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小動物臨床における脂質代謝
－基礎から臨床まで－



脂質代謝異常を示す疾病脂質代謝異常を示す疾病
糖尿病糖尿病

甲状腺機能低下症甲状腺機能低下症

クッシング症候群（副腎皮質機能亢進症）クッシング症候群（副腎皮質機能亢進症）

腎疾患腎疾患

肝臓・胆嚢疾患肝臓・胆嚢疾患

急性・慢性膵炎急性・慢性膵炎

肥満症肥満症
（食事性）（食事性）

（薬剤性）（薬剤性）

尿石症？？尿石症？？



原発性高脂質血症原発性高脂質血症
ミニチュア・シュナウザーの特発性高リポ蛋白血症ミニチュア・シュナウザーの特発性高リポ蛋白血症

リポ蛋白代謝過程の遺伝性欠損に起因する。

特発性高リポ蛋白血症は、1975年

　 ミニチュア・シュナウザーで 初に報告された。

罹患犬の症状罹患犬の症状
•無症状
•全般発作
•急性の失明
•眼球混濁
•腹痛や嘔吐などの膵炎の様な症状
•肝肥大が触知できる場合もある



シェットランド・シープドッグにおけるシェットランド・シープドッグにおける
原発性高コレステロール血症原発性高コレステロール血症

臨床的に健康なシェットランド・シープドッグ（臨床的に健康なシェットランド・シープドッグ（6464頭）頭）

を用い、高コレステロール血症の発生状況についを用い、高コレステロール血症の発生状況につい
て検討した。て検討した。

少なくとも日本では、シェットランド・シープドッグと少なくとも日本では、シェットランド・シープドッグと
いう犬種にリポタンパク代謝の異常によるいう犬種にリポタンパク代謝の異常による高コレス高コレス
テロール血症を呈する個体が多く存在テロール血症を呈する個体が多く存在するものとするものと
考えられた。考えられた。
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こんな症状には要注意！！こんな症状には要注意！！

ボディコンディションスコア（Ｂボディコンディションスコア（Ｂ..ＣＣ..ＳＳ..）が）が44以上。以上。

コレステロール（ＴＣｈｏ）が高い。（コレステロール（ＴＣｈｏ）が高い。（>250>250mg/dlmg/dl))

中性脂肪（ＴＧ）が高い。中性脂肪（ＴＧ）が高い。(>100(>100mg/dlmg/dl))

ALP(IU/ALP(IU/ℓ）ℓ）が高い。が高い。

減量用フードしか与えていないのに痩せない。減量用フードしか与えていないのに痩せない。

脂っぽい食べ物を与えるとよく吐く、下痢をする。脂っぽい食べ物を与えるとよく吐く、下痢をする。

超音波検査で超音波検査で胆泥胆泥が溜まっている。が溜まっている。

レントゲン検査で肝臓・脾臓が腫大している。レントゲン検査で肝臓・脾臓が腫大している。

急に眼が濁った。眼が見えない様子。急に眼が濁った。眼が見えない様子。

原因不明の全般発作・失神を繰り返す。原因不明の全般発作・失神を繰り返す。



脂質代謝の状態を
波形データで分かり
やすく表記します。
標準データとの比較
により、脂質代謝の
状態が一目瞭然で
す。

数値データも
・コレステロール
・中性脂肪
各４分画でお伝えします。

LipoTESTLipoTEST　　脂質解析データの報告例脂質解析データの報告例

検査結果に対する
簡単なコメントも
つけています。





低脂肪含有量の特別療法食：イヌ低脂肪含有量の特別療法食：イヌ
脂肪含有量脂肪含有量::％以上％以上 ME:Kcal/100gME:Kcal/100g

ヒルズ　ヒルズ　i/di/d　　ドライドライ 9.09.0 385385

ヒルズヒルズ w/dw/d　　ドライドライ 6.06.0～～9.09.0 286286

ヒルズヒルズ r/dr/d　　ドライドライ 5.55.5～～9.09.0 274274
ウォルサム　消化器ｻﾎﾟｰﾄウォルサム　消化器ｻﾎﾟｰﾄ

（低脂肪）（低脂肪）
3.03.0 353353

ウォルサム　ｳｪｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙウォルサム　ｳｪｲﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ 8.08.0 316316

