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総説（循環器病予防総説シリーズ24：対策編 6 ）

循環器疾患予防のための脂質異常症治療の基本
増 田 大 作＊1

Ⅰ．は じ め に

分でなく、ともすれば脂質の値のみを見て診断や治
療がなされがちである。脂質異常の存在に伴う循環

本邦において脂質異常症は食生活の欧米化や肥満

器病のリスクの理解にはリポ蛋白代謝異常を知って

の増加につれて増加しており、その結果として循環

おく必要がある（図 1 ）2）。リポ蛋白は表面にアポ蛋

器疾患の中でも脳心血管疾患のうちの冠動脈疾患

白を配置し内面にコレステロール、TG やリン脂質

（狭心症、心筋梗塞）、脳梗塞、末梢動脈疾患が増加

などの脂質を含有し、粒子として血中を流れ全身組

し健康寿命の短縮を招いている。適切な脂質異常症

織に脂質を運搬する。コレステロールは LDL 粒子

治療のためには適切なスクリーニングと病態評価が

中に多く含まれ血管内皮下に取り込まれ組織に受け

必須である。日本動脈硬化学会は動脈硬化性疾患予

渡されれるが、この LDL 粒子が酸化を受けると動

防を目的とした「動脈硬化性疾患予防ガイドライ

脈硬化プラークが形成される。また TG はレムナン

ン」 および「動脈硬化性疾患予防のための脂質異

トリポ蛋白（カイロミクロンレムナント、VLDL レ

常症診療ガイド」 を定期刊行している。ここでは

ムナント）に残留しており、LDL 粒子と同じく血

日本人における脂質異常症を動脈硬化性疾患発症リ

管内皮下に取り込まれ動脈硬化プラークが形成され

スクの観点からスクリーニングし、他疾患の重複も

る。HDL 粒子は動脈硬化プラークからコレステロー

含めたリスク重症度を評価し、リスク低減をめざし

ルを引き抜いて動脈硬化抑制に働く。高 LDL-C 血

た治療指針を策定している。本稿ではこれらにまと

症、高 TG 血症、低 HDL-C 血症での脳心血管イベ

められた脂質異常症のスクリーニング法・リスク評

ントの増加はこれらリポ蛋白量の変動に起因するこ

価法を解説したのち、治療法について解説を進めて

とから、その理解にはリポ蛋白分画やアポリポ蛋白

ゆく。

の測定が有効である2）。さらに、脂質異常の背景に

1）

2）

Ⅱ．脂質異常症とそのスクリーニングおよび動
脈硬化性疾患リスク評価
1 ．脂質代謝・リポ蛋白代謝異常と動脈硬化惹起

は他疾患を原因とする続発性脂質異常症（表 1 ）も
高率に存在し、生化学検査・ホルモン検査や薬歴聴
取などによる確認及び原疾患の治療が重要である。
このように、脂質異常を確認した際にはいきなり治
療介入を考えるのではなく脂質異常症の背景に存在

性
脂質異常である高 LDL コレステロール（LDL-C）
血症、高トリグリセライド（triglyceride, TG）血
症、低 HDL コレステロール（HDL-C）血症が循環

する代謝異常について考慮することが重要である。
2 ．動脈硬化性疾患のリスクとしての脂質異常症
スクリーニング

器疾患としての脳心血管疾患発症リスクを増加させ

脂質異常症治療の目標は動脈硬化性疾患としての

ることが周知されているが、その理解は必ずしも十

循環器疾患・脳血管疾患の予防にある。動脈硬化性
疾患予防ガイドライン2017年版では、まず動脈硬化

りんくう総合医療センターりんくうウェルネスケア研究
センター，健康管理センター，循環器内科
＊1

（〒598‑0048 泉佐野市りんくう往来北2‑23）
受付日

2020年12月14日・受理日 2021年 1 月12日

性疾患のリスク状態にある脂質異常症の存在をスク
リーニングにより確認した上で、他の合併リスクの
重症度評価をもとに包括的リスク評価を行い治療方
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リポ蛋白代謝

リポ蛋白代謝を模式図で示す。コレステロールやトリグリセライドなどの脂質はアポ蛋白を核としたリポ蛋
白に取り込まれ血中を流れる。小腸で吸収された脂質はアポ蛋白 B-48（apoB-48）を核としたカイロミクロ
ン（CM）として apoE や apoC の働きを受け血中でリポ蛋白リパーゼ（LPL）により内包する TG が分解さ
れ脂肪酸となり末梢組織のエネルギー源としつつ自身は小粒子化したレムナントリポ蛋白を形成する。肝臓
にはレムナント受容体等から取り込まれ脂質が貯蔵される。さらにそれら脂質とアポ蛋白 B（apoB）を核
として VLDL（超低比重リポ蛋白）が形成され、同様に LPL により TG を失い VLDL レムナントに、肝性リ
パーゼ（HL）によりさらに TG を失いコレステロールが残余した LDL（低比重リポ蛋白）となり末梢組織に
LDL 受容体などで取り込まれることでコレステロールを受け渡す。末梢組織に過剰に蓄積したコレステロー
ルはアポ A-1（apoA-1）を核とした HDL（高比重リポ蛋白）により再吸収され肝臓あるいは apoB を有する
リポ蛋白にコレステロールを引き渡し末梢でのコレステロールの適正化を行っている。
（文献 2 を参考に著者作成）

表1

二次性脂質異常症の成因別分類

高 LDL-C をきたすもの

高 TG をきたすもの

・肥満・アルコール
・糖尿病
・甲状腺機能低下症・Cushing 症候群・末端肥大症・成長ホルモ
ン欠損症
・原発性胆汁性肝硬変・閉塞性肝疾患・肝細胞癌
・自己免疫性疾患
・ネフローゼ症候群・腎不全
・ポルフィリア・多発性骨髄腫
・薬物（サイアザイド、グルココルチコイド、ȕ- 遮断薬、シクロ
スポリン、プロゲステロン、アミオダロン、抗てんかん薬など）
・妊娠

・肥満・アルコール
・糖尿病
・甲状腺機能低下症・Cushing 症候群・末端肥大症
・急性肝炎
・SLE
・ネフローゼ症候群・腎不全・慢性腎炎
・ポルフィリア
・リポジストロフィ・Werner 症候群・糖原病
・薬物（サイアザイド、グルココルチコイド、ȕ- 遮断薬、エスト
ロゲンなど）
・感染症

