
背　　　　　景

　近年のライフスタイルの欧米化により，脂質異常

症，糖尿病，高血圧などの生活習慣病の患者が増加

している。このような患者は，単独で生活習慣病を

発症しているのではなく，高頻度で複数の病態を合

併することでさらにリスクが増加する。なかでも，

脂質異常症は動脈硬化性心血管疾患の重要なリスク

因 子 の 一 つ で あ る。 特 に 血 中 の low-density 

lipoprotein（LDL）は血管内皮に侵入し，動脈硬化

の原因となるため，LDL-コレステロール（LDL-C）

の管理は重要とされている。

　LDL-C を低下させる治療は HMG-CoA 還元酵素

阻害薬（スタチン）をはじめ，小腸コレステロール

トランスポーター阻害薬（エゼチミブ）やプロ蛋白

質転換酵素サブチリシン / ケキシン 9 型（PCSK9）

阻害薬が使用され，これらを用いた治療は心血管疾

患リスクを低下させることが報告されている 1）～ 3）。

しかしながら，LDL-C を低下させる治療を行って

もなお心血管疾患リスクを抑制しきれない，いわゆ

る残存リスクが存在する。

　心血管イベントに関する残存リスクの一つとし

て，中性脂肪（triglyceride；TG）が注目されてい

る。糖尿病合併例などではインスリン作用不足によ

る LPL 活性の低下により TG の代謝異常が起こり

やすく，リポ蛋白中の TG が増加する。その結果と

してレムナント様リポ蛋白（RLP）や小型の LDL

が増加し，血管内皮に侵入することで，血管の形態

学的変化や機能低下を伴う動脈硬化の進展に寄与す

ると考えられている 4）。このように，高 TG 血症を

合併するような生活習慣病患者は，特に動脈硬化性

疾患のリスクが高く，血管機能も低下していると考

えられるため，これらの点を考慮した治療が重視さ

れるべきである。

　本邦では高 TG 血症に対する治療薬としてペマ

フィブラート（商品名：パルモディアⓇ）が使用可

能となっている。ペマフィブラートは選択的ペルオ

キシソーム増殖因子活性化受容体αモジュレーター

（SPPARMα）という概念のもと，TG を低下させ

る有効性に加えて，安全性に配慮した薬剤として開

発された。国内で実施された高 TG 血症患者を対象

とした第Ⅱ相臨床試験では，優れた TG および小型

LDL分画のコレステロールの低下作用とhigh-density 

lipoprotein-コレステロール（HDL-C）の増加作用

が認められ，忍容性も確認されている 5）。

　本研究では，ペマフィブラートを投与した際の血

清脂質に与える影響および脈波伝播速度（brachial 

ankle PWV：baPWV），頸動脈の内膜中膜複合体厚

（IMT），頸動脈壁弾性特性などの動脈硬化の指標に

与える影響を検討したので報告する。

方　　　　　法

　すでに食事・運動療法を指導した高 TG 血症の外

来患者 33 例（男性 24 例，女性 9 例，平均年齢

62.3±13.8 歳，BMI 25.8±3.6 kg/m2）にペマフィ

ブラート 0.1 mg を 1 日 2 回投与し，6 カ月後に採
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血・検査を実施した。