ウォルサム　減量サポートウォルサム　減量サポート 8.08.0 328328

ユーカヌバ　腸管アシストユーカヌバ　腸管アシスト 9.09.0 397397
ユーカヌバ　減量アシストユーカヌバ　減量アシスト 　　　　　　　　　　6.56.5 364364
ビルバック　ｶﾛﾘｰｺﾝﾄﾛｰﾙビルバック　ｶﾛﾘｰｺﾝﾄﾛｰﾙ 8.08.0 289289
スペシフィック　ＣＲＤ－１スペシフィック　ＣＲＤ－１ 13.313.3g/100gg/100g 311311



高ＶＬＤＬ対策として高ＶＬＤＬ対策として
酵素製剤：酵素製剤：エラスターゼエラスターゼ

ヒト：高脂血症用の内用薬ヒト：高脂血症用の内用薬

豚の膵臓から抽出した酵素製剤、豚の膵臓から抽出した酵素製剤、ＬＰＬＬＰＬを活性化させる作用がある。を活性化させる作用がある。

薬理作用：薬理作用：

　　肝臓と血中のトリグリセリドの分解と排泄を促進。　　肝臓と血中のトリグリセリドの分解と排泄を促進。VLDLVLDLが減少するが減少する
一方、コレステロールはむしろ一時的に増加する。一方、コレステロールはむしろ一時的に増加する。LDLLDLが高いときはが高いときは
投与に注意が必要。投与に注意が必要。

エラスチーム錠　１，８００単位エラスチーム錠　１，８００単位（エーザイ）（エーザイ）

犬犬1010ｋｇ当りｋｇ当り11回量回量11錠錠11日日22回回、、猫猫55kgkg当り当り11日量日量11錠錠を食前に経口投を食前に経口投
与する。腸溶剤なので粉砕を避け、分割投与の場合は２分割に留与する。腸溶剤なので粉砕を避け、分割投与の場合は２分割に留
める。効果不十分の場合は倍量まで増量が可能。ただし、年齢、症める。効果不十分の場合は倍量まで増量が可能。ただし、年齢、症
状により適宜増減する。豚由来の酵素へのアレルギー反応を除き、状により適宜増減する。豚由来の酵素へのアレルギー反応を除き、
副作用はほとんどない。胆泥が貯留している症例では投与は慎重副作用はほとんどない。胆泥が貯留している症例では投与は慎重
に行う。（胆泥蓄積が促進することがあるに行う。（胆泥蓄積が促進することがある ））

http://www2.iryohoken.ne.jp/yakuzai/cgi/YKI041?price_id=2189001F1056


エラスターゼで効果の得られない症例にエラスターゼで効果の得られない症例に
VLDL-ＴＧ代謝改善薬：クリノフィブラート 　　　　

犬での症例と基礎データは乏しいもののＶＬＤＬが下がら
ないケースにおける代替としてフィブラート系で効果がある
可能性がある*。　　

人の家族性高脂血症でも選択されている。

　　リポクリン200mg （大日本住友）

　　人、ラットから換算した、犬での推奨投与量：7.5mg～ 　
　　　10mg/kg/1日2回から3回（メバロチンとの併用は禁忌）

　 10kgの犬で1回1/2錠、1日2回から3回

　　 55kgkgの猫での猫で11回回1/81/8錠、錠、 11日日11回から回から22回　回　

　　　　　　　　　　 ((猫では犬と同量で食欲不振、嘔吐があるとの実例あり猫では犬と同量で食欲不振、嘔吐があるとの実例あり))
　　

**Fenofibrate Lowers Lipid Parameters in Obese Dogs.Fenofibrate Lowers Lipid Parameters in Obese Dogs.　　 J. J. NutrNutr. 2006 136: 2037S. 2006 136: 2037S--2040S2040S



