
高脂血症高脂血症（脂質異常症）（脂質異常症）

　高脂血症はコレステロール、中性脂肪、リン脂質、遊離脂肪酸などの血清脂質の増加した状態を指しますが、臨床的
にはコレステロール、中性脂肪が主な対象となります。高脂血症は虚血性心疾患や脳血管疾患の危険因子の一つとして
位置づけられ、診断はまずこれらの測定に始まり、続発性脂質代謝異常の鑑別診断から原発性脂質代謝異常の鑑別診断
へと進めます。

■検査の進め方（診断の概略フロー）

■高脂血症の分類

型

血清脂質濃度 リポ蛋白
リポ蛋白分画

（電気泳道パターン）
一晩静置後
の血清外観

アポリポ蛋白

T-cho TG カイロミ
クロン

VLDL
（pre β）

LDL
（β）

HDL
（α）

ＡⅠ ＡⅡ Ｂ ＣⅡ ＣⅢ Ｅ
T-cho ／ TG

Ⅰ
↑ ↑↑

↑↑ Ｎ～↓ Ｎ～↓ Ｎ～↓ α
カイロ
ミクロン

preβ
β クリーム上層

（＋）
下層透明

Ｎ～↓ ↓ ↓ ↑↑ ↑↑ ↑↑
＜ 0.2

Ⅱａ
↑↑ Ｎ

－ Ｎ～↓ ↑ Ｎ～↓
β

透明 Ｎ Ｎ ↑↑ Ｎ Ｎ Ｎ～↑
＞ 1.5

Ⅱｂ
↑ ↑

－ ↑ ↑ Ｎ～↓
白濁

（＋）～（－）
Ｎ Ｎ ↑↑ Ｎ～↑ ↑ ↑

変動しやすい

Ⅲ
↑ ↑

－～↑
broad- β
（ＩＤＬ）

Ｎ～↓
Broad-β

白濁
（＋）

Ｎ Ｎ ↑ ↑ ↑ ↑↑
≒ 1

Ⅳ
Ｎ～↑ ↑↑

－ ↑ Ｎ Ｎ～↓
preβ 白濁

（＋）～（－）
Ｎ～↓ Ｎ ↑ ↑ ↑↑ ↑

変動しやすい

Ⅴ
↑ ↑↑

↑ ↑ Ｎ Ｎ～↓
カイロ
ミクロンpreβ

クリーム上層
（＋）
下層白濁
（＋）

Ｎ～↓ Ｎ ↑ ↑↑ ↑↑ ↑↑
0.15 ～ 0.6

臨床症状

血清脂質測定
（T-cho,TG,HDL-cho）

リポ蛋白分画、アポリポ蛋白測定

TG↑ T-cho,TG↑ HDL-cho↑T-cho↑

HDL-cho 増加

LDL増加
家族歴
アキレス腱肥厚
アポＢ増加

VLDL増加
アポＢ、ＣⅢ、
Ｅ増加

カイロミクロン
＋
VLDL増加

カイロミクロン
増加

VLDL＋LDL増加
アポＢ、Ｅ増加

Ⅱａ型高脂血症
Ⅳ型高脂血症 Ⅴ型高脂血症 Ⅰ型高脂血症

Ⅲ型高脂血症

Ⅱｂ型または
Ⅲ型高脂血症

アポE2増加
手掌線状黄色腫

CETP 欠損症

CETP 欠損

長寿症候群
または
CETP欠損症
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分　　　　類                   診　　　　断　　　　基　　　　準
原発性高カイロミク
ロン血症
12 時間以上絶食後
の血清中にカイロミ
クロンの存在を確認
したものを高カイロ
ミクロン血症と称す
る。
通常血清TGが
1000mg/㎗を超える
場合はこの可能性が
高い。

⑴． 家族性リポ蛋白リパ
ーゼ（LPL）欠損症

①ヘパリン静注後血漿、脂肪組織のいずれかで、LPL活性の欠損を確認する。②アポリポ蛋白ＣⅡが存在する。③高
脂肪食負荷で血清TGが著しく上昇し、高炭水化物食負荷では著しい上昇をみない。
①があれば確診、②かつ③を満たす場合は疑診。

⑵． アポＣⅡ欠損症 ①血漿アポリポ蛋白ＣⅡの欠損を証明する。②高脂肪食負荷で血清TGが著しく上昇し、高炭水化物食負荷では著し
い上昇をみない。③正常人血漿またはアポリポ蛋白ＣⅡの添加で LPL活性が出現する。
①があれば確診、②かつ③を満たす場合は疑診。

⑶． 原発性Ⅴ型高脂血症 ①高カイロミクロン血症に加えてVLDLの増加を証明する。②高脂肪食負荷および高炭水化物食負荷のいずれによっ
ても血清TGが上昇する。③ LPL欠損、アポリポ蛋白ＣⅡ欠損、アポリポ蛋白Ｅ異常を認めない。
①、②、③で確診。

