より引用して作成）
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圧既往、教育レベル、閉経、ホルモン療法を調整し

その結果、 1 日20本以上喫煙する夫の配偶者におけ

た喫煙者の非喫煙者に対するハザード比は男性で

る年齢調整冠動脈疾患死亡リスクは非喫煙男性を夫

1.95（95％信 頼 区 間：1.58-2.39）、女 性 で 2.45

にもつ女性に比べ1.30倍（90％信頼区間：1.06-

（1.89-3.18）であった。また、CIRCS 研究におけ

1.60）であった。この研究を含むメタアナリシスに

る心臓突然死のコホート内症例対照研究によると、

おいても、非喫煙者の男女のうち配偶者または家庭

喫煙の多変量（血圧、BMI、糖尿病、血清コレステ

や職場で喫煙に曝露していた者の、そうでなかった

ロール値、飲酒量、喫煙習慣、心拍数、不整脈、心

者に比較した冠動脈疾患の相対リスクは1.25（95％

電図異常）調整オッズ比は1.70（95％信頼区間：

信頼区間1.17-1.32）であったことが報告されてい

1.13-2.57）であった 。

る32）。

28）

国内10コホートを統合して、40～89歳の男性

5 ．肥満

27,385 人、女 性 39,207 人 を 解 析 し た EPOCH-

肥満症診療ガイドライン2016によると、肥満は脂

JAPAN 研究において、喫煙に高血圧をあわせ持つ

肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、体格指数

場合の冠動脈疾患死亡リスクを検討した 。その結

（BMI；Body Mass Index＝体重［kg］／身長［m］2）

果、喫煙と高血圧をともに持っている者の死亡リス

が 25 kg/m2 以上と定義されている33）。また、肥満

クは喫煙だけあるいは高血圧だけに比べ高かった

症とは肥満に起因ないし関連する健康障害を合併す

（図 4 ）。また、総コレステロール高値についても同

るか、その合併が予測される場合で、医学的に減量

様の結果が観察された。これらの結果から、他の心

を必要とする病態である。内臓脂肪蓄積を表すとさ

血管危険因子を持つ喫煙者に対する禁煙指導は特に

れる腹部肥満はそれ単独で肥満症に含められる。

29）

強調されるべきとも言える。なお、禁煙することで

国内13のコホートを統合し、40～89歳の33,128人

冠動脈疾患の予防ができると考えられるが、40～79

を解析対象とした JALS 研究において、肥満度の指

歳 の 男 性 41,782 人、女 性 52,901 人 を 対 象 と し た

標である body mass index（BMI）と心筋梗塞発症

JACC 研究によると、10年以上の禁煙者における冠

との関連が調べられた。女性では発症数が十分でな

動脈疾患の死亡率は喫煙者に比し有意に低下（ハ

いこともあり関連性は認められなかったが、男性で

ザード比：0.47、95％信頼区間：0.27-0.83）して

は肥満度の上昇とともに心筋梗塞発症リスクが有意

いたことから、禁煙による予防効果は、10年以上経

に上昇していた（表 2 ）34）。また、血圧、総コレス

過して認められることが推察された30）。

テロール値を調整しても依然有意な強い関連が認め

わが国の91,540人の非喫煙女性の冠動脈疾患死亡

られたことから、肥満度の上昇に伴って変化する他

とその夫の喫煙状況との関連を1966年から16年間の

の代謝、炎症、凝固などの病態が発症に影響してい

追跡期間を擁する 6 府県コホートが報告している 。

ることが示唆されると推察された。この結果は、既

31）

表2

肥満度（body mass index）と心筋梗塞発症の関連
JALS 研究、40～89歳、多変量調整
Body mass index（kg/m2）

ハザード比
（95％信頼区間）

＜21.0

21.0～22.9

23.0～24.9

25.0～27.4

≧27.5

傾向性
P値

男

性

モデル 1
モデル 2
モデル 3

1.00（基準） 1.07（0.61-1.85） 1.68（1.00-2.83） 2.21（1.28-3.83） 3.16（1.66-6.01） ＜0.001
1.00（基準） 1.03（0.60-1.80） 1.54（0.91-2.59） 1.90（1.09-3.30） 2.65（1.38-5.08） ＜0.001
1.00（基準） 0.93（0.54-1.63） 1.30（0.77-2.21） 1.53（0.87-2.69） 2.12（1.10-4.10）
0.012

女

性

モデル 1
モデル 2
モデル 3

1.00（基準） 1.37（0.66-2.83） 0.92（0.41-2.06） 1.73（0.83-3.57） 1.15（0.44-3.04）
1.00（基準） 1.26（0.61-2.60） 0.79（0.35-1.78） 1.43（0.69-2.97） 0.89（0.33-2.36）
1.00（基準） 1.14（0.55-2.36） 0.73（0.32-1.64） 1.26（0.60-2.62） 0.78（0.29-2.09）

