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改訂にあたって
平成 11 年 4 月に日本循環器学会学術委員会で，虚血

見が蓄積されている．今回の改訂は前回改訂から現在ま

性心疾患の一次予防ガイドラインとして，我が国におけ

での国内の臨床試験の成果を取り入れ，日本糖尿病学会，

る狭心症と心筋梗塞の予防のための指針を策定すること

日本高血圧学会，日本動脈硬化学会，日本腎臓学会など

が決定された．

主要な国内各診療ガイドラインとの整合性を考慮して行

同ガイドラインは，日本循環器学会，日本心臓病学会，

った．

日本小児循環器学会，日本糖尿病学会，日本高血圧学会，

また，前回改訂版同様に，日本人における冠危険因子

日本動脈硬化学会，日本老年医学会，日本更年期医学会，

の関与について，脂質異常症，高血圧，糖尿病，家族歴，

日本栄養・食糧学会，日本心臓リハビリテーション学会

体重，喫煙，精神保健について考察し，最後に日本人の

を母体として推薦された班員により構成された班により

虚血性心疾患の一次予防のために日本人が遵守すべき生

策定された ．次いで 2006 年に部分改訂 が行われ，メ

活習慣，危険因子への対応，予防的治療法，について見

タボリックシンドロームなど新たな虚血性心疾患危険因

解をまとめた．

1）

2）

子が加えられている．
その後，改訂から 5 年を経過したが，この間，国内外

前回改訂版より文献の整理を行っている．今回の改訂

のエビデンスが蓄積された．また，日本糖尿病学会，日

でも文献には米国医療政策研究局によるグレーディング

本高血圧学会，日本動脈硬化学会，日本腎臓学会などが

を一部改訂した方法で評価した．

それぞれの独自の診療ガイドラインを公表し，これらの

0 ．メタアナリシス，システミックレビュー

ガイドラインが一般臨床で普及する状況になっている．

Ⅰ．大規模なよく管理された無作為対照比較試験

虚血性心疾患の一次予防ガイドラインは，日本人を対

Ⅱ．小規模だがよく管理された無作為対照比較試験

象として，一般臨床での狭心症や心筋梗塞などの虚血性

Ⅲ．よく管理されたコホート研究

心疾患の初回発症の予防（一次予防）に寄与することを

Ⅳ．よく管理されたケースコントロール試験

目的としている．虚血性心疾患の発症は加齢や遺伝など

Ⅴ．非比較対照試験または対照の少ない比較対照試験

に加えて，高血圧，糖尿病，脂質異常症，喫煙など介入

Ⅵ．一致しないデータであるが，治療指針作成に有用

可能な危険因子の関与が明らかにされている．それぞれ

Ⅶ．専門家の意見

の危険因子の病態や管理方法については内外の多くの知

Ⅰ

日本人における虚血性心疾患の特徴

本稿では，日本人の虚血性心疾患の疫学をまとめた．

1

死亡率

WHO の死亡統計 3）をもとに，最近の世界各国の虚血

1

疫学

性心疾患（急性心筋梗塞ならびにその他の虚血性心疾患）
死亡率を年齢調整して比べると東欧・北欧の死亡率が上
位を占め，次いで西欧・北米の先進諸国が続いている．

日本人は脳卒中の死亡率が高く，反対に虚血性心疾患

2

これに対し我が国の死亡率は先進国の中で最も低く，東

のリスクが低いことが特徴とされてきた．しかし，戦後

欧・北欧の 1/8 ～ 1/10，西欧・北米の 1/5 に過ぎない．

国民の生活水準が向上して食生活を含む生活習慣の欧米

男女間で比較すると，いずれの国においても男性の死亡

化が進み，循環器疾患の疾病構造に変化が認められる．

率が女性に比べ高いが，この傾向は我が国でも変わりは

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

なく男性はおよそ 2 倍のリスクがある．

血清総コレステロールの 3 大危険因子は，年齢とともに
共通の要因として取り上げられている．一方，耐糖能異

発症率

2

常，肥満，飲酒（予防的）はハワイ日系人および米国人

WHO-MONICA と診断基準を合わせた発症率の国際

では有意な危険因子となるが，我が国では必ずしも共通

比較が行われているが，1990 ～ 2000 年における我が国

の因子とはなっていない．40 ～ 59 歳の男性からなる 16

6 地域の悉皆調査からの検討から，急性心筋梗塞の初発

のコホートを 25 年間追跡した 7 か国研究の報告 29）では，

発症で男性 30 ～ 60/10 万人・年（標準人口），女性 10 ～

年齢調整後の虚血性心疾患死亡率（対 1,000 人）は日本

20 人 /10 万人・年（標準人口）であることが報告されて

の田主丸の 45 から東 Finland の 288 までばらついており，

）
いる 4（図
1）．

追跡開始時の危険因子のうち血清総コレステロールだけ

厚生省疫学共同研究班の結果 では，1960 年代から少
5）

がこの死亡率の違いを説明する因子であった．また，久

なくとも 1980 年代後半までは心筋梗塞・突然死発症率

山町の第 1 集団（1961 年）を 23 年間追跡した成績 7）では，

に明らかな変動はみられなかった．福岡県久山町の追跡

対象者を追跡開始時の血清総コレステロール高値（≧

調査

でも，1961 年から 2000 年にかけて虚血性心疾

6），7）

180mg/dL）と喫煙の有無によって 4 群に分け，年齢・性・

患発症率に有意な時代的変化はなかった．しかしながら，

高血圧を調整して虚血性心疾患発症の相対危険を求める

最近の地域登録研究からの報告では心筋梗塞発症が増加

と，両者を持たない群に比べ，血清総コレステロール高

傾向に転じていることが懸念される

8），9）

．特に大阪，秋

値のみの群と喫煙習慣のみの群ではいずれも虚血性心疾

田で実施された検討では男性で 8），滋賀県高島郡で行わ

患のリスクは上昇していないが，両者の合併群の相対危

れた検討では男女ともに心筋梗塞発症の増加を報告して

険は 3.9 と有意に上昇し相乗効果が認められた．つまり，

9）

いる ．

3

喫煙は血清コレステロール値が高い集団で虚血性心疾患
の リ ス ク に な る と 考 え ら れ る． こ れ は NIPPON

虚血性心疾患の危険因子の疫学

我が国の代表的な疫学調査

DATA80 の報告からも示されている 30）．血清総コレステ

6），8）－17）

と Honolulu 心臓研

18）
－21）
22）
－25）
究（日系人男性）
，Framingham 研究（米国白人）
，

ロールレベルが低かった従来の日本人は，集団全体では
虚血性心疾患に及ぼす脂質異常症の影響も小さく，頻度

な ら び に Atherosclerosis Risk in Communities（ARIC）

の高かった喫煙の影響も比較的小さかったと推定され

研究（米国白人・黒人）26）－28）において虚血性心疾患の危

る 31）．

険因子を比較した（表 1）．それによると，血圧値，喫煙，

図1
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（Acute Myocardial Infarction, Incidence per 100000/year）（文献 4 より）
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表1

年
齢
血
圧
喫
煙
血性コレステロール
HDL コレステロール
中
性
脂
肪
耐 糖 能 異 常
肥
満
心 電 図 異 常
飲
酒
フィブリノーゲン

コホート研究における虚血性心疾患の危険因子

福 岡
新 潟
NIPPON
広島 / 長崎
（久山）
（新発田） DATA
男 女 男 女
男女
男女
＋ ＋ ＋ ＋
＋
＋ ＋ ＋ ＋
＋
＋
＋ ＋ ＋ ＋
＋
＋
＋ － ＋ ＋
－
＋
－
＋
－
－
－

－
＋
＋
－

－

－

－

－

－
－
－
－

＋

共同研究 共同研究
1
2
男
男 女
－
＋
＋
＋
＋＊
＋ ＋
＋
－
＋＊
＋†

Honolulu
Framingham
（日系人）
女
男
男 女
＋
＋ ＋
＋
＋ ＋
＋
＋
＋ ＋
＋
＋ ＋
＋＊
＋＊ ＋＊
＋
－ ＋
＋
＋ ＋
＋
＋
＋ ＋
＋ ＋
＋＊
＋＊ ＋＊
＋
＋ ＋

JACC
男

＋

＋

ARIC
study
男 女
＋
＋
＋
＋＊
－
＋

＋
＋
＋
＋＊
＋
＋

＋

＋

＋正の有意な危険因子，＋＊負の有意な危険因子，－有意でない危険因子，＋†男女込みでの解析
共同研究１：大阪現業を中心とした研究
共同研究２：井川町（秋田県）
，協和町（茨城県）
，野市町（高知県）
，八尾市（大阪府）の住民による共同研究
NIPPON DATA：National Integrated Project for Prospective Observation of Noncommunicable Disease and Its Trends in the Aged
JACC：Japan collaborative cohort study for evaluation of cancer risk sponsored by monbusho
ARIC：The Atherosclerosis Risk in Communities

代謝性疾患が大幅に増えて，虚血性心疾患リスクの増大

性期を脱した患者の日常生活活動（ADL）や生命・生

が危惧されている．しかしながら，現在も，欧米に比し

活の質（QOL）の保持とその予後の改善が問題となっ

て虚血性心疾患の発症率，死亡率は低い．その要因とし

てきた．我が国でも高齢化による急性心筋梗塞での

て，我が国では脂質異常症など代謝性疾患の増加が比較

ADL，QOL の保持の重要性が増してくると考えられる .

的最近になって起こり，国民全体が代謝性疾患に暴露さ

発症前の状態として梗塞前狭心症を伴わない心筋梗塞を

れた期間が比較的短いことや，高血圧管理の普及や喫煙

41 ～ 76 ％に認め，梗塞前狭心症を伴う心筋梗塞に比し

率の低下によって，虚血性心疾患の増加が押さえられて

急性期死亡率が高率であることが報告されている 33）．こ

いることなどが推察されている 31）．近年我が国でも欧米

れは，欧米における報告と同様である 34）．

と同様に，HDL コレステロール低値，トリグリセリド
高値，肥満など代謝性疾患と虚血性心疾患の関係を指摘
した報告が散見されるようになった 8），13），14），17）．我が国

②発症時状況
心筋梗塞の発症は自宅が 66.7％と全体の約3/2を占め，

で将来にわたり代謝性疾患が増加し続ければ，虚血性心

その内訳は睡眠中が 14.2％，食事中が 12.3 ％，飲酒中

疾患が上昇に転じる可能性は高い．今後とも虚血性心疾

が 7.4％，安静時が 5.6％，排便・排尿中が 4.6％を示し，

患とその危険因子の動向を注意深く見守る必要がある．

自宅外の発症は 33.3％であった 35）．発症時の症状は胸痛・

2

我が国の虚血性心疾患の臨床
像

胸部絞扼感が 70 ～ 75％，呼吸困難感が 10 ～ 12％，嘔吐
が 2 ～ 10 ％，失神が 2 ～ 5 ％であった 32，36）．これら典型
的な症状を示さない非典型例は年齢とともに増加するこ
とが報告されている 37）．また，糖尿病患者では非典型的

1

心筋梗塞

①死亡率と発症前状況

4

な症状を示す割合が非糖尿病患者に比し高率であること
が報告されている 32）．時刻別の発症頻度は起床数時間後
の 8：00 ～ 12：00 および夜間の 20：00 ～ 22：00 にピー
クを持つ二峰性を示し，労作時発症では午前中のピーク

我が国での 2010 年の急性心筋梗塞の死亡率は人口 10

が顕著で，安静時発症では夜間のピークのみを認めるこ

万対で，男性 38.2，女性 29.5，男女で 33.7 であり，心疾

とも報告されている 38）．また季節では夏に心筋梗塞発症

患の 42 ％を占めている 32）．心筋梗塞は致死的な疾患で

が少ないとする報告がある 39）．

あったが，近年，検査法・治療法の進歩により急性期予

発症者の平均年齢は男性 62 ～ 65 歳であり，女性は 70

後は著しく改善している．一方で救命率の上昇に伴い急

～ 74 歳であった．どの報告も女性の平均年齢は 10 歳ほ

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

ど高齢であるという結果を示しており 40），41），この結果
は欧米と同様の結果である

42）－46）

内血栓溶解療法および経皮的冠動脈形成術の開始によっ
て急性心筋梗塞の院内死亡率は低下していることが報告

．

心筋梗塞発症直後に突然死する症例も存在する．1992

されている 56），59）．CCU 開設以前の 1982 ～ 1985 年まで

～ 1994 年における我が国での病理解剖症例 95,142 例に

の死亡率は 30.5％ であったが，CCU 開設から患者数は

ついて検討した成績では，313 例が突然死であった．そ

増加しているにもかかわらず死亡率は 9.4％に低下して

のうち病理診断が可能であった 225 例中，140 例（56％）

い る． そ の 後，1986 年 か ら PTCR，1987 年 か ら PTCA

が心血管系疾患の死亡であり，75 例（33 ％）が心筋梗

が開始され，発症 6 時間以内の症例に対してはほぼ全例

塞による死亡であった

40）

に PTCR もしくは PTCA が施行され，死亡率の改善につ

．

いては明らかではないが心室瘤の減少を認めている．近

③冠危険因子

年，以前は禁忌とされていた急性心筋梗塞に対するステ

日本人の冠危険因子としては高血圧 44 ～ 65％，糖尿

ントの使用が積極的に施行されるようになり死亡率がさ

病 22 ～ 29 ％， 喫 煙 42 ～ 72 ％， 脂 質 異 常 症 19 ～ 59 ％，

らに改善している可能性がある．最近では入院し得た症

肥満 19 ～ 27 ％であった

．欧米の大規模臨床試

例の死亡率は 7.5 ～ 8.8％と報告されており，院内死亡率

験のデータと比較検討すると危険因子の合併症は，高血

は改善しているように思われる 55），60）．また，Killip Ⅳの

圧 30 ～ 55 ％，糖尿病 16 ～ 28 ％，喫煙 16 ～ 36 ％，脂

症例も院内死亡率は 40 ～ 59％と報告されており，改善

質異常症 16 ～ 31 ％ であり，我が国では喫煙率が高率

傾向がみられる 61），62）．

36），47）－50）

．実際に急性心筋梗塞に対する

心筋梗塞発症 28 日以内の死亡の予測因子を検討した

喫煙の影響における欧米と我が国の差を比較した研究は

報告では 53），28 日以内に死亡した症例は生存した症例

存在しないが，人種間における急性冠症候群の予後を比

に対して，高齢者，女性，高血圧および糖尿病の既往，

較した研究では欧米に比し我が国で有意に喫煙率が高率

心筋梗塞の既往，来院時 Killip Ⅲ以上，非喫煙者および

であると思われる

42）－46）

52）

であることが報告されている（表 1） ．

再灌流療法未施行が有意に高値であった．多変量解析に
よると高齢および来院時 Killip Ⅲ以上が，独立した心筋

④合併症

梗塞発症 28 日以内の死亡の予測因子であることが示さ

合併症は心不全が 15 ～ 27％，ショックが 15 ～ 18％，
心破裂が 4 ～ 5％に認めると報告されている 36），52），55）－57）．
これらの合併症を併発した症例では死亡率が高値を示

れている．

⑥長期予後

す．入院時に心不全を合併した症例の短期死亡率は約

急性心筋梗塞で入院後，生存退院した症例での長期予

50 ％であり，入院時の重症度が高値を示すほど死亡率

後を検討した研究によると，1 年死亡率は 6.2％，3 年死

も上昇する．すなわち，Killip Ⅰで 5.0 ～ 6.3 ％，Killip

亡率は 7.6 ～ 12.0 ％，5 年死亡率は 18.0 ～ 19.1 ％と報告

Ⅱ で 14.5 ～ 16.0 ％，Killip Ⅲ で 25.0 ～ 38.7 ％，Killip Ⅳ

されている 63）－65）．この死亡率は，欧米の報告の 1 年死

で 72.0 ～ 74.2％と報告されている 31），56）．Killip Ⅰ～Ⅲは

亡率：8.0 ～ 14.1％，3 年死亡率：14.0 ～ 33％，5 年死亡

再灌流療法などの治療法の進歩により死亡率は低下して

率：19.0 ～ 39.0％と比較して低い 63）．このことは日本人

いるが，Killip Ⅳでは依然として高値を示している．心

が低脂肪食嗜好 66）であること，また多枝病変 67），心筋

破裂を併発した症例では死亡率は非常に高く，いずれの

梗塞の既往 54），非 Q 波梗塞（欧米では重症三枝病変を有

報告においても 90 ％以上の死亡率である．降圧による

52）
する事例が多い）
を有する症例が少数であることが原

心破裂予防の施行および緊急手術による救命例の増加に

因であるように思われる．

よっても，死亡原因に占める割合は変化していないのが現
56）

状である ．この結果は欧米と同様の結果であった

42）
－46）

．

生存退院した症例での長期予後の規定因子を検討した
研究 63）－65）によると，長期予後規定因子は 70 歳以上の高
齢，女性，心筋梗塞の既往，非 Q 波梗塞，来院時 Killip

⑤短期予後

Ⅱ～Ⅳ，多枝病変，急性期再灌流療法未施行などが挙げ

欧米の成績では院内死亡は 1960 年代では 29％，1970

られる．これらの結果は欧米の報告と同様である．一方，

年代では 21 ％，1980 年代では 16 ％，1990 年代では 10

多変量解析にて病歴，重症度を考慮しても，独立した長

％と減少が報告されている．この理由は血栓溶解療法，

期予後規定因子として急性期リハビリの未施行および飲

抗凝固，抗血小板療法の施行率の上昇によると考察され

酒歴非保有者が選ばれた試験もあり，心筋梗塞後の早期

ている

46），57），58）

．我が国においても CCU の開設，冠動脈

離床が長期予後を改善するという報告もある 41）．
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稀でなく，原因不明の失神をみた場合には冠攣縮の関与

労作性狭心症
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を疑う必要がある 75）－77）．
異型狭心症の 4 割強に多枝冠攣縮が認められ，多枝攣

①発生状況

縮を呈する患者は狭心症歴が長く，発作回数が多いとい

無作為抽出による全国 300 地区の 30 歳以上の成人を

う特徴を有する 76）．多枝攣縮には 3 つの異なったパター

対象とした昭和 55 年の循環器疾患基礎調査では，調査

ンがある 77）．すなわち，①異なった場所に異なった時間

対象 10,897 人のうち労作性狭心症と判定された頻度（有

に起こる攣縮，②二つの違った場所に引き続き発生する

病 率 ） は 男 性 8.13/1,000 人， 女 性 9.18/1,000 人 で あ っ

攣縮，③違った場所に同時に起こる攣縮の三種類であり，

た 66）．また，久山町研究では労作性狭心症の有病率は，

後二者が一枝攣縮と比較して高度の虚血を惹起し，かつ

調 査 対 象 2,551 名 に 対 し 男 性 11.8/1,000 人， 女 性

不整脈の合併も高率であり，多枝攣縮のうちでも重篤な

9.7/1,000 人であった ．また，検診会員 2,801 名を 5 年

パターンと考えられる 78）．また，失神の既往を有する冠

間追跡した調査では労作性狭心症の発症数は年間

攣縮性狭心症では失神を有しない症例と比較して右冠動

2.54/1,000 人であった ．

脈近位部の攣縮が高率である 79）．冠動脈造影で器質的狭

67）

68）

都市部と農村部を比較した疫学調査では，
「心筋梗塞

窄がない症例において冠微小血管の拡張反応障害が運動

と労作性狭心症を合わせた発生率」は都市部の 40 ～ 50

負荷誘発性の ST 低下と胸痛を引き起こすことが知られ

歳で 1964 ～ 71 年の年間 0.27/1,000 人から 1988 ～ 95 年の

ているが，同様に微小血管の攣縮による安静狭心症の存

0.90/1,000 人へと増加を認め，60 ～ 79 歳でも PTCA 例を

在が示唆されている 80）．タリウム心筋シンチグラムを用

含めると年間 2.62/1,000 人から 3.79/1,000 人へと増加傾

いた検討によると運動負荷誘発性冠攣縮による心筋虚血

向を認めたが，農村部では増加傾向は明らかではなかっ

は過換気誘発性のものに比べ，より重篤である 81）．

た

69）

．
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②危険因子
労作性狭心症の危険因子として認められたのは，血清
総コレステロール，LDL コレステロール，HDL コレス

①危険因子
多くの研究において 65 歳以上を高齢者としていたが，

テロール，収縮期血圧，拡張期血圧であった 70）．なお，

近年では，より高い年齢で定義する傾向がある 82）．冠動

適度の飲酒は我が国の壮年男子において，虚血性心疾患

脈疾患において，加齢そのものが独立した危険因子であ

の発生を予防するとの報告がある

71）

．

労作性狭心症の基礎病変は主に冠動脈硬化であるが，
日本人の冠動脈硬化の病理学的データとして久山町剖検
例の病理疫学的検討がある

72）

る 5）．急性心筋梗塞発症は 50 歳代より増加が見られ，虚
血性心疾患は高齢者で圧倒的に多く，70 歳以降で発症
率がピークとなる 82）．喫煙は高齢者では病変の進行およ

．これによれば，日本人の

び新たな心事故発生にも関与しており，特に多枝病変と

冠動脈硬化の危険因子は年齢，血圧，血清総コレステロ

の関連が示されている 83）．相対危険度より推測される心

ール，糖尿病，肥満であり 73），欧米での報告とほぼ同様

筋梗塞の発症率増加をみた研究では 84），高齢者では高血

である．

圧による心筋梗塞発症増加の 86.5％が軽症高血圧から発
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安静狭心症

生しており，一次予防における軽症高血圧の重要性が示
唆されている．高齢者では冠動脈疾患における脂質異常

我が国の虚血性心疾患患者では，欧米と比較して冠動

症の合併頻度は低くなるといわれているが，非冠動脈疾

脈非狭窄部における，攣縮の頻度が高いことが報告され

患患者に比べると高値である 85）．糖尿病の合併も高齢者

ている 74）．冠攣縮は安静狭心症のみでなく一部の労作性

虚血性心疾患では高頻度である 86）．

狭心症や心筋梗塞の原因となる．冠攣縮は深夜から早朝
の就寝中に起こりやすく，労作，寒冷刺激，過呼吸，バ
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高齢者の虚血性心疾患

②臨床像

ルサルバ手技，アルコールなどで引き起こされる．発作

高齢者虚血性心疾患では，石灰化を伴ったびまん性冠

を誘発する労作などの閾値に日内変動があり早朝で閾値

動脈病変や左主幹部病変・三枝病変などの重症多枝病変

が低く，午後には発作が起きにくい．発作はカルシウム

の頻度が高い 87），88）．冠攣縮性狭心症は高齢者でもみら

拮抗薬にて極めて良好に抑制され，β遮断薬は無効で

れ，その頻度や背景因子に非高齢者との違いはみられな

あるのみでなく冠攣縮を誘発する．失神を来たすことが

い 89），90）．

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

高齢者では胸痛を欠如し，
「労作時息切れ」，
「肩凝り」，
「咽頭部不快感」などの非典型的な症状しか示さないこ
とも少なくない

91）

．さらに，胸痛などの症状を伴わずに

心筋虚血が客観的に証明される，いわゆる無症候性心筋
虚血の頻度は，70 歳未満の 15％に対して 70 歳以上で 28
％であった

92）

など，高齢者では高率であり，加齢による

疼痛閾値の上昇，高次機能の障害，糖尿病性神経障害な

る 103）．再梗塞例の予後は加齢とともに不良になる 103）．
また，心不全，心原性ショック，心破裂による死亡率も
加齢とともに増加する 104），105）．
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性差と虚血性心疾患

①虚血性心疾患の性差

どの関与が推定されている．無症候性心筋虚血を有する

すでに米国における Framingham 研究において，40 歳

患者の予後については，症状を有する患者の予後とほぼ

代前半までは，女性における心血管系疾患の頻度が，年

同等と報告されている 93）．

間 1,000 人 あ た り 1.3 人 と， 男 性 の 年 間 1,000 人 あ た り

加齢に伴い安静時心電図で正常所見を示す頻度は低下

5.7 人にくらべて非常に低い水準にあるものの，40 歳代

する．加齢に伴い安静時 ST 低下のみられる頻度は増加

後半から 50 歳代にかけて増加し，60 歳代後半では，女

し 94），これらの症例では冠動脈疾患の合併頻度が高いと報

性 22.1 人と，男性の 26.7 人に匹敵するレベルに達する

告されている．一方，異常 Q 波や poor Rwave progression

ことが報告されている 106）．日本人でも年齢調整発症率

は陳旧性心筋梗塞のほか，肺炎，慢性閉塞性肺疾患，左

で比較すると女性の急性心筋梗塞は男性に比較して低い

室肥大などでも認められ，高齢者では心電図による陳旧

水準にある 4）．この頻度は，心血管系疾患全般に関する

性心筋梗塞の正診率は低下する

95），96）

ものであるが，後の Framingham 研究における心筋梗塞

．

加齢は虚血性心疾患の予後不良因子である

97），98）

．心

の頻度の検討でも，全く同様の傾向が示されている．す

筋梗塞後の長期予後では，生存退院後の平均 20 か月の

なわち，40 歳代前半までは，年間 1,000 人あたりに換算

追跡調査において，60 歳未満の心臓死が 0.3％であった

して 0.52 人と，男性対照の 3.8 人と比べて非常に低いが，

のに対し，70 歳以上では 2.6％と高率であるなど，高齢

特に 55 歳以降増加し 75 歳以上では女性は 12.8 人と男性

者は予後不良である．高齢者のうち特に女性の予後は不

の 11.3 人を上回る 100）．

良である．また，高齢になるほど女性の罹患頻度が増加

我が国における久山町研究においては，3 期間（1962

98）

，高齢者では非高齢者に比べ，多枝病変が多い．

～ 1970，1971 ～ 1979，1980 ～ 1988） の 心 筋 梗 塞 発 生

高齢者では正確な病歴聴取が難しいことに加えて，典

率を検討している．Framingham 研究と同様に 50 歳代ま

型的症状（胸痛・胸部圧迫感）を伴う頻度が低い 99）．高

での女性では心筋梗塞が非常に少なく，特に第一・第二

し

齢者の急性心筋梗塞の約 30％には，全く無症状であり，

期間では発生率が 0 である．3 期間でばらつきはあるが，

非典型的症状（息切れ・めまい・嘔気など）しか訴えな

70 歳代になると女性では年間 1,000 人あたりに換算して

いため，患者や医師が急性心筋梗塞と認識しない症例

5.2 人， 男 性 で は 4.3 人 と ほ ぼ 同 水 準 に な る（ 第 三 期

（unrecognized myocardial infarction）がある．その頻度

107）
間）
．なお診断基準は同じではないが，これらの値は

は加齢とともに増加し 99），女性や下壁梗塞において高頻

Framingham 研究と比較するとやはり低い発生率といえ

度であり，糖尿病高血圧・喫煙などのリスク因子の関与

る．
滋賀県高島市の 20 歳代から 80 歳以上の住民で行われ

も指摘されている．
高齢者では非高齢者に比べ，高度ポンプ失調，心破裂

た調査結果によると，急性心筋梗塞の罹患率は男性の場

．特に高血圧の既往

合，40 ～ 50 歳頃から上昇するのに対し，女性では 50 ～

を有する高齢女性の初回心筋梗塞は心破裂のリスクが高

60 歳頃と約 10 年遅れて上昇することが示されている（図

の合併が多くなり重症である
い

95），96）

100），101）

．心室頻拍，心室細動などの重症不整脈の発生

2）108）．

頻度は高齢者と非高齢者で差を認めていない．また，高

以上の結果より，40 歳代ないし 50 歳代までの女性で

齢者では，脳血管障害，腎機能障害，肺炎，不穏などの

心疾患の発生が少なく，その後に発生率が男性に追いつ

他臓器障害の合併頻度が高い 102）．このことは急性期の

く傾向は我が国と米国で共通のものと考えられる．この

冠動脈造影や冠動脈再灌流療法などの侵襲的治療の適応

性差に関して，Framingham 研究では，40 歳代前半，40

から外れる要因となり得る．

歳代後半および 50 歳代前半の女性で，それぞれ閉経を

急性心筋梗塞の予後は左室機能，冠動脈病変度，合併

来たした女性の方が心疾患の発生率が明らかに高いこと

症，治療などによって規定されるが，年齢が最も強い予

を示し 109），閉経そのものがリスクである可能性を強く

後規定因子であり，入院死亡率は加齢とともに高くな

示唆している．我が国においては閉経に着目した詳細な
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図2