多くの疾患で脂質異常症をきたすため、スクリーニングや包括的リスク評価、治療介入に先駆けて他疾患の合併の有無について十分検討する必要があ
る。高率に脂質異常が見られる疾患として肥満、糖尿病、アルコール過剰摂取があり、甲状腺異常や肝疾患、腎疾患など多くの疾患で認められる。ま
た、妊娠に伴う脂質の変動もあり正常と思われる対象者においても注意が必要である。（文献 2 より）

1）
針を決定する（図2‑1）
。この手続きに関連する項

LDL-C 直接法を使用する。ただし、直接法は TG が

目に関しては全てクリニカルクエスチョンに対して

1,000 mgdL 以上の場合、non-HDL-C は TG が 600

システマティックレヴューが行われ、エビデンスレ

mgdL 以上の場合は正確性が担保できないので、他

ベルも含めて提示されている 。まず早朝空腹時の

の方法での評価を考慮する。これらにより脂質値を

総コレステロール（total cholesterol, TC）、TG、

確定した上で、動脈硬化性疾患発症リスク評価の起

HDL-C を測定し、LDL-C は Friedewald 式（LDL-

点となる脂質異常症診断スクリーニング基準に当て

C＝TC−HDL-C−TG5）で算出するが、近年正確

はめる（図2‑1）
。以降、このスクリーニング基準の

性が大幅に改善された直接法での測定も許容され

背景となるエビデンスについて解説する。

1）

る 。また食後や TG 400 mgdL 以上の時には、後
3）

述 の non-HDL コ レ ス テ ロ ー ル（non-HDL-C）か
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脂質異常症スクリーニング（空腹時採血*）と包括的リスク評価

脂質異常の診断は単に分布の外れ値を確認するのではなく動脈硬化性疾患の発症リスクが高い状態を確認することから始める。早朝空
腹時の総コレステロール（TC）
、TG、HDL-C を測定し、LDL-C は Friedewald 式（LDL-C＝TC−HDL-C−TG5）で算出する（LDL-C は直
接法での測定も許容される）。また食後や TG 400 mgdL 以上の場合には、non-HDL コレステロール（non-HDL-C=TC-HDL-C）か LDL-C
直接法を使用する（直接法は TG が 1,000 mgdL 以上の場合、non-HDL-C は TG が 600 mgdL 以上の場合は正確性が担保できない）。
表に示す高 LDL コレステロール血症、高 nonHDL コレステロール血症に対して、それよりも低値であっても他のリスク因子の存在は循
環器疾患の発症リスクを押し上げることから他の危険因子の重複の影響を慎重に判断すべき「境界域」とされている。
スクリーニングにより脂質異常ありとされた集団において、冠動脈疾患を既に有している集団は「二次予防群」として、未発であって
も動脈硬化性疾患の発症リスクが高い糖尿病や慢性腎臓病、非心源性脳梗塞、末梢動脈疾患を合併する集団は一次予防群のうち「高リ
スク群」にあると判断する。これらを有しない一次予防群の患者では、その患者の背景因子によりリスク状態が変動することから吹田
スタディ（文献31）をもとにした 8 項目からなるスコアリングを行い、その合計点を表で確認して10年以内の冠動脈疾患発症率をもと
に既往のない一次予防例をリスクの重みに応じて「高リスク群」
「中リスク群」
「低リスク群」に分類する。治療目標は図2‑2に示す（文
献 1 より）
* 10時間以上の絶食を「空腹時」とする。ただし水やお茶などカロリーのない水分の摂取は可とする。
** スクリーニングで境界域高 LDL-C 血症、境界域高 non-HDL-C 血症を示した場合は、高リスク病態がないか検討し、治療の必要性を
考慮する。
#
##
###

禁煙後は非喫煙として扱う
治療中の場合現在の血圧値で考える
早発性冠動脈疾患は男性55歳未満、女性65歳未満と定義し、二親等以内に存在する場合を家族歴ありとする
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脳梗塞に対しては正の、出血性脳卒中に対しては負

