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【脂質代謝異常が判明した⽝、猫】
 「LipoTEST（リポテスト）」により判明した脂質代謝異常パターン例です。

脂質代謝改善治療
症例集 #2

Case Reports



■ 目次

Case # 症例名称

9 脂質代謝改善治療により脂漏性⽪膚炎が改善された
秋⽥⽝の⼀例  [p.3-4]

10 投薬と低脂肪⾷の選別により、脂質代謝異常とシュウ酸カルシ
ウム結晶尿を管理中のミニチュア・シュナウザー [p.5-6]

11 ⾷事療法および脂質代謝改善薬の治療により
高LDL血症が改善されたヨークシャー・テリアの1例 [p.7-8]

12 ウルソ酸の投与と⾷事療法のみで脂質代謝状態が
好転治癒したゴールデン・レトリバーの1例 [p.9-10]

13 脂質代謝異常症の治療にフェノフィブラート系薬剤を
使用した猫の1例  [p.11-12]

14 脂質代謝改善薬の導入により高ALPと
臨床症状が改善された⽝の4例 [p.13-14]

15 クッシング症候群を疑ったキャバリアに
脂質代謝改善治療を実施した１例  [p.15-16]

16 脂質代謝改善治療により、⻩疸と膵炎症状が消脂質代謝改善治療により、⻩疸と膵炎症状が消退退した猫した猫
[p.17-18]

付表 LipoTESTの波形にもとづく治療指針⼀覧表 [p.2]

LipoTEST検査結果の脂質プロファイルパターンに応じた治療⽅針をとるこ
とで、いずれも顕著な改善が⾒られた事例です。

Case # 1~8 については、脂質代謝改善治療症例集1を参照下さい。
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・動物種：⽝ ・品種：秋田⽝  ・性別：雌（未避妊）
・年齢：4歳10ヶ月   ・体重：36kg ・B.C.S＝3/5 （理想体重）

■病歴：
病歴は特になし。
元気消失と沈鬱を呈し、⾝体⼀般検査で、
全⾝に顕著な脂漏と特有の臭気を認めた。

Case9Case9：：脂質代謝改善治療により脂漏性⽪膚炎が改善された脂質代謝改善治療により脂漏性⽪膚炎が改善された
秋⽥⽝の⼀例秋⽥⽝の⼀例

■院内検査
○⾝体検査
・尾根背側の脱⽑部には⾊素沈着。
 臀部、外陰部には脂漏性の脱⽑。
 表在性のマラセチアは確認できず。

○血液検査
・T-Cho 885mg/dl、TG 229mg/dlと脂質異
常高値がみられたためLipoTESTを実施。
またfT4（モノリス） 0.3ng/dlと低値を示し
たことより甲状腺機能低下症と仮診断。

■LipoTEST検査所⾒ （1回目） 
 分類：パターン４・複合逆転型
・コレステロールの詳細解析の結果、LDLが
 HDL-Choよりも高い異常値を示した。
・中性脂肪もVLDL分画で異常高値を示した。

【治療計画】
・第1病日より甲状腺ホルモン製剤（レボチロキシンナトリウム：THYROSYN 0.0１mg/kg BID)、
 プラバスタチンNa製剤（メバロチン0.83mg/kg SID）および利胆剤（ウルソデオキシコール：
 ウルソ8.3mg/kg BID）を⼊院管理の元で投与開始した。
・第6病日にLipoTESTのから治療の合理性を確認し、元気が回復したため退院。第60病日に
 再度LipoTESTを実施した。   

【検査】

【Profile】

Case Report Vol.９９９９

2010年動物臨床医学会年次⼤会 症例発表演題

※LDLの異常高値のため、通常縦軸500mv上限のところ1200mvに上⽅修正
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〜 1回目結果 〜 第1病日 〜 2回目結果 〜 第60病日

