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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　旨

　家族性高コレステロール血症（FHC）ヘテロ接合体8例（診断時年齢3～15歳）の治療経験につき検

討した．いずれも家族歴に冠動脈病変の若年発症例を有し，治療開始前の総コレステロール（T・CHO）

値は平均332．5±41．9mg／dl，　HDLコレステP一ル（HDL・CHO）値は平均45．5±4．7mg／dl，動脈硬化

指数（AI）は平均6．5±1．8であった．5例に薬物治療と食事指導を，3例には食事制限と運動療法を試

みた．T・CHO，　HDL・CHO，　AIはそれぞれ薬物治療群では40．2±9．2％，46．5±11．2％，54．0±13．9％

低下したが非薬物治療群では12．6±4．1％，17．2±5．5％，15．4±2．0％の低下に留まり有意差を認めた

（p＜0．05）．FHCではT・CHOを有意に低下させるためには薬物治療を必要とするが，その際HDL・

CHOも低下するためAIは高値を示す．今後薬剤選択および副作用の検討，症例数の増加，冠動脈病変

の発生率を含めた長期予後の追跡が必要である．

　　　　　　　　　　はじめに

　近年の生活，食事習慣の変化に伴い，若年性成人病

とも言うべき小児期の冠動脈虚血性心疾患およびその

予備群が小児循環器科外来においても散見されるよう

になった．また高コレステロール血症のマススクリー

ニングも現実のものとなり，今後小児科領域において

も脂質代謝異常の診断・治療および全身管理が必要と

されると考えられる．しかしながら現実に症例が発見

された場合，高脂血症以外に異常の無い成長期の患児

に対する食事制限，運動療法，薬物治療の可否，治療

目標の設定に関してはさまざまな提言が成されてお

り1ト3），未だに確定したものはない．われわれは家族性

高コレステロール血症（FHC）の治療方針確立の一助

とすべく，当科においてさまざまな治療で経過を観察

してきたFHC　5家系のヘテロ接合体8例を検討し
た．

別刷請求先：（〒060）札幌市北区北15条西7丁目

　　　　　北海道大学医学部小児科　　清水　　隆

　　　　　　　　　　症　　例

　家系1：家系図1に示すごとく発端者は症例1の兄

でFHCホモ接合体であり，3歳時に黄色腫で発見さ

れ，10歳時には狭心症発作を起こしたためplasma

pheresisを開始した．症例1の父親も40歳台で虚血性

心疾患を発症し，家系検索で症例1，2を含む3世代

17例にFHCを認めた．検索時に道内に居住しており，

小児科の対象年齢の症例1，2に対し食事指導と薬物

治療を開始した．

　家系2：家系図2に示す症例3，4の母親が成人病

検診で高脂血症を指摘され，家系検索で3世代9例に

FHCを認めた．症例3，4の母方祖父が32歳で心筋梗

塞を疑わせる疾患で突然死しており母親の希望もあり

薬物治療と食事制限と運動療法を開始した．

　家系3：家系図3に示す症例5の父親が35歳で虚血

性心疾患を発症し，家系検索により3世代4例にFHC

を認めた．食事制限で治療を開始したがコソトロール

がつかず，薬物治療を併用した．

　家系4：家系図4に示すごとく症例6の父親の兄弟

全員と父方祖父がFHCで薬物治療を受けており，3

Presented by Medical*Online



日小循誌　8（4），1993 535－（53）

　↑　　　↑
H。m。接合体　症例1

囲：高脂血症

　：虚血性心疾患

CVA：脳血管障害

　：死亡

　↑

症例2

図1－1家系1

　↑　　↑

症例3症例4
口：高脂血症

＊：虚血性心疾患

DM：糖尿病

図1－2家系2

　↑

症例5

珍：高脂血症

＊：虚血性心疾患
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Ca：癌

図1－3家系3

世代8例にFHCを認めた．症例6は膀胱尿管逆流症

の治療のため入院し発見され，食事制限で経過観察中

である．

　家系5：症例7が学校心電図検診で不整脈を指摘さ

れて当科を受診し，血液検査により高脂血症が発見さ

れた．家系検索により兄（症例8）も高脂血症であり，
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38歳で心筋梗塞を発病した父親も含めて3世代6例に