110）
（図 3）
．10 年間での冠動脈疾患の死亡率を検討した

心筋梗塞の男女別，年齢別罹患率

NIPPON DATA80 の冠動脈疾患のリスク評価チャートで

（対人口10 万人）

400

は，男性の場合，血圧，喫煙，コレステロール，年齢，

男性

350

女性

急性心筋梗塞罹患率

300

血糖値全ての危険因子が死亡率の上昇に関わるが，女性

250

の場合は特に高年齢と高血糖が密接に関与することが示

200

111）
されている（図 4，5）
．

150

②女性における虚血性心疾患の臨床的特徴

100
50
0

女性の虚血性心疾患の臨床的特徴として，男性と比較
20〜

30〜

40〜

50〜

60〜

しその発生年齢が高く，その動脈硬化病巣は，63 歳程

80〜 （歳）

70〜

年 齢

（文献 108

度の女性では男性に比べて初期病変が多い 112）．これは

Circ J 2005; 69：404-408 より作成）

女性においては閉経前まではエストロゲンの作用により
動脈硬化の進展が男性より遅いためと考えられる．
エストロゲンと脂質，動脈硬化の関係を知るモデルと

データは得られていないものの基本的に同様と考えられ

し て 家 族 性 高 コ レ ス テ ロ ー ル 血 症（Familial hyper-

る．
ま た， 急 性 心 筋 梗 塞 患 者 1,925 名（ 男 性：1,353 名，

cholesterolemia: FH）がある．馬渕らの報告 113）によると

女性：572 名）と 2,279 名の健康者を対象とし，急性心

FH 患者とその家族の血清コレステロール値の分布は，

筋梗塞の危険因子の性差をみた Japanese Acute Coronary

正常者 179 ± 26mg/dL，ヘテロ FH では 338 ± 63mg/dL，

Syndrome Study（JACSS）によれば，高血圧，家族歴，

ホモ FH は 713 ± 122mg/dL であり，ヘテロ FH 例の中で

脂質異常症，肥満には男女差がないが，喫煙のオッズ比

男性 121 例，女性 53 例に心筋梗塞が確認されている．

は男性の 4.00 に対し女性は 8.22 と高く，糖尿病も男性

男性ヘテロ FH では 30 歳頃から心筋梗塞が発生し，以後

の 2.90 に対し女性は 6.12 と高いことが報告されている

どの年代でも同頻度で発生しているが，女性ヘテロ FH

図3

心筋梗塞に対する動脈硬化危険因子のオッズ比

AMI

Control

P value

（Men n=1353 （Men n=1595
Women n=572）
Women n=684）

Odds Ratio

高血圧

647（47.8%）264（16.6%） ＜0.01
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喫煙

903（66.7%）527（33.0%） ＜0.01
212（37.1%） 73（10.7%） ＜0.01

糖尿病

292（21.6%）115（7.2%）
167（29.2%）50（7.3%）
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171（12.6%）104（6.5%） ＜0.01
70（12.2%） 48（7.0%） ＜0.01
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高コレステロール血症

＜0.01
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370（27.3%） 250（15.7%） ＜0.01
155（27.1%） 174（25.4%） 0.44
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123（21.5%） 108（15.8%）0.38
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（文献 110 より）
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図 4 冠動脈疾患リスクの評価チャート
（男性：10 年間に冠動脈疾患により死亡する確率）
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（文献 111 より）

図 5 冠動脈疾患リスクの評価チャート
（女性：10 年間に冠動脈疾患により死亡する確率）
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喫煙者
総コレステロールのカテゴリー
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（文献 111 より）
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図6

（％）

虚血性心疾患患者におけるステント留意後の原因別院内死亡率

p＜0.001

男性
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女性
9.4

原因別院内死亡率

8

p＝0.03

6

6.5

4

5.2

4.5

NS

NS
p＝0.01

3.2

2

0

NS

2.4

2.1

2.0

1.1
総死亡

心臓死

心不全

1.6

1.8
0.7

再梗塞

不安定
狭心症

脳卒中
（文献 116 より）

ではその発症は男性と比べ遅く，50 歳ごろから心筋梗

6）．これは，背景因子を調整しても女性の死亡率が高

塞がみられ，更年期以降に男性と同じ頻度で発生するよ

いとの成績はこれまでに多く報告されており，再灌流後

うになる．平均死亡年齢は男性 58 歳に比べ女性 69 歳で

の心不全，心破裂の頻度が女性で高くなることが知られ

ある．これも女性ホルモンの影響によるものと考えられ

ている 117）－120）．

る．このように，女性における虚血性心疾患は女性ホル
モンの影響が強く，閉経が重大なターニングポイントと
なるようである．そして，閉経期周辺，閉経後の，これ
まで更年期障害の症状として見過ごされてきた動悸，胸

Ⅱ

日本人における冠危険因子の評価

痛，胸部圧迫感，脈の乱れなどは虚血性心疾患でよく認
められる症状であり，更年期以降の女性では約半数が脂
質異常症を有することから，症状の有無にかかわらずま

1

脂質異常症

1

コレステロール

ず運動負荷心電図などのスクリーニング検査をするべき
と考えられる．
急性心筋梗塞による病院に搬送される前の死亡率を男
性 3,991 名，女性 1,551 名について調べた統計によると，
急性期死亡率は女性の方が男性より少ないと報告されて
いる 114）．この原因として，Juhani ら 115）は心筋梗塞発作

10

①血清総コレステロール値と虚血性心疾患の死亡率
高コレステロール血症が冠動脈疾患の重要な危険因子

時の迷走神経反射の亢進が女性で著しいため，これが抗

であることは，これまでの多くの疫学的研究 121）－124），176）－179）

不整脈作用を示し，致死的心室性不整脈が少ないためと

により明らかであるが，日本人における高コレステロー

推察されている．一方，急性心筋梗塞でステント留置を

ル血症と冠動脈疾患の関連性は，全国的な調査としての

施行した男性 2,191 名，女性 790 名を対象として原因別

厚生省「原発性高脂血症」研究班の成績 125）や厚生省の

院内死亡率をみた我が国の研究によれば，総死亡率は男

第4次循環器疾患基礎調査受診者の追跡調査の成績

性の 5.2％に比較し女性は 9.4％と高率で，心臓死率も男

（NIPPON DATA）126），第 5 次循環器疾患基礎調査 127）な

性の 4.5％に対して女性は 6.5％と高率を示している（図

らびに地域における疫学的研究により示されている．

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

日本人の血清総コレステロールの推移は，第 5 次循環

表2

器疾患基礎調査によれば，1980 年から 1990 年の 10 年間
に男女とも各年代で上昇したものの，2000 年の 10 年間
で低下または横ばいの傾向である．また，平成 22 年の
国民健康・栄養調査によれば，2010 年の総コレステロ
ールの平均値は，男性 203.0，女性 210.9mg/dL と微増傾
向にある 128）. 総コレステロール値 220mg/dL 以上の高コ
レステロール血症者の割合の推移を見てみると，1980
年には男性 15.1 ％，女性 19.2 ％であったが，1990 年に
は男性 26.8 ％，女性 34.7 ％と増加したものの，2000 年
では，男性で 25.7％，女性で 34.1％と増加は認められて

初期値から見た冠動脈疾患の年齢補正後の発症率
（年間 1,000 人当たり）11）

血清総コレステロール値
＜ 120
120 ～ 139
140 ～ 159
160 ～ 179
180 ～ 199
200 ～ 219
220 ～ 239
≧ 240

男
発症率＊
1.5
2.7
3.1
3.4
3.3
5.7
4.2
6.9

性
RR
0.4
0.8
0.9
1.0
1.0
1.7
1.3
2.0

女
発症率＊
0.9
0.6
1.1
1.3
1.9
2.1
1.6
2.3

性
RR
0.7
0.5
0.9
1.0
1.4
1.5
1.2
1.7

RR：Relative risk ＊ p ＜ 0.001

いない．しかし，2000 年と 1990 年との比較で年齢階級
別にみると，男性は 30 歳代，40 歳代，女性の 30 歳代で

対象に 7.7 年間観察したものである．

この割合が上昇していた．一方，日本人の虚血性心疾患

46 例の虚血性心疾患（心筋梗塞 21 例，心筋梗塞疑い

による死亡率は 1997 年で人口 10 万人当り 57.5 人，2003

11 例，狭心症 14 例）が観察され，表 3 に総コレステロ

年では人口 10 万人当り 58.2 人で，今のところ著明な増

ール値と虚血性心疾患の関係を示すが，総コレステロー

加は認められていないが，アメリカ（2000 年）の 1/3，

ル値の 4 分位別でみると，相対危険度は総コレステロー

イギリス（2002 年）の 1/4 と以前に比べ，差は減少して

ル値 173mg/dL 以下の第 1 分位を 1.0 とすると，218mg/

いる

129），130）

．

②日 本人における高コレステロール血症と虚血性
心疾患の関連性
昭和 61 年に行われた厚生省「原発性高脂血症」調査

dL 以上の第 4 分位で 4.89 と有意差が認められている 13）．
Wakugami らの研究は，全国一の長寿県で最も心血管疾
患 死 の 少 な い 沖 縄 県 で 1983 年 に 18 歳 以 上 の 住 民

107,192 人（1980 年の人口 111 万人）をスクリーニングし，
1988 年から 1991 年の 3 年間に沖縄全域での急性心筋梗

研究班の retrospective な断面調査では，血清総コレステ

塞の発症を調査したものである．この 3 年間の急性心筋

ロール値および LDL コレステロール値と虚血性心疾患

梗塞は全域で 1,021 例で，男性 674 名，女性 347 名であ

の関連性が示されている 125）．また，厚生省の第 4 回循

った．全登録者中総コレステロール値を測定した 38,053

環器疾患基礎調査受診者の 14 年後の追跡調査の成績

人の中では 65 名（男性 41 名，女性 24 名）が心筋梗塞を

（NIPPON DATA）によると，男性では，総コレステロ

発症していた．人口 10 万人あたり 3 年間の急性心筋梗

ール値と虚血性心疾患死亡の相対危険度の間に正の相関

塞の累積発症率は総コレステロール値が 167mg/dL 以下

が 認 め ら れ，160 ～ 179mg/dL を 基 準 に す る と 240 ～

で 42.1，168 ～ 191mg/dL で 133.5，192 ～ 217mg/dL で

259mg/dL の群では相対危険度が 6.79 であったが，女性

188.9，218mg/dL 以上で 323.0 であった 131）．以上のごと

では死亡例が少なく，一定の関係は認められていな

く日本人における総コレステロール値と虚血性心疾患の

い 126）．Prospective な研究としては，Kodama らの広島と
長 崎 で 行 わ れ た 研 究（Hiroshima/Nagasaki Study）11），

Kitamura らの大阪の男性労働者を対象にした研究 13），
Wakugami らの沖縄住民を対象にした研究 131）がある．
Hiroshima/Nagasaki Study は 19,961 人を対象に 1958 年か
ら 1984 年まで 26 年間の観察を行ったもので，この間の
心筋梗塞と狭心症の発症率は男性で年間 1,000 人あたり

2.1 人と 1.0 人，女性で 0.79 人と 0.5 人であった．登録時
の総コレステロール値と虚血性心疾患の関連性は表 2 に
示すように，有意な正相関が得られている．総コレステ
ロール値 160 ～ 179mg/dL の相対危険度を 1.0 とすると，

240mg/dL 以 上 男 性 で 2.0， 女 性 で 1.7 で あ っ た 11）．
Kitamura らの研究は 40 ～ 59 歳の男性労働者 6,408 名を

表3

40 ～ 59 歳男性の年齢補正後の冠動脈疾患発症率 13）

血清総コレステロール値
＜ 4.50mmol/L
（＜ 174mg/dL）

発症数

発症率＊

RR#

5

0.46

1.00

4.50-5.06mmol/L
（174-195mg/dL）

7

0.58

1.48

5.07-5.63mmol/L
（196-217mg/dl）

9

0.71

1.93

≧ 5.64mmol/L
（≧ 218mg/dL）

25

2.02

4.89

＊年間 1,000 人当り（ｐ＜ 0.001）
＃ RR：Relative risk. コレステロール値最低値の第１分位と最
高値の第４分位の間に有意差
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関連性を検討すると，男女ともに虚血性心疾患の相対危

ロール低下療法によって虚血性心疾患の新規の発症や再

険度は総コレステロール値の増加とともに上昇する．総

発が抑制されることが明らかにされたが，1990 年代に

コレステロール値 160 ～ 170mg/dL 以下に比べ，男性で

なり HMG-CoA 還元酵素阻害薬（スタチン）が使用され

は 200mg/dL で 1.7 倍 か ら 2 倍 に，220mg/dL 以 上 で 2 倍

るようになると，虚血性心疾患の発症が抑制されるのみ

から 5 倍に上昇する．女性の虚血性心疾患の発症率は男

ならず，死亡率も抑制されることが証明されており，コ

性の 1/2 であるが，男性と同じような関連性を示してい

レステロール低下療法の虚血性心疾患の予防における意

る．

義を再認識する必要がある．我が国における虚血性心疾
患の一次予防試験の結果を下記に示す．介入試験だけで

③ LDL コレステロールと虚血性心疾患

はなく，観察研究も含まれる．

総コレステロールは様々なリポ蛋白中のコレステロー
ルの総和を表しているが，粥状動脈硬化との関連が最も

高コレステロール血症患者（平均総コレステロール値

強 い の は LDL コ レ ス テ ロ ー ル で あ る．Framingham

269mg/dL）に対するシンバスタチン（5 ⊖ 10mg/ 日）投

study をはじめ，多くの欧米で行われた疫学調査の結果，

与（一次予防 42,360 名および二次予防 5,127 名）の効果

LDL コレステロール値の上昇に伴い，虚血性心疾患発

を 6 年間観察した研究である．一次予防試験において，

症率・死亡率が上昇することが示されている．また，我

総コレステロール値は 18.4％低下し，冠動脈イベントは

が国においても，Suita study などの都市部の疫学調査に

209 例（0.91/1,000 人年）発生した．一次予防例の冠動

おいて LDL コレステロール値が上昇するとともに虚血

脈イベントの相対危険度は，試験期間中の総コレステロ

性心疾患の相対リスクは連続的に上昇することが確かめ

ー ル 値 が 240mg/dL 以 上，LDL コ レ ス テ ロ ー ル 値 が

．特に男性では，LDL コレステロール値

160mg/dL 以上，トリグリセリド値 300mg/dL 以上，HDL

の上昇に伴い，冠動脈疾患発症率・死亡率は連続的に上

コレステロール値 40mg/dL 未満において有意に高くな

昇し，明確な閾値は認められない．また，最近の日本人

っていた．また虚血性心疾患の既往を有する者と必要な

を対象にした疫学研究 CIRCS では，LDL コレステロー

データが欠測した者を除いた 42,360 名を高齢者群 9,860

ル 値 80mg/dL 未 満 の 群 に 対 し 80 ～ 99mg/dL の 群 で は

名（65 ～ 70 歳），非高齢者群 32,500 名（65 歳未満）に

られている

132）

1.35 倍，100 ～ 119mg/dL で は 1.66 倍，120 ～ 139mg/dL

分けたサブ解析では，両群とも平均総コレステロール値

では 2.15 倍，140mg/dL 以上の群では 2.8 倍と冠動脈疾

（271mg/dL および 267mg/dL）はシンバスタチン投与に

患の発症が増加することが示された．また，危険因子の

よりそれぞれ 19.5％および 18.1％低下していた．冠動脈

重積は日本人においても冠動脈疾患の発生・死亡率を上

イベントは高齢者群，非高齢者群それぞれ総コレステロ

昇させるが，重積により同じ LDL コレステロール値で

ー ル 値 で 240mg/dL，260mg/dL 以 上，LDL コ レ ス テ ロ

も発症・死亡率が増加することが示された

ール値で 140mg/dL，180mg/dL 以上で有意に発症率が上

133）

．

動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012 年版

134）

では，

日本人における LDL コレステロール値のスクリーニン

昇していた 136）．
2）The Kyushu Lipid Intervention Study（KLIS）137）

グ基準値として NIPPON DATA80 で示された相対リス

総コレステロール 220mg/dL 以上の 45 ～ 74 歳の男性

クが総コレステロール値 180mg/dL 未満の約 1.5 倍とな

5,640 名を対象にしてプラバスタチンの冠動脈イベント

る総コレステロール値 220mg/dL を採用し，この値に相

および脳梗塞初発抑制効果を 5 年間で見た一次予防試験

当する LDL コレステロール値 140mg/dL を高 LDL コレ

である．無作為割り付けが均等に行われなかった欠点が

ステロール血症の基準値と定めている．

あるが，投与開始時の平均総コレステロール値はプラバ

④コ レステロール低下療法による虚血性心疾患の
一次予防試験
高コレステロール血症と虚血性心疾患の関連性は多く
の疫学的研究で明らかにされているが，コレステロール
低下療法による虚血性心疾患の予防に関する介入試験も

12

135），136）
1）Japan Lipid Intervention Trial（J-LIT）

スタチン群で 254mg/dL，従来治療法で 243mg/dL であり，
それぞれ 15％，8％低下した．冠動脈イベントの発生率
は 14 ％低下した．また内服が十分であった群は十分で
なかった群に比べ，冠動脈イベントが少なかった．
3）The Pravastatin Anti-atherosclerosis Trial in the
Elderly（PATE）138）

数多く欧米諸国を中心に行われてきた．1970 年代から

60 歳以上（平均 73 歳）で総コレステロール値が 220

1990 年代前半にかけては，食事療法，運動療法，フィ

～ 280mg/dL（平均 253mg/dL）の患者で，男女 665 名（心

ブラートやニコチン酸を用いた薬物療法などのコレステ

脳末梢血管系疾患の既往のある者をそれぞれ 28 ％およ

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

び 25 ％含む）にプラバスタチン低容量（5mg/ 日）また

心，下痢，胃部不快感），皮膚症状（皮疹，薄み，発疹，

は通常量（10 ⊖ 20mg/ 日）を平均 3.9 年間投与し，心血

湿疹），出血（脳および眼底出血，鼻出血，皮下出血）

管イベントの発生抑制効果を比較検討したものである．

であった．

投与1年後の平均総コレステロール値は低容量群で

6）Management of Elevated Cholesterol in the

221mg/dL，通常量群で 209mg/dL に低下した．全体で通
常量投与群は低容量群に比べて有意に心血管イベントを
抑制し（29 例および 42 例），これは糖尿病も心血管系疾

Primary Prevention Group of Adult Japanese Study
142），143）
（MEGA Study）

軽症高コレステロール血症患者 7,832 例．40 ～ 70 歳

患の既往もない症例（171 例中 4 例および 163 例中 12 例）

の男性，閉経後～ 70 歳の女性；体重≧ 40kg；TC220 ～

でも同様であった．

270mg/dL を対象にプラバスタチン（10 ⊖ 20mg/ 日）投

これまで高齢者における高コレステロール血症の危険

与と食事療法併用群と食事療法単独群に無作為に割り付

性やコレステロール低下療法の有用性は十分確立されて

け，5 年以上の追跡期間で心血管イベントの一次予防効

いなかったが，海外での HPS や PROSPER，J-LIT サブ

果を比較検討した．5 年以上の追跡率は 98.7％で両群間

解析や PATE の結果を合わせると，非高齢者と同様に高

に差はなかった．プラバスタチン＋食事療法群でのプラ

コレステロール血症は危険因子として挙げられ，低下療

バスタチン投与率は 1 年後 95％，5 年後 90％，9 年後 89％，

法は有用であると考えられる．

対照群のスタチン系薬剤（ほとんどがプラバスタチン）
139）

4）The Chiba Lipid Intervention Program（CLIP）

技与率はそれぞれ 9％，25％，41％．プラバスタチンの

心血管疾患の既往のない高コレステロール血症患者

平均投与量は 8.3mg．抗血栓薬，降圧薬，糖尿病尿治療

（平均総コレステロール値 264mg/dL）に対するプラバス

薬の併用は両群同様であった．癌の発症（6.0 例 /1,000

タチン（10 ⊖ 20mg/ 日）投与（一次予防 2,529 名）の効

人年 vs 6.2 例 /1,000 人年），クレアチンキナーゼ異常（＞

果を 5 年間観察した研究で，継続できた群（2,131 名）

500IU/L 3.1％ vs2.6％），その他の有害イベントにおい

は継続できなかった群（398 名）と比較して，心血管イ

て両難間に有意差はみられなかった．

ベント（0.84/1,000 人年および 2.06/1,000 人年）および
死亡率（2.6/1,000 人年および 16.0/1,000 人年）が低下し
ていた．KLIS や PATE の結果も合わせると，高コレス
テロール血症患者ではコレステロール低下療法の継続と
十分な低下率がイベントの抑制につながることが示唆さ
れる．

2

トリグリセリド，その他（Lp（a），
small dense LDL，HDL など）

①トリグリセリドと我が国の虚血性心疾患の関係
血清トリグリセリド値が虚血性心疾患リスクと関連す

5）Japan EPA Lipid Intervention Study（JELIS）140），141）

ることについては，これまでに欧米のみならず，我が国

高コレステロール血症患者に食事指導を行い，その上

でも多くの報告がある 145）－147）．臨床的に危険因子とし

でプラバスタチンまたはシンバスタチン投与，そしてエ

てトリグリセリド値を考慮することの重要性は，多くの

イコサペンタエン酸製剤併用（EPA 群）または対照群と

臨床研究から明らかであり，トリグリセリド値の独立し

して，心血管イベント発症と死亡の予防効果（一次予防

た危険因子としての意義は明確である．しかしながら，

15,000 名，二次予防 3,645 名）を見た無作為化オープン

トリグリセリド値の治療目標に関する大規模介入臨床試

ラベル比較試験である．平均追跡期間は 4.6 年であった．

験の成績は，我が国のみならず欧米においてもほとんど

追跡率は 91％．プラバスタチンの平均用量は 10.0mg/ 日，

報告がない．

シ ン バ ス タ チ ン は 5.6mg/ 日，90 ％ が プ ラ バ ス タ チ ン

トリグリセリド値は，これまでに断面調査から，我が

10mg またはシンバスタチン 5mg．終了時まで試験薬を

国一般成人において，男性 88 ～ 110mg/dL，女性 63 ～

投与していたのは，EPA 群 71 ％，対照群 73 ％．一次エ

105mg/dL と考えられる 148 －154）．一方，冠動脈疾患罹患

ンドポイントは EPA 群 262 例（2.8％），対照群 324 例（3.5

者は 158 ～ 180mg/dL との報告が多い 225），227），228）．特に，

％）と EPA 群で有意に低下した（ハザード比 0.81；95

宇和島社会保険病院の後向き調査では冠動脈疾患罹患者

％ CI：0.69 － 0.95，p ＝ 0.011）．一次予防群の検討では

と非罹患者は，各々 180 ± 32mg/dL と 112 ± 52mg/dL と

一次エンドポイントは EPA 群 104 例（1.4 ％），対照群

有意（p ＜ 0.01）に異なり，罹患者の過半数は 190mg/

127 例（1.7 ％）で 18 ％低下したが，有意差はみられな

dL 以上を示した 172）．心筋梗塞と狭心症をエンドポイン

かった（p ＝ 0.132）．対照群と比較して EPA 群で発生頻

トとした前向き調査（1,110 名，12 年間）では，150mg/

度が高かった有害事象は，臨床検査値異常，胃腸障害（悪

dL 以上で 3.7 倍の冠動脈疾患発症がみられ，とりわけ
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150mg/dL を境に発症率の急激な増加がみられる 154），155）．

リスクを検討したところ，ハザード比が 1.71 倍と有意

原発性高脂血症調査班報告による 10,313 名の断面調査

に増加しており，高トリグリセリド血症 ･ 低 HDL コレ

では，冠動脈疾患発症との相関は得られていないが，家

ステロール血症を呈する症例はリスクが高いことが確認

族性高コレステロール血症，重症脂質異常症の症例で

された．また，本サブ解析では，EPA の投与により，上

各々，150mg/dL，300mg/dL 以上で動脈硬化性疾患が増

記のハイリスク例（n=957）における主要心血管イベン

大している 156），157）．また，冠動脈造影による有意所見群

ト発生リスクは，対照群に比べて有意に 53 ％減少して

と正常群の比較（男性）で，トリグリセリド値は 166 ±

いた 140），141）．

65mg/dL と 112 ± 53mg/dL と有意に有意所見群が高く，
心筋梗塞発症症例 97 名を対象とした解析でも，発症群
（男性 158mg/dL，女性 161mg/dL）では，対照群（男性