空腹時 165 mgdL 以上で心筋梗塞、労作性狭心症、

の関係が示されているが、日本人において十分なエ

突然死が増加することが示されている29）。しかし高

ビデンスがあるとは言えない、とされている（エビ

TG 血症にはレムナントリポ蛋白の増加だけでなく、

デンスレベル：E-1b、コホート研究によるエビデン

LDL 粒子のうちの動脈硬化惹起性の特に強い small,

ス）
。多くの海外の研究で高コレステロール血症と

dense LDL の増加、低 HDL-C 血症の合併、メタボ

冠動脈疾患の関連および介入による改善が示さ

リックシンドロームの一所見など、別の重要な意味

れ4）〜7）、日本においても高コレステロール血症は冠

が含まれることが多く、TG 上昇に伴う他の因子を

動脈疾患の発症率・死亡率を上昇させる

十分考慮する必要がある。

。検討

8）,9）

の結果 LDL-C 140 mgdL 以上が高 LDL-C 血症の

3 ．家族性高コレステロール血症

スクリーニング基準とされたが、他のリスク因子の

家族性高コレステロール血症（familial hypercho-

存在は LDL-C 120〜139 mgdL 程度から循環器疾

lesterolemia, FH）は本邦で最も頻度の高い遺伝性

患の発症リスクを押し上げることから 、他の危険

疾患で、遺伝形式としては常染色体優性遺伝が多

因子の重複の影響を慎重に判断すべき「境界域」と

い。家族内で集積することからそのヘテロ型は200

された（図2‑1） 。これに対して、TC から HDL-C

人から500人に 1 人と高率に存在する。日本動脈硬

を引いた non-HDL-C がリスク評価マーカーとして

30）
化学会により示された診断基準（図 3 ）
では、①

活用され、その上昇は冠動脈疾患の発症や死亡を予

LDL-C 180 mgdl 以上、②アキレス腱黄色腫をは

測する。一方、脳卒中に関しては、関連がないとい

じめとしたコレステロールの組織への蓄積、③若年

う報告もある（エビデンスレベル：E-1b）。non-

での心血管疾患の発症あるいは FH の家族歴、のう

HDL-C は図 1 からもわかるように VLDL、LDL、レ

ち 2 項目で臨床診断となる。30‑40歳など若い頃か

ムナントリポ蛋白のコレステロール値の総和であ

ら心血管イベントを発症し予後が極めて悪い疾患で

り、LDL-C と同様の心筋梗塞の発症の予測能を有す

ある2）にもかかわらず、脂質高値のみが健診で指摘

る11）。non-HDL-C は LDL-C＋30 mgdL 程度に分布

されるにとどまり本邦の診断率は残念ながら低い。

し12）,13）、冠動脈疾患、心筋梗塞の発症・死亡リスク

高度の高 LDL-C 血症をみたときには FH を疑い、そ

が明らかに増加する 170 mgdL 以上

がスク

の家族も含めて精密検査を受けていただくよう働き

リーニング基準とされた（図2‑1） 。non-HDL-C は

かけるのが重要である。一次予防では LDL-C100

レムナントの増減を反映することから高 TG 血症と

mgdl 未満、二次予防では LDL-C70 mgdl 未満と

の併存でリスクが上昇する18）。さらに、HDL-C 値の

強力な脂質低下療法が必要である1）,2）。

10）

1）

14）
〜17）

1）

低下は、将来の冠動脈疾患や脳梗塞の発症や死亡を
予測する（エビデンスレベル：E-1b）
。HDL-C 低値
は冠動脈疾患や脳梗塞の発症リスクとする研究は多
く、特に冠動脈疾患の発症リスクが上昇する 40
mgdL 未満

Ⅲ．脂質異常症を有する患者の包括的リスク評
価
脂質異常症以外の動脈硬化性疾患発症リスクの有

がスクリーニング基準とされた。

無によっても脳心血管イベントリスクは変動するこ

なお女性は一般的に男性よりも高値に分布するが、

とから、動脈硬化性疾患予防ガイドラインではスク

冠動脈疾患との関連の相違についてのエビデンスが

リーニングののち包括的なリスク評価を行い、その

なく同一のスクリーニング基準を用いている1）。ま

結果としてのリスクの重みに応じて治療方針を決定

た、空腹時、非空腹時にかかわらず TG 値の上昇は、

する（図2‑1）1）。スクリーニング後、もっとも発症

将来の冠動脈疾患や脳梗塞の発症や死亡を予測す

リスクの高い冠動脈疾患の既往例をより重症な「二

る、とされた（エビデンスレベル：E-1b）
。世界的

次予防群」に分類する。二次予防群以外の、既往の

に見ても TG の高値が冠動脈疾患リスクと関連する

ない一次予防例をリスクの重みに応じて「高リスク

ことが報告されており

24）
〜28）

、海外同様に本邦の冠

群」「中リスク群」「低リスク群」に分類する。ま

動脈疾患の発症は空腹時 TG 150 mgdL 以上で上

ず、これら一時予防例の中でも糖尿病・慢性腎臓

昇する（20）。また、日本人の心血管イベントは非

病・非心原性脳梗塞・末梢動脈疾患などよりハイリ

19）
〜23）
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図3

成人（15歳以上）FH ヘテロ接合体診断基準

家族性高コレステロール血症（FH）ヘテロ接合体の診断には図に示す診断基準を用いるが、まずその前に
続発性高脂血症を除外した上で診断する。これら 3 項目のうち 2 項目以上を有するものを FH と診断する
（FH 疑いは遺伝子検査による診断が望ましい）
。
LDL-C 値に関してはすでに薬物治療中の場合、治療のきっかけとなった脂質値を参考とし、LDL-C が 250
mgdL 以上の場合、FH を強く疑う。
皮膚結節性黄色腫には眼瞼黄色腫は含まずアキレス腱肥厚は X 線撮影によりアキレス腱厚 9 mm 以上で診
断する。
早発性冠動脈疾患は男性55歳未満、女性65歳未満と定義し、FH と診断した場合、家族についても遺伝子検
査を含め調べることが望ましい。
この診断基準はホモ接合体にも当てはまる。
（文献 1 及び文献 2 より）

スク疾患を合併している症例はその時点で「高リス
ク群」に分類する。残りの一次予防症例に関して
は、前向き研究である吹田研究31）の結果得られたリ
スクスコア（吹田スコア）を参考に、年齢、性別、

うる（図2‑3）32）。

Ⅳ．動脈硬化性疾患発症リスク抑制を目指した
脂質異常症の治療

喫煙の有無、血圧、LDL-C 値、HDL-C 値、耐糖能

1 ．生活習慣改善

異常の存在、若年性冠動脈疾患の家族歴の 8 項目を

脂質異常症の治療においてその基盤として検討す

確認しそれぞれの実測値に対するスコアを合計する

べきことは、歪んだ生活習慣の改善や適切な食事摂

（図2‑1）
。この総スコアに対して診断時点から将来

取であることは言うまでもない。脂質異常症治療に

10年間の狭心症イベント発症率が決定されており、

先立ってこれら生活習慣の改善や食事療法が実施さ

この数値をもとに前述の 3 群に分け治療目標が設定

れ、さらに投薬治療後も継続的になされるべきであ

されている（図2‑2）。特に今回から二次予防群で急

る。ただ、二次予防症例や家族性高コレステロール

性冠症候群・合併症のある糖尿病・家族性高コレス

血症症例では循環器疾患・脳血管疾患の発症再発リ

テロール血症において、強力な脂質低下療法による

スクは極めて高く、これらの改善と並行して薬物治

予後の改善が期待され LDL-C 70 mgdl 未満が新た

療を迅速に開始することが推奨されることから、生

な目標値として追加された。なお、このスコアリン

活習慣の改善のみを指示して内服開始が遅延される

グおよび治療目標の計算には日本動脈硬化学会より

べきではない。

医療者向け、一般向けのスマートフォンアプリが無

コレステロールと動物性脂肪（飽和脂肪酸）の過

料提供されており外来での迅速なスコア計算が可能

剰摂取は血清 LDL-C の上昇をきたし、過食と身体

であり、患者の治療モチベーションの上昇に寄与し

活動不足は内臓脂肪蓄積、糖代謝異常、血圧上昇に
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図2‑2 リスク区分別管理目標値
図2‑1に示されたスクリーニング及びフローチャート、包括的リスク評価の結果、一次予防群の
「低リスク」
「中リスク」
「高リスク」および「二次予防」のそれぞれの管理区分に分類された集団
に対して、表に示された管理目標値を目指して治療介入を行う。二次予防のうち、より重篤な家
族性高コレステロール血症、急性冠症候群、糖尿病で他の高リスク病態（非心原性脳梗塞、末梢
動脈疾患（PAD）
、慢性腎臓病（CKD）、メタボリックシンドローム、主要危険因子の重複、喫煙）
を合併する時はより強力な脂質低下療法の実施を考慮しても良いとされる（*）。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 値が 180 mgdL
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頤におい
ておく。治療の順としては、まず LDL-C の管理目標値の達成を目指し、その後 non-HDL-C の管
理目標値の達成を目指す。これらの値はあくまで到達努力目標値であり、一次予防においては
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うる。
（文献 1 より引用）
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図2‑3