　評価項目は， TG， LDL-C， 総コレステロール （TC），

HDL-C，空腹時血糖（FPG），HbA1c，肝機能酵素

検査値（AST，ALT，γ-GTP），乳酸脱水素酵素

（LDH），クレアチンホスホキナーゼ（CPK），尿素

窒素（BUN），血清クレアチニン（Cr），尿蛋白

（UP），尿酸（UA），血圧（外来収縮期血圧，外来

拡張期血圧），外来血圧脈圧および外来脈拍数など

を経時的に観察した。

　また，血管への影響を評価するために，baPWV

（日本コーリン），中心血圧（cSBP），増大係数

〔augmentation index：AI，HEM-9000AI（オムロン

ヘルスケア）〕，頸動脈エコーでの両側 IMT と位相

差 ト ラ ッ キ ン グ 法 で 求 め た 弾 性 特 性〔 硬 さ

elasticityθ （Eθ）〕を測定し，ペマフィブラート投

与前と 6 カ月後に観察した。本検討では，6 例で

IMT および Eθの同時測定を行い，頸動脈エコーに

て Bulb を含まない平坦部分について，左右の総頚

動脈の各 2 箇所，合計 4 箇所を計測部位とした。

血圧については，外来血圧（収縮期および拡張期）

の2回の平均値を算出し， 同時に脈拍数を測定した。

　なお 6 カ月間，先行の治療は原則変更しないで観

察した。

　安全性に関しては，追跡期間中の生化学データの

変化，ならびに筋痛などの異常な臨床症状の有無で

検討した。

　結果は平均±標準偏差で表した。治療前と投与

開始 6 カ月経過時点で測定した各パラメーターの経

時変化は対応のある t 検定，正規分布していない場

合には Wilcoxon 符号付順位和検定を用いて比較検

討を行った。有効性解析において用いられる有意水

準を両側 5％とし，信頼区間は両側 95％とした。

　なお，本研究は当院の倫理委員会に諮問し，個々

の治療は患者の同意を得た上で行われた。

結　　　　　果

1．対象患者

　表 1に患者背景を示す。平均年齢は 62.3±13.8

歳，合併症は高血圧 26 例，糖尿病 16 例，高尿酸

血症 6 例，狭心症 5 例であった。既存の投与薬は，

脂質異常症の治療薬としてスタチン製剤 20 例，エ

ゼチミブ 5 例，フェノフィブラート 8 例，EPA/

DHA 製剤 7 例であった。その他，降圧薬および血

糖降下薬の投与例数は表のごとくであった。また本

検討では，ペマフィブラート新規投与は 18 例，

フェノフィブラートからの切り替え投与は 8 例で

あった。

表 1　患者背景

N（男：女）
年齢（歳）

BMI（kg/m2）

33（24：9）
62.3±13.8
25.8±3.6

既存の投与薬剤 例数

CCB
ARB

ACE 阻害薬
利尿薬

βブロッカー
MR ブロッカー

SU 薬
グリニド
α-GI 薬
BG 薬

SGLT2 阻害薬
インスリン

GLP-1 作動薬
スタチン製剤
エゼミチブ

フェノフィブラート
EPA/DHA 製剤

抗血小板薬

22
21
 2
 3
 5
 5
 3
 3
 3
 5
 5
 2
 3
20
 5
 8
 7
 5

合併症 例数

高血圧
糖尿病

高尿酸血症
狭心症

26
16
 6
 5

他の脂質異常症治療薬
からの切替の有無

例数

新　規
フェノフィブラートから切替

18
 8

CCB：カルシウム拮抗薬，ARB：アンジオテンシンⅡ
受容体拮抗薬，ACE：アンジオテンシン変換酵素，
MR：ミネラルコルチコイド受容体，α-GI：α-グル
コシダーゼ阻害薬，BG：ビグアナイド

（622）
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2． ペマフィブラートの TG， HDL-C， TC， LDL-C