116mg/dL，女性 82mg/dL）より高値を示している

150）
，
152）

HDL コレステロール値が冠動脈疾患その他の動脈硬

．

化性疾患罹患率と負の相関関係を示すことは，これまで

29の前向き研究のメタアナリシス（262,525名）の結果，

の多くの疫学調査で報告され，大多数は肯定された結果

トリグリセリド値は HDL コレステロール値とは独立し

を 示 し て い る． 海 外 に お い て は，Framingham 研 究，

た危険因子であり，3 分位の一番低いグループに比べ，

Multiple Risk Factor Intervention Trial（MRFIT）の成績

最も高いグループは他の因子で調整後も 1.72 倍虚血性

で，血清 HDL コレステロール値が低いほど，冠動脈疾

心疾患の発症リスクが高いことが明らかになった

145）

．

患の発症率が高く，男性で HDL コレステロール値が

すべての研究が高トリグリセリド血症と虚血性心疾患と

35mg/dL 以下の群では 54mg/dL 以下の群と比較し，全

の関連を示しているわけではないが，特に最近の成績か

死亡が 1.9 倍，虚血性心疾患死が 4.1 倍高い 158），159）．我が

らその危険因子としての意義はほぼ確立されたと考えら

国における大規模疫学調査は，小規模ながらも同様な成

れる．動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012 年版 134）に

績が報告されている．前向き研究としては，HDL コレ

おける虚血性心疾患一次予防の記述は以下のようにな

ステロール値が 56.1 ～ 63.8mg/dL の群，48.0 ～ 55.7mg/

る．空腹採血時の値としてトリグリセリド 150mg/dL 以

dL の群，48.0mg/dL 未満の群では，64.2mg/dL 以上の群

上を高トリグリセリド血症の診断指針とし，食事療法，

と 比 較 し， 冠 動 脈 疾 患 の 相 対 危 険 度 は， 各 々 1.8 倍，

運動療法を中心とした治療を行う．

1.61 倍，4.17 倍高値となっている 161）．また後向き研究

②一次予防の介入研究

では，男性冠動脈疾患患者の HDL コレステロール値が
平 均 で 40mg/dL 以 下 で あ る こ と が 報 告 さ れ て い

スタチン内服中の 2 型糖尿病患者に対してフェノフィブ

る 161）－165）．原発性高脂血症調査班報告では，高脂血症

ラートの上乗せ効果の有無を検討した ACCORD 試験

患者において，HDL コレステロール値が低いほど虚血

，HbA1c（NGSP 値 ）7.5 ％ 以 上 の 2 型 糖 尿 病 で

性心疾患合併率が増大し，特に 40mg/dL 以下の群は 41

CVD を合併する 40 ～ 79 歳の患者，あるいは 55 ～ 79 歳

～ 55mg/dL の群に比べて，虚血性心疾患合併率が増大

で無症候の CVD を有する，あるいはその他に 2 つ以上

していた 166）．地域，職場のコホート研究でも HDL コレ

は
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③ HDL コレステロール

160）

の危険因子を合併している患者 5,518 例を対象として行

ステロール値が 40mg/dL 未満で虚血性心疾患の発症リ

われた．その結果一次エンドポイントの発症はフェノフ

スクが上昇することが示されており 167），168），NIPPON

ィブラート群 291 例（2.2％ / 年），プラセボ群 310 例（2.4

DATA90 では，9.6 年間の観察で HDL コレステロール値

％ / 年）でハザード比 0.92；95％信頼区間 0.79 ～ 1.08（p

が全死亡や脳卒中死亡と有意に逆相関することが示され

＝ 0.32）と両群間で差は認められなかった．しかしなが

た 169）．したがって，動脈硬化性疾患予防ガイドライン

ら，トリグリセリドが高く HDL コレステロール値が低

2012 年版における虚血性心疾患一次予防に関する記述

い集団で，フィブラートとスタチンの併用療法の有効性

は，HDL コレステロール値 40mg/dL 未満を低 HDL コレ

が示された．

ステロール血症の診断基準としている．なお女性は男性

また日本で行われた JELIS 試験はスタチン服用中の患

に比べ，HDL コレステロール値は高値を示すが，HDL

者に対し，EPA によるイベント抑制効果をみた試験であ

コレステロール値の男女別の相違と虚血性心疾患発症と

る 140），141）．本試験は 1 次エンドポイントにおいて 19％の

の関連についての十分なエビデンスはないと考えられる

主要心血管イベント抑制効果が明らかとなったが，サブ

ため，HDL コレステロール値 40mg/dL 未満という基準

解析において高トリグリセリド血症，低 HDL コレステ

値は，現在のところ男女とも変更する根拠はないと考え

ロール血症を示す患者における主要心血管イベント発症

られる．

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

HDL コレステロール値およびトリグリセリド値の治
療目標値の設定については，設定を可能にする大規模臨
床介入試験の成績は，我が国のみならず欧米においても
現在のところ発表されていない．このような現状では，

た検証が必要である 180）．

⑤その他の危険因子
これまでに，脂質に関連した他の危険因子として，

米国同様，我が国においてこれらの薬物療法のための管

Lp（a），small dense LDL，レムナントリポ蛋白が注目

理基準を設定する根拠は現在のところ不十分である．

され，基礎研究において動脈硬化との関連が多数報告さ
れている 181）－183）．その測定法が開発され臨床的に測定

④ Non HDL コレステロール

可能であるが，我が国および海外において，これらの危

上述したように虚血性心疾患の一次予防のための，ト

険 因 子 と し て の 診 断 基 準 作 成 の 十 分 な 疫 学 調 査 は，

リグリセリド値，HDL コレステロール値の管理基準の

HDL コレステロールおよびトリグリセリド値と比較し

設定が困難なため，動脈硬化性疾患予防ガイドライン

てまだ不十分である．また，これらの多くは，HDL コ

2012 年版では，non HDL コレステロール値を LDL コレ

レステロールおよびトリグリセリド値と相関することも

ステロール値の管理目標を達成したあとの二次目標とし

報告され，今後十分な大規模介入試験の結果を基盤に，

て設定した．Non HDL コレステロール値は総コレステ

これらの治療目標値の設定が検討される必要のあるもの

ロール値から HDL コレステロール値を減じた指標であ

と考えられる．

るが，レムナントリポ蛋白などの動脈硬化惹起性のリポ
蛋白をすべて含むため LDL コレステロールよりも虚血
性心疾患の発症予測能が優れているという報告もあ
る 170），171）．Non HDL コレステロール値と冠動脈疾患の
関連については，最近，国内から多くの疫学調査成績が
報告されている

172）－176）

．Non HDL コレステロール値と

3

家族性高コレステロール血症

①概念・診断基準
家族性高コレステロ－ル血症（Familial hypercholesterolemia,

FH）は常染色体性優性遺伝を示し，著明な高 LDL コレ

心筋梗塞の関連は，LDL コレステロールと心筋梗塞発

ステロール血症，皮膚および腱黄色腫，早発性冠動脈疾患

症の関連と同様の傾向を示し，両者の心筋梗塞発症予測

を 3 主徴とする疾患である．FH は LDL 受容体遺伝子変異に

能は同等であった．Non HDL コレステロール値の冠動

よる遺伝病として認識されてきたが，現在では LDL 受容体

脈疾患，心筋梗塞の発症・死亡リスクは男性では 170 ～

機能異常による FH1，アポ B100 遺伝子の異常による FH2，

180mg/dL 以上で明らかな増加を認めるが，女性では一

そして PCSK9（proportions converses subtilin/kexin type 9）

定の傾向を認めていない

171），173），174），177）

．高トリグリセリ

の異常による FH3 に分類されている．いずれも臨床的

ド血症の有無で Non HDL コレステロール値の心筋梗塞

に FH と診断されるが，日本においては FH2 の報告はな

発症リスクを検討した報告では 173），高トリグリセリド

い．FH は高 LDL コレステロール血症と冠動脈疾患のモ

血症（150mg/dL 以上）かつ Non HDL コレステロール値

デル疾患であり，しかも最も重症の高 LDL コレステロ

190mg/dL 以上で心筋梗塞リスクの明らかな上昇を認め

ール血症として特別な対応が必要である 184）－187）．すな

た．また JELIS のサブ解析でも，LDL コレステロールと

わち，早期発見，早期からの介入が重要である．FH を

Non HDL コレステロールの管理目標を両方達成してい

診断した場合，家系調査は必須である．FH ホモ接合体

るグループのほうが，それ以外のグループより冠動脈疾

は約 100 万人に 1 人と稀であるが，FH ヘテロ接合体は

患発症率は低かった

177）

．高トリグリセリド血症を有す

約 500 人に 1 人の割合で存在する．したがって我が国の

る日本人の Non HDL コレステロール値は米国と同様，

総患者数は 25 万人以上と極めて頻度の高い疾患である．

LDL コレステロール値 +30mg/dL のレベルであることが

2012 年に改訂された FH の診断基準を以下に示す 134）．

示されたことから 178），179）Non HDL コレステロール値の

1）未治療時 LDL コレステロール値 180mg/dL 以上

管理基準は LDL コレステロールの管理基準値＋ 30mg/

2）アキレス腱肥厚あるいは皮膚結節性黄色腫（アキ

dL 未満である．
また，LDL コレステロールや HDL コレステロールが
正常範囲でも LDL コレステロール／ HDL コレステロー
ル比が高くなると動脈硬化が進展との報告があり，臨床

レス腱肥厚は視診，触診またはアキレス腱の X 線
軟線撮影にて 9mm 以上にて診断）

3）2 親等以内に FH と確定診断されている，あるいは
早発性冠動脈疾患の血族がいる

でも利用されるようになっている．今後 LDL コレステ

以上の 3 項目のうち 2 項目以上を満たせば，FH と診断

ロール／ HDL コレステロール比のカットオフ値を含め

する．また，LDL コレステロール値が 250mg/dL 以上の
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場合にはそれだけで FH を強く疑うことができる．本診

図 7 ヘテロ FH 患者における年齢別，性別心筋梗塞累積症例数

断基準は続発性高脂血症を除外した上で適用する．

② FH における高 LDL コレステロ－ル血症
1996 ～ 98 年のデータベースを基にした原発性高脂血
症研究班 Bujo らは，ホモ FH 患者 19 例，ヘテロ FH 患者

641 例の臨床像をまとめている 188）．血清コレステロール
値はホモ FH では 686 ± 250mg/dL，男性のヘテロ FH で
は 324 ± 70mg/dL，女性のヘテロ FH では 325 ± 72mg/dL
であった．ヘテロ FH の男女間で総コレステロール値，

LDL コレステロール値の違いはないものの，女性のヘ
テロ FH 患者は男性と比べて，トリグリセリド値が低く，

（文献 192 より）

HDL コレステロール値が高い．Mabuchi らは 189），LDL
受容体の遺伝子変異の有無を確認した FH 患者と非 FH
患者の血清脂質値の分布を検討し，その鑑別できるカッ

ている．女性 FH ではエストロゲンが抗動脈硬化的に作

トオフ値を出したところ，総コレステロール値 225mg/

用していると考えられる．

dL，LDL コレステロール値 160mg/dL（感受性 99.4 ％，
特異度 98.5 ％）であった．また，Shiba らは国立循環器

50 歳以上の男性ヘテロ FH 患者では 30 ％，60 歳以上の

病研究センターにおける FH ヘテロ接合体の初診時 LDL

女性 FH 患者では 20％が心筋梗塞を併発した．また Bujo

コレステロール値は 241mg/dL であったと報告している

ら 188）の報告では，ホモ FH 全体で 73％，ヘテロ FH 全体

190）
（患者数 329 名，平均年齢 43.8 歳）
．さらに，Shiba ら

で 24％の患者が冠動脈疾患を発症し，ヘテロ FH におけ

は FH418 名，非 FH935 名，計 1,356 名のデータを解析し，

る冠動脈疾患累積発症度では男性で約 35 ％，女性で約

LDL コレステロール値のカットオフ値による診断基準

14％であった．

の感度，特異度を決定した．その結果，LDL コレステ

FH 患者の冠動脈硬化症が何歳頃から認められるかに

ロール値のカットオフを 180mg/dL とし，新診断基準の

関し Mabuchi ら 193）は，ホモ FH 患者 5 例とヘテロ FH 患

大項目のうち 2 つ以上を満たす場合を FH とすることに

者 163 例（男性 105 例，女性 58 例）に冠動脈造影を行い，

した場合，感度は 94.3％，特異度は 99.2％であった．一

年齢（X）と冠動脈狭窄度指数（CSI）（Y）の相関を求

方，190mg/dL と し た 場 合 の 感 度 は 92.1 ％， 特 異 度 は

め た と こ ろ（ 図 8）， ホ モ FH 患 者 で は，Y ＝ 1.57X －

99.2％であった．遺伝子変異により FH が確診されてい

20.43， 男 性 ヘ テ ロ FH 患 者 で は Y ＝ 0.52X － 9.11（r

る症例に限っても同じ傾向が認められた．したがって，

＝ 0.438，p ＜ 0.001）， 女 性 ヘ テ ロ FH 患 者 で は Y ＝

180mg/dL を用いたほうが，特異度は変わらず，感度が

0.47X － 12.54（r ＝ 0.343，p ＜ 0.01）の相関関係が得られ，

高いことが示された

190），191）

．したがって，本診断基準で

は LDL コレステロール値 180mg/dL 以上を採用した．

ホモ FH 患者ではヘテロ FH 患者の 3 倍の速度で冠動脈病
変が進行すると推定された．これらの回帰直線が X 軸と
交わる点よりホモ FH 患者は平均 13 歳から，男性ヘテロ

③早発性冠動脈疾患

FH 患者では 17 歳より，女性ヘテロ FH 患者では 25 歳よ

Mabuchi191）らによると経験した FH 症例のうち，ホモ

り冠動脈造影上確認できる程度の狭窄が発現すると考え

FH9 例，ヘテロ FH123 例が死亡した．ホモ FH は 9 例中

られ，高 LDL コレステロール血症の治療は男性で 10 歳

8 例は“心臓死”であり，平均死亡年齢は 33 歳，平均血

前後から，女性で 20 歳以降薬物療法を考慮するべきで

清 総 コ レ ス テ ロ ー ル は 772mg/dL で あ っ た． ヘ テ ロ

あろう．なお，スタチン投与による催奇形性の可能性が

FH123 例中 82 例（67 ％）は“心臓死”であり，平均死

あるため，妊娠可能な女性に対する投与は十分なインフ

亡年齢は男性 60 歳，女性 70 歳であった．脳卒中はわず

ォームドコンセントの後，慎重に行うべきである．

か 12 名（10 ％）であった．心筋梗塞を併発したヘテロ

また FH 患者の冠動脈疾患死の頻度は一般人の約 10 倍

FH 患者 193 名の性別，年齢別分布（図 7） をみると，

であり，Bujo らは，ヘテロ FH 患者において，LDL コレ

男性 FH では 30 歳以降で心筋梗塞を発症しているが，女

ステロール値 320mg/dL 以上，トリグリセリド値 250mg/

性 FH では 50 歳以前は少なく，閉経期以後急速に増加し

dL 以上の症例で冠動脈疾患の発症が増えること，HDL

192）
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心筋梗塞が認められた症例は FH 全体の 22 ％であり，
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図 8 家族性高コレステロール血症患者における冠動脈狭窄度指数（CSI）

影響を明らかにする必要がある．従来，日本人は欧米人
に比べ虚血性疾患の発生数が少なかったことから，信頼
に足る前向き追跡研究の成績が限られていたが，最近に
なり血圧レベルと虚血性心疾患との関係を検討した成績
が報告されるようになった．
小町らは，1975 年から 1983 年までに我が国で報告さ
れた 27 の前向き追跡研究の成績をまとめている 197）．そ
の成績によれば，心筋梗塞＋労作性狭心症で定義した虚
血性心疾患の発症率（対 1,000 人）は 40 ～ 69 歳の男性
では 0.9 ～ 1.2，女性では 0.3 ～ 0.6 で，脳卒中発症率の

1/5 程度であった．そして，男性の虚血性心疾患発症者
の収縮期血圧は母集団に比べ有意に高かったことを報告
している．しかし，女性の収縮期血圧および男女の拡張
期血圧には有意差は認められなかった．我が国における
代表的なコホート研究である久山町研究は，疾患や死因
の診断根拠を剖検を含めた詳細な症例検討に置く極めて
信頼性の高い疫学調査である．この研究では，1961 年，

1974 年，1988 年に設定した時代の異なる第 1 集団，第 2
集団，第 3 集団をそれぞれ 12 年間追跡した成績を比較
している 7）．その結果，年齢調整した虚血性心疾患（心
コレステロール値が高い患者ほど冠動脈疾患の発症が減
少することを認めている

．また，1989 年にプラバス

188）

タチンが上市されて以後，FH における初発冠動脈疾患
発症年齢が高くなっているとの報告がある

194）

．FH を対

象とした大規模臨床試験は報告がない 195）．

2

高血圧

筋梗塞発症または 1 時間以内の心臓突然死）の発症率（対

10 万 人 年 ） は， 男 性 で は 第 1 集 団 340， 第 2 集 団 392，
第 3 集団 348，女性ではそれぞれ 113，133，181 で，男
女ともに有意な時代的変化は認めなかった．また，第 1
集団の追跡調査において虚血性心疾患発症の危険因子を
多変量解析で検討した結果，収縮期血圧値が有意な危険
因子として採択された（表 4）7）．さらに，10 年間の観察
期間における連続剖検例で血圧値と冠動脈狭窄度との関

1

虚血性心疾患の危険因子としての
高血圧

Framingham 研究，
The Atherosclerosis Risk in Communities

連を検討し，冠動脈硬化の重症度は男女とも調査開始時
および死亡直前の収縮期血圧値と有意に関連することを
明らかにした．1980 年度の循環器疾患基礎調査の受診
者 10,558 人 を 対 象 と し た National Integrated Project for

（ARIC）研究，British Regional Heart 研究，Prospective

Cardiovascular Munster（PROCAM）研究など欧米の前
向き追跡研究から，高血圧は脳卒中のみならず虚血性心
疾患の危険因子であることが明らかにされている．また，
欧米のコホート研究のメタ解析より，血圧レベルは虚血
性心疾患の相対リスクと連続的に関連することも示され
ている 196）．つまり，高血圧は他の交絡因子と独立した
虚血性心疾患の危険因子であり，血圧値の上昇に従い虚
血性心疾患の発生リスクが高まる量依存関係が存在する
といえよう．一方，日本人は脳卒中のリスクが高い代わ
りに虚血性心疾患のリスクが低く，欧米白人とは異なっ
た動脈硬化のパターンを呈することから，我が国独自の
疫学調査によって高血圧が虚血性心疾患の発症に及ぼす

表 4 虚血性心疾患の危険因子 Cox 比例ハザード・モデル（久山町）7）
年
齢（歳）
収縮期血圧（mmHg）
喫
煙
血清総コレステロール（mg/dL）
Body mass index（kg/m2）
心電図異常
飲
酒
耐糖能異常

男 性
2.05（1.03-3.22）＊
1.56（1.13-2.17）＊
2.38（1.09-5.22）＊
1.37（1.04-1.80）＊
1.30（0.92-1.85）
1.38（0.66-4.00）
0.81（0.51-1.28）
0.58（0.21-1.59）

女 性
2.51（1.67-3.77）＊
1.49（1.07-2.07）＊
2.22（1.04-4.75）＊
1.04（0.72-1.50）
1.56（1.14-2.15）＊
2.09（0.91-4.81）
1.80（0.67-4.80）
1.53（0.44-5.35）

40 歳以上（n=1,603），1961 ～ 1984 年
，＊ｐ＜ 0.05
数字：相対危険，
（95％信頼区間）
年齢，収縮期血圧，血清総コレステロール，Body mass index
については，1 標準偏差あたりの相対危険
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Non-communicable Disease and its Trendsinthe Aged
（NIPPON DATA）80

では，14 年間の追跡調査におい

111）

89 歳）を統合した the Japan Arteriosclerosis Longitudinal
Study（JALS）0 次研究では，収縮期血圧，拡張期血圧，

て男性の血圧値が虚血性心疾患死亡の有意な危険因子で

脈圧，平均血圧の 4 つの指標と心筋梗塞の発症リスクと

あることを報告している．虚血性心疾患死亡の相対危険

の関係を検討している 201）．各指標の 1 標準偏差上昇あ

は， 収 縮 期 血 圧 値 120 ～ 139mmHg の レ ベ ル に 対 す る

たりの心筋梗塞発症のハザード比をみると，収縮期血圧

180mmHg 以上のレベルでは 3.05，拡張期血圧値 70 ～

と平均血圧が心筋梗塞の有意な危険因子となった．収縮

79mmHg のレベルに対する 100 ～ 109mmHg のレベルで

期血圧と拡張期血圧を同じモデルに入れて互いに調整す

は 3.92，110mmHg 以上では 4.75 であった．日系米国人

ると，男女で収縮期血圧のハザード比が拡張期血圧より

男性を対象とした Honolulu Heart Program でも，高血圧

も大きかった．つまり，種々の血圧指標の中で収縮期血

は虚血性心疾患の発症・死亡のリスクを有意に上昇させ

圧が最もよく虚血性疾患のリスクと関連することが示唆

ることが報告されている．以上の研究を含めた国内のコ

される．

ホート研究の成績をまとめた健康日本 21 では，収縮期
血圧 10mmHg の上昇で虚血性心疾患の発症・死亡のリ
スクが 1.16 ～ 1.40 倍上昇することが示されている（表

2

198）
5）
．都市部の追跡調査である吹田研究でも，高血圧

無作為化比較試験における高血圧
治療と虚血性心疾患発症

介入試験は，危険因子と疾患の因果関係を証明する上

は心筋梗塞発症の有意な危険因子であったが，男性では

で 最 も 信 頼 性 が 高 い 疫 学 的 手 法 で あ る． 表 6，7 に，

正常高値血圧のレベルからすでに心筋梗塞発症のリスク

1966 年～ 1992 年に欧米より発表された 17 の降圧薬の無

が有意に高かった

作為化比較試験を用いたメタ解析 202）の成績を示す．解

199）

．

欧米および我が国を含むアジアの 61 の前向きコホー

析対象者数は 47,653 人で，降圧薬として主にβ遮断薬

ト研究の個人データを合わせた大規模統合研究の

と利尿薬が用いられたが，その他，血管拡張薬，メチル

Prospective Studies Collaboration では，40 歳～ 80 歳代の

ドーパ，アルカロイドも使用されている．その結果，実

958,074 人を平均 12 年追跡し，年齢階級別に血圧レベル

薬群ではプラセボ群に比べ虚血性心疾患の発症リスクが

と心血管病死亡との関係を検討した 200）．その結果，虚

16 ％減少し，β遮断薬および利尿薬の虚血性心疾患発

血性心疾患死亡のリスクは，どの年齢階級においても収

症リスクの抑制効果が実証された．

縮期および拡張期血圧値が高くなるにつれて対数直線的

最近，β遮断薬，利尿剤以外の降圧薬についても臨

に上昇した（図 9）．年齢の上昇とともに血圧レベルに

床試験の結果が報告されている．2000 年 7 月までに発表

よる傾きは緩やかになるが，80 歳代でも有意な関係が

された angiotensin converting enzyme（ACE）阻害薬あ

認められた．つまり，血圧の上昇はどの年齢層でも虚血

るいはカルシウム（Ca）拮抗薬とプラセボまたはβ遮

性心疾患のリスクを上昇させると考えられる．

断薬あるいは利尿薬による治療とを比較した無作為化比

また我が国の 16 の追跡研究の対象者 48,224 人（40 ～

表5
コ

ホ

ー

較 試 験 に つ い て メ タ 解 析 を 行 っ た Blood Pressure

198）
国内外における最大血圧と虚血性心疾患 : 相対危険度の疫学成績（男性）

ト

解析年齢層

endpoint

10mmHgRR

信頼区間

世界
Honolulu Heart program
pooling project
MRFIT

45 ～ 79
40 ～ 59
35 ～

罹患
罹患／死亡
死亡

1.27
1.17
1.24

1.20 ～ 1.35
1.12 ～ 1.23
p ＜ 0.001

久山町
広島
秋田
大阪
新発田市
NIPPON DATA80
NIPPON DATA80
標準相対危険度

45 ～
40 ～ 69
40 ～ 59
40 歳以上
30 歳以上
30 ～ 69 歳（開始時）
30 歳以上

罹患
罹患
罹患
罹患
罹患
死亡
死亡
1.15

－
1.16
1.22
1.18
1.19
1.13
1.40

p ＜ 0.05
p ＜ 0.001
p ＜ 0.01
p ＜ 0.05
1.05 ～ 1.34
1.00 ～ 1.28
1.16 ～ 1.69

日本

重回帰分析（他の危険因子考慮済み）
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図9

年齢群ごとの血圧と虚血性心疾患死亡リスクとの関係

（文献 200 より）
表6

欧米における降圧薬治療の臨床試験
組

試験と報告年

参加者数

Wolff and Lindeman, 1966
Veterans Administration, 1967
Veterans Administration, 1970
Carter, 1970
Barraclogh et al, 1973
Hypertension-Stroke Study, 1974
USPHS Study, 1977
VA-NHLBI Study, 1977
HDFP, 1979
Oslo Study, 1980
Australian National Study, 1980
MRC Study (younger), 1985
EWPHE Study, 1985
Coope and Werrender, 1986
SHEP Study, 1991
Stop-Hypertension Study, 1991
MRC Study (older), 1992
平均あるいは合計

87
143
380
97
116
452
389
1,012
10,940
785
3,427
17,354
840
884
4,736
1,627
4,396
47,653

拡張期
血圧値
（mmHg）
100 ～ 130
115 ～ 129
90 ～ 114
≧ 110
100 ～ 120
90 ～ 115
90 ～ 114
85 ～ 105
≧ 90
90 ～ 109
95 ～ 109
90 ～ 109
90 ～ 109
105 ～ 120
＜ 90
90 ～ 120
＜ 115
－

み 入 れ
収縮期 平均 平均追跡
血圧値 年齢 期間
（mmHg）（歳） （年）
－
49
1.4
－
51
1.5
－
51
3.3
－
－
4
－
56
2
140 ～ 220 59
2.3
－
44
7
－
38
1.5
－
51
5
－
45
5.5
＜ 200
50
4
＜ 200
52
5
160 ～ 219 72
4.7
＜ 280
69
4.4
160 ～ 219 72
4.5
180 ～ 230 76
2.1
160 ～ 209 70
5.8
－
56
4.7

平均血圧下降度
方

法

降圧薬

二重盲検
A
二重盲検 D ＋ A ＋ V
二重盲検 D ＋ A ＋ V
オープン
D
単盲検
D／M
二重盲検
D
二重盲検 D ＋ A
二重盲検
D
オープン
D
オープン
D
単盲検
D
単盲検
BB ／ D
二重盲検
D
オープン
BB
二重盲検 D ＋ BB
二重盲検 BB ／ D
二重盲検 BB ／ D
－
－

拡張期血圧 収縮期血圧
（mmHg） （mmHg）
20
27
19
－
13
12
10
7
6
10
6
6
8
11
4
8
7
6.5

－
43
31
－
－
25
18
－
－
－
－
－
20
18
12
20
14
16

Ａ：アルカロイド，Ｄ：利尿薬，Ｖ：血管拡張薬，Ｍ：メチルドパ，BB：β遮断薬
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表7

 圧治療による脳卒中，虚血性心疾患，心血管疾患と
降
全死亡に対するリスクの低下

発 症 数
リスク低下率
%
実 薬 プラセボ
ｐ
（n＝23,487）（n＝23,806）（95％ CI）
全脳卒中
525
835 38（31～45） ＜ 0.001
致死性脳卒中
140
234 40（26～51） ＜ 0.001
全虚血性心疾患
934
1,104 16（8～23） ＜ 0.001
致死性虚血性心疾患
470
560 16（5～26） 0.006
心血管系疾患死亡
768
964 21（13～28） ＜ 0.001
全死亡
1,435
1,634 13（6～19） ＜ 0.001

に降圧薬の間で虚血性心疾患の抑制効果に差があるとは結
論できないと考えられる．The Ongoing Telmisartan Alone

and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial
205）
（ONTARGET 試験）
は，脳卒中，虚血性心疾患，末梢

動脈疾患あるいは臓器障害を有する糖尿病患者 25,620
人を ACE 阻害薬（ramipril）単独群，ARB（telmisartan）
単独群，両者併用群の 3 群に無作為割付して心血管イベ
ントの発症について追跡し，ARB は ACE 阻害薬と同程
度に心筋梗塞発症を抑制することを報告している．降圧
薬の種類の違いによる虚血性心疾患に対する効果の差に
ついては，さらなる検討が必要である．

Lowering Treatment Trialists’ Collaboration（BPLTTC）
の第 1 次解析

では，ACE 阻害薬群における虚血性心

試験も報告されている．高リスク高血圧患者 4,703 人を対
象とした Candesartan Antihypertensive Survival Evaluation