・ 本症例のように湿性脂漏の⽪疹を呈することは、マラセチアや細菌などによる⼆次感染を
  受けた時に多く⾒られるが、今回マラセチアは確認出来なかった。

・ 高LDLの改善に伴い、慢性の脂漏性⽪膚炎の顕著な改善が得られたことから、過度の血中LDL
の存在が⽪膚の脂質過剰分泌に何らかの影響を及ぼしたことが推察された。

・ 高脂血症を伴う脂漏症の誘因として脂質代謝異常が加えられるべきで、その治療には
   脂質代謝改善治療が有効であることが示された。

【解析結果に基づく治療への評価】

【LipoTEST 波形データの変化と⽪疹の変化】

症例提供：あかね動物病院 佐藤始 先⽣ （新潟県）

尾根背側部 尾根〜会陰部 尾根背側部 尾根〜会陰部

◆メモ欄
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Case10Case10：：投薬と低脂肪⾷の選別により、脂質代謝異常と投薬と低脂肪⾷の選別により、脂質代謝異常と
シュウ酸シュウ酸カルシウムカルシウム結晶尿を管理中のミニチュア・シュナウザー結晶尿を管理中のミニチュア・シュナウザー

【経過観察】

【症例】

Case Report Vol.10

2011年日本獣医内科学アカデミー 発表症例（宮本 光葉先⽣）より抜粋

ミニチュア・シュナウザー 雌・10歳, 体重6.95kg, BCS=3
院内血液検査結果：
T-Cho= 423mg/dl, TG> 500 mg/dl, ALT= 57 U/l , ALP= 229 U/l（2007年5月）
脂質代謝異常が認められたため、「LipoTEST」による詳細分析を実施（下図）。
VLDL-Cho, CM、VLDL、HDL-TG分画の異常高値を確認。

【初期治療】
・クリノフィブラート製剤「リポクリン」の投薬治療を
開始したが、オーナーの希望により約半年で中断。
・投薬中断後、著変なく経過したが、⼆年後に尿検査に
てシュウ酸Ca結晶が認められたため、⾷事を尿⽯管理⽤
⾷Aに変更した。
・しかしその１ヵ月後の血液検査において、再び重度の
脂質代謝異常が認められたため投薬治療を再開した。

A 低脂肪食B 低脂肪食C

・投薬再開後1ヵ月で改善が認めら
れなかったため、⾷事Aを低脂肪⾷
Bに変更。

・その半年後の血液検査でも、依
然として高TGを呈していたため、
⾷事をより低脂肪のCに変更し、投
薬を併⾏して継続。

・その2ヵ月後の血液検査では、
肝酵素、総コレステロール、中性
脂肪値が顕著に低下し全て標準値
範囲内に改善した。
この経過の間、結晶尿の再発も無
く症状は安定した。

（病日）

リポクリン投薬（7.5～10mg/kg BID）

ウルソ投薬（10mg/kg BID）
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◆メモ欄

〜 ⾷事変更前〜 〜 ⾷事変更後 〜

・ ミニチュアシュナウザーは原発性の高中性脂肪血症が多く認められる⽝種である。本症例は
高中性脂肪血症に加え尿中シュウ酸Ca結晶を認めたため、尿⽯管理⽤⾷を給与しながら脂質代謝
改善薬による脂質代謝異常のコントロールを試みた。しかし脂質代謝については⼗分な改善が得
られなかった。

・尿⽯症の療法⾷の多くは、尿のｐH維持や尿素濃度を減らす目的で蛋⽩質量を低減させており、
その分必要なカロリーを維持するため脂肪含有量が多めに設定されている。このため脂質代謝が
改善しにくかったと推測される。

・低脂肪⾷給与後から、脂質代謝異常症に改善傾向が⾒られた。特に、最も低脂肪な⾷事への変
更後、脂質データは良好に推移した。

・脂質代謝異常と尿結晶・尿⽯を併発している症例では、尿⽯管理⽤⾷の選択よりも、脂質代謝
改善薬とともに低脂肪⾷を選別することにより、併発症状を良好に管理できるケースがあると考
えられる。