包括的リスク評価可能なスマートフォンアプリ

動脈硬化性疾患予防ガイドライン（文献 1 ）に示された包括的リスク評価、その結果としてのリスクの表示
が可能なスマートフォンアプリが無料で公開されている。アプリは医療従事者向けの「冠動脈疾患発症予測
脂質管理目標値設定ツール」および一般車向けの「冠動脈疾患発症予測ツール これりすくん」が Apple
Store、Google Play いずれからもダウンロード可能である。前者は疾患の合併状態および数値情報を入力
すると冠動脈疾患の発症リスク及び治療目標値が明示される。後者は発症リスクまでの表示であり、その他
食事・運動療法や家族性高コレステロール血症についての情報提供がなされる。
（日本動脈硬化学会ホーム
ページ http:www.j-athero.org）

加え TG 値の上昇および HDL-C 値の低下をきたす。

ルクエスチョンに対するシステマティックレヴュー

また脂質変動には関連しないが喫煙・受動喫煙は言

の結果示されたものである1）。禁煙と受動喫煙を回

うまでもなくこれら動脈硬化性疾患のリスク状態で

避すること、総エネルギー摂取量と身体活動量を見

ある。動脈硬化性疾患予防のための生活習慣の改善

直し適正な体重を維持すること、減塩に留意し肉の

および食事指導のポイントについて表 2 に示す。こ

脂身、動物脂、鶏卵、果糖を含む加工食品の大量摂

れらはガイドラインに含まれており、全てクリニカ

取を控え魚、緑黄色野菜を含めた野菜、海藻、大豆
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表2

動脈硬化予防における生活習慣の改善と食事療法

生活習慣の改善

食事指導

・禁煙し、受動喫煙を回避する
・過食と身体活動不足に注意し、適正な体重を維持する
・肉の脂身、動物脂、鶏卵、果糖を含む加工食品の大量摂取を控
える
・魚、緑黄色野菜を含めた野菜、海藻、大豆製品、未精製穀類の
摂取量を増やす
・糖質含有量の少ない果物を適度に摂取する
・アルコールの過剰摂取を控える（25 g日以下）
・中等度以上の有酸素運動を、毎日合計30分以上を目標に実施す
る

・総エネルギー摂取量（kcal日）は、一般に標準体重×身体活動
量（軽い労作で25〜30、普通の労作で30〜35、重い労作で35〜）
とする
・脂質エネルギー比率を20〜25％、飽和脂肪酸エネルギー比率を
4.5％以上 7 ％未満、コレステロール摂取量を 200 mg日未満
に抑える
・n-3系多価不飽和脂肪酸の摂取を増やす
・工業由来のトランス脂肪酸の摂取を控える
・炭水化物エネルギー比を50〜60％とし、食物繊維の摂取を増や
す
・食塩の摂取は 6 g日未満を目標にする

脂質異常症は原発性あるいは続発性の脂質異常症いずれにおいても歪んだ生活習慣や食生活によって誘発される。また、治療介入においても適切な生
活習慣の改善や適切な食事摂取が極めて重要である。脂質異常症治療に先立ってこれら生活習慣の改善や食事療法が実施されるべきであるが、二次予
防症例や FH では循環器疾患・脳血管疾患の発症再発リスクは極めて高く、これらの改善と並行して薬物治療を迅速に開始することが推奨される（文献
2 より）

製品、未精製穀類の摂取量を増やす糖質含有量の少
ない果物を適度に摂取すること、アルコールの過剰
摂取を控えること、毎日30分以上中等度以上の有酸
素運動を行なうことなどを日常生活に取り入れるこ
とが動脈硬化性疾患予防の基本になる。特に、脂質
異常症に伴う動脈硬化性疾患の予防に役立つ食事と
して日本食パターンの食事（The Japan Diet）が推
奨されている33）。
また、個々の脂質異常症に対する食事療法の留意
点について脂質異常症治療ガイドに示されている2）
（表 3 ）。高 LDL コレステロール血症においては、
総エネルギー摂取量を適正に管理し、LDL-C を上昇
させる飽和脂肪酸（Saturated Fatty Acid, SFA）
、
コレステロール、トランス脂肪酸の摂取を減らすこ
とが重要である。脂肪酸においては、SFA は一価
不飽和脂肪酸（monounsaturated FA, MUFA）も
し く は 多 価 不 飽 和 脂 肪 酸（poluunsaturated FA,
PUFA）に置換し、SFA は摂取エネルギー比率 7 ％
未満、コレステロールの摂取は 1 日 200 mg 未満に
制限する。具体的には脂肪含有量の多い肉の脂身や
動物性の脂（牛脂、ラード、バター）
、乳類、臓物

表3

動脈硬化予防における生活習慣の改善と食事療
法に追加されるべき脂質異常症に対する食事療法

① 高 LDL-C 血症
・飽和脂肪酸を多く含む肉の脂身、内臓、皮、乳製品および、
トランス脂肪酸を含む菓子類、加工食品の摂取を抑える。
・コレステロールの摂取量の目安として 1 日 200 mg 未満を
目指す。
・食物繊維と植物ステロールを含む未精製穀類、大豆製品、海
藻、きのこ、野菜類の摂取を増やす。
② 高 TG 血症
・炭水化物エネルギー比率を低めにするために、糖質を多く
含む菓子類、糖含有飲料、穀類、糖質含有量の多い果物の
摂取を減らす。
・アルコールの摂取を控える。
・n-3系多価不飽和脂肪酸を多く含む魚類の摂取を増やす。
③ 高カイロミクロン血症
・脂質の摂取を 20 g 以下あるいは総エネルギーの15％以下に
制限する。
・中鎖脂肪酸を利用する。
④ 低 HDL-C 血症
・炭水化物エネルギー比率を低くする。
・トランス脂肪酸の摂取を控える。
・n-6系多価不飽和脂肪酸の過剰を避けるために、植物油の過
剰摂取を控える。
⑤ メタボリックシンドローム
・炭水化物エネルギー比率を低めとし、GI が低い食材を選び、
GL を上げない工夫をする。
表 2 に示された生活習慣の改善、食事指導の実施においてとくに脂質
異常症のパターンごとにおける食事療法のポイントについて示す。こ
れらを参考にそれぞれの症例において判断すべきである（文献 2 ）