に対する影響

　ペマフィブラート投与前後の TG は，投与前

266.6±163.9 mg/dL か ら 6 カ 月 後 に は 111.9±

45.2 mg/dL に有意に低下し，HDL-C は 47.6±11.2 

mg/dL から 56.4±12.9 mg/dL に有意に増加した。

また，TC は 198.8±45.9 mg/dL から 172.6±37.4 

mg/dL，LDL-C は 112.0±20.7 mg/dL から 94.9±

15.7 mg/dL にそれぞれ有意に低下した（図 1）。

　またペマフィブラートを新規投与した 18 例にお

いては，TG は投与前 278.3±189.3 mg/dL から

102.0±33.0 mg/dL に 有 意 に 低 下 し，HDL-C は

47.1±7.2 mg/dL から 56.4±9.3 mg/dL に有意に

増加した。TC は 207.6±31.8 mg/dL から 175.3±

21.0 mg/dL，LDL-C は 111.1±21.6 mg/dL か ら

94.1±17.3 mg/dL にそれぞれ有意に低下した。

フェノフィブラートからの切り替え投与を行った 8

例においては，TG は投与前 167.3±49.8 mg/dL か

ら 107.1±37.5 mg/dL に有意に低下し，HDL-C は

51.5±17.9 mg/dL から 58.9±20.5 mg/dL に有意

に増加した。なお，TC は 177.5±76.8 mg/dL から

156.6±64.8 mg/dL に有意に低下したが，LDL-C

は有意な変化は認められなかった（109.9±12.1 

mg/dL から 98.1±15.8 mg/dL）。

3．血圧，各動脈硬化指標に対する影響

　外来収縮期血圧は 127.5±10.4 mmHg から 121.5

±8.7 mmHg に，外来拡張期血圧は 75.5±10.3 

mmHg から 71.3±9.5 mmHg にそれぞれ有意に低

下した。外来血圧脈圧および外来脈拍数は有意な変

化を認めなかった。

　次に，動脈硬化のサロゲートマーカーである

baPWV は 1617.3±284.2 cm/ 秒から 1525.5±267.6 

cm/ 秒に（図 2），cSBP は 136.6±18.7 mmHg から

132.8±18.3 mmHg に，AI は 88.5±16.7 ％ か ら

84.6±12.7％に有意に低下した。頸動脈エコーに

よる IMT は 1.2±0.2 mm から 1.1±0.2 mm に有

意に低下し，Eθは 482.5±174.4 kPa から 346.5±

114.4 kPa と有意に改善した（図 3）。

　ペマフィブラートの投与前後における Eθの分布

頻度と投与後 Eθの増分および減分のヒストグラム

を図 4に示した。ペマフィブラート投与後に Eθが

図 1　ペマフィブラートの血清脂質に対する影響
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図 2　ペマフィブラートの baPWV に対する影響
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小さい割合が増加した。

4． 肝機能， 腎機能， 尿酸， 血糖関連指標への影響

　ペマフィブラート投与前後の変化は，AST は

26.0±9.0 IU/L から 21.7±6.6 IU/L に，ALT は

28.3±14.5 IU/L から 19.5±9.6 IU/L に，γ-GTP

は 59.7±68.3 IU/L から 35.7±37.4 IU/L にそれぞ

れ有意に低下した（図 5）。CPK，BUN，血清 Cr，

推算糸球体濾過量（eGFR），UA は有意な変化を認

めなかった。また，UP は 187.1±556.1 mg/gCr か

ら 121.0±536.0 mg/gCr に 有 意 に 低 下 し た。

HbA1c は 6.2±0.6 ％ か ら 5.9±0.8 ％，FPG は

104.3±16.3 mg/dL から 97.2±12.7 mg/dL にそれ

ぞれ有意に低下した。

5．安 全 性

　ペマフィブラート投与前後および投与中に，臨床

上問題となるような自他覚症状は認められなかっ

た。加えて，ペマフィブラートの投与中止例はな

く，忍容性は良好であった。

考　　　　　察

　血中 TG 高値と心血管イベントとの関係は，多く

報告されている。スタチンで治療されている 2 型糖

尿病患者を対象とした EMPATHY 試験の事後解析

では，TG が高値であるほど心血管イベントリスク

が増加しており 6），TG 高値は初発の冠動脈疾患を

予測することが示唆される。

図 3　ペマフィブラートの IMT，Eθに対する影響
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図 4　ペマフィブラート投与時の Eθhistogram
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　動脈硬化については，TG 高値は血管内皮機能が

