
高脂血症

基礎から臨床まで
第１部　基礎からのアプローチ



高脂血症とは

血中の脂質成分が、異常に増加した状態

中性脂肪が高い場合

コレステロールが高い場合

両方が高い場合



高中性脂肪の血清

白濁

冷却でクリーム層が遊
離することも

様々な生化学測定を妨
害することも



高コレステロールの血清
白濁は弱い

透明から半透明

冷却してもクリーム層
は遊離しない

他の生化学測定にあま
り干渉しない



高脂血症を見つけたら
検査　高脂血症のパターン分類
スクリーニング検査
リポたんぱく質プロファイリング

原発性 or 二次性の診断

治療　適切な方法を選択する
原発性→抗高脂血症治療

二次性→原発疾患の治療



高脂血症の診断法



タイプ
 増加する
脂質成分

増加する
リポタンパク質 原発性疾患 続発性疾患の例

I型 中性脂肪 CM
先天性LPL欠損症
先天性アポC-II欠損症

多発性骨髄腫
糖尿病性ケトアシドーシス　他

IIa型 コレステロール LDL 家族性高コレステロール血症
甲状腺機能低下症

動物性脂肪過剰摂取　他

IIb型 中性脂肪
コレステロール

VLDL+LDL 家族性複合型高脂血症

甲状腺機能低下症
ネフローゼ

肝障害、閉塞性肝疾患
多発性骨髄腫　他

III型
中性脂肪

コレステロール IDL
アポE欠損症
アポE変異体

甲状腺機能低下症
コントロール不良糖尿病　他

IV型 中性脂肪 VLDL 家族性高中性脂肪血症 糖尿病、甲状腺機能低下症
ネフローゼ、尿毒症　他

V型 中性脂肪 CM+VLDL
コントロール不良糖尿病
甲状腺機能低下症
膵炎　他

高脂血症の分類（ヒトの場合）



高脂血症のスクリーニング１

スクリーニング検査

Total cholesterol

Triglyceride

上記２項目を普段のスクリーニング検
査に入れておく。（特にT-cho）

高TG血症は肉眼でわかるが、高T-cho

血症はわからない。



高脂血症のスクリーニング２

高TG血症の場合
血漿（血清）を冷蔵する。

完全に冷えてから分離状況を確認

脂肪の層が分離→高カイロミクロン血症

白濁が残る→高VLDL血症



高脂血症のスクリーニング３

高T-cho血症の場合

高HDLか高LDLかを判定

リポたんぱく質分画の取得が必要！

ヒト用キットのHDLコレステロール、β-

リポ蛋白は当てにならない。



リポタンパク質プロファイル

コレステロールのスクリーニングには必
ず必要です！

動物での精度が高い検査法を選択しま
しょう！

超遠心法・泳動法・HPLC法



リポタンパク質プロファイル
お勧めはゲルろ過HPLC法です！
ご用命は、この後の荒井先生へ！

取り扱い
スペクトラム ラボ ジャパン 株式会社

〒152-0034 東京都目黒区緑が丘1-5-22-201
Tel. 03-5731-3630 / Fax. 03-5731-3631

解析：
株式会社 スカイライト・バイオテック

〒010-0001
秋田県秋田市中通3-1-9 ダイアビル秋田901

Tel. 018-884-0515 / Fax. 018-884-0578



イヌのリポたんぱく質プロファイルの特徴
第26回動物臨床医学会 公表データ
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対象動物　健康犬93頭

健康犬におけるリポ蛋白質プロファイル
第３回内科学アカデミー公表データ

Particle Size
(nm)

Total cholesterol
(mg/dl)

Triglyceride
(mg/dl)

HDL 11.09±0.06 165.6±37.9 5.2±2.8

LDL 21.20±3.07 22.9±16.8 20.1±8.7

VLDL 42.14±4.45 3.4±3.3 23.0±21.9

CM >90nm ー ー



ネコのリポたんぱく質プロファイルの特徴
第26回動物臨床医学会 公表データ
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対象動物　健康猫21頭

健康猫におけるリポ蛋白質プロファイル
第３回内科学アカデミー公表データ

Particle Size
(nm)

Total cholesterol
(mg/dl)

Triglyceride
(mg/dl)

HDL 11.23±0.40 127.0±33.4 4.5±2.8

LDL 21.10±0.56 21.4±17.6 13.4±5.0

VLDL 39.99±2.67 2.4±1.4 23.4±19.6

CM >90nm ー ー



基準値の設定
第３回内科学アカデミー公表データ

　 犬 猫
コレステロール
Total 91 ～ 293 55 ～ 246
HDL 90 ～ 241 60 ～ 194
LDL 0 ～ 57 0 ～ 57
VLDL 0 ～ 10 0 ～ 5
CM 0 ～ 10 0 ～ 1

中性脂肪
Total 0 ～ 107 0 ～ 110
HDL 0 ～ 10 0 ～ 10
LDL 3 ～ 38 3 ～ 23
VLDL 0 ～ 67 0 ～ 63
CM 0 ～ 10 0 ～ 20



