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高脂血症の治療

まずは見つけることから

213年12月19日木曜日



高脂血症の摘発
外見や通説だけでは
判断できない。

肥満≠高脂血症

内分泌疾患≠高脂血症

腎疾患≠高脂血症

肝疾患、感染症、腫瘍など
でも認められることがある

313年12月19日木曜日



高脂血症のスクリーニング２

←高TG血症の場合
様々な生化学測定を妨害
する

高T-cho血症の場合→
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

413年12月19日木曜日



高脂血症のスクリーニング２

←高TG血症の場合
様々な生化学測定を妨害
する

高T-cho血症の場合→
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

• 空腹時採血であったか確認
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• 10時間以上の絶食が必要

513年12月19日木曜日



リポタンパク質プロファイル
超遠心法（比重遠心法、密度勾配法）

ゲル濾過クロマト法

ポリアクリルアミドゲル泳動

アガロースゲル泳動

ゲル濾過法HPLC法

実験向き

臨床向き

613年12月19日木曜日



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！

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

713年12月19日木曜日



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

913年12月19日木曜日



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

1113年12月19日木曜日



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

1213年12月19日木曜日



⾼高脂⾎血症のタイプをはっきりさせる

高いのはコレステロールか？
中性脂肪か？
あるいは両方か？

どの程度の異常か？

一般にイヌの高脂血症は、人ほど健康に影
響を与えない。

極端な異常の場合は早急な対応が必要なこ
ともあるが、軽度の場合はじっくり内容を
見極めてから対応する。

1313年12月19日木曜日



原発 or 二次性
原発性

限られている

二次性

様々な疾病が誘因となって
発症する

内分泌疾病・肝疾患・
腎疾患・膵疾患・腫瘍　
etc........

1413年12月19日木曜日



併発している病気の有無
高脂血症以外に他の病気にかかっていないか？
高脂血症は他の病気がもとで引き起こされること
が多い

例）糖尿病、肝疾患、甲状腺機能低下症、慢性
腎不全

高脂血症があると言うことは何か病気にかかって
いるからかもしれない。

十分なスクリーニングが必要

DM Normal

DM 高脂血症

DM&AD 高脂血症

DM&CS 高脂血症

CS Normal

CS 高脂血症

CS&DM 高脂血症

CS&HT Normal
CS&HT 高脂血症

HT Normal

HT 高脂血症

HT&CS Normal

HT&CS 高脂血症

糖尿病  3/5 (60%)

Cushing 症候群 

28/35 (80%)

甲状腺機能低下症  7/14 (50%)

2005年４月～2007年6月
日本獣医生命科学大学
動物医療センター内分泌科

1513年12月19日木曜日



私の鑑別リスト
高脂血症を誘発する疾病として高脂血症を誘発する疾病として高脂血症を誘発する疾病として

内分泌疾患
甲状腺機能低下症
クッシング病（症候群）
糖尿病

胆管系疾患
腎疾患

高脂血症によって誘発される疾病高脂血症によって誘発される疾病高脂血症によって誘発される疾病

膵炎
眼疾患

1613年12月19日木曜日



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）

1713年12月19日木曜日



高脂血症の治療
基礎編

1813年12月19日木曜日



治療の原則
続発性（二次性・継発性）：
誘因となっている疾患の治療を優先
原疾患の治療を十分にコントロールしてから
原発性疾患に類した治療を行う。

原発性：
生活習慣の改善
食餌療法（栄養療法）
薬物療法

1913年12月19日木曜日



原発性高脂血症の治療
生活習慣の改善
食事療法
低脂肪、高繊維食への切り替え
低炭水化物
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

2013年12月19日木曜日



食事療法
基本的な考え方
摂取脂質量を減少させる

代謝促進のための材料を供給する

十分なビタミン・ミネラルを与える。

食事することに満足感を与える。

食事は、飼い主と動物の間での重要なコミュニ
ケーションツール！

2113年12月19日木曜日



私の処方
必要カロリー計算

RER=70×BW0.75

肥満がある場合 RER×1.4

それ以外、活動状況に応じてRER×1.6-2.0

一般市販食
ライトフード

処方食
メンテナンス系

処方食 糖尿病処方食系

処方食 肥満対策食

肥満の場合

2213年12月19日木曜日



補助療法
ビタミン補充
代謝促進

ビタミンB群 B1 B2 B6 NAD FAD

L-カルニチン

抗酸化作用

ビタミンC, E, CoQ10

n-3系不飽和脂肪酸（EPA, DHA）
各種強肝剤
コレステロールの分解・排出促進

2313年12月19日木曜日



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
胆汁酸吸着剤（陰イオン交換樹脂）

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、中性脂肪の両方を下げる
ナイアシン
エラスターゼ
EPA (エイコサペンタエン酸）
ポリフェノール