低下すること 7），血管の硬さが増大すること 8），頸

動脈狭窄進展リスクと関係すること 9），冠動脈プ

ラーク容積率が増加すること 10）がこれまでに報告

されている。このような動脈硬化のサロゲートマー

カーは心血管イベントの予測因子となる。これらの

知見からも，動脈硬化予防の観点から LDL-C に加

えて TG を管理する重要性が示唆されている。

　今回の検討では，高 TG 血症患者にペマフィブ

ラート 0.2 mg/ 日を 6 カ月投与することで，LDL-C

は 112.0±20.7 mg/dL から 94.9±15.7 mg/dL とコ

ントロールしながら，TG は 266.6±163.9 mg/dL

から 111.9±45.2 mg/dL と有意に低下し，良好に

血清脂質を管理することができた。

　高 TG 血症による動脈硬化進展の原因としては，

RLP-コレステロール（RLP-C）および small dense 

LDL-コレステロール（sd LDL-C）の増加が考えら

れる。今回の検討では，RLP-C や sd LDL-C は測定

していないものの，TG は有意に低下していた。こ

れまでにもペマフィブラートを投与することによる

TG の低下と RLP-C の低下や sd LDL-C の低下が相

関することが報告されている 11）12）ことから，これら

の動脈硬化惹起性リポ蛋白コレステロールについて

も減少していることが期待できる。

　ペマフィブラートの動脈硬化への影響として，

ApoE2KI マウスに高脂肪・高コレステロール飼料

を与えたモデルを用いた基礎研究では，ペマフィブ

ラートを投与することで HDL によるコレステロー

ル引き抜き能が増大することや抗炎症作用によっ

て，大動脈洞における脂質沈着面積を減少したこと

が報告されている 13）。さらに，ブタの冠動脈にベア

メタルステントを留置したモデルにペマフィブラー

トを投与することで炎症が抑制され，ステント留置

部の新生内膜の増加が抑制されることも報告されて

いる 14）。

　今回の検討では，ペマフィブラートの投与による

血管炎症の評価は行っていないが，HDL-C が有意

に増加し，動脈硬化のサロゲートマーカーである

baPWV，cSBP，IMT，Eθ，AI がいずれも有意に

低下していた。われわれは IMT と Eθの値がアテ

ローム性動脈硬化の初期段階で発生する壁内弾性分

布の歪みを反映することを報告している 15）。これら

の値がペマフィブラート投与で改善された結果によ

り，壁内の血管弾性特性を変化させたことが示唆さ

れた。

　さらに，ペマフィブラートの投与前後における E

θのヒストグラムから，ペマフィブラート投与後に

は硬い血管の割合は減り，柔らかい血管の割合が増

加していた。ヒストグラムの分布は，以前の研究で

平滑筋の硬さに相当することから，内皮機能の改善

が示唆される 15）16）。その作用機序としては，6 カ月

の投与で血糖，血圧，尿酸などが管理されながらも

血清脂質が改善したためと推察される。

　本検討のリミテーションとしては，ペマフィブ

ラートを投与した症例のみを対象とした観察研究で

あり，非投与の対照群はないことが挙げられる。そ

図 5　ペマフィブラートの肝機能に対する影響
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のため，食事・運動療法を継続したことにより，高

TG 血症および動脈硬化指標の改善が認められた可

能性を否定することはできない。また，他の血糖降

下薬や，降圧薬，スタチンなど既存治療の影響も各

指標の改善に寄与した可能性は除外できない。さら

に，観察期間は 6 カ月であり，長期的に今回測定し

た動脈硬化指標の改善が維持されるかは不明であ

る。また，baPWV および Eθは血圧にも影響を受

けることに注意しなければならない。本検討では血

圧が低下している影響も考慮されるべきであろう。

　一方で，既存のフィブラートや EPA/DHA によ

る治療で TG 管理が不十分であった患者を含む集団

であっても，肝機能および腎機能の悪化を伴わず，

さらなる TG の改善と血管弾性の改善が認められ

た。今後，ペマフィブラートが高 TG 血症患者の動

脈硬化に対する有用な治療の選択肢の 1 つになると

考えられる。

結　　　　　論

　高 TG 血症患者に対して，ペマフィブラートは血

清脂質のみならず，動脈硬化指標である baPWV，

cSBP，IMT，Eθ，AI を改善する可能性がある。

ペマフィブラートは壁内の血管弾性特性を変え，動

脈硬化抑制に影響することが示唆された。
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Effects of Pemafibrate on Serum Lipids and Arteriosclerosis Indicators  
in Patients with Hypertriglyceridemia
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Abstract

Background: Dyslipidemia is one of the important risk factors for arteriosclerosis cardiovascular 
disease. Low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) lowering therapies reduce incidents of 
cardiovascular events, and triglycerides (TG) have recently been attracting attention as one of the 
residual risks of cardiovascular events. Pemafibrate, selective peroxisome proliferator-activated 
receptor alpha modulator (SPPARMα), lowers TG, increases high-density lipoprotein cholesterol 
(HDL-C) and is well tolerated.
Objectives: In this study, we investigated the effects of pemafibrate to patients with hyper-
triglyceridemia on serum lipids and arteriosclerosis indicators.
Methods: Thirty-three outpatients (average age 62.3±13.8 years, BMI 25.8±3.6 kg/m2) with 
hypertriglyceridemia were administered pemafibrate (0.2 mg/day). Serum lipids and arteriosclerosis 
indicators such as brachial ankle pulse wave velocity (baPWV), augmentation index (AI), carotid 
elastic properties (Eθ), and carotid intima-media complex thickness (IMT) were measured 6 months 
after administration.
Results: Pemafibrate significantly decreased serum TG from 266.6±163.9 mg/dL to 111.9±45.2 
mg/dL and increased serum HDL-C from 47.6±11.2 mg/dL to 56.4±12.9 mg/dL. The surrogate 
marker of arteriosclerosis, baPWV, was significant reduced from 1617.3±284.2 cm/sec to 1525.5±
267.6 cm/sec. Moreover, AI, Eθ and IMT were significant reduced. No clinically relevant adverse 
reactions were observed over the study period. In addition, there were no cases of discontinuation of 
pemafibrate.
Conclusions: Pemafibrate improved not only serum lipids but also arteriosclerosis indicators for 
hypertriglyceridemia patients. It was suggested that pemafibrate changed the elastic properties of the 
blood vessel walls and affected the suppression of arteriosclerosis.
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