薬あるいは利尿薬の群と同等であった．また，ACE 阻

in Japan（CASE-J）206） で は，ARB 群（candesartan） と

害薬は Ca 拮抗薬と比較しても，虚血性心疾患のリスク

Ca 拮抗薬群（amlodipine）の間で狭心症，心筋梗塞発症

を約 13 ％減少させた．さらに，より厳格な降圧群（拡

のリスクに有意差は認められなかった．また，Japanese

張期血圧の降圧目標が 75mmHg 以下から 85mmHg 未満）

Trial to Assess Optimal Systolic Blood Pressure in Elderly

ではそうでない群（降圧目標が拡張期血圧 85mmHg 以

Hypertensive Patients（JATOS）207）では，日本人の高齢者

下から 105mmHg 未満）に比べ，虚血性心疾患のリスク

高血圧患者 4,418 人において，長時間作用型ジヒドロピ

が有意に低く，降圧が大きいほど虚血性心疾患の抑制効

リジン系 Ca 拮抗薬 efonidipine を第一選択薬とした厳格

果が大きかった．その後，BPLTTC は，2004 年末まで

降圧群（降圧目標：収縮期血圧＜ 140mmHg）と緩和降

に発表された，ACE 阻害薬および angiotensin 受容体拮

圧群（140mmHg ～ 159mmHg）の間で合併症の抑制効

抗（ARB）薬と他の治療薬（プラセボ，利尿薬または

果を比較した．その結果，両群間で狭心症，心筋梗塞発

β遮断薬，Ca 拮抗薬）との間で虚血性心疾患の抑制効

症のリスクに有意差はなかった．収縮期高血圧を有する日本の

果を比較した 26 の無作為化比較試験のメタ解析を行い，

高齢者 3,079 人を対象に ARB（valsartan）を第一選択薬とし

虚血性心疾患イベントに対する ACE 阻害薬の血圧依存

て用いた Valsartan in Elderly Isolated Systolic Hypertension

性 お よ び 非 依 存 性 の 抑 制 効 果 を ARB と 比 較 し て い

（VALISH）208）で も， 厳 格 降 圧 群（ 収 縮 期 血 圧 ＜

る 204）．図 10 は，他の治療薬を使った対照群と ACE 群

140mmHg）と緩和降圧群（140mmHg ～ 159mmHg）の

あるいは ARB 群の収縮期血圧差と虚血性心疾患リスク

間で心筋梗塞発症のリスクに有意差は得られなかった．

との関係を示している．血圧依存性の抑制効果をみると，

このように，我が国の高齢者において，虚血性心疾患の

ACE 群では対照群との収縮期血圧差が 5mmHg 低下する

予防のためにどのレベルまで降圧をはかるべきかは，今

ごとに虚血性心疾患のリスクは 16％（95％信頼区間 7 ～

後の検討課題として残されている．

25 ％）有意に低下した．ARB 群におけるリスク低下は

血圧レベルが高い高血圧患者ほど降圧薬治療の有用性

17％（－ 29 ～ 47％）で，ほぼ同等の抑制効果が認めら

が大きいことが示されているが，日本人での検討は未だ

れたが，試験数が少なく有意差は得られなかった．血圧

不十分である．また，どの薬剤が虚血性心疾患の予防に

非依存性の抑制効果（血圧低下が 0 であったときの虚血

有利であるかのコンセンサスも得られていない．しかし

性心疾患のリスク減少率）は，ACE 阻害薬群では 9％（3

ながら，降圧を十分にはかること，糖尿病患者，高齢者

～ 14％）であったが ARB 群では認められず，両者の間

など患者の特性を十分に考慮した治療が必要であること

に有意差が存在した．つまり，ACE 阻害薬と ARB は，

は異論がないと考えられる．

虚血性心疾患に対して同等の血圧依存性の抑制効果が認
められるが，ACE 阻害薬には降圧とは独立した虚血性
心疾患の抑制効果があることが示唆される．ただし，メ
タ解析に含まれる試験ごとに症例数，対象者背景が異な
ることを考慮すると，この BPLTTC の結果から，ただち

20

近年，日本人の高血圧患者を対象とした無作為化比較

疾患のリスクはプラセボ群に比べ約 20 ％低く，β遮断

203）

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン
図 10

対照群との収縮期血圧差と虚血性心疾患リスクとの関係

青丸：ARB，黒丸：ACE 阻害薬

（文献 204 より）

3

発症する頻度は，心筋梗塞の既往のある非糖尿病者が再

糖尿病

発する頻度と同等に高率であるといえる．さらに心筋梗
塞後の死亡率も糖尿病患者では非糖尿病者に比べ高く，

1

冠動脈疾患危険因子としての糖尿病

予後が悪い 214）．
我が国で行われた前向き研究の一つである久山町研究

欧米の前向き研究では，糖尿病患者では非糖尿病者に

では，糖負荷試験で耐糖能を評価した 2,427 人を 5 年間

比較して虚血性心疾患の頻度が 2 ～ 4 倍に増加すること

追跡し，年齢と性を調整しても糖尿病患者での初回虚血

．さらに 2 型糖尿病患

性 心 疾 患 発 症 率 は 5.0/1,000 人 年 で 健 常 者 の 発 症 率

者と非糖尿病者の心筋梗塞発症頻度を 7 年間にわたって

1.6/1,000 人年に比し有意に高率である 215）．Japan Diabetes

追跡した研究によれば，心筋梗塞の既往のない 2 型糖尿

Complication Study（JDCS）による調査では，観察期間

が明らかにされてきている

209）－213）

病患者の冠動脈疾患による死亡の危険率は，年齢，性，

7 年間における日本人 2 型糖尿病患者の心血管疾患発症

喫煙，高血圧，LDL コレステロール，HDL コレステロ

数は 1,000 人年あたり虚血性心疾患 8 人であり，先の久

ール，トリグリセリドを調整すると，心筋梗塞の既往の

山町研究に比べて高率である 216），これまで我が国では，

ある非糖尿病者の危険率と同等である（2.5 対 2.6/1,000

欧米に比べ脳血管障害の発症率が多い一方，虚血性心疾

231）

人年） ．すなわち糖尿病患者が初めて虚血性心疾患を

患の発症率は少なかったが，最近では，日本人糖尿病患
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者でも欧米と同程度に虚血性心疾患発症頻度が増加して

一次エンドポイントは強化治療群で 18.1％，標準治療群

いることを示唆するものであり，食習慣の欧米化や運動

で 20.0 ％発生しハザード比で 0.90（95 ％信頼区間 0.82

不足による肥満の増加を反映していると考えられてい

～ 0.98）となり強化治療群で有意に予後が改善されたが，

る．我が国での久山町の糖尿病患者と循環器疾患発症に

大血管障害は有意に抑制しなかった（HR 0.94；0.84 ～

関する 8 年間の前向き研究では，2,424 名を対象とし心

1.06,p ＝ 0.32）．心血管イベントや絡死亡に与える強化

筋梗塞に脳梗塞を加えた心血管疾患の発症に対する相対

療法の悪影響は，HbA1c（NGSP 値）＞ 8％の群や心血管

危 険 を 検 討 し て い る が， 糖 尿 病 患 者 の 空 腹 時 血 糖

疾患の既往者で認められており，このような患者では，

120mg/dL 以上で有意な危険率の上昇を認めている．

急速な血糖コントロールの正常化を目指すことによって

2

血糖コントロールの影響

血 糖 コ ン ト ロ ー ル に 対 す る 介 入 試 験 UK Prospective

3

糖尿病における他の冠危険因子の影響

Diabetes Study（UKPDS） で は，2 型 糖 尿 病 患 者 3,867

糖尿病患者に合併している高血圧症，脂質異常（高

人を経口剤あるいはインスリン注射による強化療法群と

LDL コレステロール血症，低 HDL コレステロール血症，

食事療法中心の通常療法群に分け 10 年間追跡し，通常

高トリグリセリド血症，高アポリポ蛋白 B 血症，small

療法群に比し強化療法群で HbA1c は 0.9 ポイント低下し

dense LDL 血症），喫煙もまた虚血性心疾患発症の危険

た．その結果，強化療法群では細小血管合併症は有意に

因子となり 220）－223），これらの危険因子の集積によりリ

減少し（25％）
，心筋梗塞の発症は有意には至らなかっ

スクはさらに高まる．我が国の MSDM 断面調査でも大

たものの 16％減少した〈p ＝ 0.052〉 ．これらの結果か

血管障害は，高血圧（収縮期血圧 135mmHg 以上，拡張

らも血糖上昇や長期の罹病期間は，糖尿病患者の虚血性

期血圧 76mmHg 以上），高コレステロール血症（総コレ

心疾患の発症頻度を増加させるが，その影響度は細小血

ス テ ロ ー ル 180mg/dL 以 上 ）， 高 ト リ グ リ セ リ ド 血 症

管障害ほど強くないと考えられ，糖尿病と虚血性心疾患

（120mg/dL 以 上 ） の 存 在 で 有 意 に 発 症 頻 度 が 高 く な

217）

発症の間に血糖因子以外の背景因子が存在することが示
唆されている．

る 224）．
また糖尿病患者の血圧コントロールに対する臨床介入

血糖厳格管理の大血管イベントの抑制が検証された

試験では，β遮断薬ないし ACE 阻害薬を中心に使用し

が，ACCORD（Action to Control Cardiovascular Risk in

た UKPDS では統計学的有意ではなかったものの 21％減少

Diabetes）試験 160）では，血糖強化療法群［HbAIc（NGSP

し 225），また利尿薬を中心に使用した Systolic Hypertensionin

値）＜ 6.0％目標］のほうが通常療法群［HbAIc（NGSP

in the Elderly Program（SHEP）では 54％の減少 226）およ

値）7.0 － 7.9％を目標］よりも心血管イベントは減少傾

び Ca 拮 抗 薬 を 中 心 に 使 用 し た Hypertension Optimal

向にあったものの，総死亡が 22 ％増加した．強化療法

Treatment（HOT）trial では 51 ％ 227）の有意な心筋梗塞，

群では，急速な血糖低下を目指したために重症低血糖の

突然死のリスク減少を認めている．これらの結果からは，

発症が有意に多かったことが示されている．VADT 試験

糖尿病患者において高血圧が虚血性心疾患の発症に重大

218）

（Veterans Aff airs Diabetes Trial）

は 米 国 の HbAIc

（NGSP 値）7.5％以上で心血管疾患既往または高リスク
を有する 41 歳以上の 2 型糖尿病患者約 1,800 人を対象に，

な影響を及ぼすと同時に，虚血性心疾患発症を予防する
上での降庄療法の重要性が示唆される．
糖尿病患者への脂質介入がもたらす虚血性心疾患発症

標準療法群は HbAIc（NGSP 値）8.0 ～ 9.0 ％を目指し，

一次予防に関する大規模研究としてはスタチンを用いた

強化療法群はロシグリタゾンを中心とした治療により

CARDS228）と，フィブラートを用いた FIELD229）が報告さ

HbA1c（NGSP 値）6 ％以下を目指して平均 6 年間観察

れている．CARDS 試験は心臓病の既往歴がなく，コレ

した試験である．結果は，有意差には至らなかったもの

ステロール値が比較的低い 2,800 名以上の 2 型糖尿病患

の，強化療法群で心血管死および総死亡各々が 26 ％，

者を対象に，アトルバスタチン 1 日 10mg 投与群とプラ

6.5％増加傾向を示した．一方，ADVANCE 試験（Action

セボ投与群を比較しており，アトルバスタチン投与群で

in Diabetes and Vascular Disease） は心血管疾患既往あ

は主要な心血管イベントの有意な減少（37 ％）を報告

るいは血管疾患の危険因子を 1 つ以上有する 11,140 例の

している．また，FIELD 試験は，9,795 名の 2 型糖尿病

219）
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心血管疾患死が増加する可能性が示されている．

糖尿病患者を対象とした国際研究で，強化治療群の

患者を対象にフェノフィブラート 1 日 200mg 投与群とプ

HbA1c（NGSP 値）は試験開始時7.5％→試験終了時6.5％，

ラセボ投与群を比較した試験であるが，そのうち一次予

標準的治療群では 7.5 ％→ 7.3 ％と推移した．この結果，

防（7,664 名 ） に お い て は， フ ェ ノ フ ィ ブ ラ ー ト 1 日

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

200mg 投与群において，非致死的心筋梗塞の初発または

いることを報告している 237）．BMI が 1 だけ増加した場

冠動脈心疾患による死亡発生率の有意な減少（25％）を

合の心血管疾患死亡の相対危険度は男女とも若年者で高

報告している．したがって，糖尿病患者においては，脂

く，55 歳以降低下する傾向がみられた．東 Finland の調

質の厳重なコントロールが，虚血性心疾患発症の予防に

査では 16,113 名の男女を 15 年以上にわたり追跡観察し，

極めて重要であることが明らかである．

4

BMI が虚血性心疾患の独立した危険因子であると報告
している 238）．体重が 1Kg 増加すると，虚血性心疾患死

耐糖能異常

亡の危険性が 1 ～ 1.5％増加している．

糖尿病ではない耐糖能異常者の虚血性心疾患発症頻度

Nurse’s Health Study では 115,000 名以上の看護婦を 14

への影響は議論の余地がある．ヘルシンキの前向き研究

年間以上にわたり追跡調査し，BMI が 23 を超えると冠

では冠動脈イベントの発症率は耐糖能異常者で軽度増加

動脈疾患の危険度が高まることを明らかにした 239），240）．

しているが有意ではなかった．一方我が国の久山町研究

BMI が 29 以上の相対危険度は BMI が 21 未満の群と比較

では，脳卒中を含めた心血管疾患の危険率は年齢，性を

すると 3.6 倍の高さであった．体重が正常基準値の範囲

調整すると正常耐糖能者の 1.9 倍と有意に高く，この差

以内であっても，体重が 18 歳以降に増加すると危険度

は収縮期血圧，BMI，総コレステロール，HDL コレス

が高まることを報告している．

テロール，喫煙，アルコールで調整しても有意であった．

我が国の 16 のコホート研究のメタアナリシスでは

さらに非糖尿病者での血糖値と心血管イベントの発症率

BMI25 では BMI22 に対し健康障害が相対危険度で約 2

に関するメタ分析では，血糖レベルは心血管イベント発

倍であることが示されている 241），242）．J-LIT では，性，

症率と関連し，空腹時血糖 75mg/dL のレベルに比し，

調査開始時の年齢，高血圧，糖尿病の有無および喫煙習

空腹時血糖 110mg/dL レベルでは相対危険率 1.33 と報告

慣などを補正した Cox 比例ハザードモデルによる解析の

されている 230）．また経口糖負荷試験 2 時間血糖値にお

結果，BMI25 以上の群で特に冠動脈イベントの相対危

いても同様の関連が認められている

231）－234）

．これらの

険度の増加は認められなかった 135）．

結果からさらなる研究は必要ではあるが，耐糖能異常者

日本人の BMI に関する研究で，BMI と冠危険因子の

においても，顕性糖尿病患者よりは低いものの虚血性心

糖尿病，高血圧，脂質異常症との関連が多施設共同研究

疾患の発症のリスクが正常耐糖能者より増すものと考え

により検討されている 243）．15 コホートから集められた

られる．NAVIGATOR Study の結果が発表され耐糖能異

30 ～ 79 歳男女約 15 万名について，性・年齢階級および

常患者では，ナテグリニドに大血管症の予防効果は認め

BMI 区分により，高血圧，高コレステロール血症，低

られなかった

4

235）

．

HDL コレステロール血症，高トリグリセリド血症，高
血糖症の出現頻度を記載し，さらに，多変量ロジスティ

肥満

ックモデルを用いて，性・年齢，喫煙状況および集団間
差を調製し，BMI20.0 以上 24.0 未満（中央値 22）を基

体重は身体の栄養状態をあらわす重要な指標である．

準としたときの，各 BMI 区分（16 未満，16 ～ 17.9，18

健康を維持し生活習慣病を予防するために望ましい適正

～ 19.9，24 ～ 25.9，26 ～ 27.9，28 ～ 29.9，30 ～） に お

な体重がある．その異常は肥満あるいは痩せとして問題

けるオッズ比を出している．高血圧と BMI との間に最

になる．体重をコントロールする場合の指標として

も直線的（等比級数的）関連が認められた．低 HDL コ

body mass index（BMI）が広く用いられている．

レステロール血症と高トリグリセリド血症は，BMI と

これまでに欧米諸国で行われた大規模疫学試験の結

の間で近似的パターンを示した．高コレステロール血症

果，体重と心血管疾患発症との間に関連のあることが報

は，BMI との正の関連が他と比べて最も弱かった．全

告されている．Framingham 研究では，調査開始時の肥

般的に，BMI が 24 ～ 27.9 の区分（中央値 27）では，高

満度が年齢，喫煙，総コレステロール，収縮期血圧，耐

血圧，低 HDL コレステロール血症，高トリグリセリド

糖能低下，心肥大などとは独立した冠危険因子であるこ

血症に関するオッズ比が 2 を超えることが示された．し

と を 26 年 間 の 観 察 か ら 報 告 し て い る ．American
Cancer Society’s Prevention Study では，喫煙歴がなく，

たがって，糖尿病や心血管疾患を中心とした生活習慣病

236）

の予防という観点からは，欧米の BMI30 よりも比較的

心臓病，脳血管疾患，悪性腫瘍を合併していない男性

低い 25 ～ 29.9 のレベルから，適正体重を目指した体重

62,116 名と女性 262,019 名を 12 年以上にわたり観察し，

管理を行う必要があると報告している．

BMI が大きいほど心血管疾患による死亡率が増加して

日本肥満学会では，BMI による診断基準に加えて，
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内臓脂肪型肥満も高血圧，糖尿病，脂質異常症を合併し
やすく，留意すべき肥満症としている．内臓脂肪型肥満
を基礎に次項に述べるメタボリックシンドロームの概念が
でている．表 8に内臓脂肪型肥満の診断基準を示す 244）．

5

メタボリックシンドローム

1

日本人におけるメタボリックシン
ドローム

メタボリックシンドロームはインスリン抵抗性や耐糖
能障害・動脈硬化惹起性リポ蛋白異常，血圧高値を個人
に合併した状態で，個々のリスクが必ずしも強くなくて
も，それらが重責すると心血管病の発症リスクが極めて
強くなる病態であり，その概念は世界共通である．高コ
レステロール血症に対する対策がほぼ確立された現在，
心血管病予防の重要なターゲットとなっている．メタボ
リックシンドロームを疾患概念として確立し，我が国に

表9

メタボリックシンドロームの診断基準 246）

内臓脂肪（腹腔内脂肪）蓄積
ウエスト内囲怪
男性≧ 85cm
女性≧ 90cm
（内臓脂肪面積男女とも≧ 100cm2 相当）
上記に加え以下のうち 2 項目以上
高トリグリセライド血症
≧ 150mg ／ dL
かつ／または
低 HDL コレステロール血症
＜ 40mg ／ dL
男女とも
収縮期血圧
≧ 130mmHg
かつ／または
拡張期血圧
≧ 85mmHg
空腹時高血圧
≧ 110mg ／ dL
＊ CT スキャンなどで内臓脂肪量測定を行うことが望ましい .
＊ウエスト怪は立位，軽呼吸時，臍レベルで測定する．脂肪蓄
積が著明で臍が下方に偏位している場合は助骨下縁と前上腸
骨棘の中点の高さで測定する．
＊メタボリックシンドロームと診断された場合，糖負荷試験が
薦められるが診断には必須ではない．
＊高 TG 血症，低 HDL-C 血症，高血圧，糖尿病に対する薬剤治
療を受けている場合は，それぞれの項目に含める．
＊糖尿病，高コレステロール血症の存在はメタボリックシンド
ロームの診断から除外されない．

おいて独自の診断基準を策定した目的は，飽食と運動不
足によって生じた過栄養を基盤に増加してきた心血管病

シンドロームの概念は，糖代謝異常，脂質代謝異常，高

に対して効率のよい予防対策を確立することである．

血圧の上流に位置し，また，それ自身が心血管病のリス

メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド ロ ー ム の 第1の 臨 床 的 帰 結

クでもあるという成因論的検討に加え，予防医学上，多

（Clinical Outcome）は心血管病であり，診断および治療

くの人が用いることができ，また疫学調査にも利用し得

．2005 年に発表された我

るような基準作成について検討がなされ，診断基準検討

が国のメタボリックシンドロームの基準（表 9）は，ウ

委員会は，メタボリックシンドロームを内臓脂肪蓄積（ウ

エスト周囲径を基準とした中心性肥満を絶対条件として

エ ス ト 周 囲 径 の 増 大 で 示 さ れ る ）＋ 2 つ 以 上 の co-

①高トリグリセリド血症（＞ 150mg/dL）②低 HDL コレ

morbidity と定義することで合意が得られた 246）．

は心血管病予防のために行う

245）

ステロール血症（男性＜ 40mg/dL，女性＜ 50mg/dL）③
血 圧 高 値（ ＞ 130/85mmHg） ④ 空 腹 時 高 血 糖（ ＞

100mg/dL）または 2 型糖尿病の 4 項目のうち 2 つ以上の

メタボリックシンドロームの臨床
的意義

条件を満たすものと策定した．我が国では，特に以前か

心血管病のリスクの重なりが，単独のリスクよりも危

ら内臓肥満の重要性が主張されてきたがウエスト周囲径

険度が増すことは当然であるが，メタボリックシンドロ

や肥満の程度は欧米諸外国とは異なることから，我が国

ームの心血管疾患死亡予測の意義についていくつかの報

において独自の診断基準を策定した
表8

246）

．メタボリック

内臓脂肪型肥満の診断基準 244）

診
断
方
法
1） 内臓脂肪型肥満のスクリーニング
に用いる身体計測指標として，立
位，
呼気時に計測した臍周囲径
（ウ
エスト周囲径）を用いる．
ただし，WHO 基準でのウエスト
周囲径は肋骨弓下縁と上前腸骨棘
の中間点としている 3）．
2） 上半身肥満の疑いと判定された例
に対し，腹部 CT 法により呼気法
の臍レベル断面像を撮影し，内臓
脂肪面積を計測する．

24

2

結
論
BMI25 以上で，
男性のウエスト周囲径
85cm 以上，
女性のウエスト周囲径
90cm 以上を
上半身肥満の疑いとす
る．
男女とも内臓脂肪面積
100cm2 以上を
内臓脂肪型肥満と診断
する．

告が行われている．

①欧米におけるメタボリックシンドロームの予後
30 ～ 75 歳の 6,255 人
（女性 54％）
を平均 13 年間追跡した米
国 The Second National Health and Nutrition Examination

Survey（NHANESII）の調査研究ではウエスト周囲径の
データがないため，BMI30kg/m2 以上を用いた NCEP 基
準を用いているが，メタボリックシンドロームの罹患率
は 26 ％で，メタボリックシンドローム群は非メタボリ
ックシンドローム群に比べ，年齢，性別を補正した冠動
脈疾患死亡のハザード比が 2.02，心血管疾患死亡のハザ
ード比も 1.4 と高値であった 247）．糖尿病症例を除いても

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

メタボリックシンドローム群は冠動脈疾患死亡のハザー
ド比が 1.65，心血管疾患死亡のハザード比は 1.56 と高
かった．ウエスト径を測定し糖負荷試験を大規模に行っ
た San Antonio Heart Study（SAHS）（2,815 人， 平 均 追
跡期間 12.7 年）では，NCEP，WHO の両基準で調査され，

NCEP 基準のメタボリックシンドローム群（25.2％）で
WHO 基準（メタボリックシンドローム 25.2％）では総
死亡 1.27，心血管疾患死亡 1.63 のハザード比が得られ
ており，両基準とも全体として心血管死亡の予知に有用
であったが，簡便な NCEP 基準の方がベースに糖尿病や
心血管疾患の既往のない低リスク群においても有用な傾
向にあったとしている 248）．フィンランド，スウェーデ
249）

ン に お け る Botnia Study

，フィンランドにおける

Kuopio Ischemic Heart Study250）では，WHO 基準を用い

危険因子の保有数 オッズ比 （95% 信頼区間） p 値
0
1.00
―
1
5.09 （1.78− 14.52） 0.0023
2
9.70 （2.72− 34.57） 0.0005
3〜4
31.34 （5.81−168.93） 0.0001
冠動脈疾患発症オッズ比

は総死亡 1.47，心血管疾患死亡 2.53 のハザード比が，

図 11 危
 険因子保有数別にみた冠動脈疾患発症に
252）
対するオッズ比（労働省調査研究班）

40
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たメタボリックシンドロームの診断が，心血管疾患の発
症予測に有用であるとしている．また，近年報告された

の重要性を示している．また，疫学研究である久山町研

メタアナリシスでは，NCEP および修正 NCEP 基準によ

究においても虚血性心疾患に対する複合リスクの重要性

って判定されたメタボリックシンドロームは心血管疾患

が示されている．

に対して 2.35，CVD 死亡に対して 2.40，全死因死亡に

我が国の疫学研究である端野・壮瞥町研究 253）－255）か

対して 1.58，心筋梗塞に対して 1.99 および脳卒中に対

らメタボリックシンドロームの心血管イベントに関する

しては 2.27 のリスクの上昇につながると報告されてい

成績が報告されたが，40 歳以上の男性 808 名において，

る 251）．

ウエスト径を必須条件とする新基準を用いたメタボリッ

②我が国におけるメタボリックシンドロームの予後
我が国においても複合リスクの心血管疾患に対する危

クシンドロームの頻度は 21％であった．8 年間の心血管
イベントをエンドポイントとした Kaplan-Meier 法によ
る解析では，メタボリックシンドローム群は非メタボリ

険性は以前から示されている．厚生労働省作業関連疾患

ックシンドローム群に対し，1.8 倍の危険度を示した．

総合対策研究班の企業従事者 12 万人を対象にした調査

久山町研究のデータでは，2,452 名を約 14 年間追跡した

では，3 年間で冠動脈疾患を発症した 94 例について，企

結果，メタボリックシンドロームの構成リスクが増加す

業での健診結果が 10 年前まで遡り調べられた

るにつれて心血管疾患の累積発症率は増加すること，交

252）

．発症

群 は 性 別， 年 齢， 部 署 を あ わ せ た 非 発 症 群 に 比 べ，

絡要因で調整後のメタボリックシンドロームの心血管イ

BMI，血圧，空腹時血糖値，血清コレステロール値，血

ベント発症に対するハザード比は男性で 1.86，女性で

清トリグリセリド値，血清尿酸値のいずれもが，正常よ

1.70，冠動脈疾患に対しては男性で 1.94，女性で 2.86 で

りやや高値の範囲であるが有意に高く，10 年間持続し

あった 256）．さらに脳卒中に対しても男性で 1.92，女性

ていることが確認された．BMI26.4kg/m2 以上の肥満，

で 1.50 と有意なリスクとなっていた全国 5 か所の地域住

140/90mmHg 以上の高血圧，220mg/dL 以上の高コレス

民 9,087 名を 18 年間追跡した結果では，腹囲径の代わり

テロール血症，110mg/dL 以上の高血糖の 4 項目のうち 3

に BMI を用いた修正 NCEP 基準によるメタボリックシ

つ以上を保有すると，これらリスクを全く保有しないも

ンドロームは，虚血性心疾患に対するハザード比が男性

のに比べ，重回帰分析により冠動脈疾患発症リスクは

で 2.4，女性で 2.3，脳卒中に対して男性で 2.0，女性で

31.34 と高いオッズ比を示した（図 11）．高コレステロ

1.5 と有意なリスクとなることが報告されている 257）. ま

ール血症の項目を高トリグリセリド血症に置き換える

た都市部の集団を対象とした吹田研究の結果において

と，2 項目を保有するものの冠動脈疾患発症オッズ比は

も，5,332 名を 11 年間追跡したところ，修正 NCEP 基準

5.76 であるが，3 項目以上を保有するとオッズ比は 35.8

によるメタボリックシンドロームの心血管イベントに対

と著しく増加した．この解析はメタボリックシンドロー

するハザード比は男性で 1.75，女性で 1.90 であり，日

ムの診断基準とは異なるが，我が国における複合リスク

本基準のメタボリックシンドロームでは男性で 1.34，女
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性で 2.20 であった 258）．さらに対象を 60 歳未満に限ると

