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数字で見る脂質異常症 
  平成26年時点 
  患者数 206万2,000人 
  

  このうち 
  男性 59万6,000人 
 

  女性 146万5,000人 
 
  女性は閉経後に 
        患者数が多くなります 

約2.5倍‼ 

年齢 罹患率 

30 ～ 39歳 5.8 % 

40 ～ 49歳 10.7 % 

50 ～ 59歳 17.7 % 

60 ～ 69歳 26.8 % 

70歳以上 35.0 % 

加齢とともに 
    患者数増加 ‼ 

患者数増加の背景には 
「食の欧米化」 などがあります 

参考 ： 厚生労働省 平成26年 (2014)患者調査の概況 

参考 ： 厚生労働省 平成26年 国民健康・栄養調査報告 
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＜動脈硬化とは＞ 
 動脈が厚くなったり、硬くなったりして本来の構造が
壊れ、働きが悪くなる状態を示します。内膜の中にコ
レステロールが蓄積し、次第に脂肪分が沈着して血
管が狭くなり、血栓、潰瘍をつくる原因となります。 
 
 進行すると、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、大動脈瘤、
手足の壊死などを引き起こします。 

脂質異常症を放置すると、動脈硬化の原因になります 

予防、適切な処置が大切！ 

[動脈硬化の進み方] 

参考：国立循環器病研究センターHP 

脂質異常症を放っておくと・・・ 

内膜 
中膜 

外膜 

内皮細胞 

正常 

粥種 

内腔狭さく 

狭さくが進展 

内膜の肥厚 

血栓ができる 

コレステロール 
などの脂質沈着 

ついに詰まる 

血小板が凝集 

（断面図） 



コレステロール・中性脂肪とは 

○コレステロールの種類 
・ LDL コレステロール （悪玉コレステロール） 
・ HDL コレステロール （善玉コレステロール） 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

このようにコレステロール・中性脂肪は、人のからだにとって大事な役割を 
担っています。 悪玉だからといって無くなればいいものではありません。 

「良いバランスを保つこと」 が重要なのです‼ 

コレステロールのはたらき 中性脂肪のはたらき 
  ① 細胞の膜をつくる 
  ② ステロイドホルモンの材料となる 
  ③ 胆汁酸の原料となり、 
          脂肪の吸収を助ける 

エネルギーを蓄えて、 
不足時にエネルギー源となる 



脂質異常症とは 
次の①～③のうちのいずれかを認めれば 「脂質異常症」  と呼びます。 
①  高LDL コレステロール(LDL-C)血症  
②  低HDL コレステロール(HDL-C)血症 
③  高トリグリセライド(TG)血症 
 

脂質異常症が原因で、冠動脈疾患 （狭心症や心筋梗塞）にならないために 

次のような脂質管理目標が掲げられています。 

 
 
 
 
 
 

 

non-HDL-C = 
  総コレステロール－HDL-C 

* ： 家族性高コレステロール血症 
    急性冠症候群の場合 

冠動脈疾患 
脂質管理目標 (mg / dL) 

LDL-C non-HDL-C TG HDL-C 

低リスク < 160 < 190 

< 150 ≧40 
中リスク < 140 < 170 

高リスク < 120 < 150 

既往あり <100 
  (< 70)* 

< 130 
  (< 100)* 参考 ： 動脈硬化性疾患予防 

      ガイドライン 2017年版  

悪玉コレステロールが2～3割低下すると、冠動脈疾患の危険が 
                      約3割低下するというデータもあります ‼  



HMG-CoA還元酵素阻害薬（スタチン製剤） 
脂質異常症の患者さんにまず最初につかわれるお薬です。 
この薬は肝臓でコレステロールが作られるのを防ぎます。 
特に悪玉コレステロールだけを血液中から減らすことができます。 

メバロチン（プラバスタチン） 
世界で初めて発売されたス 
タチン製剤です。金沢大学の 
先生も開発にかかわりました。 

クレストール（ロスバスタチン） 
メバロチンよりも後に開発 
された薬で、強いコレステ 
ロール低下作用を持って 
います。 

脂質異常症の治療薬① 

スタンダードスタチン 
（中程度の作用を持つお薬） 

ストロングスタチン 
（強い作用を持つお薬） 

リポバス        ローコール         リピトール         リバロ 
（シンバスタチン）   （フルバスタチン）   （アトルバスタチン）   （ピタバスタチン） 



ベザトールSR（ベザフィブラート） 
リピディル（フェノフィブラート） 
トリグリセリド（中性脂肪）を分解し、脂肪酸へと変換する酵素 
を活性化することで血中の中性脂肪を低下させます。脂肪酸 
が再びトリグリセリドへと戻ることを抑制する作用もあります。 
また、善玉コレステロールを増やし、悪玉コレステロールを減少 
させる作用もあります。 

ゼチーア（エゼチミブ） 
小腸からコレステロールが吸収されるのを抑制するおです。
また、胆汁中に含まれるコレステロールが再び小腸から取
り込まれるのも防ぎ、悪玉コレステロールを低下させます。 

コレバイン（コレスチミド） 
コレステロールは、胆汁酸として分泌されて便中に排
泄されます。この薬は胆汁酸を吸着する分子で、便に
含まれるコレステロールが再び吸収されるのを防ぎ血
中のコレステロールを減らします。 

脂質異常症の治療薬② 



エパデール（イコサペント酸エチル） 
 

脂質異常症の治療薬② 

ジャクスタピッド（ロミタピド）  

肝細胞や小腸上皮細胞に存在するMTP（ミクロソーム 
トリグリセリド転送タンパク）を阻害し、VLDLと呼ばれる 
リポタンパクの形成を阻害します。これにより、血漿中で 
VLDLが分解されて生じるLDLコレステロールの濃度が 
下がります。 