類、卵類を制限する。また緑黄色野菜を含めた野菜

に脂質制限を行う。脂質エネルギー比率を15％以下

および大豆・大豆製品の摂取を勧める。高 TG 血症

に制限し、中鎖脂肪酸を主として用いる 34）,35）。低

においては適正体重の維持または目指すように総エ

HDL-C 血症においては、適正体重を維持する、ま

ネルギー摂取量を考慮することが重要である。炭水

たは目指すように総エネルギー摂取量を考慮する。

化物エネルギー比率をやや低めにし、アルコールの

炭水化物エネルギー比率をやや低めにし、トランス

過剰摂取を制限する。果物や果糖含有加工食品の過

脂肪酸を減らす。さらに、メタボリックシンドロー

剰摂取は TG を上昇させる可能性があるので注意す

ム症例では標準体重と日常生活活動量をもとに総エ

る。n-3PUFA の摂取を増やす。特に、重症の高 TG

ネルギー摂取量を適正化することにより、体重ある

血症をきたす高カイロミクロン血症では、より厳格

いはウエスト周囲長の減少を目指すが、 3 ％以上の
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減少を 3 〜 6 か月間での目標として急激な減量は避

て脂質異常症治療においては長期間の治療の基本と

ける 。肥満の影響が強く考えられる症例では炭水

なるリスク評価と薬効の評価・副作用発現の確認が

化物エネルギー比率をやや低めにし、たんぱく質を

極めて重要である。また、患者としては現在の循環

十分摂取して筋肉量を減らさないように注意する。

器病の発症リスクへの理解と治療の必要性の理解が

また、炭水化物のうちでグリセミックインデック

重要であり、医療者は繰り返し説明し納得していた

ス、グリセミックロードの低い食事を選択すること

だくことが重要である。

36）

は動脈硬化性疾患発症のリスクを低下させる37）〜39）。

脂質異常症治療薬としての HMG-CoA 還元酵素阻

これらの食事療法に並存して運動療法（毎日30分以

害薬（スタチン）、小腸コレステロールトランス

上中等度以上の有酸素運動）の併用が効果的であ

ポーター阻害薬（エゼチミブ）、陰イオン交換樹脂

り、体重・体脂肪、血清脂質、血圧の改善が認めら

（レジン）、プロブコール、フィブラート系薬剤、
n-3系多価不飽和脂肪酸、ニコチン酸誘導体に関し

れる40）,41）。
2 ．脂質異常症治療薬による治療

て、その適応と有効性、安全性は確立している1）。

前述の生活習慣の改善・食事療法を継続した上で

新規脂質異常症治療薬である PCSK-9 阻害薬や、現

包括的リスク評価の結果得られた治療目標値を目指

行ガイドラインの刊行後に発売された選択的

して治療介入がなされるべきである。脂質の治療は

PPARĮ モジュレーター（SPPARMĮ）において脂

先人の努力の結果により高い達成率と安全性を有す

質異常症に対する適応と有効性は確立されている

るスタチンなどの強力な脂質低下薬の出現によりと

が、長期投与に関する安全性はまだ確認されていな

もすると安直に考えられがちであるが、医療者とし

い2）。現在本邦で選択可能な脂質異常症治療薬につ

表4
分

類

スタチン

小腸コレステ
ロールトラン
スポーター阻害薬
陰イオン交換樹脂

LDL-C

Non-HDL-C

本邦で利用可能な脂質異常症治療薬
TG

HDL-C

副作用

主な一般名
プラバスタチン、
シンバスタチン、
フルバスタチン、
アトルバスタチン、
ピタバスタチン、
ロスバスタチン

↓↓〜
↓↓↓

↓↓〜
↓↓↓

↓

−〜↑

横紋筋融解症、筋肉痛や脱力感などミ
オパチー様症状、肝障害、認知機能障
害、空腹時血糖値および HbA1c 値の上
昇、間質性肺炎など

↓↓

↓↓

↓

↑

消化器症状、肝障害、CK 上昇 ※ワル
ファリンとの併用で薬効増強を認める
ことがあるので注意が必要である

エゼチミブ

消化器症状 ※ジギタリス、ワルファ
リンとの併用ではそれら薬剤の薬効を
減ずることがあるので注意が必要であ
る

コレスチミド、
コレスチラミン

可逆性の QT 延長や消化器症状など

プロブコール

注射部位反応、鼻咽頭炎、胃腸炎、肝
障害、CK 上昇など

エボロクマブ、
アリロクマブ

肝炎、肝機能障害、胃腸障害

ロミタピド

↓↓

↓↓

↑

↑

プロブコール

↓

↓

−

↓↓

PCSK9阻害薬

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓〜
↓↓

−〜↑

MTP 阻害薬※

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓

フィブラート系薬

↑〜↓

↓

↓↓↓

↑↑

横紋筋融解症、胆石症、肝障害など

ベザフィブラート、
フェノフィブラート、
クリノフィブラート、
クロフィブラート

選択的 PPARĮ
モジュレーター

↑〜↓

↓

↓↓↓

↑↑

横紋筋融解症、胆石症など

ペマフィブラート

ニコチン酸誘導体

↓

↓

↓↓

↑

顔面潮紅や頭痛、肝障害など

ニセリトロール、
ニコモール、
ニコチン酸トコフェロール

n-3系多価不飽和
脂肪酸

−

−

↓

−

消化器症状、出血傾向や発疹など

イコサペント酸エチル、
オメガ−3脂肪酸エチル

現在本邦で利用可能な脂質異常症治療薬とその効果、副作用について示す。薬効に関しては↓↓↓↓：＜50％
↓：−10〜−20％、↑：10〜20％ ↑↑：20〜30％ −：−10〜10％を表す。※ホモ FH 患者が適応
（文献 2 より）
。
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いて表 4 に示す。動脈硬化性疾患の抑制においては