【解析結果に基づく治療への評価】

【LipoTEST 波形データの変化】

症例提供：安田獣医科医院 （東京都）

より低脂肪⾷への選別変更後はVLDL, LDLが顕著に低下し、ほぼ標準値に改善した。
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・動物種：⽝ ・品種：ヨークシャー・テリア  ・性別：雄（去勢済み）
・年齢：9歳   ・体重：2.5kg     ・B.C.S＝2/5（体重不⾜）

■病歴：
原因不明の後⼤静脈狭窄を発症し、腹⽔貯留も確認された。
また院内検査にて次第に高脂血症の進⾏が疑われるためLipoTESTにて詳細を検査。

Case11Case11： ： ⾷事療法および脂質代謝改善薬の治療により⾷事療法および脂質代謝改善薬の治療により
高高LDLLDL血症が改善されたヨークシャー・テリアの血症が改善されたヨークシャー・テリアの11例例

■院内検査
○⾝体検査
腹部膨満、腹⽔貯留、やや削痩、⾷欲低下

○血液検査
脂質の異常高値（T-Cho =404mg/dl）

■LipoTEST検査所⾒（1回目） 
 分類：パターン1・LDL増加型
 
 T-Cho（385mg/dl）
 LDL-Cho（142mg/dl）
 LDL-TG（42mg/dl)
 の異常高値。

【治療計画】

・ LipoTESTの結果から、LDL増加型であることが判明した。
・ T-Choの高値(404 mg/dl)が認められたため、低脂肪⾷による⾷事療法を開始した。
 投薬については7病日より投与を開始した。
・ 第7病日よりプラバスタチンナトリウム（0.9mg/kg SID 夜間）を投与したところ、
 第24病日にはT-Choの低下(249 mg/dl)が認められた。
 しかし、第38病日には再度T-Choの増加（300 mg/dl)が認められ、第86病日には342mg/dl
 まで増加したため再検査を⾏った。    

【検査】

【Profile】

Case Report Vol.11
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◆メモ欄

〜 1回目結果 〜 第1病日 〜 2回目結果 〜 第86病日

・1回目のLipoTESTの結果から、LDL増加型の高脂血症と診断し、⾷事療法とプラバスタチン
 ナトリウムの投与を⾏ったところ、T-Choの明らかな低下が認められた。
・しかし、同様の治療を⾏っているにも関わらずT-Choの増加が認められた為、プラバスタチン
 ナトリウムの増量も考慮に⼊れたが、念のため再度LipoTESTを実施した。
・その結果、悪玉コレステロールであるLDL-Choは明らかに正常化しており、T-Choの増加の
 原因はHDL-Choの増加であることが判明。投薬による臨床症状の改善と⼀致した。
・高脂血症の治療⽅針や投薬量を決定する上で、LipoTESTは非常に有⽤な検査であった。

【解析結果に基づく治療への評価】

【LipoTEST 波形データの変化】

症例提供：宮崎⼤学 農学部付属動物病院 ⿃巣⾄道先⽣ （宮崎県）
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・動物種：⽝ ・品種：ゴールデン・レトリバー  ・性別：雌（避妊済み）
・年齢：13歳11ヶ月   ・体重：29.4kg      ・B.C.S＝4/5（体重過剰）

■病歴：
院内検査にて次第に脂質代謝異常症の進⾏が疑われるためLipoTESTにて詳細を検査した。

Case12Case12： ： ウルソ酸の投与と⾷事療法のみで脂質代謝状態がウルソ酸の投与と⾷事療法のみで脂質代謝状態が
好転治癒したゴールデン・レトリバーの好転治癒したゴールデン・レトリバーの11例例

■院内検査
○血液検査
 健康診断で以下の異常が確認された。
・肝酵素の異常高値
 （ALP=424IU/l、GGT=117IU/l）
・脂質の異常高値
 （T-Cho=415mg/dl, TG=246mg/dl）