2413年12月19日木曜日



スタチン

2513年12月19日木曜日



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

肝臓内コレステロール
プールが減少する

血漿コレステロ
ール低下

LDLレセプター
増量

↓
2613年12月19日木曜日



スタチンの分類
元祖
メバスタチン：青カビから分離

第１世代
プラバスタチン、ロバスタチン、シンバスタチンなど
元祖に多少の化学的変化を加えたもの

第２世代
フルバスタチン、セリバスタチンなど
完全に化学合成としたスタチン、第１世代より強力

第３世代
アトルバスタチン、ピタバスタチン、ロスバスタチンなど
第２世代よりさらに強力、かつ副作用が少ない

メバロチン（第一三共）

ローコール（ノバルティス）

リピトール（アステラス）

リポバス（MSD）

リバロ（興和） クレストール（アストラゼネカ）

2713年12月19日木曜日



投与量

人の用量

プラバスタチン 5-20mg/day sid-bid

シンバスタチン 5-20mg/day sid

フルバスタチン 20-60mg/day sid

アトルバスタチン 10-40mg/day sid

ここから計算すると犬では
0.1～0.2mg bid～0.2-0.4mg/kg sid

2813年12月19日木曜日



私の処方
初診時

• 使用薬剤　プラバスタチン（メバロチン  第一三共）

• 用量 0.2-0.5mg/kg sid 夜またはbid

• 症状・検査値・原疾患のコントロール状態で適宜
投与量加減する

• 5mg錠を利用することが多い

• 体重の軽い症例　0.5％散を用いる

2913年12月19日木曜日



私の処方
初回モニタリング

• 1-2週間後
• 問診
食欲・元気・掻痒感
運動の様子
排尿・尿の色

• 血液検査（T-cho, TG, CK）

用量の調整
• 適宜調整
• プラバスタチン1mg/kg/dayを超えた場合
　　　　　　　→ストロングスタチンの利用を検討

• １−２週間で再モニタリング

定期モニタリング
• 1-2ヶ月おき
• 初回モニタリングと
同様の内容

• CBC、
• 肝腎スクリーニング

3013年12月19日木曜日



フィブラート系薬剤

3113年12月19日木曜日



PPARα

Fibrate

PPARα

mRNA転写増加

プロモーター

Activate

Lipoprotein lipase (LPL)産生増加
Fatty acid transport protein (FATP)産生増加

Apo A-I, Apo A-II産生増加
Apo C-III産生抑制

Activate

3213年12月19日木曜日



フィブラート系薬剤

PPARα

Fibrate

PPARα

Activate!
VLDL産生低下

脂肪酸β酸化亢進
肝臓内の脂肪酸分解促進
脂肪酸の脂肪への再合成減少

Apo C-III産生低下
LPL活性増加

VLDL、CMの減少

血中
TG↓

血中
TG↓

Apo A産生増加
HDL産生増加

HDL-c/LDL-c比の向上血中
HDL-c↑

3313年12月19日木曜日



フィブラート　禁忌

妊婦、授乳婦

腎不全

フェノフィブラートは肝不全を悪化さ
せる可能性が指摘されている

3413年12月19日木曜日



フィブラート系薬剤
クリノフィブラート　（600mg/day TID)

リポクリン 

 クロフィブラート　（750-1500mg/day TID)

コレナール

フェノフィブラート　（200-300mg/day SID)

リパンチル、リピディル、トライコア

ベザフィブラート　（400mg/day BID)

ベザトール
3513年12月19日木曜日



フィブラート系薬剤
私の処方

使用薬剤
フェノフィブラート（トライコア  帝人ファーマ）
用量 3mg/kg sid　7-10kgのイヌに対して1/3カプセル
クリノフィブラート（リポクリン　大日本住友）
用量 7.5-10mg/kg bid-tid

肝酵素の高い症例に処方

モニタリング
初回、1-2週間後（T-cho, TG, CK）
以降、1-2ヶ月おき（ T-cho, TG, CK, 肝酵素）

フェノフィブラートの剤型が変わりました。
粉末製剤（カプセル）から錠剤へ

吸収率を上げ、バイオアビリティーを上げています。

今までより２割少ない量で同等の効果が出ます。
100mgカプセル＝80mg錠
77mgカプセル=53.3mg錠

カプセル3mg/kg＝錠剤2.4mg/kg

3613年12月19日木曜日



フィブラート系薬剤
私の処方

使用薬剤
フェノフィブラート（トライコア  帝人ファーマ）
用量 3mg/kg sid　7-10kgのイヌに対して1/3カプセル
クリノフィブラート（リポクリン　大日本住友）
用量 7.5-10mg/kg bid-tid