高ＬＤＬ対策として高ＬＤＬ対策として

プラバスタチンナトリウムプラバスタチンナトリウム((メバロチン：第一三共メバロチン：第一三共))
　　HMGHMG--CoACoA還元酵素阻害剤：コレステロール合成阻害作用還元酵素阻害剤：コレステロール合成阻害作用

ヒトの高脂血症、動脈硬化症、高コレステロール血症を対象とした

　　コレステロール合成酵素阻害剤。　　犬で1～5mg/kg1日1回夜投与

ビーグル犬への0.625mg/kg/dayの投与で有意に血清コレステロールを
　　低下させ、投与を中止すると７～10日で速やかに元のレベルにもどった。

ビーグル犬に50mg/kgを5週間投与しても胆汁中の胆汁酸組成を変えることなく
　　コレステロールのみ低下させることで、胆石形成指数が有意に低い値となった。

ビーグル犬に5及び25mg/kg/dayで104週間経口投与した。
　　血清コレステロール値は第4週に低下し、以後低値が続いた。
　　全身状態を始め種々の検査項目並びに病理組織検査で異常を示したイヌは
　　一頭もいなかった。
　 Ｔａｒｕｍｉ Ｃ，Ｍａｔｓｕｎｕｍａ Ｎら　J Toxicol Sci:14(S1),85-101(1989)



メバロチン（スタチン）長期投与時にメバロチン（スタチン）長期投与時に
CoQ10CoQ10併用を併用を

スタチン系薬剤はアセチルスタチン系薬剤はアセチルCoACoA→→メバロン酸メバロン酸
の経路を阻害する薬剤。　の経路を阻害する薬剤。　

メバロン酸の産生を抑えることは、もう一つのメバロン酸の産生を抑えることは、もう一つの
重要な代謝経路であるファネシル重要な代謝経路であるファネシル22リン酸→リン酸→
ユビキノン（ユビキノン（CoQ10)CoQ10)の合成も阻害することにの合成も阻害することに

スタチン服用時には、生体内のコエンザイムスタチン服用時には、生体内のコエンザイム
Q10Q10値が低下し、生体は酸化ストレスに対す値が低下し、生体は酸化ストレスに対す
る抵抗性が減少するとの報告がある。る抵抗性が減少するとの報告がある。

スタチン服用時には、スタチン服用時には、コエンザイムコエンザイムQ10Q10を併を併
用用摂取することが望ましい摂取することが望ましい。。



症例１　甲状腺機能低下症の犬症例１　甲状腺機能低下症の犬

シェットランド･シープドック、雌、１１歳令、９kg、

B.C.S.＝４（体重過剰）

病歴：

　10才令時に、脾臓血管腫の自潰によるショック

のため、脾臓全摘手術により快復。当時より甲
状腺ホルモンT4値の低下をみとめたためにT4
製剤の投薬を継続中。定期的に検診を実施す
るも、院内検査で常に高コレステロール値を示し
改善されないまま推移していた。



第１回目の解析結果第１回目の解析結果

総コレステロール、総コレステロール、
VLDLVLDL、、LDLLDL、、HDLHDL各コ各コ

レステロール分画全てレステロール分画全て
において高値がみとめにおいて高値がみとめ
られ、特にられ、特にLDLLDLコレステコレステ

ロール値に異常高値がロール値に異常高値が
みとめられた。みとめられた。VLDLVLDL中中

性脂肪分画も標準より性脂肪分画も標準より
も高い値を示した。も高い値を示した。



治療計画治療計画

B.C.S.が４で、体重過剰であったことから

高繊維食（w/d：Hill's）と

T4製剤の継続に加え

コレステロール合成酵素阻害剤プラバスタチ
ンナトリウム(メバロチン)の経口投与を選択し、
0.6-0.7mg/kgの用量で開始、経過観察後
1mg/kgへの増量を経た後、３ヵ月目に再検査
を行った。