FHCを認めた（家系図5）．食事制限と運動療法で経

過観察中であるが，コントロールがつかないため薬物

療法を考慮中である．

　　　　　　　　　　検査結果

　初診時検査結果を表1に示す．症例7以外は総コレ

ステロール（T・CHO）は300mg／dl以上，平均332．5±

41．9mg／dl以上であった．全例でトリグリセライド

（TG）は130mg／dl以下であり，リボ蛋白パターソは

IIa型であった，　HDLコレステロール（HDL・CHO）

は36～53mg／d1（平均45．5±4．7mg／dl）であり，動脈

硬化指数（AI）は5，5～10．7（平均6．5±1．8）でいずれ

も3．0以上であった．ErgometerまたはTreadmill負

荷心電図，心エコー検査，ホルター心電図を全例に，

冠動脈造影検査を症例1，2，4に施行したが現時点

ではいずれの症例も冠動脈病変は有していない．

　　　　　　　　　　経　　過

　表2は経過中の検査値の最高値と最低値および減少

率を示す．〔症例1〕は7年間追跡しており，Clo丘brate

で治療を開始しProbucolに変更した．　T・CHOは最

表1　初診時検査データ

症例1 症例2 症例3 症例4 症例5 症例6 症例7 症例8
10歳 12歳 10歳 6歳 3歳 4歳 9歳 15歳

T・CHO（mg／dl）
　　　　（120～230）

344 421 328 322 358 312 267 308

TG（mg／dl）
　　　（40～160）

64 98 73 111 106 121 65 82

リン脂質（mg／dl）
　　　（140～250）

305 334 293 286 307 263 231 272

β一リボ蛋白（mg／dl）
　　　　（200～690）

1，197 1，126 1，057 1，030 1，031 851 685 727

FFA（μEq／1）
　　　（50～500）

742 764 687 764 383 146 412 520

HDL・CHO（mg／dl）
　　　（44～75）

53 36 43 44 44 48 49 47

リボ蛋白パターン IIa IIa IIa Ila IIa IIa Ila Ila

動脈硬化指数

｛T’C：＝さCH°｝ 5．5 10．7 6．6 6．3 7．1 5．5 4．4 5．6
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表2　検査値［経過中の最高値→最低値（減少率）］

症例1 症例2 症例3 症例4 症例5 症例6 症例7 症例8

max rnax max max max max max max
→mini →mini →mini →mini →mini →mini →mini →mini

T・CHO 344 421 328 322 358 321 267 308
（mg／dl） →254

　（26．2％）
→228
　（45．8％）

→170
　（48．2％）

→218
　（32．3％）

→184
　（48．6％）

→277
　（13．7％）

→248
　（7．1％）

→256
　（16．9％）

TG 64 112 118 122 181 121 106 104
（mg／d1） →39

　（39．1％）
→74
　（33．9％）

→42
　（64．4％）

→40
　（67．2％）

→50
　（72．4％）

→116
　（4．1％）

→55
　（48．1％）

→78
　（25％）

HDL・CHO 53 47 43 53 50 49 52 56
（mg／d1） →38 →23 →22 →20 →29 →38 →47 →45

（28．3％） （51．1％） （48．8％） （62．3％） （42，0％） （22，4％） （9．6％） （19．6％）

肥満度 15％以下 15％以下 15％以下 15％以下 37．4％ 15％以下 20．5％ 15％以下
→32％ →22％

動脈硬化指数 10．1 10．7 10．1 10．6 7．1 6．3 4．6 5．6

→5．5 →3．3 →5．1 →3．1 →4．6 →5．5 →3．8 →47
（45．5％） （69．2％） （49．5％） （70．8％） （35．2％） （12．7％） （17．4％） （16．1％）

黄色腫 （一） （＋）→（一） （一） （一） （一） （一） （一） （一）

高26．2％，HDL・CHOは最高で28．3％減少したがAI

は5．5以下には下がらなかった．〔症例2〕は5年間経

過観察した．Probucol単独で治療を開始し，　Colestyr・

amineを加えた．　T・CHOは45．8％，　HDL・CHOは

51．1％減少し，膝蓋部の黄色腫は消失した．AIは3．3ま

で低下した．症例1，2の食事指導は脂肪の摂取を避

け，肥満を防ぐ程度のものであった．〔症例3，4〕は

6年間追跡している，Probucolで治療を開始したがコ
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図2　症例3，4の成長曲線（入院時の成長遅延）
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ントロールがつかないため院内学級に入院せしめ

