原

著

人間ドック 31：462-467，2016

インスリン抵抗性推定のための TG/HDL-C 比の有用性について
− 10 年間の観察において−
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要 約
目的：インスリン抵抗性の診断は糖尿病発症予防のためにも早期発見が重要である．しかし，診断
の基本となるインスリンが健診項目に入っている企業は少ない．そこで多くの企業の健診項目に
ある TG/HDL-C 比を利用して日本人における TG/HDL-C 比がインスリン抵抗性の指標となり得る
か，またその指標が 10 年間の糖尿病発症に関与しているか retrospective に検討した．
方法：TG/HDL-C 比を四分位し，男女別に homeostasis model assessment-insulin resistance
（HOMA-IR）
と比較した．また，10 年間における糖尿病の発症率を TG/HDL-C 比高値群と非高値群で比較した．
結果：男女ともに TG/HDL-C 比が高くなるに従い HOMA-IR は増加していた．四分位による 75 パー
センタイルは男性が 2.6，女性が 1.4 で，それ以上を高値群，未満を非高値群とすると，高値群は
非高値群に比べてインスリン抵抗性を有していた割合が高かった．10 年間の追跡による糖尿病発症
では，男女ともに 2001 年時に TG/HDL-C 比高値群が非高値群より 2 倍以上糖尿病を発症していた．
結論：TG/HDL-C 比はインスリン抵抗性を反映しており，鋭敏な糖尿病発症の予測因子となり得る．
TG/HDL-C 比としてみることで簡便でわかりやすいインスリン抵抗性の指標として使用できる可能
性がある．
キーワード TG/HDL-C 比，インスリン抵抗性，糖尿病

緒

言

インスリン抵抗性は糖尿病だけでなく，動脈硬

対象と方法
2013 年に三越総合健診センターを受診し，イ

化の危険因子である高血圧，脂質異常症などを

ンスリンを測定した男女のうち，問診票に「糖尿

高率に合併しやすい

1,2）

ため，早期発見が重要で

病治療中」の記載がない男性 1,102 名
（平均年齢

ある．しかしながら健康診断の基本項目にインス
リンを採用している企業は少ない．しかし TG や

54.3 歳），女性 1,324 名（平均年齢 56.0 歳）を対象
とし，TG/HDL-C 比とインスリン抵抗性との関

HDL-C は多くの健診で測定されている項目であ

連について検討した．

るため利用しやすい．

TG/HDL-C 比を男女別に算出し，四分位の 75
パーセンタイル以上を TG/HDL-C 比高値群とし，
75 パーセンタイル未満を非高値群とした．インス
リン抵抗性推定には homeostasis model assessmentinsulin resistance（HOMA-IR）を用い，HOMA-IR は
2.5 以上をインスリン抵抗性ありとし，TG/HDL-C
比の感度・特異度を検討した．また，10 年間の糖
尿病発症についての検討では，2001 年〜2011 年
の継続受診者のうち TG，HDL-C，HbA1c，空腹
時血糖を測定している人で，2001 年時に
「糖尿病

最近，TG/HDL-C 比はインスリン抵抗性の簡
便な指標であり，冠動脈イベントの予測に有用と
の報告がある 3,4）．しかし，多くは欧米での報告
であり，その有用性には民族により異なる可能性
がある 3）．そこで日本人でも TG/HDL-C 比がイ
ンスリン抵抗性の指標となり得るか，また糖尿病
発症の有無を 10 年間追跡し，糖尿病発症の指標
となり得るかを検討した．
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治療中」の記載がある人と血糖 126mg/dL 以上か

上記の男性 2.6，女性 1.4 以上を TG/HDL-C 比

つ HbA1c 6.5％以上の人を糖尿病として除いた

高値群，75 パーセンタイル未満を非高値群とし，

男性 1,447 名
（2001 年時平均年齢 45.2 歳）を対象

インスリン抵抗性について両群間で比較してみる

とし，2001 年時の TG/HDL-C 比を高値群と非高

と，高値群は非高値群に比べてインスリン抵抗性

値群で分けた時と，BMI を 25 で分けた時の 10 年

を有していた割合は男性で 2 倍以上，女性は 5 倍

間の糖尿病の発症率を比較した．女性対象者で糖

以上高かった
（表 2）
．

尿病を発症したのは 3 例と少数だったため，男性

2 群間の比較は Mann-Whitney U 検定，糖尿病
発 症 曲 線 の 比 較 に は Logrank 検 定，TG/HDL-C
比の糖尿病発症リスク因子の検定には Cox 比例