0.42
0.89
0.86

多変量調整；
モデル 1 ：年齢、喫煙、飲酒
モデル 2 ：年齢、喫煙、飲酒、血圧
モデル 3 ：年齢、喫煙、飲酒、血圧、総コレステロール値
（文献34より引用して作成）
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知の危険因子のコントロールに加え、肥満そのもの

は議論が続いているのも事実である。例えば、腹囲

の管理・予防が冠動脈疾患予防に重要であることを

基準は、臍レベルでの CT 撮影において、腹部内臓

示す結果である35）。

脂肪が 100 cm2 以上に相当する周囲長として決め

腹部肥満は内臓脂肪蓄積の指標とされており、冠

ら れ て い る が 38）、International Diabetes Federa-

動脈疾患と強く関連すると考えられている33）。しか

tion39）は、腹部肥満の基準値として、欧米人では男

しながら、日本人の疫学研究において、腹部肥満と

性 94 cm 以上、女性 80 cm 以上、アジア人は男性

冠動脈疾患との関連は必ずしも明らかにはなってい

90 cm 以上、女性 80 cm 以上を推奨している。さ

ない 。また、腹囲の基準値についても議論が続け

らに、「特定健診・保健指導におけるメタボリック

られている。「特定健診・保健指導におけるメタボ

シンドロームの診断・管理のエビデンス創出に関す

リックシンドロームの診断・管理のエビデンス創出

る横断・縦断研究」によると、MetS 群を定義する

に関する横断・縦断研究」によると、メタボリック

腹囲の基準値を 80～90 cm の間で変化させても、

シンドローム群において、ウエスト周囲長の基準値

MetS による循環器疾患発症リスク（ハザード比）

を 80～90 cm の間で変化させても、またウエスト

の大きさはほとんど変わらなかったことも報告され

周囲長を必須としなくても、心血管イベントのリス

ている。加えて、MetS 判定に腹部肥満の存在を必

クは変わらなかった37）。日本人の腹部肥満をどのよ

須としない基準を用いてもハザード比はほとんど変

うに評価すればよいのか、また評価方法の有用性に

わらないが、人口寄与危険割合は高くなったことが

ついてはさらなる検討が必要である。

報告されている37）。その理由として、腹部肥満を必

36）

6 ．メタボリックシンドローム

須とする基準を用いた場合は、MetS と判定されな

メタボリックシンドローム（MetS）は内臓脂肪

い群の中に、腹部肥満はないが、血圧高値、高血

型肥満を背景とし、冠動脈疾患などの循環器疾患の

糖、脂質異常の危険因子を有する者が含まれ、それ

危険因子である高血糖、脂質異常、高血圧の全てま

らは MetS とほぼ同等に循環器疾患リスクを増大さ

たは複数の異常を同時に呈することで、循環器疾患

せること、ならびに腹部肥満の頻度がそれほど高く

発症リスクが高い状態と定義されている。わが国に

ないことがあげられる。実際、JPHC 研究において、

おける MetS の定義は、腹部肥満（臍レベルでの腹

現行の積極的支援レベル（MetS に該当）の全ての

部周囲長の高値：男性 85 cm 以上、女性 90 cm 以

者で、肥満が無くなり、かつリスク因子も 0 個に

上）を必須条件として、高血糖（空腹時血糖 110

なった場合、虚血性脳心血管疾患は17％減少するの

mg/dL 以上）、脂質異常（中性脂肪 150 mg/dL 以

に対して、非肥満群の全員のリスク因子が 0 個と

上、HDL コレステロール 40 mg/dL 未満のいずれ

なった場合には、虚血性脳心血管疾患は30％減少す

かまたは両方）、血圧高値（収縮期血圧 130 mmHg

ると推定されている16）。

以上、拡張期血圧 85 mmHg 以上のいずれかまたは
両方）のうち 2 つ以上を有するものとされている。

平成27年国民健康・栄養調査によれば、MetS が
強 く 疑 わ れ る 者 の 割 合 は 男 性 で 29.0％、女 性 で

平成20年度より MetS に焦点を当てた特定健診・

10.6％である40）。今後、日本人、特に日本人男性に

特定保健制度が開始されたが、これは腹部肥満の積

おいて肥満者割合がさらに増え、MetS の増加があ

極的なコントロールにより、その他の危険因子が改

るかもしれないが、現時点では、肥満者に対象を限

善され冠動脈疾患等の循環器疾患の発症リスクが効

定した特定健診・特定保健指導のような MetS 対策

率的に低減できるという考え方に基づくものであ

だけでなく、非肥満で高血圧等を有する非肥満ハイ

り、健診受診者にとっても生活習慣と健診結果、疾

リスク者対策も並行して実施していくべきである。

病発症との関係が理解しやすく、自身の生活習慣を

7 ．慢性腎臓病