■LipoTEST検査所⾒（1回目） 
 分類：パターン3・複合型
 
 T-Cho（393.81mg/dl）
 VLDL-Cho(17.7mg/dl)
 LDL-Cho（117.76mg/dl）
 HDL-Cho（257.64mg/dl）
 TG(215.57mg/dl)
 VLDL-TG（181.78mg/dl)
 の異常高値。

【治療計画】

・ LipoTESTの結果、脂質代謝異常症と診断した。
・ 脂質代謝異常症のため第8病日よりウルソ15mg/kg投与と消化器サポート低脂肪
 （ロイヤルカナン社）を給餌し、第15病日に⼀般⽣化学検査、第49病日にLipoTESTを含めた

検査を⾏った。                                   
                        

【検査】

【Profile】

Case Report Vol.12

―――― ： コレステロール

― ： 中性脂肪
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◆メモ欄

〜 1回目結果 〜 第1病日 〜 2回目結果 〜 第49病日

【解析結果に基づく治療への評価】

【LipoTEST 波形データの変化】

症例提供：⼾田動物病院 藤井忠之先⽣ （埼玉県）

・1回目のLipoTESTの結果から、複合型の脂質代謝異常症と診断し、ウルソ酸投与と⾷事療法を
 ⾏った。
・その結果、悪玉コレステロールであるLDL-Cho含め、前回異常値となったLipoTEST項目は全て
 正常化しており、 ⾷事療法による臨床症状の改善と⼀致した。
・⽣化学項目については第15病日でALP=305IU/l、GGT=83IU/l、T-Cho=291mg/dl, 
 TG=111mg/dl、第49病日ではALP=299IU/l、GGT=56IU/l、T-Cho=237mg/dl, 
 TG=66mg/dlと改善した。
・脂質代謝異常症の治療⽅針や経過を確認する上で、LipoTESTによる分画測定は有⽤であった。

―――― ： コレステロール

― ： 中性脂肪

―――― ： コレステロール

― ： 中性脂肪

LDL/HDL=0.46 LDL/HDL=0.24
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・動物種：猫 ・品種：雑種   ・性別：雌（避妊済み）
・年齢：3歳   ・体重：4.0kg  ・B.C.S＝3.5/5

■病歴：
低脂肪⾷給餌７ヵ月目に元気消失、⾷欲不振を主訴に来院。院内検査にて急性膵炎と診断し、
治療するも高TG血症が持続したためLipoTESTにて詳細を検査した。

Case13Case13：：脂質代謝異常症の治療にフェノフィブラート系薬剤脂質代謝異常症の治療にフェノフィブラート系薬剤
を使用した猫のを使用した猫の11例例

■院内検査
○血液検査
 健康診断で以下の異常が確認された。
・リパーゼの異常高値
 （Lip＝2835 IU/l）
・中性脂肪の異常高値
 （TG＞375 mg/dl）

■LipoTEST検査所⾒（1回目） 
 分類：パターン2・インスリン抵抗性型
 CM-Cho：   8.56 mg/dl
 VLDL-Cho： 27.68 mg/dl
 TG： 711.27 mg/dl
 CM-TG： 208.41 mg/dl
 VLDL-TG：440.22 mg/dl

LDL-TG： 37.84 mg/dl
HDL-TG： 24.80 mg/dl

 の異常高値。

【治療計画】
・ 膵炎治癒後の脂質代謝異常症治療のため当初エラスターゼ：1800EL.U.,B.I.D.で4週間投与。
 反応が認められないため、次いでクリノフィブラート：6.4 ㎎/㎏, B.I.D. （CoQ10：5㎎

S.I.D. 併⽤）で投与を開始し、⽤量を漸増しながら約１年投与を継続したが、薬剤への安定し
た反応が認められなかった。

・  薬剤をフェノフィブラートに変更し、3㎎/㎏,S.I.D. （CoQ10：5㎎ S.I.D. 併⽤）で投与を
開始し、 1ヵ月半後、4ヵ月後に治療効果を確認するためLipoTESTによる詳細検査を⾏った。
                                          