新薬 

イコサペント酸エチル（EPA）は魚に多く含まれる 
油成分です。EPAは肝臓でトリグリセライド（中性 
脂肪）の合成を抑制したり、吸収を抑制することで 
脂質異常を改善します。 
また、血液をサラサラにして血管が詰まるのを予 
防してくれます。 
 



レパーサ（エボロクマブ） 
2016年4月に発売されたお薬で、主に、 
家族性高コレステロール血症の患者さ
んに使われます。また、これまでの薬
では不十分だった方のコレステロール
が下げられます。 
スタチン系薬剤との併用が必須です。 

働き方 
PCSK9というタンパク質を阻害する薬で

す。悪玉コレステロールが肝臓に取り込
まれるときにはLDL受容体が必要です
が、レパーサは体の中でこのLDL受容

体の分解を防ぐことで、血中の悪玉コレ
ステロールを減らします。 

新しい治療薬 

注射剤（皮下注） 

特徴 
・ペン型については、主治医と
相談の上、自分で注射をする
ことができます。 
・自己注射がしやすい設計に
なっています。 

 



増やしたい食品 減らしたい食品 

高LDL-C血症 
• 食物繊維、食物ステロール 
 …野菜、果物、未精製穀物、 
   海藻類、大豆製品 

• 食塩 (1日6g未満) 
• 飽和脂肪酸、コレステロール  
 …肉の脂身・内臓・皮、乳製品、鶏卵 

高TG血症 

• 不飽和脂肪酸 
(特にn-3系多価不飽和脂肪酸) 
 …魚類 

• 炭水化物  
 …糖類を多く含む菓子類、飲料、穀物 
• アルコール  
 …1日25g未満 
     例)ビール500mL、日本酒1合 

低HDL-C血症 

 
• 食物繊維、食物ステロール 
• n-3系多価不飽和脂肪酸 

• トランス脂肪酸  
 …菓子類、加工食品 
• n-6系多価不飽和脂肪酸  
 …植物油の過剰摂取 

生活習慣の改善 
食事編 

EPAなどの不飽和脂肪酸は特定保健用食品
(イマークS®、DHA入り リサーラソーセージ®)

やサプリメントなどでも服用できます 

他にも…特定保健用食品に指定されている黒烏龍茶®は、 
脂肪の吸収抑制効果を持つ「ウーロン茶重合ポリフェノール」 
を含み、脂肪の吸収を抑えて、脂肪が体につきにくくします 

http://3.bp.blogspot.com/--s3a0yw63M8/VvXe8kALjXI/AAAAAAAA5Kc/nUJsrHnYzd47JWuyUtPDawEMlUmJn_gDw/s800/fish_saba2.png
http://3.bp.blogspot.com/-Fa6AIKVnh1c/VVGVbTWRGkI/AAAAAAAAtlY/MlG36yqDSxw/s800/food_vegetable_sald.png
http://2.bp.blogspot.com/-LlozoAW0v4c/VO6GMccgRNI/AAAAAAAAr5c/tI6CwMHT_u4/s800/food_tofu_momen.png
http://4.bp.blogspot.com/-gx6QbZY-3Yg/VkxLqf8doaI/AAAAAAAA0o8/me9Ppp3rhBQ/s800/food_beefsteak.png
http://3.bp.blogspot.com/-Px5a6GgtsPw/UZM5HG3CcFI/AAAAAAAASTk/1f8L7MtAEmE/s800/potatochips.png
http://2.bp.blogspot.com/-g0tX6LwKRvU/UgSL9bM2b9I/AAAAAAAAW4g/j8GETOhjCCA/s800/drink_beer.png
http://3.bp.blogspot.com/-ZRkAB2UIqe0/UgSMXRltjEI/AAAAAAAAXCc/O12xepeoB4Y/s800/sweets_shortcake.png


脂質異常症そのものは自分で気づきにくい病気です。 
大きな病気にならないように、定期的に検診を受けましょう！ 

生活改善一般 
禁煙し、受動喫煙を回避する。 

 
肥満を解消し、適切な体重を維持することが大切です!  
   BMIが25以上では肥満、18.5未満ではやせ型とされています。  
   BMI = 体重(kg) ÷ [身長(m)]2  

   一度、自分のBMIを計算してみて下さい! 

生活習慣の改善 

運動編 
中程度強度の有酸素運動を毎日30分以上することが勧められます。 
例)速歩、スロージョギング、社交ダンス、水泳、サイクリング 
ベンチステップ運動(踏み台運動) 

薬局から皆さんへ 



• 脂質異常症治療ガイドライン2017年版 
    日本動脈硬化学会 
 
• 脂質異常症治療のエッセンス  
    2014年 日本動脈硬化学会 
 
• 厚生労働省 ： 平成26年 (2014)患者調査の概況 
    http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/14/dl/kanja.pdf 
 
• 厚生労働省 ： 平成26年 国民健康・栄養調査報告 
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou/dl/h26-houkoku.pdf 
 
• 各添付文書 

 
• レパーサ皮下注140mgペン自己投与のための使い方ハンドブック 
    Astellas Medical Net 
 
・ サントリー 黒烏龍茶 
    http://www.suntory.co.jp/softdrink/kuro-oolong/index.html 
・ ニッスイ 特定保健用食品イマークS 
    http://www.nissui.co.jp/product/item/00342.html 
・ マルハニチロ DHA入り リサーラソーセージ 
    http://www.maruha-nichiro.co.jp/resara/index.html 
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