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【緒言】 

近年、LDL コレステロール/HDL コレステロール（L/H）比が心血管リスクの有用な予

測因子として注目されている。L/H 比>2 の冠動脈疾患患者においては、冠動脈プラー

クが増大することや、冠動脈形成術後の心血管イベント発症リスクが上昇することが

知られている。さらに、L/H 比の上昇は慢性腎臓病の進行と関連があることが示され

ている。一方で、急性心筋梗塞の発症後 1 年間において腎機能が低下することが報告

されているが、急性心筋梗塞後の腎機能低下と血清脂質や L/H 比との関連については

不明である。我々は、急性心筋梗塞の発症から 6 か月後に高 L/H 比を示した患者の臨

床的特徴を調べ、腎機能低下について低 L/H 比を示した患者と比較して検討した。 

 

【対象】 

2006 年 4 月から 2010 年の 3 月までの期間において、半田市立半田病院にて急性心

筋梗塞に対し緊急経皮的冠動脈形成術を施行後、アトルバスタチン 10 ㎎/日の内服を

開始した症例 197 例を対象とした。副作用によりアトルバスタチンの内服が中止とな

った 4 症例、及び維持透析療法中であった 3 症例は除外した。 

 

【方法】 

入院時、1 か月後、及び 6 か月後における臨床データ、血清脂質値、血清クレアチ

ニン（sCr）値は病院データベースより引用した。LDL コレステロール値は Friedewald

の公式： LDL コレステロール値（mg/dl）=総コレステロール値（mg/dl）–HDL コレス

テロール値（mg/dl）-中性脂肪値（mg/dl）×0.2 を用いて、また推定糸球体濾過量（eGFR）

は Japanese revised equation: eGFR（ml/min/1.73m2）=194×sCr（mg/dl）-1.094×年

齢-0.287（女性は×0.739）を用いて算出した。対象全体における入院時から 6 か月後ま

での sCr 値及び eGFR の経時的変化については One-way repeated ANOVA を用いて解析

した。6 か月後における L/H 比の値に従って、対象を L/H 比>2 の高 L/H 比群（n = 81）

と L/H 比≤2 の低 L/H 比群（n = 109）の 2 群に分類した。入院時、1 か月後、及び 6 か

月後における血清脂質値、sCr 値、eGFR を両群間で比較した。また、1 か月後及び 6 か

月後における sCr 値の入院時に対する増加率及び eGFR の入院時に対する低下率を両

群間で比較した。対象全体の 6 か月後における sCr 値の入院時に対する増加率に関連

する臨床因子を同定するため、年齢、body mass index（BMI）、高血圧症及び糖尿病の

既往歴、造影剤腎症、血清脂質変化量を説明変数として多変量解析を行った。造影剤

腎症は経皮的冠動脈形成術後 48 時間以内の sCr 値の 0.5mg/dl もしくは 25%以上の増

加と定義した。 

 

【結果】 

両群の入院時における患者背景を Table1 に示す。高 L/H 比群は低 L/H 比群と比較

して有意に若く BMI が大きかった。Table2 に両群の入院時及び 6 か月後における血清

脂質値と、それらの入院時から 6 か月後までの増加量を示す。入院時及び 6 か月後と
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もに高 L/H 比群は低 L/H 比群より総コレステロール値、LDL コレステロール値、non-

HDL コレステロール値、中性脂肪値が有意に高く、HDL コレステロール値が有意に低か

った。また、高 L/H 比群は LDL コレステロール減少量、non-HDL コレステロール減少

量、及び HDL コレステロール増加量が低 L/H 比群より有意に小さかった。対象全体及

び両群における入院時から 6 か月後までの sCr 値と eGFR の経時的変化をそれぞれ

Figure1、Figure2 に示す。対象全体において入院時から 6 か月後にかけて sCr 値は有

意に上昇し、eGFR は有意に低下した。入院時の sCr 値及び eGFR はともに両群間に差

は無かったが、6 か月後における高 L/H 比群の sCr 値は低 L/H 比群と比較して有意に

高く、eGFR は有意に低かった。さらに、両群の 1 か月後及び 6 か月後における sCr 値

の入院時に対する増加率と eGFR の入院時に対する減少率を Figure3 に示す。高 L/H 

比群は低 L/H 比群と比較して、1 か月後の sCr 値増加率及び eGFR 低下率は大きい傾

向にあり、6 か月後の sCr 値増加率及び eGFR 低下率は有意に大きかった。多変量解析

（Table3）では、年齢、造影剤腎症、及び入院時から 6 か月後までの HDL コレステロ

ール増加量が、6 か月後の sCr 値増加率と関連のある有意な独立因子であった。 

 

【考察】 

本研究において、急性心筋梗塞の発症から 6 か月後に高 L/H 比を示した患者の臨床

的特徴として、低 L/H 比の患者と比較して年齢が若く、BMI が大きいことが示された。

また、高 L/H 比患者は低 L/H 比患者と比較してベースラインの脂質プロファイルが不

良であり、スタチン治療下の脂質代謝の改善も乏しいことが明らかになった。さらに、

高 L/H 比患者において急性心筋梗塞後の腎機能低下は促進され、HDL コレステロール

増加量が腎機能低下の独立関連因子であることが示された。HDL コレステロールには、

1）抗酸化作用、2）コレステロール逆輸送による腎内の動脈硬化の抑制と脂質の腎細

胞に対する直接的な毒性の減弱、3）リポ蛋白の蓄積抑制によるメサンギウム細胞にお

ける LDL コレステロールの結合の減少及び基質産生の制限、を機序とした腎保護効果

があることが報告されている。高 L/H 比患者における HDL コレステロール増加量は低

L/H 比患者に比較して有意に小さく、腎機能低下促進の原因となった可能性が考えら

れた。冠動脈疾患患者における高 L/H 比と心血管イベント発症リスクとの関連が知ら

れているが、スタチン治療下で HDL コレステロール値の増加が乏しい高 L/H 比の急性

心筋梗塞患者においては、腎機能低下にも注意した慎重な観察が必要かもしれない。

Limitation として、単施設の症例数の少ない観察研究であること、また生活習慣や尿

検査、心機能についてはデータが不十分で検討できなかったことが挙げられ、今後の

研究課題である。 

 

【結語】 

急性心筋梗塞において、年齢が若く、BMI が大きく、また脂質プロファイルが不良

の患者は慢性期に高 L/H 比を示す可能性が考えられた。さらに、高 L/H 比患者におい

ては急性心筋梗塞後の腎機能低下が促進されることが示唆された。 
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