                

【検査】

【Profile】

Case Report Vol.13

【1.膵炎治癒後】
―――― ： コレステロール

― ： 中性脂肪

2011年 動物臨床医学会年次⼤会 発表症例
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◆メモ欄

【解析結果に基づく治療への評価】

【LipoTEST 波形データの変化】

症例提供：隼⼈どうぶつ病院 添田健作先⽣ （⼤分県）

・猫の高TG血症の治療において、クリノフィブラート系薬剤で効果が認められなかった症例に、
 フェノフィブラート系薬剤を投与したところ、速やかな反応がみられ、有効であった。
・その結果、前回異常値となったLipoTEST項目は全て正常化しており、
 現在フェノフィブラート2㎎/㎏S.I.D.にて⽤量を抑えての投与を継続している。
・治療開始後約2年が経過したが、理想体重へ減量、維持できており、臨床症状の発現もなく、
 血液⽣化学検査において肝酵素の上昇等、副作⽤は認められていない。

【2.クリノフィブラート開始3ヵ月】

【1.膵炎治癒後】

【3.フェノフィブラート開始1ヵ月半】

【4.フェノフィブラート開始4ヵ月】
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■高ALP症と高脂血症：
高ALP血症でありながら⼀般状態に問題はなく、各種検査によっても疾患の確定診断にまで⾄
らず、原因不明とされる症例が、臨床現場では数多くみられる。
過去の症例・研究報告から、
・胆汁鬱滞によるALPの増加がみられる
・高脂血症がある場合、ALPとALTの活性が高い
等の情報があることから、新たな鑑別⽅法として、LipoTESTによる脂質代謝異常症の確認を
加え、ALP値の改善を期待して脂質代謝改善治療に取り組み、その効果を検証した。

Case14Case14： 脂質代謝改善薬の導入により： 脂質代謝改善薬の導入により
高高ALPALPと臨床症状が改善された⽝のと臨床症状が改善された⽝の44例例

【治療計画】

・ LipoTESTの結果から、4例全てが脂質代謝異常であることが判明した。
・ LipoTESTの結果により分類された脂質異常の分類に基づいて、
  VLDL増加型3例にはクリノフィブラート、LDL増加型１例にはプラバスタチンを使⽤し、
  脂質代謝改善薬による治療を開始した。症例3と4については⾷事療法も併⽤した。
・ 治療開始後1〜3ヵ月後にLipoTESTを含めて再検査を⾏った。

【Profile】

Case Report Vol.14

症例 ⽝種 体重（BCS) 実施
検査項目 診断 初診時ALP

1 M・ダックス 8.6kg（5） CBC,US*,ACTH,
LipoTEST

脂質代謝異常症
VLDL増加型 6292

2 T・プードル 7.65kg (4) CBC,US,
LipoTEST

脂質代謝異常症
VLDL増加型 4105

3 M・ピンシャー 5.05kg (3.5) CBC,US,
LipoTEST

脂質代謝異常症
VLDL増加型 581

4 ポメラニアン 2.45kg (3) CBC,US,BTR**,
LipoTEST

脂質代謝異常症
LDL増加型 >3500

2013年日本獣医内科学アカデミー 発表症例（椿 直哉先⽣）より抜粋

US*：腹部超音波画像検査、BTR**：総分岐鎖アミノ酸／チロシンモル比
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◆メモ欄

・ALPが高度に上昇した症例で、臨床症状が全くない症例において、脂質代謝異常症が存在する 
 ことが今回確認できた。
・本症例では、脂質代謝異常症の改善の結果、目的である高ALP血症の改善を達成できた。
 さらには過剰体重の減少効果も得られた。本症例は病的な肥満であった可能性も考えられた。
・これら症例から高ALP血症の鑑別診断の中に、
 LipoTESTによる脂質代謝異常症の検査を加える事が有⽤であると思われる。