11回目検査と回目検査と22回目検査（３ヵ月経過）回目検査（３ヵ月経過）



解析結果に基づく治療に対する評価解析結果に基づく治療に対する評価

食事管理とT4製剤だけでは改善されなかった
各コレステロール分画の高値が、脂質代謝改
善を目的としたコレステロール合成酵素阻害
剤の追加投与によって改善された。症例の一
般状態も良好で、減量計画も効果的に進んだ
ことにより（B.C.S. :4→3、BW :9.0→7.2kg）、　　
　オーナーの満足度も高く評価されている。

今後は、メバロチンの長期投与による副作用
を避けて（ヒトで横紋筋融解作用の報告がある）
CoQ10の併用と、投与間隔の調整を行い経過
観察をしたいと考えている。



症例２　間歇的な嘔吐、下痢が続く犬症例２　間歇的な嘔吐、下痢が続く犬

ﾐﾆﾁｭｱ･ｼｭﾅｳｻﾞｰ、♀、3歳4ヶ月令、

　 B.C.S.＝３（標準体重）

病歴：幼少時より嘔吐や下痢が多く、食後胆汁
酸値が60前後のことがあった。大学病院にて
門脈シャントの検査を受けたが問題なし。院内
検査でTCho（206mg/dl ）、TG(174mg/dl）。

現在はl/d(Hill's)の給与とウルソの投与を継続
している。



第１回目の解析結果第１回目の解析結果

総中性脂肪および、総コレ
ステロールが高値を示し、
VLDL分画の中性脂肪に異

常な高値がみられたほか、
LDLのコレステロールにも

　 肩がみられ、複合的な脂質
代謝異常がみとめられた。



治療計画治療計画

l/dの給与とウルソの投与を中止し、

低脂肪食:消化器サポート/低脂肪(Waltham)へ
の変更に加え、

中性脂肪の代謝を改善する酵素製剤エラスター
ゼ（ｴﾗｽﾁｰﾑ)とLDLコレステロールの合成を阻
害するプラバスタチンナトリウム（ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ）
1mg/kg24時間毎夜の経口投与併用を選択し、
経過観察後、２ヶ月目に再検査を行った。