HOMA-IR2.5 以上をインスリン抵抗性ありと
した時の，TG/HDL-C 比の感度は男性 47.7 女性
59.3，特異度は男性 79.4，女性 81.3 であった（図
1）．同じように年代別に分け比較したところ（図
2），TG/HDL-C 比において男性では若い年代ほ

ハザードモデルを使用した．統計解析ソフトは

ど感度が高くなっていた．特異度は年代に関わら

のみを検討した．

SPSS Statistics ver22（日本 IBM，東京）および EZR
ver2.1-2 を用いた．

5）

ず大きな差はみられなかった．女性では年代別の
感度に大きな差はみられなかったが，特異度は若

データ利用については，個人名が特定できない

い年代ほど高くなっていた．

匿名化の措置を取り，データとしてのみ使用し，

次に TG/HDL-C 比高値群と非高値群の 10 年間

論文等に用いることを文書化して施設内に掲示し

追跡による糖尿病発症について検討した．

ている．

2011 年までに糖尿病を発症した人の 2001 年時
の TG/HDL-C 比高値群と非高値群の割合を比較
したところ，2001 年時に TG/HDL-C 比高値群が
非高値群より 2 倍以上糖尿病を発症している割合
が多くなっていた
（図 3）
．
2001 年時の BMI を 25 未満群と 25 以上群で分
け，2011 年までに糖尿病を発症した人の割合を

結 果
TG/HDL-C 比を四分位にすると，男女ともに
TG/HDL-C 比が高くなるに従い HOMA-IR は増加
しており，TG/HDL-C 比の 75 パーセンタイルの値
は男性 2.6，女性 1.4 であった
（表 1）
．

表 1 TG/HDL-C 比四分位による年齢と HOMA-IR の平均値
パーセン
タイル
男性

女性

25
50
75
25
50
75

TG/HDL-C 比

n

〜0.9
1.0〜1.5
1.6〜2.5
2.6 以上
〜0.5
0.6〜0.8
0.9〜1.3
1.4 以上

280
279
276
267
334
359
346
285

平均値
年齢（歳）
HOMA-IR

53.1
55.6
55.6
53.1
53.2
54.0
58.4
58.8

1.0
1.4
1.7
2.0
0.9
1.1
1.3
1.8

HOMA-IR：homeostasis model assessment-insulin resistance

表 2 TG/HDL-C 比非高値群、高値群によるインス
リン抵抗性を示す人の割合
TG/HDL-C 比
HOMA-IR 2.5 以上（％）
非高値群
9.3
男性
高値群
26.6
非高値群
3.6
女性
高値群
18.9
HOMA-IR：homeostasis model assessment-insulin resistance
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図 1 インスリン抵抗性に対する TG/HDL-C 比の感度・特異度

図 2 インスリン抵抗性に対する TG/HDL-C 比の感度・特異度（年代別）

TG/HDL-C 比高値群と非高値群で比較したとこ
ろ，BMI に関係なく高値群の方が 10 年間で糖尿
病を発症した人が多くなっていた（図 4）．
対象者を TG/HDL-C 比高値群と非高値群で分
けた時の糖尿病発症を Kaplan-Meier 曲線
（図 5）で
比較したところ，TG/HDL-C 比 2.6 以上群が糖尿
病を多く発症していた
（p ＜ 0.01）
．2001 年時の
BMI・体重・体脂肪・空腹時血糖・HbA1c・TG・
HDL-C・TG/HDL-C 比・WBC・収縮期血圧・拡
張期血圧・年齢を比較項目とした COX 比例ハザー
ド比では，BMI
（HR：1.17，95％ CI：1.11〜1.24，
p ＜ 0.01），HbA1c（HR：11.70，95 ％ CI：7.35
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図 3 TG/HDL-C 比高値群と非高値群の 10 年間にお
ける糖尿病発症率（％）
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図 4 BMI 別 TG/HDL-C 比高値群と非高値群の糖尿病発症率の比較