【解析結果に基づく治療への評価】

【各種データの変化】

症例提供：イオン動物病院相模原 椿 直哉先⽣ （神奈川県）

症
例 ⽝種 診断 治療 体重変化

(Kg)
ALP変化
(IU/L)

脂質変化
(mg/dL)

1 M・ダックス 脂質代謝異常症
VLDL増加型 クリノフィブラート 8.6→7.8

6292
→

2286
Cho:180→142
TG:295→87

2 T・プードル 脂質代謝異常症
VLDL増加型

クリノフィブラート
＆

おやつ減量
7.65→7.1

4105
→

1942
Cho:289→N.D.
TG:195→N.D.

3 M・ピンシャー 脂質代謝異常症
VLDL増加型

クリノフィブラート
＆

低脂肪⾷
5.05→4.85

581
→

416
Cho:255→187
TG:933→141

4 ポメラニアン 脂質代謝異常症
LDL増加型

プラバスタチン
＆

減量⽤⾷
2.45→2.25

>3500
→

1874
Cho:440→190

TG:50→54

14



Case15Case15：クッシング症候群を疑ったキャバリアに：クッシング症候群を疑ったキャバリアに
脂質代謝改善治療を実施した１例脂質代謝改善治療を実施した１例

【診断と治療計画】

・ 検査結果より、副腎⽪質亢進症（PDH,グレーゾーン）,脂質代謝異常症,胆泥症と診断した。
・ 治療薬として「エリスロマイシン」「ウルソ」を投与。
  さらにLipoTEST結果の分類に基づき、脂質代謝改善薬として「メバロチン」を投与。
・ ⾷事を市販シニア⽤ドライフードから、消化器サポート低脂肪（ロイヤルカナン）に変更。
・ 治療開始後約3ヵ月半後に、治療効果検証のため再検査を⾏った。

【Profile】

Case Report Vol.15

■血液・生化学
T-Cho: 593 mg/dl, TG：189 mg/dl
ALP：7,792 U/dl, GPT：481 U/dl で異常高値

■その他
・ACTH刺激試験 コルチゾール値

Pre: 5.6 μg/dl, Post: 19.1μg/dl
・超音波検査：重度胆泥貯留、左右副腎8mmφ
・Ｘ線検査： 軽度肝肥⼤、変形性脊椎症

■LipoTEST検査結果（1回目） 
 分類：パターン4・複合逆転型（右図）
 VLDL-Cho:  13 mg/dl
 LDL-Cho:  295 mg/dl

HDL-Cho:  282 mg/dl
CM-TG: 47  mg/dl

 VLDL-TG:  118 mg/dl   の異常高値。

【検査】

・動物種：イヌ ・品種：キャバリア・キングチャールズ・スパニエル
・性別：雌（避妊済み） ・年齢：8歳8ヵ月  ・体重：9kg  ・B.C.S.=4 
・病歴： 1年前より特発性てんかんを発症
・主訴： フェノバルビタール,臭化カリウムにて特発性てんかんのコントロールを図るも、
 2〜3回/月の発作が発現。徐々に多飲多尿、⾷欲亢進の症状が進⾏。1年前より1.5kg体重増加。
・副腎⽪質機能亢進症の発症も考慮し、各種検査を実施
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◆メモ欄

・本症例では、副作⽤のリスクがあるクッシング治療薬を使⽤せずに臨床症状を改善できた。
・クッシング症候群の確定診断を⾏うためには、ACTH刺激試験後の低⽤量デキサメタゾン負荷
 試験の追加もしくは画像診断の実施を推進すべきである。
 しかし鑑別診断の段階で脂質代謝異常がある場合は、 LipoTESTによる詳細検査ならびに
 脂質代謝改善薬導⼊で治療を開始し、診断の精度を高めてから、クッシング治療可否を検討する
 ことができ、有意義であると思われる。