Colestyramineを加えた．症例3では19単位（1，520

cal），§症例4では17単位（1，360cal），脂肪は総エネル

ギーの30％以下に制限して1日2回の運動療法を施行

したところT・CHOはそれぞれ170mg／dlと218mg／dl

にまで低下した．しかし図2に示すごとく特に症例4

において成長に影響が出たため，外来治療に切り替え

Pravastatinに投薬を変更して現在小康を得ている．

〔症例5〕は初診時3歳と幼く且つ，肥満度37．4％で

あったため14単位（1，120単位）に食事制限したが改善

が得られなかった．胆汁酸結合樹脂であるColestyr・

amineを投与したところ下痢のため服薬できず

Pravastatinに変更し2年経過したがT・CHOが最高

48．6％，184mg／dlまで下がった．ただHDL・CHO値

も29mg／dl（42％）まで低下したためAIは最低時でも

4．6であった．〔症例6，7，8〕は薬物治療は行わず

食事制限や運動療法で1年間経過観察している．〔症例

6〕は腎疾患で入院中のため食事制限だけではT・

CHOは13．7％低下して277mg／dlであった．〔症例7，

8〕はそれぞれ20単位（1，600cal），25単位（2，000cal）

に食事制限して運動部に入部せしめたがT・CHOは

最高7．1％と16．9％低下して248mg／dlと256mg／dlに

なった．薬物治療を行った症例1～5ではT・CHOは

平均40．2±9．2％低下し，最低値は平均210．8±30．3

mg／dl，　HDL・CHOは平均46．5±11．2％低下し，最低

値は平均26．4±6．5mg／dlとなり，　AIは平均54．0±

13．9％低下した．一方薬物治療を行っていない症例6，

7，8ではT・CHOは平均12．6±4．1％低下し，最低値

は平均260．3±12．2mg／dl，　HDL・CHOは平均17．2±

5．5％低下し，最低値は43．3±3．9mg／dlであり，AIは

平均15．4±2．0％低下した（表3）．

　　　　　　　　　　考　　案

　低比重リボ蛋白（LDL）受容体の欠損により高LDL

表3　薬物治療の有無による変化

T・CHO
　減少率（％）

T・CHO
　最低値（mg／dl）

HDL・CHO
　減少率（％）

HDL・CHO
　最低値（mg／dl）

動脈硬化指数
　減少率（％）

服薬群（5例）　　非服薬群（3例）

40．2±9．2　　　　　　　　12．6±4．1

　　L＿＿＿＊＿＿」
210．8±30．3　　　　　　　260．3±12．2

　　L－N．S．■
46．5±11．2　　　　　　　17．2±5．5

　　L＿＊＿＿＿＿＿」
26．4±6．5　　　　　　　43．3±3．9

　　L＿＊＿＿」
54．0±13．9　　　　　　　15．4±2．0

　　－＊＿」
＊ p＜0．05
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コレステロール血症，皮膚，血管壁などのコレステロー

