
　齊藤　二次性脂質異常症についてお
うかがいいたします。
　何らかの原因があって脂質異常症が、
起こってくるということで、どんなも
のが原因として代表的でしょうか。
　本間　一番頻繁に遭遇するのは糖尿
病だと思います。そのほかでは、ホル
モンの病気としては、よく知られてい
るのは甲状腺機能低下症があります。
それから、神経性食欲不振症の際に甲
状腺機能がやや低下するといわれてい
まして、その際にもよく高脂血症、高
コレステロール血症を合併しますので、
注意を要するかと思います。
　その次は腎疾患です。腎疾患ではネ
フローゼで血清LDLコレステロールが
上昇することはよく知られております
が、LDLは肝臓から出ているときはTG
リッチリポ蛋白（VLDL）で出てきま
すので、場合によってはコレステロー
ルとTGが高い複合型を取ることもあ
ります。そのほか、最近、人工透析が
よく行われていますが、そのときもTG
値が上昇するといわれております。

　そのほかでは妊娠です。妊娠の場合
にはエストロゲンが増えてきますので、
これも高脂血症の原因となります。
　それから、比較的よく遭遇するのは
アルコールの過剰摂取です。アルコー
ル過飲の場合、特に常習的に多量のア
ルコールを摂取している人の場合は非
常に重症の高TG血症（Ⅴ型高脂血症）
になることがあります。
　そのほかですと、薬剤でよく知られ
ているのは、降圧剤で利尿剤とかβブ
ロッカーを投与すると血清TG値が上
昇するといわれていますし、ステロイ
ドホルモンを投与すると、血清TG、コ
レステロール値が上昇することが知ら
れています。経口避妊薬のエストロゲ
ンの投与でも高脂血症をきたすことが
あるといわれています。
　齊藤　糖尿病ではどういったタイプ
の脂質異常症になりますか。
　本間　糖尿病の場合は、インスリン
が糖質代謝のみならず、脂質代謝に影
響することが主な原因です。インスリ
ンは肝臓で脂質、コレステロール、特

にTGの合成を促進します。もう一つ
は、TGを分解する酵素であるリポ蛋
白リパーゼの活性を亢進させます。そ
れから、脂肪組織に蓄積されたTGを
血中に放出するときにホルモン感受性
リパーゼが働きますが、その働きを抑
えます。ですから、インスリンが高い
状態の糖尿病と、それが欠乏するとき
の糖尿病では、そのリポ蛋白異常症の
メカニズムは異なってくるということ
になります。
　齊藤　そうなりますと、糖尿病の治
療はもちろん重要なのでしょうけれど
も、脂質の治療についてはどうでしょ
うか。
　本間　糖尿病は慢性の疾患ですので、
例えば１カ月、２カ月、３カ月たった
らすぐ治ってしまうという病気ではな
いので、心血管合併症を防ぐためには、
併せて脂質異常症の治療も行わなけれ
ばいけないと思います。
　齊藤　これは大規模臨床試験のエビ
デンスがあるのでしょうか。
　本間　MRC/BHF Heart Protection 
Studyなど糖尿病の人にスタチンを投
与しますと、虚血性心疾患、脳血管障
害の合併が減るという成績があります。
　齊藤　脂質をスタチンを使って下げ
ると、大血管疾患などがしっかり予防
されるということでしょうか。
　本間　はい。
　齊藤　糖尿病についてはそういう治
療戦略も重要になるということですが、

