
高脂血症とは？高脂血症とは？

血液中に含まれる脂質が過剰な状態血液中に含まれる脂質が過剰な状態



高脂血症から動脈硬化へ高脂血症から動脈硬化へ
高コレステロール血症高コレステロール血症

血管壁のアテローム変性血管壁のアテローム変性

動脈硬化動脈硬化

心筋梗塞
脳血管梗塞
心筋梗塞
脳血管梗塞

余剰コレステロールの血管壁への沈着余剰コレステロールの血管壁への沈着

血管壁へのマクロファージ集簳血管壁へのマクロファージ集簳

高血圧の発生高血圧の発生 循環器疾病への発展循環器疾病への発展



高脂血症高脂血症

循環器疾患・心筋梗塞・脳血管梗塞循環器疾患・心筋梗塞・脳血管梗塞

人を死に追いやる病態！人を死に追いやる病態！

健康問題として重要な課題！健康問題として重要な課題！

人の場合は！人の場合は！



高脂血症動物の場合高脂血症動物の場合

動脈硬化  少ない！

心筋梗塞  少ない！

脳血管梗塞  少ない！

動脈硬化  少ない！

心筋梗塞  少ない！

脳血管梗塞  少ない！



イヌにおける  
アテローム性動脈硬化の報告  

イヌにおける  
アテローム性動脈硬化の報告

剖検に供されたイヌ12,348頭中、  21頭
Si-kwang  Liu, Lawrence P. Tilley, James P. Tappe, Philip R. Fox 
Clinical and pathologicfinding  in dogs with atherosclerosis: 21 cases 
(1970-1983)  J Am Vet Med Assoc, vol. 189 No.2, 1986  227-232  

甲状腺機能亢進症のイヌでアテローム性動脈硬化  
を認めた。  

Manning PJ Thyroid gland and arterial lesions of Beagles with familial 
hypothyroidism and hyperlipoproteinemia. Am J Vet Res 1979 
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イヌでもアテローム性動脈硬化は
ないわけではない

イヌでもアテローム性動脈硬化は
ないわけではない

臨床症状が明らかではない状態で進行している！臨床症状が明らかではない状態で進行している！

ある日、突然、心筋梗塞や脳梗塞が起きる可  
能性は否定できない！  

ある日、突然、心筋梗塞や脳梗塞が起きる可  
能性は否定できない！

家庭飼育動物がこれほどまでも高栄養状態で飼われていたことはない！
かつて日本人には心筋梗塞や脳梗塞はないといわれていた時代もある。
家庭飼育動物がこれほどまでも高栄養状態で飼われていたことはない！
かつて日本人には心筋梗塞や脳梗塞はないといわれていた時代もある。



高脂血症を
見過ごしてはいけない！

高脂血症を
見過ごしてはいけない！



小動物の先天性高脂血症小動物の先天性高脂血症

シェルティーの高コレステロール血症
Sato K, et al.  J Vet Med Sci  2000 Dec;62(12):1297-301

ミニチュアシュナウザーの高中性脂肪血症
Whitney MS, et al.  J Vet Intern Med. 1993 Jul-Aug;7(4):253-60.

猫の特発性高カイロミクロン血症
Gunn-Moore DA, et al.  Vet Rec. 1997 Apr 5;140(14):355-9.

猫のリポたんぱく質リパーゼ欠損症
Thompson JC, et al. J Comp Pathol. 1989 Oct;101(3):251-62.
Ross CJ, et al. Hum Gene Ther. 2006 May;17(5):487-99. 
Peritz  LN, et al.  Clin  Invest Med. 1990 Oct;13(5):259-63.
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イヌの高脂血症 もう一つの側面イヌの高脂血症 もう一つの側面

何らかの疾患の二次性変化何らかの疾患の二次性変化

糖尿病性ケトアシドーシス

甲状腺機能低下症

ネフローゼ

肝障害、閉塞性肝疾患

膵炎

多発性骨髄腫  他

糖尿病性ケトアシドーシス

甲状腺機能低下症

ネフローゼ

肝障害、閉塞性肝疾患

膵炎

多発性骨髄腫  他



高脂血症は
何らかの疾患における、

継発性の変化として認められるこ  
とが多い！  

高脂血症は
何らかの疾患における、

継発性の変化として認められるこ  
とが多い！



高脂血症を
見過ごしてはいけない！

高脂血症を
見過ごしてはいけない！



LipoTest検体にみる  
高脂血症の動向  

LipoTest検体にみる  
高脂血症の動向



調査対象調査対象
調査対象期間

2005年12月〜2008年3月

調査対象動物

LipoTESTサービスを利用した検体（1961検体）

対象動物の分布

犬  1429頭
ネコ  142頭
その他の動物  390頭
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高脂血症罹患動物の割合高脂血症罹患動物の割合
DogDog CatCat



品種分類（犬）品種分類（犬）



高脂血症（犬）高脂血症（犬）



Hyper-T-cho  and/or Hyper-TGHyper-T-cho  and/or Hyper-TG
Shetland 

Sheepdog  
Shetland 

Sheepdog
Shih TzuShih Tzu Miniature

Schnauzer
Miniature

Schnauzer



Hyper-T-cho  and/or Hyper-TGHyper-T-cho  and/or Hyper-TG
Shetland 
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Shetland 
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高いのはHDL or LDL ?高いのはHDL or LDL ?
Shetland 

Sheepdog  
Shetland 

Sheepdog
Shih TzuShih Tzu Miniature

Schnauzer
Miniature

Schnauzer



品種分類（猫）品種分類（猫）



高脂血症（猫）高脂血症（猫）



高脂血症の治療高脂血症の治療



治療の原則治療の原則

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

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！

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）

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）



スタチン系薬剤スタチン系薬剤



コレステロール生合成と  
HMG-CoA還元酵素阻害薬  
コレステロール生合成と  

HMG-CoA還元酵素阻害薬

Acetyl CoAAcetyl CoA

HMG-CoAHMG-CoA

MevalonateMevalonate

Acetoacetyl  CoAAcetoacetyl  CoA

コレステロールコレステロール

スタチン系薬剤スタチン系薬剤



HMG-CoA還元酵素阻害剤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

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
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プラバスタチン投与症例プラ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

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



プラバスタチン投与症例プラバスタチン投与症例

投与前投与前 投与後投与後

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

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

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

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



スタチン系薬剤
私の処方

スタチン系薬剤
私の処方

使用薬剤
プラバスタチン（メバロチン  三共）
用量 0.2-0.5mg/kg sid  夜投与またはbid
少量から開始、適宜増量

現在、第３世代スタチンの利用も検討中

使用薬剤
プラバスタチン（メバロチン  三共）
用量 0.2-0.5mg/kg sid  夜投与またはbid
少量から開始、適宜増量

現在、第３世代スタチンの利用も検討中



フィブラート系薬剤フィブラート系薬剤



フィブラート系薬剤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）

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）
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フェノフィブラート投与症例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  

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フェノフィブラート投与症例

投与前投与前 投与後投与後

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

(5600mg/dl)

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

(5600mg/dl)

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

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



フィブラート系薬剤
私の処方

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

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



その他の抗高脂血症薬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

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

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
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