TG 濃度を10〜20％低下させる。近年我が国におい

LDL-C 低下が最も重要であり、LDL 受容体の活性

ても二次予防群に対する高用量投与による脳心血管

を上昇させることが最も有効な LDL-C 低下手段で

イベントのさらなる抑制が示され42）、最大耐用量ま

ある。スタチンレジン、エゼチミブおよび、PCSK9

で投与される症例が増加している。副作用としては

阻害薬がこれに該当する。non-HDL-C 低下は LDL-C

肝障害、CK 上昇や筋脱力などのミオパチー様症状

の次に重要である。LDL-C が管理目標を達成して

が見られ、極めて稀ながら横紋筋融解症が報告され

も、高 TG 血症を合併する場合には、non-HDL-C を

ている。これらスタチン不耐と呼ばれる一連の副作

二次目標として脂質管理を行う

。とくに LDL-C

用の出現を恐れるあまり必要以上に投薬が回避され

を治療により改善させても nonHDL-C が高値を示す

る傾向にあり、心血管イベントリスクの再上昇が危

場合レムナントリポ蛋白の残存を示唆しており依然

惧されている。この状況に対してスタチン不耐に関

として脳心血管イベント発症リスクが残存してお

する治療指針が示されており、適切な処方によるリ

り、さらなる食事・薬物介入が必要であることを強

スク回避が望まれる43）。スタチンとフィブラート系

く示している。レムナントの上昇や small dense

薬剤、ニコチン酸誘導体、シクロスポリン、エリス

LDL の上昇などリスクの集積の可能性もあり、こ

ロマイシンなどの併用はこれら副作用を増加させる

れらに有効なフィブラート系薬SPPARMĮ とニコ

ことから長く併用禁忌とされていたが、再検討によ

チン酸誘導体の使用を検討する。これに対して、高

り腎機能障害例における併用注意とされている44）。

TG 血症に対する薬物治療による動脈硬化性疾患発

また、スタチンには催奇形性の指摘があり、妊婦ま

症予防効果に関して十分なエビデンスはない。ま

たは妊娠している可能性のある女性、妊娠を希望す

た、n-3系多価不飽和脂肪酸、スタチン、エゼチミ

る女性および授乳婦には使用不可である。近年、10

ブにも弱いながらレムナント低下作用があり、単剤

歳以上の男児の家族性高コレステロール血症に対し

使用や併用使用が検討される。なお、TG が 500

て、ピタバスタチン 1 mg および 2 mg の適応が承

mgdL 以上の場合には急性膵炎の発症リスクが高

認され治療介入が可能となっている。

1）,2）

いため、食事指導とともにこれらの薬物療法を積極

エゼチミブは小腸粘膜に存在する小腸コレステ

的に考慮する。フィブラート系薬とニコチン酸誘導

ロールトランスポーターである NPC1L1 を阻害し

体は HDL-C 上昇作用を示し、スタチン、レジンお

小腸からのコレステロール吸収を抑制し血中コレス

よびエゼチミブにも弱いながら HDL-C 上昇作用が

テロール濃度を低下させる45）。単剤使用では約18％

あ る。HDL-C 上 昇 も 管 理 目 標 の 一 つ で あ り、

程度の LDL-C 低下効果であるが、スタチンとの併

HDL-C の上昇による動脈硬化の予防が期待されて

用が有効である。スタチン使用下において小腸での

いるが、現時点では薬剤による HDL-C 上昇が心血

コレステロール吸収亢進が見られる症例への併用投

管イベント抑制につながることを示す十分なエビデ

与が合理的であり、エゼチミブ 10 mg と通常投与

ンスがない。また、Lp（a）は血栓形成を促進するこ

量のスタチン併用で LDL-C は約35〜50％低下す

とが知られており、ニコチン酸誘導体や PCSK9 阻

る 46）,47）。シンバスタチンにより LDL-C：50〜100

害薬は Lp（a）低下作用を示すが、まだ十分なエビ

mgdL にコントロールされた二次予防患者におい

デンスが蓄積している状況になく継続使用に関して

てもエゼチミブ併用群における動脈硬化性疾患発症

は慎重な検討が必要である。

抑制効果が示されている48）。この研究を含んだ併用

1 ）主に高 LDL コレステロール血症に対する治
療薬

療法のメタ解析の結果、ガイドラインではエゼチミ
ブの併用療法の安全性と LDL-C 低下作用による心

スタチンは本邦において最も活用され最も効率的

血管イベント抑制効果が確認されている49）（エビデ

に LDL-C 濃度を低下させる脂質異常症治療薬であ

ンスレベル： 1 ＋、質の高い RCT* およびそれらの

り、肝臓での HMG-CoA 還元酵素阻害によるコレス

メタアナリシス（MA）システマティックレビュー

テロール生合成抑制・VLDL 産生抑制と LDL 受容

1）
（SR）
、推奨レベル：B、弱い推奨）
。エゼチミブの

体の発現亢進により血中 LDL-C 濃度を20〜50％、

使用はレムナントへの効果も確認されており、
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HDL-C 値は 8 〜 9 ％増加、TG 値は20〜30％低下さ