そのほかの二次性の脂質異常症につい
ては、原病治療が原則ということでし
ょうか。
　本間　そうです。
　齊藤　甲状腺機能低下症ではどうで
しょうか。
　本間　甲状腺ホルモンは肝臓のLDL
レセプターを活性化させて、コレステ
ロール処理をよくします。ですから、
甲状腺機能低下症ではその作用が低下
しますが、血清LDLが増加することに
なります。甲状腺機能を正常にしてや
れば、比較的速やかに高脂血症は改善
してきます。
　ただし、もともと原発性高脂血症が
ある場合には、甲状腺機能低下症が合
併すると、より重症な高脂血症を呈し
ますし、その場合には甲状腺機能に対
する治療と同時に、高脂血症に対する
治療も行う必要が出てきます。
　齊藤　甲状腺機能低下症も、冠動脈
疾患との関係が一部いわれることがあ
りますが、そういった意味では原病の
治療に加えて、脂質をしっかり管理し
ていくということでしょうか。
　本間　はい。
　齊藤　それから、神経性食欲不振症
の話が少し出ましたけれども、これは
どうしょうか。
　本間　はい。特に若い女性が多いわ
けですから、動脈硬化はその時点では
あまり起こってきていませんので、高
脂血症に対する治療をするというより
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は、原病の治療をして体重が増えてく
ると、自然に脂質異常症も改善すると
いうことになります。
　齊藤　かなり脂質異常が目立つ人も
いるのでしょうか。
　本間　そうです。私たちはほかの施
設から総コレステロールが600㎎/㎗以
上になった神経性食欲不振症の患者さ
んを紹介されましたが、約１年間で約
10㎏体重が増えたのです。すると、総
コレステロールが約280㎎/㎗まで減っ
てきまして、元の施設にお返しした症
例があります。
　齊藤　腎臓疾患ではネフローゼ症候
群でしょうか。
　本間　そうです。ネフローゼの場合
には尿にアルブミンが多量に出ますか
ら、それを補充するために肝臓でアル
ブミンがたくさんつくられます。それ
に沿って脂質の合成が活発になるとい
われていまして、多くの場合は高コレ
ステロール血症ですが、TGも高い複
合型を取ることもあります。
　齊藤　これも原病を治療すれば、か
なり改善するのでしょうか。
　本間　そういうことです。
　齊藤　透析患者さんでの脂質異常は
どんなタイプが多いのでしょうか。
　本間　透析の患者さんでは、TGを
分解するリポ蛋白リパーゼ酵素がやや
低いということがわかっておりまして、
TGが高いということですが、LDLコ
レステロールに関しては正常か、もし

くは低い。それはなぜかというと、TG
リッチリポ蛋白がLDLになりにくいか
らです。私たちは血清TG値が正常な
人工透析の患者さんで調べたことがあ
りますが、血清TG値が正常でも、TG
リッチリポ蛋白のレムナント、すなわ
ちRLPコレステロールが上昇している
ということを報告しております。
　齊藤　透析患者さんへの対策は何か
ありますか。
　本間　TGは、薬というよりは、食
事の指導でかなり改善するものですか
ら、それを中心にやれば、必ずしも薬
を使わなくてもよいことが多いと思い
ます。
　齊藤　妊娠高脂血症は一過性ですか。
　本間　そうです。
　齊藤　ただ、その後、お年になって
から高脂血症になりやすいということ
はあるのでしょうか。
　本間　妊娠高脂血症は、もともと高
脂血症になる体質を持っている人がな
りやすいということがわかっています
から、当然妊娠中に高脂血症になった
ような人は、年をとってからなりやす
いということはいえると思います。
　齊藤　お酒とTGの関係、これは明
らかなのでしょうか。
　本間　そうです。アルコールは肝臓
で脂質の合成を高めるということがわ
かっていますし、多量のアルコールを
常用する場合はリポ蛋白リパーゼ活性
が下がってくることもわかっています。

アルコール過剰摂取の人では著明な高
TG血症になって、例えばTG値が1,000
㎎/㎗とか2,000㎎/㎗とか3,000㎎/㎗と
かになる症例もまれではありません。
　齊藤　これはなかなか難しいことも
ありますね。
　本間　そうです。禁酒すれば比較的
速やかによくなるのですが、それを指
導するのがなかなか難しいという面が
あります。
　齊藤　最後に薬剤性の高脂血症につ
いてもう一度触れていただけますか。
　本間　降圧剤で利尿剤、βブロッカ
ー、それからステロイドホルモン剤、
エストロゲン製剤ということです。
　齊藤　降圧剤のほうでは、どちらか
というとTGが多くなるということで

しょうか。
　本間　そうです。
　齊藤　そうすると、極端な場合はそ
の辺の調整をするということでしょう
か。
　本間　薬物治療をしなければいけな
い症例はあまりなくて、食事を、糖質、
アルコールを制限することでうまくコ
ントロールできる場合が多いと思いま
す。
　齊藤　基本的には原病の治療、それ
に加えて食事、運動の指導、糖尿病に
関しては少しまた違った考えでやると
いうことでよろしいでしょうか。
　本間　はい。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。
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