肝酵素の高い症例に処方

モニタリング
初回、1-2週間後（T-cho, TG, CK）
以降、1-2ヶ月おき（ T-cho, TG, CK, 肝酵素）

3713年12月19日木曜日



フィブラート系薬剤
私の処方

フェノフィブラートの剤型が変わりました。
粉末製剤（カプセル）から錠剤へ

吸収率を上げ、バイオアビリティーを上げています。

今までより２割少ない量で同等の効果が出ます。
100mgカプセル＝80mg錠
77mgカプセル=53.3mg錠

カプセル3mg/kg＝錠剤2.4mg/kg

3813年12月19日木曜日



エイコサペンタエン酸 (EPA)

3913年12月19日木曜日



EPAとは
n-3系不飽和脂肪酸の１つ
ロイコトリエンなどの生理活性物質に変換される。
n-6系脂肪酸活性を抑制
→炎症性サイトカイン遊離抑制

医療用医薬品としては
閉塞性動脈硬化症、高脂血症治療薬として認めら
れている
エスキモーの食事からヒントを得た。

4013年12月19日木曜日



EPAの脂質代謝に対する効果
肝でのVLDL合成低下

中性脂肪（VLDL-TG）およびアポBの合成抑制

HDL増加

CETP活性低下

効果を証明する試験にばらつきあり
研究者によっても見解が異なる

EPAの作用機序が不明であった。
4113年12月19日木曜日



EPAによる抗高脂血症作用

PPARαのリガンド

フィブラート同様の作用機序

SREBP活性の抑制

n-6系脂肪酸活性を抑制

炎症性サイトカイン遊離抑制

4213年12月19日木曜日



EPAによる抗高脂血症作用

PPARαのリガンド

フィブラート同様の作用機序

SREBP活性の抑制

n-6系脂肪酸活性を抑制

炎症性サイトカイン遊離抑制

4313年12月19日木曜日



EPA

PPARα
Activate!

VLDL産生低下

脂肪酸β酸化亢進
肝臓内の脂肪酸分解促進
脂肪酸の脂肪への再合成減少

Apo C-III産生低下
LPL活性増加

VLDL、CMの減少

血中
TG↓

血中
TG↓

Apo A産生増加

IL-6, PG, COX2等の産生低下

HDL-c/LDL-c比の向上
血中

HDL-c↑

IL-1βの阻害
抗炎症作用

エンドセリン-1産生低下
SOD産生増加、NO産生亢進 血管機能維持

4413年12月19日木曜日



EPAによる抗高脂血症作用

PPARαのリガンド

フィブラート同様の作用機序

SREBP活性の抑制

n-6系脂肪酸活性を抑制

炎症性サイトカイン遊離抑制

4513年12月19日木曜日



EPA

SREBP-1c, 1a

mRNA転写

プロモーター

トリグリセリド、脂肪酸、コレステロールの合成に関与する酵素
ATP: citrate oxaloacetate lyase, Acetyl-CoA carboxylase, fatty acid synthase (FAS)

ω5 fatty acid desaturase-1 (FADS1), ω6 fatty acid desaturase-2 (FADS2)
glycerol-3-phosphate acyltransferase (GPAT), Glucose-6-phosphatase (G6Pase), 

etc...

阻害

脂肪酸合成酵素発現を抑制
→血中中性脂質濃度低下
コレステロール合成酵素発現抑制 

→血中コレステロール濃度低下

SREBP : sterol-regulated element binding protein
4613年12月19日木曜日



EPAによる抗高脂血症作用

PPARαのリガンド

フィブラート同様の作用機序

SREBP活性の抑制

n-6系脂肪酸活性を抑制

炎症性サイトカイン遊離抑制
 ( IL-1α, IL-1β, IL-2, TNF-αなど）

インスリン抵抗性を上げるサイトカインが低下
4713年12月19日木曜日



その他の薬剤

4813年12月19日木曜日



陰イオン交換樹脂
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）

4913年12月19日木曜日



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

犬で
重大
な副
作用
有り

5013年12月19日木曜日



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

5113年12月19日木曜日



ナイアシン
肝臓

HSL
遊離脂肪酸↓

脂肪細胞

ニコチン酸

抑制

トリグリセリド合成↓

VLDL合成↓

VLDL↓

VLDLレムナント

LPL ニコチン酸
促進

5213年12月19日木曜日



エラスターゼ

エラスターゼ
血管保護作用、コレステロール排泄促進

腸溶剤のため、分割投与禁止

5313年12月19日木曜日



各種抗酸化剤
ビタミンE、C、CoQ10など

LDLの酸化を防止する

アテローム製動脈硬化の抑制

酸化的ストレスの緩和

代謝促進

炎症性サイトカイン抑制

インスリン抵抗性改善

5413年12月19日木曜日



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

5513年12月19日木曜日



ご静聴、
ありがとう
ございました

講演終了後のご意見・ご質問等は
hisashi-m@nvlu.ac.jp　まで

5613年12月19日木曜日
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