11回目検査と回目検査と22回目検査（２ヵ月経過）回目検査（２ヵ月経過）



解析結果に基づく治療に対する評価解析結果に基づく治療に対する評価

コレステロールと中性脂肪の高値が、脂質代謝
改善を目的とした薬剤の併用投与によって改善
された。

身体が引き締まり、体重の減少が認められた。
（BW：6.6kg→5.84kg）

症例の一般状態も良好で、

　間歇的な嘔吐、下痢はみとめられなくなった。

今後は薬の投与間隔を調整し、継続的な維持
に移行する方針。



症例症例33　高脂血症を伴う胆嚢疾患歴のある犬　高脂血症を伴う胆嚢疾患歴のある犬

ﾐﾆﾁｭｱ･ｼｭﾅｳｻﾞｰ、避妊済♀、11歳11ヵ月令、

　B.C.S.＝３（標準体重）

病歴：過去に胆嚢炎の診断を受け治療歴があり、
来院時の超音波検査で高輝度の肝臓実質と胆泥
の存在がみとめられた。

　院内検査で、ALP （>500 IU/ℓ）、TCho（380mg/dl ）、

　TG（>500 mg/dl）。

脂質代謝異常を疑い、LipoTESTを実施した。



第１回目の解析結果第１回目の解析結果

総コレステロール、総コレステロール、
VLDLVLDLコレステロールコレステロール

分画において高値が分画において高値が
みとめられ、全ての　みとめられ、全ての　
中性脂肪分画におい中性脂肪分画におい
て異常高値を示した。て異常高値を示した。



治療計画治療計画

市販シニアタイプの低脂肪食への変更に加え、

胆泥の排泄を促すためのトレピブトン（ｽﾊﾟｶｰﾙ：
1mg/kg12時間毎）の投与と

VLDLの合成を阻害する脂質代謝改善剤クリノ
フィブラート（ﾘﾎﾟｸﾘﾝ：10mg/kg12時間毎）の経

口投与併用を選択し、経過観察後、４ヵ月目に
再検査を行った。



11回目検査と回目検査と22回目検査（回目検査（44ヵ月経過）ヵ月経過）



解析結果に基づく治療に対する評価解析結果に基づく治療に対する評価

中性脂肪の高値が、脂質代謝改善を目的とした
薬剤の投与によって改善された。

超音波検査での胆泥貯留所見が改善され、
ALPの減少が認められた。（>500→234 IU/ℓ）

症例の一般状態も良好。

今後は薬の投与間隔を調整し、継続的な維持
に移行する方針。



症例症例44　右眼球が突然白濁した　右眼球が突然白濁した

高脂血症の犬高脂血症の犬

雑種犬(ﾐﾆ・ﾋﾟﾝ×ﾖｰｷｰ）、避妊済み雌、6歳齢、6.72kg

B.C.S.＝5（肥満）

「急に右眼球が白濁している。昨日までは普通だっ
た」との主訴で来院した。

元気食欲あり。身体一般検査にて、肥満、右眼　　
前眼房の白濁、球結膜の軽度充血をみとめた。

病歴：2歳齢時に右眼チェリー･アイの手術歴あり

院内検査にてALP(229 IU/ℓ）、TG(>500mg/dl)、
TCho（242mg/dl)の高値を示した。







鑑別診断鑑別診断
角膜外傷による角膜浮腫
水晶体脱臼
前ブドウ膜炎
急性緑内障
房水フレア･蓄膿
高脂血症にともなう房水の白濁（脂質集積性房水）

スリット検査とフルオレッセン試験（－）により角膜病変を除外し
超音波検査により水晶体の正常位置を確認
眼圧検査で眼圧は正常範囲内（トノペンを使用）

脂質代謝状態を把握し
高脂血症対策を立案するためLipoTESTを実施した。



第１回目の解析結果第１回目の解析結果

中性脂肪全ての分画、特
にCM、VLDL分画のTG値
において著しい高値が認
められた。

大粒子のCMの存在により
中性脂肪が測定基準値を
超えてしまい、波形上の
CMは見かけの数値を示し
た。

酵素法による参考測定値：

総中性脂肪＝約5000mg/dL



治療計画治療計画

低脂肪食（市販ライト食）への変更に加え、

　ジャーキー、スナック等のおやつ類を中止

朝晩15分の散歩を励行

食事の回数を2回から3回に変更

2週間ごとの経過観察とし、再診時に改善が

　無ければ、脂質代謝改善薬の投薬を

　検討することとした。



院内での経過モニター検査院内での経過モニター検査

検査日検査日 体重体重

kgkg

ALPALP

((IU/ℓ）

TGTG

(mg/dl)(mg/dl)

TChoTCho

(mg/dl)(mg/dl)

初日初日 6.726.72

6.406.40

6060日目日目 6.246.24

229229 >500>500 229229

1010日目日目 297297 134134 178178

経過　経過　
観察中観察中

初診時の
著しい乳ビ血清



治療経過治療経過

10日で4％の減量が達成された。（BW:6.72→6.4 kg)

　 10日後の再診時には右眼の白濁は完全に消失

院内検査でTGの低下をみとめたため

　食事と生活習慣の改善のみで経過観察している。

今後、TGの上昇や、眼病変の再発があれば

　脂質代謝改善薬の投薬を開始することとした。



まとめと謝辞まとめと謝辞

今回、脂質代謝解析サービスを利用し、治療方針に脂質
代謝の改善を加えたことが、症例の管理にも役立ったと考
えられ、Lipo TESTの活用は臨床上有意義だった。

今後、獣医領域での脂質代謝検査の評価はそのニーズと
ともに、更に高まってくるものと考えられる。

内分泌疾患やほかの疾患との関連においても解析結果
に沿った脂質代謝改善を目的とした治療指針を明確にで
きるように更に症例数を重ねていきたい。

Special Thanks
水谷　尚 先生　日本獣医生命科学大学 獣医内科学教室　

症例提供①吉見優子先生　神奈川県横浜市・ユウ動物クリニック
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