【解析結果に基づく治療への評価】

【結果】

症例提供：めぐみ動物病院 上田⼀徳 先⽣ （神奈川県）

・ALPは7,792→4,125 U/dl, GPTは481→83 U/dlと数値改善し、
 ACTH刺激試験コルチゾール値もPre5.6→5.0，Post19.1→17.7μg/dlと改善した。
・胆泥の貯留量が著しく改善し、多飲多尿、てんかん症状も改善した。

■LipoTEST検査結果の変化（1回目→2回目，単位:mg/dl） 
 T-Cho: 593→228，VLDL-Cho: 13→6, LDL-Cho: 295→14, HDL-Cho: 282→208
 TG：189→68, CM-TG: 47→6, VLDL-TG:  118→47
 と、いずれも正常数値へ改善。波形も以下の通り正常化。

治療前 治療後
(3ヵ月半)
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・動物種：猫 ・品種：スコティッシュ・フォールド ・性別：雄（去勢手術済）
・年齢：14歳 ・体重：3.2kg ・B.C.S＝4（体重過剰）

■病歴：
 ⾷欲の低下と⻩疸を主訴に来院。⼤学病院にてレントゲン、エコーによる精査の結果、
 膵炎を伴う胆管拡張が疑われた。

Case16Case16：：
脂質代謝改善治療により、⻩疸と膵炎症状が消脂質代謝改善治療により、⻩疸と膵炎症状が消退退した猫した猫

■院内血液検査

GPT = 208U/l , ALP = 474U/l
T-Cho = 378mg/dl , TG = 169mg/dl

■LipoTEST検査所⾒（1回目） 

分類：パターン４・複合逆転型
・Totalコレステロール、中性脂肪に加え、 
 リポタンパク質分画の詳細解析の結果、
 VLDL-Cho, LDL-Cho, VLDL-TG,LDL-TG
 が異常高値を示した。

Case Report Vol.16

【治療計画】
・ 高LDLに対してプラバスタン (0.8mg/kg, 12時間毎)の投与、
  胆泥の排泄を促すためのウルソ（15mg/kg, 12時間毎）の投与、
  膵炎に対してもフラジール(20mg/kg, 24時間毎)の投与、

カモストン(4mg/kg 12時間毎)の投与を⾏った。
  また、脂肪燃焼⾷としてメタボリックス(Hills)の給与も⾏った。
・ 経過観察後、3週間目に再検査を⾏った。

【検査】

【Profile】
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• 脂質代謝改善を目的とした薬剤の投与によって、Total, VLDLやLDL分画とも、コレステロー
ル・中性脂肪の値が正常範囲へと改善された。

 （院内検査数値は、T-Cho：378→189mg/dl, TG：169→37mg/dl）
• 肝酵素値の改善もみとめられた。（GPT:208→80U/I, ALP:474→153U/I）
• ⻩疸と膵炎の症状も解消し、⼀般状態も良好となった。               

    

【解析結果に基づく治療への評価】

【LipoTEST 波形データの変化】

症例提供：安田獣医科医院（東京都）

治療前 治療後
(3週間後)

◆メモ欄
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■ LipoTEST Webサイト

 検査結果例等、詳しい情報に関しては、Webサイトをご覧下さい。

■ LipoTESTに関するお問合せ先

   サービス提供 ： 
    スペクトラム ラボ ジャパン 株式会社

    

    TEL ：  03-5731-3630
    E-mail ： sljsupport@slj.co.jp

    解析 ：
    株式会社スカイライト・バイオテック

■ LipoTEST User’s サイト

 LipoTEST登録病院の獣医師様限定で、
 診療にお役⽴て頂ける資料や情報を参照頂けます。
 受診可能病院⼀覧も掲載しております。
 登録・参照⽅法は、お問い合せ下さい。

URL：：：： http://www.sequo.jp/~lipo/
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