チリシンケキシン 9 型）蛋白を阻害することで

せる。副作用としては消化器症状が多いが、プラセ

LDL 受容体を持続発現させ強力に LDL-C 値を低下

ボとの有意差はなく、スタチンとの併用による増強

させる55）。スタチン内服下で 2 週間に 1 回の皮下注

もみられない。なお、腸からのビタミン K 吸収が

射での投与により LDL-C が70〜75％低下、TG は

NPC1L1 を介することからエゼチミブ投与中はワル

20〜25％低下、HDL-C は10〜15％増加させ、さら

ファリン内服時の作用増強に注意を要する 。

に Lp（a）を約50％低下させた。FH または心血管イ

50）

陰イオン交換樹脂（レジン）であるコレスチミ

ベントの発症リスクが高い二次および一次予防症例

ド、コレスチラミンは腸管で吸収されずに胆汁酸を

が対象で、最大耐用量のスタチン治療下でも効果不

吸着し腸管循環におけるステロールプールを減少さ

十分な場合あるいはスタチン不耐でその必要がある

せ、結果として肝 LDL 受容体の合成亢進をきたし

症例で選択される。エゼチミブ同様に治療目標の達

血中 LDL-C 濃度を低下させる51）。LDL-C 濃度低下

成程度に合わせて併用投与も検討されるべきであ

効果はスタチンには及ばず、現在の使用法としては

り、スタチン使用下で LDL-C70 mgdL 以上または

スタチン不耐や不応例、および妊娠中あるいは妊娠

non-HDL-C100 mgdL 以上である高リスク患者（心

の可能性がある女性が適応となる。ただ、単剤投与

筋梗塞、非出血性脳卒中、または PAD の既往のあ

では HMG-CoA 還元酵素の活性増加の可能性があ

る患者）への PCSK9 阻害薬の追加投与は動脈硬化

り、適応可能な症例ではスタチンとの併用が合理的

性疾患発症を抑制し56）、ガイドラインにそのまま採

である。副作用としては、その作用機序から便秘、

用されている（エビデンスレベル： 1 ＋、推奨レベ

腹部膨満感などであり、またスタチン、ジギタリ

1）
ル：B）
。主な副作用は注射部位反応で、その他に

ス、ワルファリン、サイアザイド系利尿薬、甲状腺

鼻咽頭炎や胃腸炎の報告がある程度であるが、認可

製剤などの薬剤を吸着する可能性、脂溶性ビタミン

されてから数年の経過であり長期有効性・安全性に

（A、D、E、K）
、葉酸の吸収も阻害される可能性が

ついては注意深く観察する必要がある。

あるため服用間隔の調整や補給が考慮されるべきで

2 ）主に高 TG 血症に対する治療薬

ある。

フィブラート系薬剤：ベザフィブラート、フェノ

プロブコールは当初胆汁へのコレステロール排泄

フィブラートは核内受容体 PPARĮ のリガンド作

促進などの機序により15〜25％程度の LDL-C 低下

用 57） に よ り、高 TG 値 の 低 下（−30 〜 40％）
、

効果が認められる。さらにプロブコールには抗酸化

HDL-C 値の増加（＋35〜45％）およびレムナント

作用やコレステロール逆転送系の活性化作用および

の増加効果がある58）。十分な TG 値の低下作用があ

黄色腫退縮効果が認められ、LDL-C 濃度低下以外の

ることからガイドラインでは特に急性膵炎をきたし

効果による動脈硬化抑制の可能性が指摘されてい

うる極めて高値の高 TG 血症での食事療法との併用

る 。ヘテロ型 FH 患者に対する二次予防効果がコ

での使用が推奨されている。前述した通り、高 TG

ホート研究によって報告されている53）。スタチンを

血症単独に対するフィブラート薬の使用は多くの研

中心とした脂質異常症治療がなされている冠動脈疾

究を蓄積すると有意に有効であるという結果は得ら

患既往患者に対するプロブコール併用の心血管イベ

れない。しかし、シンバスタチン使用下の 2 型糖尿

ント二次予防に関して有意差は認められなかった

病患者にフィブラートを併用投与して一次予防・二

が、併用群における抑制傾向が認められた54）。副作

次予防効果を見た ACCORD-LIPID 試験では、全例

用は消化器症状や肝障害、発疹など以外に、心電図

における改善効果はなかったが TG：204 mgdL 以

上の QT 延長や torsade de pointes の出現が指摘さ

上かつ HDL-C：34 mgdL 未満の群では心血管イベ

れているが、前述のいずれの研究でも重症不整脈は

ント抑制効果が示されており、適切な症例選択の必

増加しなかった。

要性が示唆さている59）。ガイドラインでもエビデン

52）

PCSK9 阻害薬（ヒト抗 PCSK9 モノクローナル

スとしては低いがフィブラート系薬剤のスタチンへ

抗体薬）
：エボロクマブ、アリロクマブは LDL 受容

の併用療法は、動脈硬化性疾患発症抑制に有効であ

体の分解に関わる PCSK9（プロ蛋白転換酵素サブ

ると推奨されている（エビデンスレベル： 2 、推奨
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レベル：B）1）。主な副作用としては前述の通り腎機