見直し改善に向けての動機付けができる機会となっ

慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease: CKD）は

たと一定の評価はされている。一方で、腹部肥満判

推定糸球体濾過量（estimated glomerular filtration

定のための腹囲基準や、肥満の存在を必須とする診

rate: eGFR）で表される腎機能の低下、または腎臓

断基準の臨床疫学的、公衆衛生学的妥当性について

の障害（蛋白尿やその他の腎障害を示唆する所見）が
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10

ホート研究において、40～79歳の男性8,059人を5.5

ハザード比

年間追跡した検討では、非飲酒者に比し 1 日の飲酒

6

量がエタノール 25 g 以下の少量～中等量の飲酒者
3.95

4

0

2.14
1.00 1.00

2.79

GFR 60-89

GFR≧90

で心筋梗塞（冠動脈疾患）発症リスクがハザード比
で0.49と有意に低下していた 47）。また、都市部の
40～59歳の男性従業員8,476名を8.8年間追跡した研

1.25

男性

図5

第3号

的関連を示す複数の報告がある。岩手県北地域コ

8

2

第52巻

GFR<60

女性

慢性腎臓病（CKD）と心筋梗塞発症リスク

JALS 研究、30,675人（40～89歳）
年齢、コホート、収縮期血圧、糖尿病既往、総コレステロール
値、body mass index、喫煙状況で調整
（文献41より引用して作成）

究において、 1 日の飲酒量がエタノール 23～45 g
の飲酒者の非飲酒者に対する冠動脈疾患発症のハ
ザ ー ド 比 は 0.55（95％信 頼 区 間：0.29-1.05）で
あった48）。このような少量～中等量の飲酒と冠動脈
疾患発症との予防的関連性は、社会支援がある者49）、
γGTP が32以下の者50）、高血圧の既往がある者51）で
より明確であったが、飲酒時に赤ら顔になるかどう
か（フラッシングの有無） 52） によっては異ならな

慢性的に 3ヶ月以上持続する状態で、冠動脈疾患を含
む循環器疾患の危険因子として近年注目されている。

かった。
一方、女性における飲酒と冠動脈疾患リスクとの

JALS 研 究（30,675 人、40 ～ 89 歳）に よ れ ば、

関連は必ずしも一致していない。JPHC 研究の40～

eGFR（mL/分/1.73 m2）が 90 以上の群に比べ、

69歳の女性47,100人においては飲酒量と冠動脈疾患

eGFR が 60 未満の群における冠動脈疾患（心筋梗

発症との関連は認められなかった53）が、40～79歳の

41）
塞）発症率は有意に高くなっていた（図 5 ）
。久

女性48,906人を追跡した JACC 研究では 1 日にエタ

山町の40歳以上住民2,634人の追跡研究では、男性

ノールを 46 g 以上飲酒する女性は非飲酒者に比し、

においてのみ eGFR 60未満で定義された CKD と冠

冠動脈疾患死亡リスクが4.10倍（95％信頼区間：

動 脈 疾 患 の 間 に ハ ザ ー ド 比 2.26（95％信 頼 区 間

1.63-10.3）上昇していた。

1.06-4.79）の有意な正の関連が認められた 。ま
42）

Ⅲ．お わ り に

た、わが国の代表集団である NIPPON DATA 90に
参加した30歳以上成人7,316人の追跡研究では、

冠動脈疾患の臨床的な予防策、また公衆衛生学的

CKD のグレードと心血管疾患死亡リスクに正の関

な予防対策に資するべく、冠動脈疾患の危険因子に

連が認められている 。

ついて概説した。日本人の生活習慣は時代とともに

43）

また、大迫研究においては微量アルブミン尿と循

変化しており、危険因子の保有状況も変化する。有

環器疾患死亡リスクの有意な正の関連性が44）、国内

効な対策の立案と実施のためには、危険因子の冠動

の 7 つの前向きコホート研究を統合した EPOCH-

脈疾患発症に対する相対危険と保有割合を継続的に

JAPAN 研究では蛋白尿と冠動脈疾患死亡のリスク

調査していくことが求められる。

の有意な関連が示されている 。
45）

文

8 ．飲酒

献

国民健康・栄養調査では、飲酒習慣を、週に 3 回

1）厚生労働省．平成27年（2015）人口動態統計．URL:

以上飲酒し、飲酒日 1 日あたり 1 合以上を飲酒する

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/

者と定義しているが 、健康日本21（第二次）にお

14/.
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