にされている．そのため，我が国の CKD 患者においても，

男性においても日本基準のメタボリックシンドロームは

末期腎不全のため透析導入されるよりも，経過中に

2.92 のリスクとなることが示されている．また我が国の

CVD により死亡するリスクが高い．CKD 患者において

多施設コホート研究である JMS コホート研究において

は CVD 合併の有無を確認することが重要である．CKD

も，2,205 名を平均 11 年間追跡した結果，日本基準のメ

は動脈硬化を反映し，動脈硬化を促進する．CKD ステ

タボリックシンドロームの脳卒中に対するハザード比が

ージが高くなるに従って，冠動脈の狭窄病変が高度にな

男 性 で 1.93， 女 性 で 6.85 で あ る こ と が 報 告 さ れ て い

る．また，冠動脈組織の粥状硬化病変の程度が強くなる．

る

259）

．いずれも日本人におけるメタボリックシンドロ

6

図 13 に eGFR と ACR に基づいたステージ別の CKD にお
ける心血管疾患死亡オッズ比を示したが，eGFR が 60 ～

ームの心血管疾患予測として重要な資料である．

74（mL/ 分 /1.73m2）でも ACR300mg/gCr 以上の場合心

慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease: CKD）

血管疾患死亡オッズ比は４以上となる．微量アルブミン
尿以上のアルブミン尿は GFR の低下とは独立した CVD

1

の危険因子であることが示されている 261）．

慢性腎臓病の診断

慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease: CKD）が心血管

7

家族歴

疾患のリスクとして確定されている．虚血性心疾患の一
次予防の対象として CKD を取り上げ，2012 年に設定さ
れた CKD 治療ガイド 2012

した報告は見当たらない．高コレステロール患者を対象

よりその要点をまとめた．

CKD とは，①尿異常（特に蛋白尿の存在が重要），画像

とした大規模臨床介入試験である J-LIT では一次予防コ

診断，血液．病理で腎障害の存在が明らか，②糸球体濾

ホートにおいて虚血性心疾患の家族歴が有意な冠危険因

過量（glomeruiar filtration rate GFR）＜ 60mL/ 分 /1.73m

子となっている 135）．Cox 比例ハザードモデルによる相

のいずれか，または両方が 3 か月以上持続する状態とし

対危険度は約 3 倍であった．

2

て定義される．日常診療では GFR は血清クレアチニン
（Cr）と年齢，性別より成人では日本人の GFR 推算式を

家族歴では虚血性心疾患以外に糖尿病，脂質異常症，
高血圧などの冠危険因子の家族歴も考慮される．これら
の疾患の遺伝素因が一部明らかにされてきた．脂質異常

用いて推算 GFR（eGFR）として評価する．

eGFR は次の血中 Cr 濃度と年齢により，男女別に求め

症では家族性高コレステロール血症の他，家族性複合型
脂質異常症，家族性高レムナント血症（家族性Ⅲ型脂質

られる．
男性 :eGRF
（mL/分/1.73m2）=194 × Cr －1.094 ×年齢－0.287
2

女性 :eGRF（mL/分/1.73m ）=194 × Cr

－1.094

×年齢

－0.287

× 0.739

異常症），家族性Ⅳ型脂質異常症，家族性高カイロミク
ロン血症，家族性低 HDL 血症などのタイプ別評価が問
題となる．

なお，るい痩，下肢切断などの極端に筋肉量が少ない

米国ではいくつかの prospective study を含む疫学研究

場合には血清シスタチン C の推定式がより適切である．

で家族歴は他の危険因子とは独立した危険因子であるこ

CKD の重症度は原因（Cause C）．腎機能（GFR G）．
蛋白尿（アルブミン尿 A）による CGA 分類で評価する．

とが報告されている 262）－266）．
スウェーデンで 21,994 組の双生児を 26 年間追跡調査

腎機能区分を GFR によって定め，尿蛋白は正常（0.15g/

した報告によると 267），55 歳以下で冠動脈疾患による死

gCr 未満），軽度蛋白尿（0.15 － 0.49g/gCr），高度蛋白尿

亡がみられた場合の相対危険度は，一卵性双生児では男

（0.50g/gCr 以上）に区分される．ただし糖尿病の場合は

は 8.1，女は 15.0 と高く，二卵性双生児では男は 3.8，女

尿アルブミン区分（ACR）を用いて評価する（図 12）．

は 2.6 と低いことが報告されている．この双生児研究で

CKD の重症度分類は，図 13 のように示され，緑を基準

は双生児の一方が若年で早く冠動脈疾患で死亡するほど

に黄，オレンジ，赤４の順に死亡，末期腎不全のリスク

残った双生児の相対危険度がより高いとされ，家族歴が

は高くなる．

冠危険因子であることは明らかである．

2

CKD の心血管疾患（CVD）リスク

軽度の腎機能低下や蛋白尿が心筋梗塞や脳卒中の大き
な危険因子であることが欧米のみならず日本でも明らか
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260）

15,200 家族を調査した Utah 研究では，同一家族内に
一人より二人，55 歳以上より 55 歳未満の冠動脈疾患死
亡者がいた場合の残った兄弟の相対危険度はより高いこ
とが報告されている 268），269）．

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン
図 12

CKD の重傷度分類

原疾患

蛋白尿区分

A1

A2

A3

糖尿病

尿アルブミン定量
（mg/ 日）
尿アルブミン /Cr 比
（mg/gCr）

正常

微量アルブミン尿

顕性アルブミン尿

30 未満

30 ～ 299

300 以上

正常

軽度蛋白尿

高度蛋白尿

0.15 未満

0.15 ～ 0.49

0.50 以上

高血圧
腎炎
多発性囊胞腎
不明，その他

GFR 区分
（mL/min/1.73 ㎡）

尿蛋白定量
（g/ 日）
尿蛋白 /Cr 比
（g/gCr）
G1

正常または高値

＞ 90

G2

正常または軽度低下

60 ～ 89

G3a

軽度～中等度低下

45 ～ 59

G3b

中等度～高度低下

30 ～ 44

G4

高度低下

15 ～ 29

G5

末期腎不全（ESKD）

＜ 15

重症度は原疾患・GFR 区分・蛋白尿区分を合わせたステージにより評価する．CKD の重傷度は死亡，末期腎不全，心血管死亡発症
のステージを基準に，黄
，オレンジ
，赤
の順にステージが上昇する程リスクは上昇する．
のリスクを緑
出典：CKD 診療ガイド 2012（日本腎臓学会編）
図 13

CKD における血管死亡と末期腎不全のステージ別オッズ比

心血管死亡

末期腎不全

ACR
＜ 10

ACR
10 ～ 29

ACR
30 ～ 299

ACR
≧ 300

ACR
＜ 10

ACR
10 ～ 29

ACR
30 ～ 299

ACR
≧ 300

eGFR
≧ 105

0.9

1.3

2.3

2.1

eGFR
≧ 105

Ref

Ref

7.8

18

eGFR
90 ～ 104

Ref

1.5

1.7

3.7

eGFR
90 ～ 104

Ref

Ref

11

20

eGFR
75 ～ 89

1.0

1.3

1.6

3.7

eGFR
75 ～ 89

Ref

Ref

3.8

48

eGFR
60 ～ 74

1.1

1.4

2.0

4.1

eGFR
60 ～ 74

Ref

Ref

7.4

67

eGFR
45 ～ 59

1.5

2.2

2.8

4.3

eGFR
45 ～ 59

5.2

22

40

147

eGFR
30 ～ 44

2.2

2.7

3.4

5.2

eGFR
30 ～ 44

56

74

294

793

eGFR
15 ～ 29

14

7.9

4.8

8.1

eGFR
15 ～ 29

433

1，
044

1，056

2，
286

ACR：尿アルブミン /Cr 比（mg/gCr）

8

喫煙

（Levey AS. Kidney Int 2011: 80: 17-28 より引用，改変）

果が得られており，喫煙者での虚血性心疾患の相対危険
率は非喫煙者に比し，男性 1.73，女性 1.90 と高くなっ
ている．我が国で行われた大規模臨床介入試験である

喫煙と虚血性心疾患との関連について多くの調査が行

J-LIT の一次予防コホートにおいても，喫煙習慣は有意

われ，喫煙が虚血性心疾患の発症率および死亡率を高め

に相対危険度が高く，非喫煙者に比して冠動脈イベント

ていることが証明されている 269）－277）．1 日の喫煙本数に

発症のリスクは 1.6 倍高かった 135）．禁煙による虚血性心

応じて冠動脈疾患の危険度が高まることが示されてい

疾患死亡の相対危険度は，喫煙を続けている者を 1 とし

る．MRFIT 試験では 1 日 1 ～ 25 本喫煙した場合の相対

た場合に禁煙して 1 ～ 4 年で 0.6，禁煙して 10 ～ 14 年で

危険率は 2.1 であり，
25 本以上では 2.9 と高くなっている．

0.5 に減少すると計算される．

また喫煙を中止することで，虚血性心疾患死亡率を低下

非喫煙者では受動喫煙，あるいは環境的タバコ煙が問

させられることも報告されている．日本人でも同様の結

題である．自宅，職場あるいは公共の場でのタバコ煙の
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影響が調査されている．生活環境中のタバコ煙の量を把

る． また， 家 庭 や睡眠 中 での 血圧 に も差 異が 認 めら

握することが難しいため議論のあるところであるが，受

れ 287），職業性ストレスの持ち越し効果が想定される．

動喫煙で虚血性心疾患の相対危険度が有意に高くなって

その他，職業性ストレスが加齢や飲酒による血圧上昇を

いるとの報告が多い 278）－280）．36 歳から 61 歳の非喫煙女

加速している可能性が指摘されている 288）．我が国にお

性 32,046 名を 10 年間追跡調査したところ，虚血性心疾

いては，週 60 時間以上の労働や，仕事のトラブルで多

患の相対危険率はときどきタバコ煙に暴露されている者

いとされ，時間に追われる場合に高血圧の新規発症が約

では 1.58，家庭や職場で常に暴露されている者は 1.91 で

2 倍となること，仕事が暇過ぎるものでも高血圧の発症

あったと報告されている

9

率が 4 倍になるとの報告がある 289）．さらに血清脂質の

281）

．

上昇 290），291），HbA1c の増加 292），血液凝固能の亢進 293）や

精神保健

線溶系の機能低下 294）などの介在が示唆されている．
危険因子以外の発症機序としては，急性冠症候群発症

職業性ストレスが虚血性心疾患の発症に関与する要因

の危険が高まっている段階で職場ストレスが誘因として

の一つであることは，欧米を中心に数多くの報告がある．

作用し，自律神経系を介して致死的不整脈や心筋梗塞の

アジアを含む世界 52 か国での検討でも，職場でのスト

発症を誘発する可能性，職場ストレスが交感神経系機能

レスが心筋梗塞のリスクを高めると報告された

1

320）

．

職場のストレス要因について

健康に影響を及ぼすストレス要因としては，仕事の負

の亢進や，心筋の機能回復過程の遅延などを介して発症
を惹起する可能性が推定されている 327）．職場ストレス
があると圧受容体反射感受性が低下し，血圧上昇時にも
心拍数を適正に調整できないことも報告されている 295）．

荷，責任などの仕事の要求度，仕事を行う上での裁量度

また，以前よりタイプ A 行動パターンが急性心筋梗塞発

や自己能力の発揮などの仕事のコントロール，および職

症の危険因子となることが知られている 296）．

場の人間関係としての上司，同僚の社会的支援がある．
特に仕事の要求度が高く，仕事のコントロールが低い職
場で精神的緊張度が高く，健康問題が生じやすい．さら
に，職場での上司・同僚の支援が低いことが最も問題を

Ⅲ

日本人の虚血性心疾患への対応

生じやすい．これらの要因のほか，長時間労働，仕事の
不安定さ，仕事上の出来事，その他の物理・化学的・人
間工学的有害因子がストレス要因となり得ることが知ら

1

れている．

2

職業性ストレスの健康影響

循環器疾患とストレスに関しては，仕事要求度・コン
トロールモデルに基づいて行われた研究 282）－284）のほと
んどで有意な関連が得られ，また疫学的に質が高いと判
断された研究において，より高い相対危険度を示す傾向
があるなど

280）

，心血管心疾患との強い関連性が示され

本ガイドラインの，以下の病態を日本人における虚血
性心疾患の一次予防に関係する要因とそのレベルとす
る．
（1）年齢要因は，男性は 45 歳以上とし，女性は 55 歳以
上とする．
（2）冠動脈疾患の家族歴として両親，
祖父母および兄弟・

ている．これらの報告においては，仕事の要求度が高く，

姉妹における突然死や若年発の虚血性心疾患の既

仕事のコントロールが低い高ストレス群での虚血性心疾

往とする．

患の相対危険度は 1.5 ～ 5 倍である

285）

．また慢性的な職

場でのストレスがあると，初回心筋梗塞を発症した後の
虚血性心疾患イベントの再発リスクが増加すると報告さ
れている

286）

．

職業性ストレスと循環器疾患との関連の機序について
は未解明な点が多いが，一つは循環器疾患の危険因子を
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の危険因子

（3）喫煙は虚血性心疾患の重要な危険因子である．
（4）脂質異常症に関しては日本動脈硬化学会の定義に従
い，高 LDL コレステロール血症（140mg/dL 以上），
高トリグリセライド血症（150mg/dL 以上）および
低 HDL コレステロール血症（40mg/dL 未満）とし，
そのいずれをも危険因子とする．

介して連関している可能性がある．例えば血圧について

（5）高血圧は日本高血圧学会の定義に従い，収縮期血圧

は，24 時間血圧との間で有意な関連性が認められてい

140mmHg あ る い は 拡 張 期 血 圧 90mmHg 以 上 と す

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

高血圧，糖尿病，肥満，脂質異常症などの動脈硬化の危

る．
（6）耐糖能異常は日本糖尿病学会の定義に従い，①早朝

険因子を軽減し，冠動脈疾患の発生ないし再発を予防し，

空 腹 時 血 糖 値 126mg/dL 以 上， ② 75g 糖 負 荷 試 験

冠動脈疾患による死亡を減少させることに関して多くの

（OGTT）2 時 間 値 200mg/dL 以 上， ③ 随 時 血 糖 値

疫学的研究が行われ，運動の一次予防における有効性は

200mg/dL 以 上， ④ HbA1c 値 が JDS 値 6.1 ％ 以 上

現在確立されている．ここではその有効性の背景および

（NGSP 値 6.5％以上）のいずれかが認められた糖尿

身体活動法の実際について述べる．

病型，糖尿病型ではないが，空腹時血糖値 110mg/

1

dL 以上あるいは OGTT2 時間値 140mg/dL 以上の境
界型とする．

身体活動度と一次予防

日常生活・職業上の活発な身体活動が，冠動脈疾患の

（7）肥満は日本肥満学会の定義に従い，BMI25 以上ま

発生または死亡を減らすことに関する疫学的研究が数多

たはウエスト周囲径が男性で 85cm，女性で 90cm

く報告されている．それらを表 10 にまとめて示す 297）．
古く Morris ら 298）はロンドンのバス会社の運転手と車

以上とする．
（8）メタボリックシンドロームは診断基準検討委員会に

掌を対象に，職業上の身体活動と冠疾患の関係を調べ，

従 い， 内 臓 肥 満 蓄 積（ ウ エ ス ト 周 囲 径 が 男 性 で

致死的冠疾患の発生は運転手に多く，車掌には狭心症が

85cm，女性で 90cm 以上）を必須にして，高トリグ

多かった．職業上の身体活動度や精神的ストレスが冠疾

リセリド血症 150mg/dL 以上かつ，または低 HDL

患 の 発 生 に 関 係 す る こ と を 初 め て 明 ら か に し た．

コレステロール血症（40mg/dL 未満），収縮期血圧

Paffenberger らはサンフランシスコ港湾労働者を対象と

130mmHg かつ／または拡張期血圧 85mmHg 以上，

した職業上の身体活動度と冠疾患の関係を 299），またハ

空腹時高血糖 110mg/dL 以上のうち 2 項目以上を持

ーバード大学同窓生を対象として日常生活上の身体活動

つものとする．

度と冠疾患の発生の関係を調べたが，どの年齢層におい

（9）CKD は日本腎臓学会の定義に従い，尿異常（特に蛋

ても身体活動度と冠疾患の発生には負の相関がみられ

白尿の存在）
，糸球体濾過量（glomeruiar filtration rate

た 300）．その他 Epstein らの運動習慣のない上級公務員を

GFR）60mL/ 分 /1.73m2 未満のいずれか，または両

対象とした研究 301），Slattery らの米国鉄道労働者を対象と

方が 3 か月以上持続する状態として定義する．

した研究 302），また包括的な一次予防コホート研究の部分研

（10）精神的，肉体的ストレスを危険因子とする．

2

究として身体活動度と冠疾患の関係を調べた Framingham
研 究 303），Leon ら の MRFIT 部 分 研 究 304），The Stanford

運動

Five-City Project306）など多くの研究もみられる．これら
から導かれる結論は，「日常生活・職業上の活発な身体

規則的な運動，日常生活・職業上の活発な身体活動が，

表 10
報

告 者
Morris

発表年 試験の型
1966
前向き

Paffenberg

1970

Epstein

1976

Paffenberg

1978

Kannel

1986

Leon

1987

Slattery

1989

Lee

1995

Rosengren

1997

活動ないし規則的な運動は，冠疾患の発生を予防し，死

身体活動度と一次予防に関する疫学的研究 297）より引用・改変
運動のレベル
職業労作

対

象
白人男性

結
論
職業上の低い身体活動は冠疾患死を増加
仕事上身体活動の低い人は致死的心筋梗
後ろ向き
仕事内容から推定
港湾労働者
塞が 2 倍多い
週末の激しい身体活動は心疾患に予防的
前向き 身体活動度アンケート
中年白人男性
に働く
週 2,000Kcal 以下の人で死亡と心筋梗塞多
後ろ向き 身体活動度アンケート ハーバード大学同窓生
い
前向き 身体活動度アンケート
中年男女
低い身体活動は心臓死のリスクを高める
低い身体活動は心臓死のリスクを中等度
前向き 身体活動度アンケート
中年男性
に高める
運動不足（40Kcal/W）の人は冠疾患死が
前向き 身体活動度アンケート
白人男性
50% 多い
全および激しい運動によるエネルギー消
前向き 身体活動度アンケート ハーバード大学全同窓生
費量が全死亡と逆相関
余暇身体活動は心血管死，ガン死，およ
前向き 身体活動度アンケート
中年男性
び全死亡を減少
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亡を減少させる」である．

因子を合併している場合にはさらに顕著であったと報告

身体活動が冠疾患の発生を予防するという点に関し

している．また Ekelund ら 313）は運動能力の低い人は心

て，高齢者・女性においても同様な結果が得られている．

血管死が多く，他の危険因子から独立していることを報

Wanamethee ら 306）は高齢になってからの運動習慣が死亡

告，Blair ら 314）も運動負荷試験を受けた男女を 8 年間追

や冠事故の発生を減少させることを，また Manson ら 307）

跡した結果，最も運動能力の低い群の死亡は高い群の

は中年女性（看護師）において身体活動度と冠事故発生

7.5 倍であり，低い身体運動能力は重要な死亡の危険因

のリスクの間には負の相関があることを報告している．

子であると報告した．これに関しても我が国のデータは

は人間ドック症例を対象に日常

乏しいが，Ichihara ら 315）は中年健常者を対象に心肺運動

生活上の運動習慣と冠リスクの関係を調べ，日本人にお

能力と冠危険因子の関係を調べ，運動能力の高い人に危

いても身体活動が冠リスクを減らすことを明らかにし

険因子が少ないとしている．

我が国では，Hsieh ら

308）

は 40 ～ 79 歳の脳梗塞，冠動脈疾患

実際に Ekblom-Bak ら 316）は身体活動度と運動能力を同

および癌の既往のない男性 31,023 人，女性 42,242 人に

時に評価し，心血管リスクとの関係を横断的に研究した

おいて約 10 年間のコホート研究を行い，歩行運動とス

ところ，両者は独立して，心血管リスクを抑制すること

ポーツ参加の頻度が多いほど，冠動脈疾患および心血管

が明らかになった．

た．また Noda ら

309）

疾患による死亡率が有意に低くなることを報告した．
近年，運動と仕事を含む生活活動を合わせて身体活動
を評価することが多いが，実際にガイドライン普及によ
り 生 じ る 行 動 の 変 化 は， 余 暇 身 体 活 動 で あ る．Sofi
310）

3

身体活動が一次予防に有効である
機序

高い身体活動度あるいは運動能力が虚血性心疾患の一

は余暇身体活動と冠動脈疾患の発生をメタ解析し

次予防に有用であるが，その機序は完全には解明されて

たところ，中強度から高強度の身体活動により有意に冠

いない．身体活動による個々の冠リスクの改善は，脂質

動脈疾患の発生が抑制されることが示された．Byberg

異常 5 ％ 317），血圧 3 ～ 5mmHg317），HbA1c1 ％ 318）と大き

ら

は余暇身体活動の効果の持続性を検討するために

くないのにもかかわらず，心血管疾患の抑制効果は 30

50 歳の男性 2,205 名を対象として，35 年にわたるコホー

％～ 50 ％と大きいことが知られている．他にも運動療

ト研究を行ったところ，持続して余暇身体活動が低い人

法の効果として，CRP，炎症性サイトカインの減少など

に比べて，途中で身体活動度が低下した人でも身体活動

炎症性指標の改善，血小板凝集能，血液凝固能低下，血

度が高い人の方が，死亡率が低いことが明らかとなり，

管内皮機能の改善，交感神経緊張低下などが挙げられ

改めて余暇身体活動の重要性が明らかとなった．

る 319）．健康女性 27,055 人を対象にしたコホート研究

ら

311）

Women’s Health Study320）では，運動量に比例して 27 ～

身体運動能力と一次予防

2

41 ％の心血管疾患発症の低下を認めたが，この効果は

日常生活・職業上の身体活動度が冠疾患の一次予防に

既知の冠リスク因子の改善，特に炎症性指標の改善と血

有用であることはすでに述べたが，これに対して身体活

液凝固能低下の寄与が最も大きいことが明らかにされ

動度よりは運動能力の方がより重要な因子であるという

た．次いで血圧低下，脂質異常症の改善であったが，リ

考え方がある．表 11 に運動能力と冠疾患の発生または

ポプロテイン（a），アポリポプロテイン A1 や B-100 など

死亡に関する疫学的研究をまとめて示す

297）

．

312）

Peters

は中年男性において運動能力が中等度以下の

の新しい脂質異常の改善や体重減少，HbA1c 改善の寄
与は少なかった．

群の心筋梗塞発生相対リスクは 2.2 であり，通常の危険
表 11
報告者
Peters
Lie
Ekelund
Blair
Blair
Ericksen
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発表年 研究の型 追跡期間 評価法
対
象
1983
前向き
4.8 年 エルゴ 健康中年男性 2,779 人
1985
前向き
7.0 年 エルゴ 中年健常者 2,163 人
1988
前向き
8.5 年
TM
男性 4,276 人
運動負荷試験を受けた
1989
前向き
8年
TM
13,344 人
1995
前向き
5.1 年
TM
米国空軍学校 9,777 人
1998
前向き
22 年
エルゴ
男性 1,756 人

結
論
低運動能力の訂正 RR ＝ 2.2
運動能力の高い人はそ冠疾患とその死亡が少ない
低い運動能力は心臓死の相対リスクが高い
低い運動能力は死亡の重要なリスクである
5 年後運動能力改善者は死亡が少ない
運動能力の増加は死亡率を減少する

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

4

我が国においては，心血管疾患のリスク軽減のための

一次予防のための運動

証拠に基づく運動のガイドラインはこれまでほとんど示

冠動脈疾患のリスクを減らすためにはどのような運動

されていなかった．1993 年の厚生省循環器病研究「循

量・運動強度が必要か，これまでの多くの報告に基づく

環器疾患予防のための運動療法に関する研究班」（村山

欧米のガイドラインを参考にまとめる．

284）
正博班長）
では Karvonen 式 k ＝ 0.5 ～ 0.6，嫌気性代謝

2007 年に改定された米国スポーツ医学協会（ACSM）

閾値心拍数の 80 ～ 100 ％，あるいは Borg 指数 13（やや

では健康増進および維持

きつい）を推奨している．2006 年に厚生労働省が改定

のために，18 ～ 65 歳のすべての健康成人は中強度の有

した健康づくりのための運動基準 324）によれば，生活習

酸素運動（例えば速足歩き）を少なくとも 30 分，週 5

慣病の予防を重視した身体活動は，23METs・時 / 週（強

日間，または高強度の有酸素運動（例えばジョギング）

度が３METs 以上の活動で１日当たり約 60 分．歩行中心

/ 米国心臓協会（AHA）勧告

321）

を少なくとも 20 分，週 3 日間行うことを推奨している．

の活動であれば 1 日当たり，およそ 8,000 ～ 10,000 歩に

中強度の運動は各 10 分以上の運動を合わせて 30 分以上

相当）であり，運動量の基準値は，４METs・時 / 週（例

行ってもよいとされている．さらなる健康増進，慢性疾

えば，速歩で約 60 分，ジョギングやテニスで約 35 分）

患のリスク低下，体重減少を望む場合は，推奨運動量を

である．エクササイズガイド 2006325）では，身体活動は

超え，運動を行うことは有益としている．同勧告では筋

運動と生活活動からなるとし，生活活動に重点を置き身

力強化も推奨しているが，筋力トレーニングは有酸素運

体活動度を増加させることという方針が示されている．

動の代替ではなく，補助的なものと勧告されている 322）．

基本となる目標は，活発な運動 4METs・時を含む，週

65 歳以上の高齢者に対する ACSM/AHA の勧告

23METs・時の活発な身体活動であるが，内臓脂肪を減

323）

は，

健康成人に対するものとほぼ同様であるが，高齢者にお

らすためには 10METs・時以上の運動が推奨されている．

ける運動能力差を考慮に入れること，柔軟運動，転倒予

動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2007326）および高血圧

防にバランス運動が推奨されていることが異なる点であ

治療ガイドライン 2009327）では，このエクササイズガイ
ド 2006 を推奨しており，本ガイドラインでも推奨すべ

る．
女性の心血管疾患予防に関する AHA ガイドラインも

2011 年に改定され 323），少なくとも週 150 分の中強度の
有酸素運動，週 75 分の高強度の有酸素運動，または同
程度の運動量になる中強度と高強度の運動の組み合わせ

きと考えられる．今後，日本人における虚血性心疾患の
一次予防に有効であるか，エビデンスの集積が待たれる．

3

栄養

が推奨された．また女性においても推奨運動量を超え，
運動することは心血管疾患の抑制に有用であるとされ
た．

糖尿病，脂質異常症，高血圧，高ホモシステイン血症
など冠危険因子の多くは遺伝素因とともに栄養が関係し

近年増加している糖尿病患者は虚血性心疾患のリスク

ている．健常者の食事摂取基準は日本人の食事摂取基準

が高く，運動療法の有用性が示されている．糖尿病の運

で示されており，最も新しいものでは日本人の食事摂取

動療法に関する 2009 年の AHA 勧告

では，中強度の

基準（2010 年度版）である 328）．米国では食事およびそ

身体活動を週 150 分以上，高強度の身体活動を週 90 分

の他のライフスタイルから心血管系疾患のリスクを低減

以上のいずれか一方，あるいは両方行うことが推奨され

させることを目的とした AHA 食事ガイドライン，2006

た．これに加えて，週 3 回の筋力トレーニングが勧告さ

年改訂版が出されている 329）．これらは多くの栄養疫学

れた．米国糖尿病協会（ADA）は，運動療法開始前に

研究や栄養臨床研究などをもとに基準が決められている

無症候性冠動脈疾患のスクリーニングを行うことを推奨

が日本人での臨床研究が少ないため，日本人の栄養摂取

しているが

282）

，すべての糖尿病患者に 2 年間負荷試ス

283）

クリーニングを行うべきかどうかは，検討の予知がある．

2009 年の AHA 勧告では，冠動脈疾患の既往があり過去

の現状を考慮に入れて虚血性心疾患への対応を考察す
る．
虚血性心疾患を予防し健康を維持しあるいは健康を増

験を受けていない，胸痛や息苦しさの症状がある，末梢

進していくためには，エネルギー，蛋白質，脂質，糖質

動脈疾患または脳血管疾患の症候がある，心電図上心筋

（炭水化物），ビタミン，ミネラルなどの栄養素を適正量

梗塞または心筋虚血の所見がある，高強度の運動プログ

摂取するとともにバランスよく摂取することが必要であ

ラムである，のうち 1 つ以上項目がある場合に事前の負

る．さらに食物繊維，ポリフェノール，植物ステロール

荷試験を推奨している．

など非栄養素食物成分の摂取についても配慮することが
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必要である．これらの栄養素，非栄養素を含む食物成分