図 5 TG/HDL-C 比高値群と非高値群の年数を加味した糖尿病発症の比較

〜 18.63，p ＜ 0.01）
，TG/HDL-C 比
（HR：1.08，

パーゼの活性が低下することにより HDL-C が減

95%CI：1.01〜1.15，p ＜ 0.05），血糖（HR：1.10，
95%CI：1.08〜1.11，p ＜ 0.01）が糖尿病発症に対

少する．またリポ蛋白リパーゼの活性が低下する

して独立して影響を及ぼしたリスク因子であった．

ため TG/HDL-C 比はインスリン抵抗性で高くな

考

ため TG が分解されずに高くなりやすい 6）．この
ると考えられる．

察

および内皮リパーゼ
（Endothelial lipase）
の活性と関

TG/HDL-C 比は男性では若い年代ほど感度が
高く，特異度も 86.5％と高く，女性では特異度
が若い年代ほど高かったことから，TG/HDL-C

連があり，インスリン抵抗性があると，内皮リパー

比は若い年代ほどインスリン抵抗性を反映してい

ゼの活性が高まり HDL-C が減少し，かつ肝性リ

ると思われた．BMI25 未満であっても，25 以上

インスリン抵抗性は肝性リパーゼ
（Hepatic lipase）
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であっても，高値群から糖尿病を発症した人が多

段階で生活指導をすることは，将来糖尿病を発症

かったことから，たとえ BMI が 25 未満であって

する人を少しでも減らすことに貢献できると思わ

も，TG/HDL-C 比が高い人は，早い段階で生活

れる．

指導をすることにより将来糖尿病を発症する人を
減らすことに繋がると思われる．

利益相反

また，10 年間で糖尿病を発症した人の割合は

TG/HDL 高値群と非高値群では 2 倍以上の差が
あった．TG，HDL-C 単独では明らかでなくとも，
TG/HDL-C 比としてみることで糖尿病発症を推
定する簡便で有用な指標として使用できる可能性
がある．
7）
厚生労働省の
「平成 25 年国民健康・栄養調査」
に

よると，男性では 6 人に 1 人が糖尿病となる．糖尿
病が進行すると，動脈硬化，がん，認知症になり
やすい 8-10）．糖尿病発症を防ぐためにも生活習慣の
改善は不可欠な要素である．若い世代から健康診
断でインスリンを測定している企業は少なく，40
歳未満では HbA1c も項目外のこともある．健診に
新しい検査項目を加えるのは費用の面からも難し
さもある．今回検討した TG，HDL-C はすでに多
くの企業の健診で測定されており，現在の健診項
目でもインスリン抵抗性を判定可能である．
本研究は対象者が健診受診者であったため，追
跡中の心血管イベントの有無についての詳細な問
診は得られておらず確認することはできなかっ
た．今後の検討課題としたい．

結 語
TG/HDL-C 比はインスリン抵抗性の簡便な指
標となり得るので，TG/HDL-C 比を利用し早い

62 ( 466 )

人間ドック

開示すべき利益相反はない．
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Usefulness of TG/HDL-C Ratio for Estimation of Insulin Resistance:
Validated by Ten Years Follow Up
Yoko Kageyama, Takeshi Yamashita, Masaru Honma, Chihiro Tanaka, Aya Nakamura, Miho Tomita, Nami Terada,
Kyoko Mouri, Keiko Ohara, Syuji Kondo, Kazuo Funatsu, Haruo Nakamura, Kyoichi Mizuno
Mitsukoshi Health and Welfare Foundation
Abstract
Objective: Early detection of insulin resistance is important in preventing the onset of diabetes mellitus. However, few corporations measure insulin levels, a basic parameter for calculation of insulin resistance, as a basic item of health check-ups. Instead, TG and HDL-C
are measured by most corporations. Therefore, first, we examined whether the TG/HDL-C
ratio is useful as a surrogate marker of insulin resistance. Second, we investigated retrospectively whether the TG/HDL-C ratio is a risk marker for the onset of diabetes mellitus in the
same individuals during ten years follow-up.
Methods: Men and women were divided into quartiles on the basis of their TG/HDL-C ratio. The 25% of the population with highest TG/HDL-C ratio was defined as abnormal, and
values for homeostasis model assessment-insulin resistance (HOMA-IR) were compared
between this quartile and the remaining three quartiles. The onset of diabetes mellitus during 10 years was also compared between them.
Results: The more insulin resistance increased, the higher the level of the TG/HDL-C ratio.
The onset of diabetes mellitus was 2 times higher in the highest TG/HDL-C ratio group
than the remaining groups. The Cox proportional hazard model showed that TG/HDL-C
ratio was an independent risk marker for the onset of diabetes mellitus.
Conclusions: The TG/HDL-C ratio may serve as a simple and clinically useful approach in
identifying insulin resistance and increased diabetes mellitus risk.
Keywords: TG/HDL-C ratio, insulin resistance, diabetes mellitus

人間ドック

Vol.31 No.3 2016 年

63 ( 467 )