高脂血症の治療



治療の原則
続発性（二次性・継発性）：
原疾患の治療を優先
原疾患の治療でコントロールしきれないときの
み原発性疾患に類した治療を行う。

原発性：
食餌療法（栄養療法）
薬物療法



原発性高脂血症の治療
食事療法
低脂肪、高繊維食への切り替え
低コレステロール食への切り替え
肥満がある場合は減量！

補助療法（強肝剤の投与など）

抗高脂血症薬の投与
目的にあった薬品を選択！



抗高脂血症薬の種類
主にコレステロールを下げる薬
スタチン系薬剤
プロブコール
陰イオン交換樹脂（レジン）
主に中性脂肪を下げる薬
フィブラート系薬剤
コレステロール、中性脂肪の療法を下げる
ナイアシン
エラスターゼ
EPA (エイコサペンタエン酸）



コレステロール生合成と
HMG-CoA還元酵素阻害薬
Acetyl CoA

HMG-CoA

Mevalonate

Acetoacetyl CoA

コレステロール

スタチン系薬剤



HMG-CoA還元酵素阻害剤
コレステロール合成を抑える薬剤

肝臓からのコレステロール供給を抑える

高LDL血症に適用！

副作用に注意

ヒトでは横紋筋融解

イヌでは脳血管障害

イヌ
での
効果
認め
られ
てい
る。

LDLコ
レス
テロ
ール
が高

い症
例で
有効
！

副作
用に
注意
！



プルバスタチン投与症例
症例

シェルティー 8歳

BCS 3

甲状腺機能低下症

投与前 T-cho 1417.91mg/dl



プルバスタチン投与症例
投与前 投与後

T-cho 1418 mg/dl
TG 562 mg/dl

T-cho 332 mg/dl
TG 50 mg/dl



プロブコール
抗酸化剤の一種

LDL異化亢進

LDL酸化抑制

コレステロールの胆汁への排泄促進

CETP活性の促進

血管平滑筋細胞増殖抑制

アテ
ロー
ム性
動脈
硬化

の抑
制剤



陰イオン交換樹脂
レジン

消化管内で胆汁酸を吸着し、排出を促進させる

胆汁酸→コレステロールのなりの果て！

コレステロールの体外排泄の促進

副作用は消化器症状（腹部膨満、下痢、便秘）



フィブラート系薬剤
Peroxisome Proliferator-Activated 
Receptor α(PPARα)のリガンド

脂肪酸β酸化亢進、VLDL産生低下

LPL活性増加 （Apo C-III産生低下による）

Apo A産生増加 (HDL-c増加）

フェ
ノフ
ィブ
ラー
ト、

犬で
の効
果を
確認
！



フェノフィブラート投与症例
症例

ミニチュアシュナウザー

11歳　体重7.85kg　BCS 4

クッシング症候群

投与前 TG 5600mg/dl

         T-cho 305mg/dl

第28回動物臨床医学会年次学術集会発表



フェノフィブラート投与症例

投与前 投与後

T-cho 305 mg/dl
TG 1140 mg/dl

(5600mg/dl)

T-cho 241 mg/dl
TG 308 mg/dl



ナイアシン
脂質代謝の促進による抗高脂血症作用

ヨーロッパを中心に古くから利用されていた

効果はそれほど強くない。

過剰投与で消化器症状、肝機能障害

スタチン系薬剤との併用で、スタチンの副作
用増加させる



その他の抗高脂血症薬
エラスターゼ
血管保護作用、コレステロール排泄促進

EPA
エスキモーの食事からヒントを得た。
脂質の吸収低下、肝臓での分解促進などの作用

各種抗酸化剤（ビタミンEなど）
LDLの酸化を防止する



抗高脂血症薬の利用 まとめ
作用機序を理解して用いること

高脂血症のスクリーニングを行ってから用い
ること。

リポたんぱく質スクリーニングは必須！

副作用についてはまだまだ未知数である！

二次性高脂血症は原発疾患の治療が優先



パターン１ 傾向と対策
高コレステロール血症

ヒトで言うIIa型

肝機能低下、甲状腺機能低下症など

原病治療で解消(?)

解消しない場合は、イオン交換樹脂、胆汁
排泄促進剤、スタチン系



パターン２ 傾向と対策
高中性脂肪血症

ヒトで言うV型

クッシング病、コントロール不良糖尿病など

原病治療で解消することも

解消しない場合は、ナイアシン、フィブラート
系薬剤



パターン３ 傾向と対策
高コレステロール血症

ヒトで言うIIb型

クッシング病

クッシング加療後でもこのパターンを示すこ
とがある。

解消しない場合は、胆汁酸排泄促進剤、強肝
剤、スタチン系薬剤



パターン４ 傾向と対策
高中性脂肪血症、高コレステロール血症

ヒトのパターンにはない

甲状腺機能低下症、甲状腺機能低下症とクッ
シング病の併発、（原発性疾患との併発）

原病治療だけでは解消しないことが多い

強肝療法+フィブラート系薬剤