推定平均必要量（g/日）×推奨量算定係数（1.25）で求めら

の生体に及ぼす影響は年齢，性，体質素因などによって

れる．体重 1kg あたりの推定平均必要量は窒素平衡維持

変わってくる．特に冠危険因子を合併していたり，ある

量（0.65）÷消化率（0.9）であるが，窒素出納には個人差

いはその発症素因を有している場合にはそれに応じた栄

があり，また感染や手術などストレスが影響することが

養対策が必要である．そのために，食事調査を行うとと

知られている．植物性蛋白質ではコレステロール低下作

もに体重測定，腹囲，血清生化学的検査など臨床的に栄

用が報告されており虚血性心疾患の予防に望ましい成分

養評価を行いながら食事のアドバイスをすすめる．食事

であるが 332），一方植物性蛋白質ではリジンやスレオニ

の嗜好は環境や幼少期からの生活習慣によっても異なっ

ンなどが不足する可能性があり，蛋白質を構成する必須

ており，そのような食文化的側面も考慮に入れて望まし

アミノ酸組成や他の栄養成分を考慮して動物性蛋白質比

い食事摂取をすすめることも必要である．

率は 40 ～ 50％の間が推奨される．蛋白質発酵食品の中

1

適正体重

肥満や痩せは死亡率が高く冠危険因子の発症を促進す
ることが明らかにされており，適正な体重に維持するこ

つものもある 333）．

②糖質

とが必要である．適正な体重を維持するためには，運動

糖質の摂取量は総エネルギーの少なくとも 50 ％以上

あるいは身体活動などによる消費エネルギー量を高める

とすることが望ましい．炭水化物（糖質）エネルギー比

とともに，消費エネルギー量に見合ったエネルギー量を

が 高 く な る と VLDL の 増 加 を も た ら し や す い の で，

摂取する．

VLDL の増加を伴う場合には糖質，特に果糖，砂糖の摂

健康を維持し虚血性心疾患を予防する適正な体重は，

取量が過剰とならないようにする．糖質の中では穀物の

最も疾病の少ない BMI22 を基準とする標準体重（理想

摂取がすすめられる．穀物エネルギー比は昭和 50 年の

体重）を参考に個人ごとに決定する必要があり標準体重

49.2 ％から，平成 23 年では 41.1 ％まで減少している．

が適正体重であるとは限らない．標準体重（Kg）は「身

特に米類の減少が著しく，同じく 39.2％に対し，28.3％

長（m）2 × 22」で計算された値とする．BMI25 以上が肥

にまで減少している 333）．主食としての穀類を毎日適量

満と判定されるが 330），肥満の中でも内臓脂肪型肥満で

摂取することは栄養バランス上望ましい．穀物およびそ

冠危険因子の合併が高率であることから，内臓脂肪型肥

の加工品は複合糖質，ビタミン，ミネラルおよび食物繊

満の診断基準（表 8）を参考に判定し，疑わしい場合に

維を含有しており，穀物摂取量が多いと冠危険因子の発

はその改善をはかるようにする．

症が抑制されることから，その摂取がすすめられる 334），335）．

2

栄養素バランス

エネルギー源となる栄養素は糖質，脂質，蛋白質であ

③食物繊維
炭水化物を主要成分として食物繊維が食品に含まれて

る．これらの栄養素摂取比率の変化は体重，血清脂質値，

おり，人の消化酵素で消化されない難消化性成分として

血糖値などに影響を及ぼすことから，摂取比率に配慮す

大切な作用をしている．食物繊維の中でも粘調度の高い

ることが必要である．日本人の摂取エネルギーに占める

水溶性食物繊維（ペクチン，マンナン，
β - グルカンなど）

糖質，脂質，蛋白質の構成比は，平成 23 年度国民健康・

は LDL コレステロール低下作用が報告されている．空

栄養調査によると，総エネルギー摂取量が 1,840Kcal で，

腹感を癒し，エネルギー摂取量を抑制し，耐糖能の改善

糖質 59.2％，脂質 26.2％，蛋白質 14.6％と報告されてい

にも効果がみられる 336）．

る 331）．

①蛋白質
蛋白質はエネルギー産生の供給源となるだけでなく，
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に含まれているオリゴペプチドには高血圧改善作用を持

食物繊維摂取量は心筋梗塞や糖尿病の発症・死亡との
負の相関や，循環器疾患の危険因子である血圧や血清

LDL- コレステロールとの負の相関が報告されており，
食物繊維の摂取不足が生活習慣病の発症に関連すること

組織を構成している構成蛋白質あるいは機能性蛋白質の

が示唆されている．そのため，日本人の食事摂取基準に

材料となるアミノ酸を供給するために一定量は必ず摂取

おいては目標量が定められており，成人男性19g/ 日以上，

しなければならない．蛋白質摂取過剰は尿へのカルシウ

成人女性 17g/ 日以上と設定されている 328）．食物繊維を

ム排泄量の増大，あるいは腎障害を促進させる可能性が

多く含有する食品として，穀類，野菜，豆類，果物，ナ

あるため好ましくない．日本人成人の蛋白質推奨量は，

ッツ類などの摂取がすすめられる．

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

を抑制し，ABCG5，ABCG8 を介して小腸管内に再び出

④脂質

現することによって，コレステロール値を下げる効果が

日本では脂質摂取量の増加に伴って，脂質異常症や糖
尿病発症率の増加が認められ，また日系移民研究からも

認められている．
ト ラ ン ス 型 脂 肪 酸 は LDL コ レ ス テ ロ ー ル の 上 昇，

同様な結果が報告されている．このため脂質エネルギー

HDL コレステロールの低下をもたらすため過剰な摂取

比率の目標量は成人で 20 ％以上 30 ％未満と設定されて

は控え，総エネルギーの 2 ％を越えないように注意し，

いる．アメリカの National Cholesterol Education Program

飽和脂肪酸の摂取枠内に入れて計算する．

で は 25 ～ 35 ％

337）

， ア メ リ カ の Dietary Guidelines for

一般に食事から摂取されるコレステロール量よりも体

Americans 2010 では脂質エネルギー比は 20 ～ 35％を推

内で生合成されるコレステロール量のほうが多く，また

奨しているが 338），日本人の体質を考慮してより低脂肪

肝臓における調節機構により食物から吸収されたコレス

を一般的目標とする．エネルギー消費量が大きい場合や

テロールがある程度増加しても血清コレステロール値は

小児，あるいは VLDL の増加を伴う脂質異常症では脂

ほぼ一定に維持されることが多い．しかし，脂質異常症

質エネルギー比を一般のレベルより高めに設定する．

の素因を有している場合にはコレステロール摂取量の増

脂質の主要な構成成分は脂肪酸であり，各脂肪酸の摂

加に伴って，血清コレステロール値の上昇が認められる．

取量に配慮することも必要である．ステアリン酸を除く

したがって脂質異常症素因を有している場合には 1 日の

飽和脂肪酸（S）はコレステロールの増加作用があり，

コレステロール摂取量は 300mg 程度に抑えるようにす

代表的な一価不飽和脂肪酸（M）であるオレイン酸には

る 329）．

LDL コレステロール増加作用がなく，HDL コレステロ
ール上昇作用が認められている．多価不飽和脂肪酸（P）

⑤抗酸化物質

は体内で生合成されず重要な働きをしていることから必

抗酸化物質の摂取が虚血性心疾患の予防に効果のある

須脂肪酸として知られている．多価不飽和脂肪酸には

ことが報告されている 341）－344）．抗酸化物質としてビタ

n-6 系脂肪酸（リノール酸，アラキドン酸）と n-3 系脂

ミン E，ビタミン C，カロテノイド（β - カロテンなど），

肪酸（α - リノレン酸，EPA，DHA）とがあり，この 2

ポリフェノール（カテキン，アントシアニン，イソフラ

系列の脂肪酸は異なった生理作用を示すことから，それ

ボン，クロロゲン酸，レスベラトロールなど）などが知

ぞれの摂取量に配慮することが必要である．多価不飽和

られており，野菜，果物，茶，穀物などに含まれている．

脂肪酸はフリーラジカルによって過酸化脂質に変質する

これらの食品には抗酸化物質のほか，食物繊維やミネラ

ため，過剰な摂取は好ましくなく，抗酸化物質をあわせ

ルが含まれており，その摂取量と虚血性心疾患発症率と

て摂取することが必要である．最近では n-3 系脂肪酸の

逆相関が報告されている 334），345）－350）．

EPA と n-6 系脂肪酸のアラキドン酸の比，EPA/AA 比が

ビタミンは健康を維持していくために適正量摂取しな

動脈硬化性疾患のリスクファクターとして注目されてい

ければならない．虚血性心疾患と関連して抗酸化ビタミ

る．一般に n-6 系脂肪酸は LDL コレステロールを低下さ

ン以外に十分量摂取が求められるのは葉酸，ビタミン

せるが摂取量が多いと HDL コレステロールを低下させ

B6，ビタミン B12 などである．これらのビタミンが不足

て し ま う．n-3 系 脂 肪 酸 に は VLDL 低 下 作 用 が あ り，

すると血中ホモシステイン値が上昇して動脈硬化を促進

PPAR αの関与など，主として TG の合成抑制によるこ

させる可能性がある．米国での葉酸推奨量は 1 日 400µg

とが知られている．特に EPA には血液凝固抑制作用に

であるが，我が国での推定平均必要量は 1 日 200µg，推

加えて抗炎症作用，さらには降圧作用も認められ動脈硬

奨量は 240µg とされ，許容上限摂取量は 1,400µg とされ

化に抑制的に作用している．

328）
ている（18 歳以上）
．ビタミン B6 については，18 歳

各脂肪酸の作用や日本人の栄養調査の結果などを検討

以上の1日の推定平均必要量は男性1.1mg，女性1.0mg で，

した結果，脂肪酸の摂取割合は，S：M：P で 3：4：3 程

推奨量は男性 1.4mg，女性 1.1mg と定められており，許

度とし，n-6：n-3 の比は 4：1 を目安にすすめるが，n-3 系

容 上 限 摂 取 量 は 男 性 の 場 合 は 55mg（18 歳 ～ 29 歳 ），

，その摂

60mg（30 ～ 49 歳），55mg（50 ～ 59 歳），50mg（60 ～

取量を増加させてもよいと考える．これらの脂肪酸摂取量

69 歳）で，女性の場合は 45mg（18 歳～ 59 歳），40mg（60

は一定のもではなく体質などによって増減すべきである．

～ 69 歳）とされている（ピリドキシン換算）328）．ビタミ

植物ステロールは小腸のコレステロール吸収部位

ン B12 で は，18 歳 以 上 で の 1 日 の 推 定 平 均 必 要 量 は

脂肪酸の抗動脈硬化作用を考慮に入れて

339）
，
340）

NPC1L1 から吸収され，コレステロールの小腸での吸収

2.0µg，推奨量は 2.4µg である 328）．
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⑦ﾐネラル

1.3 倍高まる 357）．
日常の外来診療や健診の現場で短時間に実施できる禁

健康を維持し，虚血性心疾患を予防していくためにバ

煙治療の方法として，「5A アプローチ」（Ask，Advise，

ランスのとれた適正量のミネラルを摂取することが必要

Assess，Assist，Arrange）358），359）という指導手順（表 12）

である．食塩摂取量に関する疫学試験や減塩介入試験な

が世界各国で使われている．ステップ 1（Ask）は，診

どから，高血圧予防のために食塩摂取量は 6g/ 日以下が

察のたびに，すべての喫煙者の喫煙に関して，質問し，

推奨されている 327）．食塩摂取量が血圧に及ぼす影響に

記録し系統的に同定する．ステップ 2（Advise）は，す

は個人差が大きく個人レベルでの評価が必要であり，日

べての喫煙者に喫煙をやめるようにはっきりと，強く，

本人成人男性は 9.0g/ 日未満，成人女性は 7.5g/ 日未満が

個別的に忠告する．ステップ 3（Assess）は，喫煙者に，

望ましいとされるが，高齢者，高血圧患者，糖尿病患者

これから 30 日以内に禁煙しようと思うかどうかを尋ね，

では食塩感受性者が多く減塩が望ましい．カリウム摂取

禁煙への関心度を評価する．禁煙の意思がある場合は，

不足は高血圧を引き起こすことが報告されており，高血

禁煙の具体的支援（ステップ 4 ～ 5）を行う．もし，禁

圧予防のために，日本人（18 歳以上）一人当たりのカ

煙の意思がない場合は，行動変容のステージモデルのス

リ ウ ム 摂 取 量 目 標 値 を 3,500mg と す る こ と が 望 ま し

テージにより介入方法を変え，禁煙への動機付けを行

．ミネラルと高血圧との関連についての研究で

う 359）．病院や診療所での禁煙教室，あるいは企業の健

カリウムのほかにカルシウムやマグネシウムの摂取が高

康管理室を中心とした集団指導も禁煙の動機づけに効果

血圧の改善に効果のあることが報告されている 355），356）．

がある．インターネットを使って医師と患者，あるいは

セレンは重要な抗酸化物質であり，18 歳以上の 1 日の推

患者同士でのコミュニケーションも行われ禁煙の成果が

定平均必要量は男性 25µg，女性 20µg で，推奨量は男性

報告されている．公共の場での禁煙や喫煙場所の設営，

30µg，女性 25µg と設定されている 328）．

煙草の自動販売機の禁止などを含めた公的機関による対

い

327），351）

応策も必要である．

⑦飲酒
アルコール摂取は適量であれば虚血性心疾患発症率を
低下させるが，一方アルコール摂取量が多い（1 日 3 杯

2

薬物療法

我が国で利用可能な禁煙補助薬としては，ニコチン製

以上）と血圧を高めることが報告されており 352）－354），

剤として，医師の処方箋が必要なニコチンパッチと，処

冠危険因子の増悪や肝障害をもたらす可能性があるた

方箋なしで薬局，薬店で購入できるニコチンガムがある．

め，アルコール摂取量が過量とならないようにする．日

また，内服薬としてα4 β2 ニコチン受容体部分作動薬の

本では個人差があるが体格，アルコール耐用量などを考

バレニクリンが利用可能である．ニコチンパッチやニコ

慮して，エタノール換算で男性 20 ～ 30mL（日本酒 1 合，

チンガムにより，禁煙率は約 1.5 倍高まる 360）．バレニク

ビール中ビン 1 本，焼酎半合弱，ウイスキー・ブランデ

リンは禁煙時の離脱症状だけではなく，再喫煙時の満足

ーダブル 1 杯，ワイン 2 杯弱に相当）/ 日以下，女性 10

感も抑制され，禁煙率は約 3 倍高くなる 361）．禁煙補助

～ 20mL としている 327）．

4

喫煙対策

薬の長所，短所，副作用と対処法を示す（表 13）．個々
の禁煙希望者に合わせた選択が大切である．
禁煙治療に対する保険適用が 2006 年度から認められ，
日本循環器学会，日本肺癌学会，日本癌学会から禁煙治

1

非薬物療法

362）
標準手順書（第 3 版）」
が出されている．１）ただちに

日本循環器学会は 2002 年 4 月 25 日に禁煙宣言を行っ

禁煙しようと考えていること，2）ニコチン依存症のス

ている．あらゆる機会に喫煙者本人だけでなく，家族あ

クリーニングテスト「Tobacco Dependence Screener」
（表

るいは同室者にも喫煙の弊害，受動喫煙の有害性に関す

14）が 5 点以上であること，3）ブリンクマン指数（1

る情報を提供し，禁煙，受動喫煙防止キャンペーンを実

日喫煙本数×喫煙年数）が 200 以上であること，4）禁

施 す る． 禁 煙 治 療 に 関 す る randomized controlled trial

煙治療を受けることを文書により同意していること，の

（RCT）のメタアナリシスの成績によれば，臨床医が一

4 つの条件にすべて該当した患者は，「ニコチン依存症」

般 の 患 者 と 対 面 し て3分 間 以 内 の 禁 煙 ア ド バ イ ス
（minimal counseling）をするだけでも，禁煙率が有意に
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療の手順と方法を具体的に解説した「禁煙治療のための

患者として保険給付の対象となる（図 14）．
禁煙治療は，初回診察に加え，初回診察から 2 週間後，

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン
表 12

外来診療などで短時間にできる禁煙治療の手順－ 5A アプローチ 358），359）

ステップ
ステップ 1：Ask
（診察のたびに，すべての喫
煙者を系統的に同定する）

実施のための戦略
●診察のたびに，すべての患者の喫煙に関して，質問し，記録するよう，医療機関としてのシス
テムをつくる
●血圧，脈拍，体温，体重などのバイタルサインの欄に喫煙の欄（現在喫煙，以前喫煙，非喫煙
の別）を追加する，あるいは，喫煙状況を示すステッカーをすべてのカルテに貼る
ステップ 2：Advise
●はっきりと：
「あなたにとって今禁煙することが重要です．私もお手伝いしましょう」
「病気の
（すべての喫煙者にやめるよ
ときに減らすだけでは十分ではありません」
うにはっきりと，強く，個別 ●強く：
「あなたの主治医として，禁煙があなたの健康を守るのに最も重要であることを知ってほ
的に忠告する）
しい．私やスタッフがお手伝いします」
●個別的に：たばこ使用と，現在の健康／病気，社会的・経済的なコスト禁煙への動機付け／関
心レベル，子供や家庭へのインパクトなどと関連づける
ステップ 3：Assess
●すべての喫煙者に，今（これから 30 日以内に）禁煙しようと思うかどうかを尋ねる．もし，そ
（禁煙への関心度を評価する）
うであれば禁煙の支援を行う．もし，そうでなければ禁煙への動機付けを行う
ステップ 4：Assist
（患者の禁煙を支援する）
◎患者が禁煙を計画するのを ●禁煙開始日を設定する（2 週間以内がよい）
支援する
●家族や友人，同僚に禁煙することを話し，理解とサポートを求める
●禁煙する上での問題点（特に禁煙後の最初の数週間）をあらかじめ予測しておく．この中には，
ニコチン離脱症状が含まれる
●禁煙に際して，自分のまわりからタバコを処分する．禁煙に先立って，仕事や家庭や自動車など，
長時間過ごす場所での喫煙を避ける
● 1 本も吸わないことが重要：禁煙開始日以降は，一ふかしもダメ
◎カウンセリングを行う
（問題解決のスキルトレーニ ●過去の禁煙経験：過去の禁煙の際，何が役に立ち，何が障害になったかを振り返る
●アルコール：アルコールは喫煙再開の原因となるので，患者は禁煙中は節酒あるいは禁酒する
ング）
べきである
●家庭内の喫煙者：家庭内に喫煙者がいると，禁煙は困難となる．一緒に禁煙するように誘うか，
自分のいるところでタバコを吸わないように言う
「私と私のスタッフは，いつでもお手伝いします」と言う
◎診療活動の中で，ソーシャ ●
ル・サポートを提供する
「あなたの禁煙に対して配偶者／パートナー，友人，同僚から社会的な支援を求めなさい」と言
◎患者が医療従事者以外から ●
う
ソーシャル・サポートを利用
できるよう支援する
●効果が確認されている薬物療法の使用を勧める．これらの薬物がどのようにして禁煙成功率を
◎薬物療法の使用を勧める
高め，離脱症状を緩和するかを説明する
第一選択案はニコチン代替療法剤，およびバレニクリン
●政府機関や非営利団体などが発行する教材の中から患者の特性に合った教材を提供する
◎補助教材を提供する
ステップ 5：Arrange
●タイミング：最初のフォローアップの診察は，禁煙開始日の直後，できれば 1週間以内に行うべ
（フォローアップの診察の予
きである．第 2回目のフォローアップは 1か月以内がよい．その後のフォローアップの予定も立
定を決める）
てる
●フォローアップの診察でするべきこと：禁煙成功を祝う．もし再喫煙があれば，その状況を調
べて，再度完全禁煙するように働きかける．失敗は成功へ向けての学習の機会とみなすように
言う．実際に生じた問題点や今後予想される問題点を予測する
●薬物療法の使用と問題点を評価する，さらに強力な治療の使用や紹介について検討する

4 週間後，8 週間後，12 週間後の計 4 回の再診で構成さ

版 364）が出されたが，本ガイドラインではそれまでの相

れる．禁煙治療の薬剤としては，ニコチンパッチまたは

対リスクによる評価ではなく，絶対リスクによる評価を

バレニクリンがニコチン依存症管理料の算定に伴い処方

取り入れ，各人の絶対リスクに応じて決定したのち，脂

された場合に限り，保険が適用される．禁煙治療（禁煙

質の管理目標を決定することとなった .

支援）の主なプログラムとしては，個人を対象とした「個
別指導」，小集団を対象とした「グループ学習」（禁煙教
室など），および大集団を対象とした「セルフヘルプ法」
（禁煙コンテストなど）の 3 つがある

5

363）

．

脂質

1

高 LDL コレステロール血症

冠動脈疾患の一次予防を考えた場合，まず冠動脈疾患
発症リスクを絶対リスクで層別化する．絶対リスクを計
算 す る 基 準 と し て は NIPPON DATA80 を 使 用 す る．

NIPPON DATA80 では，年齢，性別，糖尿病，喫煙，収
縮期血圧，総コレステロールを危険因子として解析し，

2012 年に動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2012 年

冠動脈疾患による死亡率が標記されている．10 年間で
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   表 13

利

点

欠点・主な副
作用と対策

バレニクリン，ニコチンガム，ニコチンパッチの比較

バレニクリン
①飲み薬なので簡単に使用できる
②ニコチンを含まない
③禁煙による離脱症状だけでなく，
喫煙による満足感も抑制する
④循環器疾患の患者に使いやすい
⑤健康保険が適用される
①嘔気が起こることがある
・服用し始めの 1 ～ 2 週間に最も
多い
・必ず食後にコップ 1 杯の水か，
ぬるま湯で服用する
・必要に応じて制吐剤を処方する，
または用量を減らす
②頭痛，便秘，不眠，異夢，鼓腸
・標準的な頭痛薬，便秘薬，睡眠
薬を処方するまたは，用量を減
らす

ニコチンガム
①吸いたくなったらいつでも使用で
きる
②ニコチン補充と口寂しさをまぎら
わすことを同時に行える

①むかつき，のどの刺激
・唾液を飲み込まないよにする
・1/2 に切って使用する
②噛み方などの使用法に若干コツが
必要であり，使用法によって効果
に差があることがある
・ニコチンパッチを使用する
③ガムを噛めない人がいる
・なめるだけでも効果がある
④口の中が酸性のときは吸収が悪い
・炭酸飲料，コーヒー，アルコー
ル飲料などと併用しない

表 14 TDS（Tobacco Dependence Screener）
ニコチン依存症のスクリーニングテスト
設問内容

はい いいえ
1点 0点

問 1．自分が吸うつもりよりも，ずっと多くタ
バコを吸ってしまうことがありましたか．
問 2．禁煙や本数を減らそうと試みて，できな
かったことがありましたか．
問 3．禁煙したり本数を減らそうとしたときに，
タバコがほしくてたまらなくなることが
ありましたか．
問 4．禁煙したり本数を減らしたときに，次の
どれかがありましたか．
（イライラ，神経
質，落ちつかない，集中しにくい，ゆう
うつ，頭痛，眠気，胃のむかつき，脈が
遅い，
手のふるえ，
食欲または体重増加）
問 5．問 4 でうかがった症状を消すために，
また
タバコを吸い始めることがありましたか．
問 6．重い病気にかかったときに，タバコはよ
くないとわかっているのに吸うことがあ
りましたか．
問 7．タバコのために自分に健康問題が起きて
いるとわかっていても，吸うことがあり
ましたか．
問 8．タバコのために自分に精神的問題（注）が起
きているとわかっていても，吸うことが
ありましたか．
問 9．自分はタバコに依存していると感じるこ
とがありましたか．
問 10．タバコが吸えないような仕事やつきあい
を避けることが何度かありましたか．
合 計
（注）禁煙や本数を減らしたときに出現する離脱症状（いわゆる禁断症
状）ではなく，喫煙することによって神経質になったり，不安や
抑うつなどの症状が出現している状態．
［参考文献］川 上 憲 人：TDS スコア．治 療，88
（10）
：2491-2497，2006．
なお，注釈については，本質問票の開発者と協議し，追加した．
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文献 360，361 より

ニコチンパッチ
①ニコチンが確実に補給される
②一日 1 回貼れば効果がある
③使用していても人からはわからな
い
④健康保険が適用されるタイプがあ
る
①皮膚のかゆみ，かぶれが起こるこ
とがある
・貼付場所を毎日変える
・早めにはずす
・症状がひどいときは医師に相談
する
②不眠，夢
・夜はずすようにする
③ニコチンが多すぎるとき，頭痛な
どの症状が起こるときがある
・1 サイズ小さいものにする
・セロハンテープをパッチの裏に
貼り，パッチの接触面積を減少
させる

の冠動脈疾患死亡率 2％以上を高リスク群（カテゴリー
Ⅲ），0.5 ～ 2.0 ％未満を中リスク群（カテゴリーⅡ），

0.5 ％未満と低リスク群（カテゴリーⅠ）と規定する．
また糖尿病，CKD，冠動脈疾患以外の動脈硬化性疾患
の既往（非心原性脳梗塞，末梢動脈疾患）は重要な危険
因子と考え，これを伴うのみで高リスク群に分類する．
絶対リスクは NIPPON DATA80 のチャートから求める
必要があるが，NIPPON DATA80 のチャートには，低

HDL コレステロール血症，冠動脈疾患の家族歴，耐糖
能異常が含まれていないため，これらのうち一つ以上が
存在する場合にはカテゴリーを一段階上げる．NIPPON

DATA80 のチャートには 40 歳から 79 歳までのリスクが
示されている．本ガイドラインは 65 歳未満の成人を対
象に作成されたものであるが，65 ～ 75 歳の前期高齢者
にも適応できる．その場合，70 歳以上 75 歳未満の絶対
リスクの算出には 60 ～ 69 歳の表を使用する．また 39 歳
未満の成人に対しては，40 ～ 49 歳の表を適応する．75
歳以上の後期高齢者の一次予防に関する指針はなく，主
治医の判断によって薬物療法を開始するかどうかを決定
すればよい（図 15）．
高 LDL コレステロール血症がある場合，まず食事療
法（表 15）と運動療法（表 16）による生活習慣の改善
を行う．高 LDL コレステロール血症治療の基本は食事
療法であり，それにより効果が不十分な場合に薬物療法
を考慮する．薬物療法開始後も食事療法は継続すること
が重要である．LDL コレステロールを上昇させる飽和
脂肪酸，コレステロール，トランス不飽和脂肪酸摂取を
減らす．飽和脂肪酸はエネルギー比率 7％未満，コレス