ル沈着を来す家旅性コレステロール血症（FHC）は常

染色体優性遺伝し，このうちヘテロ接合体は500人に1

人の割りで発現するとされている4）．近年の生活，食事

習慣の変化といった環境因子により小児期より高コレ

ステP一ル血症が発症し，動脈硬化症が早期進展する

危険性が指摘されている5），対策としては食事制限，運

動療法，薬物投与が考えられ，当科の冠動脈病変若年

発症の家族歴を有する5家系の重症型FHC　8例に対

してもさまざまな組み合わせで治療を試みた，今まで

の治療経験を要約すると，①運動療法は単独ではほと

んど効果が無く，院内学級に入院せしめるなどの生活

全般におよぶ強制力を必要とする．②あまりに徹底し

た食事制限は症例3，4のように成長に影響を及ぼす．

③PravastatinやProbucolによる薬物治療は有効

で，T・CHOは正常域近くまで低下する．薬物治療の有

無により2群に分けて検討するとT・CHO値，　HDL・

CHO値，　AIの最大減少率は薬物治療群で有意に高い

値を示した（p＜0．05）．しかしAIは低下したと言って

も3．0以上であり，動脈硬化の危険性は残る．アメリカ

のNational　Cholesterol　Education　Programの報

告6）では薬剤治療の適応としては6ヵ月から1年間に

わたり適切な食事療法を試みた10歳以上の小児でなお

かつLDL・CHOが190mg／dl以上の場合や同様の小児

でLDL・CHOが160mg／dl以上で55歳以下発症の心血

管障害の家族歴を有する場合，または是正努力にもか

かわらず心血管障害発生の危険因子を2つ以上有して

いる場合を挙げている．われわれの症例ではコレステ

ロール値や家族歴は適応を満たしているが，症例4と

5では薬物治療開始時10歳以下で適応から外れてい

た．しかしわれわれが対象とした症例は正常の50％し

かLDLレセプターが機能しないFHCヘテロ接合体

で小児期から高コレステP一ル血症が発症しており動

脈硬化進展への影響も大きいと考えられ，肥満や食事

性の二次性高脂血症と同様の治療開始基準をあてはめ

る必要はないと考える．また使用薬剤に関しては小児

期に使用可能な薬剤として陰イオン交換樹脂である

Colestyramineが推奨されているが6）7），実際に使用し

た症例2，3，4，5では消化器症状や怠薬のため服

薬中止を余儀なくされている．1989年からはHMG－

CoA阻害剤であるPravastatinが使用できるように

なり内科領域では使用が一般化している．われわれの

使用経験ではたいへん有効であり，小児科領域でも今

後本剤により治療経験の蓄積が必要と考えられる．た
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だ，われわれの薬物治療群ではT・CHOを平均約40％

低下させるがHDL・CHOも平均約46％低下してしま

うため，T・CHOは約40％低下せしめるがHDL・CHO

はむしろ増加させるというCPIB系薬剤と植物ステ

ロールの併用8）を含めて今後の治療内容の検討が必要

である．FHCの治療は異常に高いコレステロール値を

正常化させることにより将来の冠動脈疾患の危険性を

低下させるのが目的であるが，現時点では冠動脈に異

常を認めない症例に対し治療法の選択，治療の開始時

期，治療目標の設定，使用薬剤による副作用の評価7）な

ど未だに確定していないことが多い．今後症例数の増

加を図り，冠動脈疾患の発生率を含めた長期予後の追

跡が必要である，

　稿を終えるに当たり，御校閲頂いた松本修三教授に深謝

致します．尚，本論文の要旨は第27回日本小児循環器学会

（於山形市）にて発表した．
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The　Evaluation　of　Cholesterol－Lowering　Therapy　in　8　Children　with

　　　　　　　　　　　　　Familial　Hypercholesterolaemia

Takashi　Shimizui｝，　Kouji　Yamaokal），　Satoru　Shida1），　Yoshikazu　Kinugawal），　Shouji　Miurai），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yachio　Ohta2）and　Naoki　Hase7）

　　　　　　　　　　　i｝Department　of　Pediatrics，　Hokkaido　University，　School　of　Medicine

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）Department　of　Pediatrics，　Tennshi　Hospital

　　　　　　　　　　　　　　　3）Department　of　Pediatrics，　Nikkou・Kinenn　Hospital

　　　The　effects　of　cholesterol－lowering　therapy　for　8　prepubertal　children（age　range　3　to　15　years）

with　heterozygous　familial　hyper－choresterolaemia（FHC）were　evaluated．　All　of　them　had　family

histories　of　presenile　coronary　heart　diseases．　The　average　titres　of　pretreatment　serum　total

cholesterol（T・CHO），　HDL　cholesterol（HDL・CHO）and　Atherogenic　index（AI）were　332．5±41．9

mg／dl，45．5±4．7　mg／dl，6．5±1．8　respectively．　Diet　plus　drug　therapy　was　administered　in　5　children

（drug　therapy　group）and　diet　plus　exercise　therapy　for　another　3　children（non－drug　therapy　group）・

Non・drug　therapy　reduced　T・CHO，　HDL・CHO　and　AI　values　by　12．6±4．1％，17．2±5．5％and　15．4±

2．0％respectively．　Compared　with　non－drug　therapy　group，　drug　therapy　group　showed　more

pronounced　effect　of　40．2±9．2％decline　on　T・CHO，17．2±5．5％decline　on　HLD・CHO　and　15．4±2．0％

decline　on　AI（p〈0．05）．　This　study　indicates　that　drug　therapy　for　FHC　is　effective　for　reducing　serum

cholesterol　values．　However，　the　large　group　of　children　with　FHC　should　be　studied　to　evaluate　the

drug　side　effects　for　developing　children　and　the　efficacy　of　drug　therapy　in　reducing　the　risk　of

presenile　coronary　heart　disease　in　future．
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