TG 血症を有する動脈硬化性疾患既往患者に対する

能障害患者に使用すると横紋筋融解症を起こす可能

スタチンとの併用療法での心血管イベント抑制効果

性がありスタチンとの併用は避けるべきである。

は見られなかった66）,67）が、低 HDL-C 患者に対する

選択的 PPARĮ モジュレータ（SPPARMĮ）
；ペマ

ニコチン酸誘導体とフィブラート系薬剤の併用投与

フィブラートは、フィブラートにおける選択性の低

では動脈硬化性疾患発症の有意な低下を認めてお

さと副作用の問題を解決するために新しい発想で開

り、今後の検討が望まれる68）。主な副作用として掻

発された薬剤である。SPPARMĮ はフィブラートと

痒感と末梢血管拡張による顔面潮紅、インスリン抵

同様に TG 値を低下させ HDL-C 値を上昇させ、レ

抗性の悪化の可能性が指摘されている。

ムナントリポ蛋白を減少させていた 。従来のフィ

MTP 阻害薬：ロミタピドは現在、欧米及び日本

ブラートでみられる肝機能障害、ホモシステインや

で承認されている唯一のミクロソームトリグリセラ

クレアチニンの上昇などの副作用も少なく、確実な

イド転送蛋白（MTP）阻害薬であり、MTP 阻害に

リポ蛋白代謝のコントロールによる心血管イベント

より VLDL 産生を低下させ、LDL-C、TG が低下す

発症の抑制が期待される。現在心血管イベント抑制

る。他の薬物療法が効果を示さない FH ホモ接合体

をアウトカムとした臨床研究が現在進行中である。

でも LDL-C を約50％低下させるが、肝臓の脂肪蓄

n-3系多価不飽和脂肪酸：イコサペント酸エチル、

積や腹痛、下痢などが主要な副作用であり、長期的

オメガ 3 脂肪酸エチルは TG が上昇する脂質異常症、

安全性について今後の検討が必要である。日本での

特にⅡ b 型高脂血症やⅣ型高脂血症が適応であり、

適応は FH ホモ接合体患者に限定される2）。

60）

エイコサペンタエン酸（EPA）とドコサヘキサエン

3 ）薬剤使用上の注意点

酸（DHA）による肝での VLDL 合成抑制により高

脂質異常症治療薬は長期投与が前提とされるリス

TG 血症が有効に改善する。疫学的に魚油および n-3

クコントロールのための治療薬であり、安定した薬

系多価不飽和脂肪酸の摂取が心血管イベント予防効

効の発現のためには注意が必要である。スタチン・

果を示すことは示されているが、大規模臨床研究お

フィブラートには前述の通り比較的少ない数ではあ

よびそのメタアナリシスでは単独投与での有効性が

るが副作用発現の可能性があり、薬物療法開始後は

示せていない。スタチンに EPA1.8 g を併用した我

定期的な検査を行うのが望ましい。投与薬剤、患者

が国の JELIS 研究で主要冠動脈イベントの有意な予

背景を考慮して、検査項目を選択する必要がある

防効果が示されており 、ガイドラインでもイコサ

（推奨レベル：B）1）。特に、CYP で代謝される薬物

ペント酸エチル（EPA）製剤のスタチンへの併用療

とスタチンの併用に関しては、特に疎水性スタチン

法は、動脈硬化性疾患発症抑制に有効である（エビ

には CYP で代謝される薬物との併用で横紋筋融解

デンスレベル： 2 、推奨レベル：B）と推奨されて

症をきたした症例報告が多数存在することから、併

いる 。しかし n-3系多価不飽和脂肪酸の投与では脳

用にあたっては副作用の発現に十分留意することが

心血管イベント抑制の有効性はまだ示されていな

望ましい（エビデンスレベル： 4 、推奨レベル：

い。主な副作用としては、下痢などの消化器症状以

1）
,2）
A）
。特に、横紋筋融解症をきたしやすい背景と

外に出血傾向に注意する。

してはスタチンでは高齢（特に女性）、感染、外傷、

61）

1）

ニコチン酸誘導体：ニセリトロール、ニコモー

手術等、過量の飲酒、肝機能および腎機能障害、過

ル、ニコチン酸トコフェロールは高 LDL-C 血症、高

度の運動、薬剤併用時（フィブラート系薬、シクロ

TG 血症やレムナントリポ蛋白が増加する脂質異常

スポリン、アミオダロン、カルシウム拮抗薬（ベラ

症などが適応となる。ホルモン感受性リパーゼの活

パミル、ジルチアゼム）
、ベンゾジアゼピンなど、

性抑制による末梢脂肪組織での脂肪分解抑制による

大量のグレープフルーツジュース摂取などであり、

遊離脂肪酸の減少に伴う VLDL の低下やアポ蛋白

フィブラート系薬では肝機能および腎機能障害、甲

A- Ⅰの異化抑制による TG 低下作用（−20〜30％）、

状腺機能低下症、外傷、手術、脱水、スタチンとの

HDL-C 上昇作用を示す 。ニコチン酸誘導体には

併用などが注意点として挙げられている。特に、高

Lp（a）の低下効果もある

齢者においても長期間の投与を要する可能性が高

62）

。低 HDL-C 血症、高

63）
〜65）
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く、合剤の使用やポリファーマシーへの配慮が必要

neous assays for LDL-C and HDL-C are reliable in

である。脂質異常症治療薬のアドヒアランスは50歳

both the postprandial and fasting state. J Athero-

未満と70歳以上、女性、低収入者などで低く、心血

scler Thromb 2017; 24: 583‑599.

管疾患の既往のある患者では高くなっており、脂質

4）Nakamura H, Arakawa K, Itakura H, et al. Primary

検査の回数が多いことや自己負担額が少ないこと、

prevention of cardiovascular disease with pravas-

後発医薬品の使用がアドヒアランス向上に関連し他

tatin in Japan (MEGA Study): a prospective ran-

の治療薬も含め、 1 日の服薬回数が増加するとアド

domized controlled trial. Lancet 2006; 368: 1155‑

ヒアランスは低下することが知られている（エビデ

1163.

ンスレベル： 2 ） 。
1）

5）The Kyushu Lipid Intervention Study Group.

Ⅴ．ま と め
脂質異常症は診断治療とも確立されいるために、

Pravastatin use and risk of coronary events and
cerebral infarction in Japanese men with moderate
hypercholesterolemia: the Kyushu Lipid Interven-

ともすると数値による診断ののち数値の改善に気を

tion Study. J Atheroscler Thromb 2000; 7: 110‑121.

取られ、本来の目標である脳心血管イベント予防が

6）Ito H, Ouchi Y, Ohashi Y, et al. A comparison of

強調されていなかった。医療者はガイドラインおよ

low versus standard dose pravastatin therapy for

び治療ガイドを参考に脂質異常のスクリーニングか

the prevention of cardiovascular events in the

ら開始し、循環器病としての脳心血管イベントリス

elderly: the pravastatin antiatherosclerosis trial in

クの包括的評価、リスクの重みに応じた治療目標の

the elderly (PATE). J Atheroscler Thromb 2001; 8:

設定、それぞれの治療薬の効果とエビデンスに基づ

33‑44.

く治療介入が必要である。近年、高 LDL-C 血症に

7）Chikamori T, Sugimoto K, Hamada T, et al. Efficacy

関しては十分なエビデンスと治療薬の存在により治

of cholesterol-lowering treatment in Japanese

療目標の達成は容易になったが、高齢化と肥満に伴

elderly patients with coronary artery disease and

う残余リスク、インスリン抵抗性の増加に伴う高

normal cholesterol level using 3-hydroxy-3-methyl-

TG 血症、低 HDL-C 血症さらに高レムナント状態

glutaryl coenzyme A reductase inhibitor. J Cardiol

に対する治療介入はまだ十分ではない。これら領域

2000; 35: 95‑101.

における生活習慣の改善および新たなリスク評価や

8）Saito I, Iso H, Kokubo Y, et al. Metabolic syndrome

治療法の開発を強く期待したい。さらに、日本動脈

and all-cause and cardiovascular disease mortality:

硬化学会・日本高血圧学会・日本心臓病学会は日本

Japan Public Health Center-based Prospective

循環器病予防学会とともに高血圧・循環器病予防療

(JPHC) Study. Circ J 2009; 73: 878‑884.

養指導士の認定制度を有しており、メディカルス

9）Noda H, Iso H, Saito I, et al. The impact of the

タッフにおける「なぜ脂質異常を治療するのか、ど

metabolic syndrome and its components on the

のように治療をサポートするのか」の理解がさらに

incidence of ischemic heart disease and stroke: the

進み多職種連携の推進による強力なリスク状態の改

Japan public health center-based study. Hypertens

善を期待したい。

Res 2009; 32: 289‑298.
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