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン
図 14

一般診療における対象者のスクリーニング 362）

問診・診察項目
①喫煙状況の問診
②禁煙の準備性に関する問診
③ニコチン依存症のスクリーニングテスト（TDS）の実施
④喫煙に伴う症状や身体所見の問診および診察
ただちに禁煙しようとは考えていない喫煙者
ニコチン依存症ではない喫煙者
①自由診療による禁煙治療
②簡易な禁煙アドバイス
③セルフヘルプ教材等の資料の提供
下記条件を満たす喫煙者に対して禁煙治療プログラムを提供
1）ただちに禁煙しようと考えていること
2）TDS によりニコチン依存症と診断（TDS5 点以上）されていること
3）ブリンクマン指数が 200 以上であること
4）禁煙治療を受けることを文書により同意していること

標準禁煙治療プログラム（保険適用）
1．初回診察
禁煙治療
①喫煙状況，禁煙の準備性，TDS による評価結果の確認
②喫煙状況とニコチン摂取量の客観的評価と結果説明（呼気一酸化炭素濃度測定等）
③禁煙開始日の決定
④禁煙にあたっての問題点の把握とアドバイス
⑤禁煙補助薬（ニコチン製剤またはバレニクリン）の選択と説明

2．再診

＊
初回診察から 2，4，8，12 週間後（計 4 回）

禁煙治療
①喫煙（禁煙）状況や離脱症状に関する問診
②喫煙状況とニコチン摂取量の客観的なモニタリングと結果説明（呼気一酸化炭素濃度測定等）
③禁煙継続にあたっての問題点の把握とアドバイス
④禁煙補助薬（ニコチン製剤またはバレニクリン）の選択と説明

テロール摂取は 1 日 200mg 未満に制限する．コレステロ

心疾患の罹患率をいずれも有意に抑制している 356）．し

ール低下作用のある水溶性食物繊維や植物ステロールを

たがって，高 LDL コレステロール血症患者の一次予防

多めにとる．薬物療法は 3 ～ 6 か月間の生活習慣の改善

はスタチンを第一選択薬とし，効果が不十分な場合エゼ

によっても LDL コレステロール値が治療目標に低下し

チミブ，胆汁酸吸着レジン，プロブコール，ニコチン酸

ない場合に考慮する．なお，高リスク群においてはより

を追加することを考慮する．特に，FH のような重症の

早期に薬物療法を開始することを考慮してもよい．治療

高 LDL コレステロール血症の場合に併用が必要となる

薬物としては，HMG-CoA 還元酵素阻害薬（スタチン），

ことが多い．

エゼチミブ，胆汁酸吸着レジン，プロブコールなどを用
いる．中でもスタチンを用いたコレステロール低下療法

2

高トリグリセリド血症

による虚血性心疾患の予防効果は，日本人においても

高トリグリセリド血症の基本は食事や運動，禁酒など

MEGA Study142），143）により証明されている．また，14 の

生 活 習 慣 の 改 善 で あ る． 血 清 ト リ グ リ セ リ ド 値 が

ス タ チ ン に よ る 介 入 研 究 を ま と め た Cholesterol

150mg/dL 以上に対しては，まず食事療法を行う．脂肪

Treatment Trialists’ collaboration（CTT）のメタ解析にお

摂取量を全摂取エネルギーの 20 ～ 25％にするとともに

いてもスタチンは虚血性心疾患による死亡および虚血性

アルコール摂取を 1 日 25g 以下にする．高カイロミクロ
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図 15

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 364）
（日本動脈硬化学会）

脂質異常症の診断＊
あり

冠動脈疾患の既往があるか？

二次予防

なし
以下のいずれかがあるか？
1）糖尿病
2）慢性腎臓病（CKD）
3）非心原性脳梗塞
4）末梢動脈疾患（PAD）

あり

カテゴリーⅢ

なし
冠動脈疾患の一次予防のための絶対リスクに基づく管理区分
追加リスクの有無
NIPPON DATA80 による
10 年間の冠動脈疾患による
死亡確率（絶対リスク）

以下のうちいずれかあり
追加リスクなし

1）低 HDL-C 血症（HDL-C＜40mg/dL）
2）早発性冠動脈疾患家族歴
第 1 度近親者 かつ
男性 55 歳未満，女性 65 歳未満
3）耐糖能異常

（

）

0.5％未満

カテゴリーⅠ

カテゴリーⅡ

0.5 以上 2.0％未満

カテゴリーⅡ

カテゴリーⅢ

2.0% 以上

カテゴリーⅢ

カテゴリーⅢ

家族性高コレステロール血症（FH）については本フローチャートを適用しない．

＊

ン血症では，より厳格に脂質制限を行う．この際，肥満
表 15

脂質異常症における食事療法の基本

第 1 段階（総摂取エネルギー，栄養素配分およびコレステロ
ール摂取量の適正化）
1） 総摂取エネルギーの適正化
（kcal）
適正エネルギー摂取量＝標準体重＊×25～30
＊：標準体重＝
〔身長
（ｍ）
〕2×22
2） 栄養素配分の適正化
炭水化物：60％
タンパク：15 ～ 20％（獣鳥肉より魚肉，大豆タンパク
を多くする）
脂
肪：20 ～ 25％（獣鳥性脂肪を少なくし，植物性・
魚肉性脂肪を多くする）
コレステロール：1 日 300mg 以下
食物繊維：25g 以上
アルコール：25g 以下
（他の合併症を考慮して指導する）
その他：ビタミン（C，E，B6，B12，葉酸など）やポリ
フェノールの含量が多い野菜，果物などの食品を
多くとる（ただし，果物は単糖類の含量も多いの
で摂取量は 1 日 80 ～ 100kcal 以内が望ましい）
第 1 段階で血清脂質が目標値とならない場合は第 2 段階へ進む：第 2 段
階（病型別食事療法と適正な脂肪量摂取）
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の是正が特に重要であり，糖尿病や耐糖能異常の有無に
注意する．運動療法は高トリグリセリド血症をはじめメ
タボリックシンドロームに治療効果がある．軽い有酸素
運動を毎日 30 分以上続けることが推奨される．これら
の行動変容が達成された場合トリグリセリド低下効果は
大きいが，トリグリセリド値の低下効果が不十分な場合
には薬物療法を考慮する．生活習慣の改善によりトリグ
リセリド値の低下とともに HDL コレステロール値の増
加，small dense LDL の減少，体重減少，血糖値低下，
血圧低下を認めることが多い．体重減少の目安としては

3 ～ 5 ％の減量を初期の目標とする．糖尿病に伴う二次
性の場合には糖尿病の治療を優先し，薬剤性が疑われる
場合には原因薬剤の中止を考慮する．

LDL コレステロール値に対するアプローチと異なり，
高トリグリセリド血症に関してはどこから治療し，どこ
まで下げるべきかという明確な基準はない．LDL コレ

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン
表 16
運動強度＊
量・頻度
種
類

運動療法指針

最大酸素摂取量の約 50％
1 日 30 分以上（できれば毎日）
，週 180 分以上
速歩，社交ダンス，水泳，サイクリングなど

＊運動強度
1）運動時の脈拍から推定する方法
①カルボーネン式
（運動時の心拍数）
心拍数（脈拍/分）＝（（220－年齢）－安静時心拍数）×運動強度＋安静時心拍数）
②簡易法（運動強度 50％のとき）
心拍数（脈拍/分）＝138－（年齢/2）
2）自覚的な感じから推定する方法：
ボルグ・スケール（主観的運動強度）で 11 ～ 13（楽である～ややきつい）
最大酸素摂取量：持続的運動能力の指標

3

低 HDL コレステロール血症，その
他の脂質異常

低 HDL コレステロール血症の治療としては，禁煙，
運動療法と肥満の是正，高トリグリセリド血症の改善，
糖尿病や耐糖能異常の治療が重要である．薬物療法とし
て HDL コレステロール値の上昇作用のあるスタチン，
フィブラートやニコチン酸が有効であるが，その効果は

30％上昇までである．なお，これまで低 HDL コレステ
ロール血症のみの患者を対象として HDL コレステロー
ル値を上昇させることにより，虚血性心疾患の発症予防

ステロール値，トリグリセリド値両者が高い場合には，

効果を検証した大規模臨床試験は実施されていない．

まず LDL コレステロール値の目標を達成した後，トリ

Lp（a）や，高トリグリセリド血症，Ⅲ型高脂血症，

グリセリド値が 200mg/dL 以上の場合に non-HDL コレス

複合型高脂血症における動脈硬化惹起性リポ蛋白と考え

テロール値（総コレステロール値－ HDL コレステロー

られるレムナントリポ蛋白と small dense LDL が虚血性

ル値）を指標にすることが提唱されている．その際の目

心疾患の危険因子として広く認められつつあり，治療を

標値は LDL コレステロールの目標値＋ 30mg/dL が適切

行う際留意すべきものと考えられる．Small dense LDL

で あ る． 高 ト リ グ リ セ リ ド 血 症 単 独 の 場 合 に は，

や食後高脂血症の指標であるアポ B48 の測定は可能にな

300mg/dL 以上で薬物療法を考慮し，低 HDL コレステロ

っているが，保険収載は現時点では行われておらず，日

ール血症を合併している場合や糖尿病，メタボリックシ

常診療で定量的な評価をすることはできない．我が国に

ンドローム，CKD 合併症例においては 200mg/dL 以上で

おいてはこれら危険因子と虚血性心疾患の疫学調査はま

薬物療法を考慮すべきと考える．また，トリグリセリド

だ不十分であり，診断基準値や治療目標値の設定のため

値が 500mg/dL を超える場合には急性膵炎のリスクのた

には，今後の大規模臨床試験が必要である．

め，薬物療法が推奨される．
トリグリセリド値を低下させる薬物としては，フィブ

6

高血圧

1

治療対象と降圧目標

ラート，ニコチン酸，EPA がある．ただ，EPA はトリグ
リセリド低下効果が弱く，重症の高トリグリセリド血症
には効果を示さない．フィブラートは腎機能障害患者に
対する投与は慎重に行い，腎不全患者では禁忌である（ベ

すべての高血圧患者は治療の対象であり，日本高血圧

ザフィブラートは血清クレアチニン 2.0mg/dL 以上，フ

学会治療ガイドライン（2009 年；JSH2009）では若年者・

ェノフィブラート 2.5mg/dL 以上で禁忌）．ニコチン酸に

中年者では 130/85mmHg 未満とする．糖尿病や慢性腎

はフラッシングなどの副作用が出現しやすい．

臓病（CKD），心筋梗塞後患者では 130/80mmHg 未満と
し，脳血管障害患者，高齢者では 140/90mmHg 未満と
している．ただし，高齢者の治療に関しては，副作用の

表 17

高血圧患者のリスクの層別化（JSH2009）

血圧分類
リスク層
（血圧以外のリスク要因）

正常高値血圧
130-139/
85-89mmHg

Ⅰ度高血圧
140-159/
90-99mmHg

Ⅱ度高血圧
160-179/
100-109mmHg

Ⅲ度高血圧
≧ 180/
≧ 110mmHg

リスク第一層
（危険因子がない）

付加リスク
なし

低リスク

中等リスク

高リスク

中等リスク

中等リスク

高リスク

高リスク

高リスク

高リスク

高リスク

高リスク

リスク第二層
（糖尿病以外の 1–2 個の危険因子，メタボリックシン
ドローム * がある）
リスク第三層
（糖尿病，CKD，臓器障害 / 心血管病，3 個以上の危
険因子のいずれかがある）

39

循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2011 年度合同研究班報告）
図 16

初診時の高血圧管理計画
（JSH2009）

血圧測定，病歴，身体所見，検査所見
血圧測定，病歴，身体所見，検査所見
二次性高血圧を除外
二次性高血圧を除外
危険因子，臓器障害，心血管病，合併症を評価
生活習慣の修正を指導
生活習慣の修正を指導
低リスク群
低リスク群

中等リスク群
中等リスク群

3か月以内の指導で
140/90mmHg以上なら
降圧薬治療

1か月以内の指導で
140/90mmHg以上なら
降圧薬治療

高リスク群
高リスク群

ただちに降圧薬
治療*

* 正常高値血圧の高リスク群では生活習慣の修正から開始し，目標血圧に達しない場合に降圧薬治療を考慮する
発現に留意し緩徐な降圧を心がける 327）．

非薬物療法

2

の病態に合わせて最も適するものを選択する．JSH2009
における第一選択薬として推奨されるのは，Ca 拮抗薬，

ARB，ACE 阻害薬，利尿薬，β遮断薬（含むαβ遮断薬）

「JSH2009 では生活習慣の修正（非薬物療法）」の開始

の 5 種類である．薬剤の使用開始には，成書や薬剤添付

と層別したリスク（表 17，図 16）により，ただちに「降

文書にあたりその性質を熟知することが必要である．ま

圧薬療法」の開始が必要か否かを判断することとしてい

た降圧目標を達成できない場合は，高血圧専門医の意見

る

327）

．生活習慣の修正のみで降圧目標に到達できる患

者は少なく，薬物療法が必要となることが多く注意深い
観察が必要である．高血圧は代表的な生活習慣病であり，
生活習慣の改善による高血圧予防と降圧効果はすでに一

を求めることも肝要である．各種降圧薬と積極的適応を
図 17 に示す．

7

糖尿病

1

血糖コントロール

部証明されている．特に高血圧に脂質代謝異常，糖尿病
など他の危険因子が加わっている場合は生活習慣の改善
は重要な治療法となる．生活習慣の改善として食塩摂取
量の制限，適性体重の維持，アルコール摂取量の制限，
運動療法，禁煙に注目しこれらの指導を行う．

3

40

降圧薬療法

血糖の正常化により冠危険因子である脂質異常が改善
すること，また細小血管合併症の発症，進展が予防でき
ることからもできるだけ正常値に近づける病初期からの
厳格な血糖コントロールが虚血性心疾患の一次予防のた

降圧薬で血圧を下降させることにより，心血管病の発

め推奨される 366）－368）．ただし，急激な血糖正常化は心

症を予防できる．この効果は降圧薬の種類によらず，降

血管イベントを増加させる可能性があることに留意す

圧度の大きさに比例することが，大規模臨床私見のメタ

る．表 19 に血糖コントロールの指標と評価を示したが，

解析から示されている．降圧薬の使用に際しては，各薬

動脈硬化性疾患の予防には「優あるいは良」を目指した

物の特徴および副作用（表 18）を正しく把握し各患者

治療が必要である．達成できなければ治療法の変更を考

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン
表 18

主要降圧薬の積極的な適応と禁忌（JSH2009）

積極的な適応
禁
忌
脳血管疾患後，狭心症，左 房室ブロック
Ca 拮抗薬
室肥大，糖尿病，高齢者 （ジルチアゼム）
脳血管疾患後，心不全，心
妊娠，高カリウム血
ARB
筋梗塞後，左室肥大，腎障
症，両側腎臓脈狭搾
害，糖尿病，高齢者
脳血管疾患後，心不全，心
妊娠，高カリウム血
ACE 阻害薬 筋梗塞後，左室肥大，腎障
症，両側腎臓脈狭搾
害，糖尿病，高齢者
脳血管疾患後，心不全，腎
利尿薬
不全（ループ利尿薬）
，高 痛風
齢者
狭心症，心筋梗塞後頻脈， 喘息，房室ブロック，
β遮断薬
心不全．
末梢循環障害
α 1 遮断薬 高脂血症，前立腺肥大
起立性低血圧

図 17

慮する．初診時に患者がインスリン依存状態にあるとき

各種降圧薬と積極的適応（JSH2009 より）
Ca 拮抗薬

降圧薬

ARB/ACE
阻害薬
●
●＊1

利尿薬

β遮断薬

左室肥大
●
●
●＊1
心不全
心房細動
●
（予防）
＊2
●
頻脈
●
狭心症
●
●＊3
心筋梗塞後
●
●
蛋白尿
●
腎不全
●
●＊4
脳血管障害
●
●
●
慢性期
糖尿病 /
●
MetS ＊5
＊6
高齢者
●
●
●
＊1
少量から開始し，注意深く漸増する ＊2 非ジヒドロピリジ系
Ca 拮抗薬 ＊3 冠攣縮性狭心症には注意 ＊4 ループ利尿薬
＊5
メタボリックシンドローム ＊6 ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗薬

は専門医への紹介が原則である 366）．インスリン非依存
状態の患者には，食事療法，運動療法がまず実施される

Ca 拮抗薬が推奨されるが，糖代謝改善，臓器保護のエ

が，2 ～ 3 か月続けても目標に達しないときは，薬物療

ビデンスから考えると RA 系阻害薬（ARB，ACE 阻害薬）

法を開始する．現在我が国で使用可能な経口血糖降下薬

をまず使用し，降圧が不十分な場合に二次選択薬として

を図 18 に示した．インスリン分泌状態やインスリン抵

Ca 拮抗薬あるいは少量のサイアザイド系利尿薬を併用，

抗性を判断して病態に合わせた薬剤を選択する．

さらに降圧を要する場合は 3 剤を併用する．糖尿病性腎

2

症における RA 系阻害薬との併用薬として，Ca 拮抗薬と

血圧・脂質コントロール

利尿薬を比較した GUARD527）では，蛋白尿減少には利

糖 尿 病 患 者 に お け る 高 血 圧 の 治 療 で は， 血 圧 は

130/80mmHg 以上で治療を開始する．高血圧を合併した

尿薬，eGFR 保持には Ca 拮抗薬の併用で効果が強いこ
とが示されている．

糖尿病患者では，体重減量や運動療法などの非薬物療法

糖尿病者では食事，運動療法に加え，血糖値コントロ

によって，インスリン抵抗性改善を介した耐糖能改善と

ールがある程度改善されても脂質異常があり，望ましい

ともに血圧の低下が期待できる．したがって，糖尿病合

値にならない場合には，薬物療法を考慮する．目標値は，

併高血圧では，体重減量，運動療法，減塩などの生活習

虚血性心疾患の一次予防の目標値としては LDL コレス

慣の修正を強力に行い，同時に降圧薬の投与を開始する

テロール120mg/dL 未満，トリグリセリド150mg/dL 未満，

ことが原則となる．一方，血圧が 130 ～ 139/80 ～ 89mmHg

HDL コレステロール 40mg/dL 以上である．薬物療法に

で，生活習慣の修正によって降圧目標達成が見込める場

おいては，高 LDL コレステロールに対しては，HMG-

合は，3 か月を超えない範囲で生活習慣の修正による降

CoA 還元酵素阻害剤を考慮する．高トリグリセリド血

圧を試みる．

症に対してはフィブラート系薬剤を考慮する 366）．

糖尿病合併高血圧患者における降圧薬選択に関して
は，糖・脂質代謝への影響と合併症予防効果の両面より，

ACE 阻害薬，ARB，長時間作用型ジヒドロピリジン系
表 19

3

アスピリン療法

糖尿病患者における虚血性心疾患の一次予防におい

血糖コントロールの指標と評価（日本糖尿病学会：糖尿病治療ガイド 2012-2013 より）

指標
HbA1c（NGSP）（％）
HbA1c（JDS）（％）
空腹時血糖値（mg/dL）
食後 2 時間血糖値（mg/dL）

優
6.2 未満
5.8 未満
80 ～ 110 未満
80 ～ 140 未満

コントロールの評価とその範囲
可
良
不十分
不良
6.2 ～ 6.9 未満
6.9 ～ 7.4 未満
7.4 ～ 8.4 未満
5.8 ～ 6.5 未満
6.5 ～ 7.0 未満
7.0 ～ 8.0 未満
110 ～ 130 未満
130 ～ 160 未満
140 ～ 180 未満
180 ～ 220 未満

不可
8.4 以上
8.0 以上
160 以上
220 以上
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図 18 病態に合わせた経口血糖降下薬の選択
（日本糖尿病学会：糖尿病治療ガイド 2012-2013 より）

2 型糖尿病の病態

糖毒性

インスリン作用不足

空腹時高血糖

食後高血糖改善系

高血糖

食後高血糖

インスリン分泌
促進系

インスリン
分泌能低下

インスリン抵抗性
改善系

インスリン抵抗性
増大

経口血糖降下薬
種

類

主な作用

ビグアナイド薬

肝臓での糖新生の抑制

チアゾリジン薬

骨格筋・肝臓でのインス
リン感受性の改善

DPP-4 阻害薬

血糖依存性のインスリン
分泌促進とグルカゴン分
泌抑制

スルホニル尿素薬 インスリン分泌の促進
より速やかなインスリン
速効型インスリン
分泌の促進・食後高血糖
分泌促進薬
の改善
α- グルコシダーゼ 炭水化物の吸収遅延・食
後高血糖の改善
阻害薬

食事，運動などの生活習慣改善と 1 種類の薬剤の組み合わせで効果が得られない場合，2 種類
以上の薬剤の併用を考慮する．
作用機序の異なる薬剤の組み合わせは有効と考えられるが，一部の薬剤では有効性および安全
性が確立していない組み合わせもある．詳細は各薬剤の添付文書を参照のこと．

て，冠危険因子を合わせ持つ糖尿病患者には，禁忌でな
い限りアスピリンの使用が考慮されるべきである

368）

．

アスピリンの低容量服用は心筋梗塞発症一次予防に有
効であり 369），糖尿病患者を対象にしたサブ解析でもア
スピリン服用による心筋梗塞発症予防効果は，非糖尿病
者と同様に認められた 369）．

8

CKD

謝異常に対する治療，高尿酸血症に対する治療，尿蕾症
毒素に対する治療，CKD の原因に対する治療である．
多くは既存の虚血性心疾患の危険因子管理と共通してい
る．

1

栄養・禁煙・飲酒

食塩摂取量の基本は 3g/ 日以上 6g/ 日未満として，摂
取エネルギー量は，性別，年齢，身体活動レベルで調整
するが 25 ～ 35kcal/kg 体重 / 日が推奨される．糖尿病合

42

CKD の原因が明らかにできればその治療を行う．ま

併例では総エネルギー摂取量は，CKD ステージ G1 ～

た，原因が明らかでなくても，ステロイドや免疫抑制薬

G2 では 25 ～ 30kcal/kg/ 日にて個々に応じて制限する（図

の投与が適応となることがある．これらは腎臓専門医の

12）．CKD ステージ G3 以降では，腎機能低下に応じて，

診断と治療の領域となる．この際にも冠動脈疾患のリス

軽症では 0.8 ～ 1.0g/kg/ 日，重症では 0.6 ～ 0.8g/kg/ 日の

クの把握を行っておくことが肝要である 260）．

摂取たんぱく質制限を行い，個々に応じて 25 ～ 35kcal/

介入のポイントは，生活習慣の改善，食事指導，高血

kg/ 日の総エネルギー摂取量とする．CKD ステージ G4

圧治療，尿蛋白・尿中アルブミンの減少，糖尿病の治療，

以降では 1.5g/ 日かそれ未満のカリウム制限を行う（図

脂質異常症の治療，貧血に対する治療，骨・ミネラル代

12）．

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

BMI25 以上の肥満症例には，いずれの CKD ステージ

あるいは発熱など脱水になる危険があるときには，急性

でも日本肥満学会の推奨する適切な総エネルギー摂取量

腎障害（AKI）予防の観点から，これらの降圧薬を中止

の制限を行い，体重に応じて 20 ～ 25kcal/kg 体重 / 日を

して速やかに受診するように患者に指導する．

指導する．摂取たんぱく質量は，CKD ステージ G1 ～

G2 は，過剰にならないように注意する．ステージ G3 で
は 0.8 ～ 1.0g/kg 体重 / 日のたんぱく質摂取を推奨する．

3

糖尿病・脂質管理

CKD 合併糖尿病治療の基本も食事療法と運動療法で

ステージ G4 ～ G5 ではたんぱく質摂取を 0.6 ～ 0.8g/kg

ある．運動療法は推奨されるが，心血管障害やそのリス

体重 / 日に制限することにより，腎代替療法（透析，腎

クが高い場合，明らかな神経障害がある場合，進行した

移植）の導入が延長できる可能性があるが，実施にあた

網膜症や腎症がある場合は，専門医の指示の下に行う．

っては十分なエネルギー摂取量確保と，医師および管理

脂質異常対策では LDL コレステロールは 120mg/dL 未満

栄養士による管理が不可欠である（図 12）
．24 時間蓄尿

（可能であれば 100mg/dL 未満）にコントロールするこ

による食塩摂取量，たんぱく質摂取量の評価を定期的に
実施することが望ましい．肥満の是正に努める（BMI
＜ 25 を目指す）．禁煙は CKD の進行抑制と CVD の発症
抑制のために必須である．適正飲酒量はエタノール量と

とが重要である 260）．

4

貧血治療

貧血については CKD 患者へのエリスロポイエチン製

して，男性では 20 ～ 30mL/ 日（日本酒 1 合）以下，女

剤の投与開始は Hb 濃度 10g/dL 以下とし，治療目標 Hb

性は 10 ～ 20mL/ 日以下である．

値を 10 ～ 12g/dL として，12g/dL を超えないよう配慮す

2

ることを推奨する．Hb 濃度を意図的に 13g/dL 以上にし

降圧療法

てはならない 260）．

CKD 治療ガイド 2012

260）

では高血圧を合併する CKD

の降圧目標は診察室血圧 130/80mmHg 以下とする．血

9

血液凝固系

1

虚血性心疾患における凝固系の役
割

圧管理は，家庭血圧や 24 時間自由行動下血圧（ABPM）
の測定により血圧日内変動も考慮して行う．特に 65 歳
以上の高齢者 CKD では，病態に応じて過剰降圧を回避
し，血圧日内変動も考慮したテーラーメードの降圧療法
を行う．

フィブリノーゲンは虚血性心疾患の危険因子になりう

降圧療法では，まず生活習慣の改善，特に減塩（3g/

ることが Framingham 研究をはじめ各種大規模試験で報告

日以上 6g/ 日未満）が重要である．糖尿病合併 CKD 患者，

され てきた 25），370），371）．また，第 Ⅷ 因 子，von Willebrand

および軽度以上の蛋白尿（尿蛋白量 0.15g/gCr 以上）を

factor なども同様に危険因子になり得るとした報告がな

呈する糖尿病非合併 CKD 患者では，降圧薬は RAS 阻害

されてきた 372）．一方，虚血性心疾患患者においては線

薬（ARB，ACE 阻害薬）を第一選択薬とする．正常蛋

溶系活性の低下が認められるという報告や，心筋梗塞患

白尿（尿蛋白量 0.15g/gCr 未満）の糖尿病非合併 CKD 患

者において血漿 plasminogen activator inhibitor-1（PAI-1）

者では，降圧薬の種類を問わないので，患者の病態に合

の値が上昇しているなどの報告が見られている 373）．さ

わせて降圧薬を選択する．

らに，急性冠症候群の発症には血栓形成の関与が大きい

RAS 阻害薬，利尿薬の投与開始後は eGFR，血清 K を

ことが知られている 374），375）．これらのことから虚血性心

モニタリングする．その際 eGFR については，投与開始

疾患のイベント発症抑制に血液凝固系を修飾することが

3 か月後までの時点で前値の 30％未満の低下は，薬理効

有効であると考えられている．

果としてそのまま投与を継続してよい．一方，eGFR の

30％以上の低下がみられる場合，血清 K が 5.5mEq/L 以
上に上昇する場合には該当の降圧薬を減量あるいは中止

2

一次予防における抗血小板剤，
抗凝固薬の適応

して腎臓・高血圧専門医にコンサルトする．また，特に

我が国の循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に

高齢者では原則として収縮期血圧 110mmHg 未満への過

関するガイドライン 376）および ACCP ガイドラインにお

剰降圧がみられる場合には，該当の降圧薬を減量あるい

いて 377），虚血性心疾患の一次予防を考える際，薬物治

は中止して経過を観察する．降圧薬を服用中の患者で，

療の介入による動脈硬化性疾患の発症率低下が，治療に

食事摂取ができない，嘔吐している，下痢をしている，

よる副作用を大きく上回らなくては有用とはいえないこ
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とが強調されている．欧米では高リスク症例に対し，動
脈硬化性疾患の一次予防として，低用量アスピリン投与
の有効性が示されている

378）

．しかし米国に比較し我が

虚血性心疾患の二次予防に関しては，クロピドグレル
などチエノピリジンの単独，またはアスピリンとの併用

国 で の 冠 動 脈 疾 患 の 発 症 率 は 低 率 で あ る た め，

療法の有効性は確立している 388）－390）．高リスク患者の

Framingham スコアを用いると発生率を高く評価し過ぎ

一次予防目的に行われた CHARISMA 試験では r），アス

てしまうことが指摘されている

379）

． 我 が 国 で も，

ピリンとクロピドグレルの併用療法は，アスピリン単独

NIPPON DATA80 により作成された冠動脈疾患による

と有意差がなく，動脈硬化性疾患による死亡はむしろ併

10 年間の死亡率予測チャートが使用可能である

用群で多かった．ACCP ガイドラインでは 391），一次予

380）

．年

齢，性別，収縮期血圧，総コレステロール値，血糖値，

防におけるクロピドグレルとアスピリンの併用療法を行

喫煙習慣によりリスク評価が行われる．高齢，高血糖，

わないことが勧告され，中等度から高リスクのアスピリ

高血圧など，多数の危険因子が集積しなければ，冠動脈

ンアレルギー患者に対しては，クロピドグレル単独投与

疾患リスクは 10 ％を超えない．また我が国では欧米に

が推奨されている．

比較し，ヘリコバクターピロリの有病率が高く，アスピ

3）イコサペント酸エチル

リンによる上部消化管出血の頻度が高い可能性が指摘さ
れている

381）

．実際，アスピリン投与の恩恵に預かるのは，

我が国の循環器疾患における抗凝固・抗血小板療法に
関するガイドライン 392）では，高リスクの脂質異常症患

高リスク症例で，上部消化管出血のリスクが低い場合に，

者に抗血小板作用を有する EPA 製剤イコサペント酸エ

限定される．

チル投与が，クラス I の推奨とされた．JELIS 研究 389）に

一次予防における抗血小板剤，
抗凝固薬の使用

3

より，脂質異常症患者において，スタチンとイコサペン
ト酸エチル併用は，スタチン単独より心血管イベントの
発症が抑制されることが示された．心血管イベントの発
症率が少ないために，一次予防では有意差がなかったが，

①抗血小板剤

サブ解析において動脈硬化リスク因子を保有する患者に

1）アスピリン

おいては，冠動脈イベントの発症が有意に抑制された．

2009 年に Antithrombotic Trialists’（ATT）Collaboration
からアスピリンの動脈硬化疾患に対する一次予防および
二次予防に関するメタ解析が発表された

382）

．一次予防

4）ワーファリン

Thrombosis Prevention trial

384）

は，虚血性心疾患のリ

スクが高い男性 5,499 人をワーファリン＋アスピリン群，

に関しては少なくとも 1,000 名以上の非糖尿病患者をエ

ワーファリン群，アスピリン群（75mg 連日），プラセボ

ントリーしており，2 年以上の治療を行った 6 つの大規

群 に 分 け，10 年 間 追 跡 し た 研 究 で あ る． 目 標 INR

模臨床試験が解析された

．アスピリン投与に

（international normalized ratio）1.5 でコントロールされ

369），383）－387）

より動脈硬化性疾患の発症が 12 ％抑制されたが，年間

たワーファリン投与群は非投与群に比べ，虚血性心疾患

の非致死性心筋梗塞の発症率低下は 0.23％から 0.18％と

の発症率は 21 ％低く，ワーファリン＋アスピリン群は

軽度の抑制効果であった．これに対し上部消化管出血お

プラセボ群に比べ虚血性心疾患発症率は 34％低かった．

よび頭蓋外出血は 0.07％から 0.10％へ有意に増加し，ア

アスピリンは主に非致死性虚血性心疾患を，ワーファリ

スピリンの一次予防効果は限局的とされた．これを受け

ンは主に致死性虚血性心疾患を低下させることが報告さ

2009 年 の USPSTF の ア ス ピ リ ン 使 用 に 関 す る 勧 告 で

れた．ACCP ガイドラインでは 391），特に高リスクの患

は

，45 ～ 79 歳の男性および 55 ～ 79 歳の女性に対し，

388）

者で INR のモニタリングが困難ではない場合，INR1.5

心筋梗塞の抑制効果が上部消化管出血のリスクを上回る

を目標とした低用量ワーファリン投与を Grade2A で推

ときに，アスピリン投与が推奨されると改定された．我

奨している．しかし同ガイドラインではワーファリンの

が国のガイドラインでは，複数の冠危険因子を持つ高齢

投与の煩雑さや出血のリスクから，ワーファリンよりア

者 に 対 す る ア ス ピ リ ン 投 与 は ク ラ ス II の 推 奨 と さ れ

スピリン投与を推奨している．

386）

．若年者に対しては Rye 症候群との関連が示唆さ

我が国でも新しく，直接トロンビン阻害薬ダビガトラ

れることよりクラス III とされた．また現在，複数の動

ンが発売され，心房細動患者の血栓塞栓症予防に使える

脈硬化危険因子を有する高齢者に対するアスピリンの一

ようになった．ダビガトランは，定用量をモニタリング

次予防効果をみる JPPP 研究 387）が行われており，日本人

なしで使え，ワーファリンと同等の効果で，出血性合併

におけるエビデンスが集積しつつある．

症が少ないことが報告された 390）．これより心房細動患

た
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2）クロピドグレル

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

者の管理において，ACCF/AHA/HRS ガイドライン 2011
においてダビガトランの使用が推奨された 393）．今後，

11 高齢者

虚血性心疾患の予防に関するエビデンスが蓄積されるこ
とを期待したい．

加齢は動脈硬化の独立した危険因子であり，高齢者で

②糖尿病患者の一次予防における抗血小板剤の使用

はすでに，冠動脈硬化を含めて動脈硬化性変化が全身に
広範に存在する可能性がある．特に脳血管病変や胸腹部

欧米では冠動脈疾患の既往と同等のリスクと考えられ

大動脈瘤については無症候であっても留意する必要があ

ている糖尿病患者に対し，一次予防目的にアスピリン投

り，さらに，脳・心・腎などの臓器障害をすでに有する

与が推奨されていたが，我が国で行われた JPAD 研究 394）

ことも多い．これらの全身的な病態にも配慮しながら，

および POPADAD 研究

395）

により，アスピリン投与によ

高齢者で特に予後不良である急性心筋梗塞などの発症予

る一次予防効果が認められないことが報告された．しか

防を目指して対応する必要がある．一方，高齢者では，

しながら ADA/AHA/ACCF は新たにメタ解析を行った

病歴聴取が困難であり，典型的な症状を呈さないことも

，男性 50 歳以上，女性 60 歳以上で糖尿病以外の

多い．すなわち胸痛を欠如や，労作時息切れなどの非典

リスク因子を有している場合に，一次予防としてアスピ

型的な症状しか示さない無症候性心筋虚血も少なくな

リン投与を推奨し（クラス IIa），男性 50 歳未満，女性

い．また高齢者では安静心電図で ST-T 変化のみられる

60 歳未満で糖尿病以外のリスクを有さない場合は，ア

頻度が増加する．これらの虚血性心疾患の診断を困難に

スピリン投与を推奨しないとした（クラス III）．

する要因にも配慮する必要がある 398）．

結果

397）

これに対し，我が国で行われた DAPC 研究 396）では，

さらに高齢者では，多くの疾患を併せ持つことが多く，

糖尿病患者の動脈硬化抑制にシロスタゾール投与が有効

諸臓器の予備能の低下や生理・代謝機能も低下している

である可能性が示唆されており，虚血性心疾患における

ため薬物の副作用も出現しやすい．脂質異常症や高血圧，

エビデンスの蓄積が待たれる．

糖尿病などの冠危険因子の是正に際しても，QOL を含
む患者の全体像を把握しながら対応することが重要であ

10 精神保健

る．ここで年齢の因子をどう扱うかも問題となる．一般
的には，前期高齢者（65 ～ 74 歳）については 64 歳まで

ストレスが虚血性心疾患の発症に関する要因であるこ

の中年者への対応と同様に考えてよいものと思われる

とは，明らかとなっている．したがって，本ガイドライ

が，後期高齢者（75 ～ 84 歳）や超高齢者（85 歳以上）

ンに「精神保健」としてストレスへの対応を記載するこ

では個人差も大きく，日常生活活動度や認知機能，うつ

とが妥当と考えられ，作業量を工夫し，長時間労働を避

状態の有無，介護状況などを把握して，総合的な機能評

け，休日・休息を確保することを目標としたい．さらに

価に基づいて個別に対応すべきである．高齢者虚血性心

心理的緊張状態の改善を得るために，仕事の要求度と裁

疾患においても生活習慣の是正，食事療法，禁煙などは

量の自由度比を下げ，さらに職場における社会的支援を

大切である．ただ高齢者では長年の生活習慣の変更は困

増やすことが望ましいと考えられる．ただし，職業性ス

難なことも多く，厳しい指導はかえって QOL を低下さ

トレスの評価法については，現在米国や我が国でもいく

せる可能性もある．

つかスケール評価法ができている．我が国では厚生労働
省の作業関連疾患の予防に関する研究班―ストレス測定

12 小児

研究グループが作成した職業性ストレス簡易調査票があ
る．ただし，ストレス量と健康影響との関係は直線的で

虚血性心疾患は欧米における死亡率の主たる原因であ

あり，どの点を数値目標とするか，まだ明確な基準を決

るが，我が国でも近年，生活習慣の欧米化に伴い，その

定するに至ってはいない．

罹病率と死亡率の増加が問題となっている 399）．生活習

また，以前よりタイプ A 行動パターンが急性心筋梗塞
296）

慣によって冠動脈疾患をはじめとする虚血性心疾患は発

．したが

症，進展するという観点から，近年はその予防戦略とし

って，タイプ A 行動に気づき，それをコントロールする

て小児期からの集約的かつ根本的な対応がなされる必要

ことを目標としたい．タイプ A 行動判定のためには，13

性について論じられている 400），401）．すなわち，冠動脈疾

質 問 に 答 え て 総 合 点 で タ イ プ A 得 点 を 計 算 す る JAS

患の疾患基盤である動脈硬化性病変は，小児期すでにそ

short from N を用いることができる．

の初期病変の危険因子の存在による進展が病理学的に証

発症の危険因子となることが知られている
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明されている 402）－405）．また，リスクの減少は，動脈硬

識となった 413），414）．我が国の小児のメタボリックシンド

化の発症を遅らせその経過を変えることができることも

ロームに関する検討は，平成 17 年厚労省研究班にて始

多くのエビデンスをもって証明されてきており，冠動脈

められ，小児の MetS 診断基準が提案されている（表

疾患の一次予防は小児期において始めるべきものとする

20）．

認識を持つべき時代が到来したといえるであろ

腹囲の cut off 値の設定については，体格の差を考慮し

う 400），405），406）．また，最近，生活習慣病は胎児期にその

て小学生では 75cm としている．腹囲を身長で補正する

素因が作られるという成人病胎児期発症説が唱えられは

腹囲身長比の有用性も報告されており 415），今回の研究

じめた．すなわち，胎児期に低栄養にさらされ低体重で

でも採用されている．その他の項目としては，血清脂

生まれると，BMI が高いランクで推移し，大人になっ

質 416），血圧，血糖の基準が，主として我が国の健診な

てから肥満や糖尿病や高血圧，虚血性冠動脈疾患などの

どのデータをもとに策定された．小児の MetS 診断の意

生活習慣病の発症のリスクが高くなるという説で，最初

義は小児期のリスクを判定することのみならず，成人期

の提唱者である Barker にちなんで Barker 仮説と呼ばれ

Mets の移行を事前に評価できる点が重要である．また，

る 407）．低出生体重児の肝における内因性脂質合成は，

日本肥満学会から「小児肥満症の診断基準」に関する提

体脂肪蓄積の catch-up にも関与しており，インスリン抵

案がだされており 417），小児における心血管疾患への一

抗性を早期にもたらし，その後の人生における肥満や 2

次予防に関する介入やスクリーニングができるようにす

型糖尿病を介して，虚血性心疾患へ進展することが，世

べきと考えられる（表 21）．最近，睡眠時無呼吸症を合

界的に報告されるようになった．胎児期における母体の

併した高度肥満の思春期および若年成人剖検例で，刺激

低栄養の管理や，出生後早期の栄養管理を十分に行うこ

伝導系への顕著な脂肪組織の沈着が認められており，高

とが，将来の虚血性心疾患の発症，進展を予防（一次予

度肥満例では重症不整脈による突然死のリスクも想定さ

防）する上で重要になってくると考えられる 408）．

れている 418）．

1

肥満

2

小児において肥満は栄養や身体活動などの生活習慣に

脂質異常症

1993 ～ 1999 年にかけて，我が国の 19 都府県の 9 歳か

関わる健康障害であり，家族環境や家族歴が関与するこ

ら 16 歳の学童期の小児を対象とした全国的な血清脂質

とも多い．ライフスタイルの変化により不必要な摂取カ

調査の成績から，我が国で使用されている小児の脂質異

ロリーの増加と肥満との因果関係が指摘されている 409）．

常症の基準値を表 22 に示す 439）．動脈硬化の進展予防の

また最近の学校での運動量の減少や運動施設の不備など

観点からは小児例でも LDL コレステロールに注意を払

も思春期例の肥満に影響を与える．肥満防止のために健

う必要があり，LDL コレステロールレベルでその後の

全な生活習慣の確立が最も重要であることは言うまでも

管 理 を 決 め よ う と す る 指 針 が National Cholesterol

ない．

Educational Program（NCEP）より提示されている（図

成人肥満では脂質異常（LDL コレステロール，トリ
グリセリドの増加，HDL コレステロールの減少），高血

401）
19）
．この基準は，NCEP によれば，本来，家族にリ

スクを有する小児への対応を主体としたものであるが，

圧，糖尿病を合併する場合が多いが，この状況は小児で
も同様に観察されている．特に中心性肥満の指標である
肩甲下皮脂厚は体重／身長比などの指標より冠動脈疾患
リスクをよく反映する

410），411）

．

思春期の肥満例は若年成人の肥満に移行しやすいこ
と，さらに脂質異常症や高血圧も同様の傾向をとること
が報告され，継続した警戒が思春期肥満例には必要なこ
とが示されている 412）．インスリン抵抗性，高血圧，脂
質異常（高トリグリセリド血症，低 HDL コレステロー
ル血症）そして耐糖能異常や 2 型糖尿病を合併するメタ
ボリックシンドロームという概念は，内臓脂肪蓄積によ
りもたらされるものであること，動脈硬化性心血管疾患
の世界的に極めて大きな原因を占めることが共通した認

46

表 20

小児期のメタボリックシンドロームの診断基準
危険因子

1）腹囲
2）血清脂肪
中性脂肪
かつ／または
HDL コレステロール
3）血圧
収縮期血圧
かつ／または
拡張期血圧
4）空腹時血糖

基準値
80cm 以上（注）
120mg/dL 以上
40mg/dL 未満
125mmHg 以上
70mmHg 以上
100mg/dL 以上

1）があり 2）～ 4）のうち 2 項目を有する場合にメタボリックシンドロー
ムと診断する
（注）・腹囲／身長比が 0.5 以上であれば項目 1）に該当する
・小学生では腹囲 75cm 以上で項目 1）に該当するとする

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン

将来の冠動脈疾患発症リスクを減少させるため小児全体
および個人に対して，さらに以下のような勧告を出して
いる．［1］血清コレステロール高値，喫煙，高血圧，肥
満，糖尿病，運動不足は冠動脈疾患の独立した危険因子
である．［2］動脈硬化は小児期より始まり，各危険因子
の程度と関係している．しかし，血清コレステロール値
だけでは将来の冠動脈疾患発症予測は困難である．［3］
バランスのよい食事に心掛ける，特に脂肪は総摂取エネ
ルギーの 30 ％以下に，飽和脂肪酸は 10 ％以下に，また
コレステロールの摂取は 300mg/ 日以下にすること．脂
質異常症の治療はまず食事療法で，第 1 段階，次いで効
果がなければ第 2 段階に進む（表 24）．我が国の和食と

表 22

小児（学齢期）の高脂血症の判定基準

血清総コレステロール（TC）

正常域 ≦ 90mg/dL
（75 パーセンタル）
境界域 190-219mg/dL
高 値 ≧ 220mg/dL
（95 パーセンタル）
血清 LDL コレステロール（LDL-C） 正常域 ≦ 110mg/dL
（75 パーセンタル）
境界域 110-129mg/dL
高 値 ≧ 130mg/dL
（95 パーセンタル）
血清トリグイリセライド（TG）
高 値 ≧ 140mg/dL
（95 パーセンタル）
血清 HDL コレステロール（HDL-C） 低 値 ≦ 40mg/dL
（5 パーセンタル）

いう食事摂取の状況からすると第 1 段階はクリアされて
いると考えられる．同時に脂質異常症以外の冠危険因子

を取り除く努力をする 436）．薬物療法は 10 歳以上の児を
対象に，6 か月から 1 年の食事療法に反応せず，LDL コ

表 21

小児肥満症の診断基準

肥満児の判定：
18 歳未満の小児で肥満度が 20% 以上，かつ有意に体脂肪
率が増加した状態
体脂肪率の基準値は以下のとおりである（測定法を問わ
ない）
男児 13 歳未満：25%，13 歳以上：25%
女児 11 歳未満：30%，11 歳以上：35%
肥満症の定義：
肥満症とは肥満に起因ないし関連する健康障害（医学的
異常）を合併する場合で，医学的に肥満を軽減する治療
を必要とする病態をいい，疾患単位として取り扱う．
肥満症の診断：
5 歳 0 か月以降の肥満児で下記のいずれかの条件を満た
すもの．
・A 項目を 1 つ以上有するもの．
・肥満度が 50% 以上で B 項目の 1 つ以上有するもの．
・肥満度が 50% 未満で B 項目の 2 つ以上有するもの．
肥満治療が特に必要となる医学的問題
・高血圧
・睡眠時無呼吸など肺換気障害
・2 型糖尿病，耐糖能障害（HbA1c の異常な上昇）
・腹囲増加または臍部 CT で内臓脂肪蓄積
肥満と関連の深い代謝異常など
・肝機能障害（ALT の異常値）
・高インスリン血症
・高コレステロール血症
・高中性脂肪血症
・低 HDL コレステロール血症
・黒色表皮症
・高尿酸血症
（肝障害の場合は超音波検査で脂肪肝を確認する，TG と IRI は
早朝空腹時採血）
肥満度を下げても改善がない場合は，これらの所見は肥満に
よるとは考えない．
参考項目：身体的因子および生活面の問題（2 項目以上の場
合は B 項目 1 項目と同等とする）
・皮膚線条，股ズレなどの皮膚所見
・肥満に起因する骨折や関節障害
・月経異常（続発性無月経が 1 年半以上持続する）
・体育の授業などに著しく障害となる走行，跳躍能力の
低下
・肥満に起因する不登校，いじめなど

レステロール高値の場合に考慮する．NCEP によれば，
コレスチラミンなどのイオン交換樹脂が第一選択薬とさ
れる．ロバスタチン，アトルバスタチンの使用は，10
歳以上の，また生理発来後の小児について FDA から認
可されているが，副作用について細心の注意を払う必要
があり，小児脂質の専門家以外における一般の使用につ
いては勧められていない．
脂質異常症を合併した小児例の食事療法で懸念される
ことは食事性の成長障害であるが，Dietary Intervention

Study in Children（DISC）の調査では思春期例に対する
問題は指摘されていない 420）．

3

高血圧

小児においては日内変動や白衣高血圧などの問題から
高血圧の診断には注意が必要である．携帯型血圧モニタ
は現在使用される機会が多くなったが，その高血圧の基
準値に明確なものはない．携帯型血圧計で測定された血
圧は，通常に測定された血圧より多少低めに測定され
る 421）．小児を対象とした減塩の効果を確認した報告は
我が国にはないが，外国には新生児期から減塩を行って

15 年後に血圧上昇が認められなかったという報告があ
る 422）．日本高血圧学会による 2009 年の高血圧治療ガイ
ドラインには，小児の高血圧および正常高値血圧の基準
値が表 23 のように設定されている．血圧管理は小児期
から虚血性心疾患の一次予防として有益と考えられ
る 327）．本態性高血圧症の小児ではまずライフスタイル
の是正や食事療法の後，薬物治療が開始されるべきであ
る．薬物治療薬としては利尿剤，ACE 阻害剤や Ca 拮抗
剤などが使用される．
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図 19

小児の高脂血症管理基準 401）

危険因子の評価
血清総コレステロ
ール（TC）の測定

両親のうち 1 人でも 240mg 以
上の高コレステロール血症

正常範囲
TC
＜170mg/dL

5 年以内に血清総コレステロール再検
適正な食事や危険因子の減少に努める

境界領域値
TC
170〜199mg/dL

TC 再測定
前回の測定値
との平均値

＜170mg/dL
≧170mg/dL

血清脂質に関する精密検査
12 時間空腹
TC，HDL-C，TG 測定
LDL-C の計算
（LDL-C＝TC−HDL-C−TG/5）

正常範囲
LDL-C
＜110mg/dL

5 年以内に総コレステロー
ル再検，適正な食事や危険
因子の減少に努める

境界領域値
LDL-C
110〜129mg/dL

高脂血症教育
第 1 段階の食事療法
他の危険因子対策
1 年後の再検査

高 値
TC
≧200mg/dL

正常範囲
LDL-C
＜110mg/dL
境界領域値
LDL-C
110〜129mg/dL

血清脂質の再
検査
前回の測定値
との平均値

高 値
LDL-C
≧130mg/dL

高 値
LDL-C
≧130mg/dL

薬物療法は原則として 10 歳以上になって行う
詳しくは本文参照のこと
注：両親あるいは祖父母のうち 1 人でも 55 歳以前に
発症した心筋梗塞の病歴があるもの

4

運動

好気的運動を定期的に行うと体重が減少し，脂質およ

48

家族歴陽性
（注）

病歴，身体検査，生化学的
検査
2 次性高脂血症の検討
家族歴
積極的な治療
家族全員のスクリーニング
治療目標
最低目標：LDL-C
＜130mg/dL
理想目標：LDL-C
＜110mg/dL
第 1 段階の食事療法
効果がなければ
第 2 段階の食事療法

てリポ蛋白リパーゼ活性が上昇し，VLDL コレステロー
ルは低下し，HDL コレステロールは上昇する．最近発
表された米国の報告では，思春期および若年成人の約半

び糖質代謝が改善し，高血圧例では降圧が得られること

数しか十分な継続した運動を行っておらず，約 14 ％の

から，運動により動脈硬化の危険因子を減少できる．こ

者はほとんど運動しない．また毎日 20 分以上の継続し

れは骨格筋，脂肪組織のインスリン受容体感受性を通じ

た運動は高校生の 19 ％しか施行していないとしてい

虚血性心疾患の一次予防ガイドライン
表 23

幼児
低学年
小学校
高学年
男子
中学校
女子
高等学校
文献

収縮期血圧
（mmHg）
正常
高値
高血圧
血圧
－
120
120
130
125
135
130
140
125
135
130
140

拡張期血圧
（mmHg）
正常
高値
高血圧
血圧
－
70
70
80
70
80
70
85
70
80
75
85

日本高血圧学会治療ガイドライン策せ委員会：高血圧治療ガイ
ドライン 2009
（日本高血圧学会編）
．東京，
日本高血圧学会 2009

る 423）．

NCEP による食事指導の勧告

第 1 段階
第 2 段階
総カロリー量の
総カロリー量の
総脂肪
30％未満
30％未満
飽和脂肪酸
10％未満
7％未満
多価不飽和脂肪酸 10％まで
10％まで
一価不飽和脂肪酸 総脂肪の残り
総脂肪の残り
コレステロール
300mg/day 未満
200mg/day 未満
総カロリーの約 55 総カロリーの約 55
糖 質
％
％
総カロリーの 15 ～ 総カロリーの 15 ～
蛋白質
20％
20％
正常の成長発達を促し，望ましい体重を
総カロリー
達成維持できる量

れているが 434），いずれも稀な症例である．

運動は治療法としての導入のみならず，習慣付けるこ
とが重要であり，学校や地域社会を含めた種々の取り組
みが開始されている

5

表 24

小児の高血圧および正常高値血圧の基準値

424）

．

7

栄養

小児肥満における食習慣の問題には，様々な要因があ
るが，乳幼児期から考えられねばならない．清涼飲料水

喫煙対策

やファーストフード，スナック菓子類，飽和脂肪の摂取

欧米諸国での喫煙率の低下は確実に得られているが，

過多には，十分な注意が必要である．肥満とならない食

思春期例での喫煙率は未だ 20 ％代である．受動的な喫

習慣の育成には，単に家族における対応だけでなく広く

煙で，小児では HDL コレステロールが低下すること，

幼児の集団生活の場や学校教育においても指導啓発がな

また内皮由来血管拡張作用が減弱すること，さらに容量

される必要がある．最近小児肥満とファーストフードと

依存性に内皮障害が起こる

425）

．直接的な喫煙影響では，

軽度の気道閉塞と肺機能低下が思春期例で報告されてい
る．この影響は男児より女児で顕著である

426）

．禁煙に

の因果関係に関する報告がなされた 435）．
小児期の脂質異常症管理の主体は食事と運動を中心と
した生活指導である．

よって得られる医学的，社会的，経済的利益を繰り返し

2 歳までのエネルギーと栄養必要量は特に高く，この

教育することも小児期からの冠動脈疾患予防には重要で

年齢層に対する厳しい食事制限，特に低脂肪食，低脂肪

ある．

乳は一般的に勧められない．2 歳以降での健常な小児や

6

思春期例に厳格な食事制限を科すことは好ましくない．

その他疾患

正常な体重と成長を維持できる十分な栄養とエネルギー

冠動脈疾患を二次的に来たす可能性のある疾患とし
て，川崎病が挙げられる．川崎病は原因不明の炎症性疾

を供給すべきである．
脂質異常症小児において，食事介入による冠動脈疾患

患で，重症例では全身の血管炎から冠動脈障害を併発し，

発症に対する長期成績は得られていないが，8 年間にわ

その後冠動脈疾患を発症する例が約2％に認められ

たる成人例の成績を見る限り，小児例に対する同様の食

た 427）．川崎病の発症を防止する方法は現在までないた

事療法介入とその継続は，冠動脈疾患予防に有効と予想

め，冠動脈障害を発生させない治療に主体が置かれてい

されている 437）．

る．ガンマグロブリン超大量静注投与前のスコアリング

近年，脂肪酸栄養の質的内容として n-3 系脂肪酸，特

や IgG 量などが検討されている 428）－430）．また近年では，

にエイコサペンタエン酸（EPA），ドコサヘキサエン酸

初回ガンマグロブリン治療にステロイドを併用する試み

（DHA）を交えて摂取することが肥満の防止やインスリ

がなされており，新たな治療の展開として多施設共同研

ン抵抗性の抑制に効果があると報告されている．これら

究の成績が待たれる 431）．

は，今後の小児肥満の食事管理において，重要になって

最近，全身性エリテマトーデス

432）

群に伴う高トリグリセリド血症例

433）

，ネフローゼ症候

くると考えられる 438）.

，大動脈弁上部狭

窄などの先天性心疾患などで冠動脈疾患の発症が報告さ
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