⑷． その他の高カイロミ
クロン血症

高カイロミクロン血症で上記⑴、⑵、⑶に該当しない場合。

原発性高コレステロ
ール血症

⑴． 家族性高コレステロ
ール血症

（大項目）
①原則として血清コレステロール値 260mg/㎗以上でⅡ aまたはⅡ bの表現型を示す。②腱黄色腫または皮膚結節性
黄色腫が存在する。Ｘ線軟線撮影またはゼロラジオグラフィーによるアキレス腱肥厚の判定（側面で最大径 9mm以上）
が有用である。③ LDLレセプターの分析によりレセプター活性低下ないし種々の異常が認められる。 
（小項目）
①眼瞼黄色腫。②若年性（＜ 50 才）角膜輪。③若年性（＜ 50 才）虚血性心疾患。
（診断）
大項目のうち 2個以上有する場合は確診。大項目のうち１個と小候目のうち以上有する場合は疑診。
但し、第一度近親者に確診例のみられる場合は、大項目１個のみで確診としうる。

⑵． 家族性複合型高脂血
症

（項目）
①Ⅱｂ型を基準とするが、Ⅱａ型、Ⅳ型の表現型も取り得る。②アポ蛋白Ｂ／ LDLコレステロール＞ 1.0 または
small dense LDL（LDL粒子径＜ 25.5nm）の存在を証明する。③家族性高コレステロール血症や糖尿病など二次
性高脂血症を除く。④第一度近親者にⅡｂ、Ⅱａ、Ⅳ型のいずれかの表現型の高脂血症が存在し、本人を含め少なく
とも１名にⅡｂ型またはⅡａ型が存在する。
（診断）
①～④のすべてを満たせば確診とするが、①～③のみでも日常診療における簡易確診基準として差し支えない。

⑶． 特発性高コレステロ
ール血症

高コレステロール血症（ⅡａまたはⅡｂ）を示す例で、家族性高コレステロール血症と家族性複合型高脂血症を除外
しうる場合。

内因性高トリグリセ
ライド血症

⑴．家族性Ⅳ型高脂血症 （大項目）
①Ⅳ型の表現型を示す。②第一度近親者にⅣ型が存在し、他の表現型が存在しない。
（小項目）
①肥満、高インスリン血症を伴う。②多くは成人発症。③血清 48 時間静置で血清の白濁を認め、上層にクリーム層
を認めない。
大項目①、②が揃えば確診、小項目は参考。

⑵． 特発性高トリグリセ
ライド血症

Ⅳ型高脂血症を示す例で、家族性Ⅳ型高脂血症および家族性複合型高脂血症を除外しうる場合。

家族性Ⅲ型高脂血症 （大項目）
①血清コレステロール値、血清TG値がともに高値を示す。②血漿リポ蛋白の電気泳動でVLDLから LDLへの連続
性の broad-βパターンを示す。③アポリポ蛋白の等電点電気泳動で、アポリポ蛋白Ｅの異常（E2／2、Ｅ欠損など）
を証明する。
（小項目）
①黄色腫（ことに手掌線状黄色腫）。②血清中のアポリポ蛋白Ｅの増加（アポリポ蛋白Ｅ／T-cho ≧ 0.5）。③VLDL-
cho ／血清 TG≧ 0.25。④ VDL-cho の減少。⑤閉塞性動脈硬化症、虚血性心疾患などの動脈硬化性疾患を伴う。
大項目の 3個全て揃えば確診、大項目のうち 2個および小項目のうち 1個以上有すれば疑診。

原発性高HDL血症 HDL-cho 値が 100mg/㎗以上で、高HDL-cho 血症の家族歴が明瞭なものは家族性高HDL-cho 血症と称する。
（厚生労働省原発性高脂血症調査研究班）

■原発性高血症の表現型分類と頻度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   10,313 例

  型 増加するリポ蛋白分画 男性（％） 女性（％）
 Ⅰ カイロミクロンの増加 0.1 0.3
 Ⅱａ LDLの増加 32.2 53.3
 Ⅱｂ LDLと VLDLの増加 20.9 22.8
 Ⅲ broad- βの出現 0.3 0.7
 Ⅳ VLDLの増加 44.6 21.5
 Ⅴ カイロミクロン、VLDLの増加 1.9 1.4
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（脂質異常症）（脂質異常症）

■二次性高脂血症きたす疾患と鑑別検査
高コレステロール血症 高トリグリセライド血症

原　因 検査項目など 原　因 検査項目など
甲状腺機能低下症 TSH、FT₃、FT₄、CK 飲 酒 飲酒歴
ネフローゼ症候群 尿蛋白、血清アルブミン ネフローゼ症候群 尿蛋白、血清アルブミン
原発性胆汁性肝硬変 肝機能検査、抗ミトコンドリア抗体 肥 満 身長、体重
閉 塞 性 黄 疸 肝機能検査、腹部超音波検査 糖 尿 病 血糖、HbA1C

糖 尿 病 血糖、HbA1C クッシング症候群 血清コルチゾール、ACTH
クッシング症候群 血清コルチゾール、ACTH 急 性 膵 炎 アミラーゼ、リパーゼ
薬 剤 利尿剤、β遮断剤、コルチコステロイド

サイアザイド系薬剤、経口避妊薬など
尿 毒 症 BUN、クレアチニン
Ｓ Ｌ Ｅ 抗核抗体、補体価
多 発 性 骨 髄 腫 蛋白分画、血液学的検査　　　
薬 剤 利尿剤、β遮断剤、コルチコステロイド、

サイアザイド系薬剤、経口避妊薬など

■リポ蛋白の基本構造模式 ■リポ蛋白の種類と組成
カイロミクロン VLDL IDL LDL HDL

比重 低 高
電気泳動 原点 pre β midband β α

組
成
（
％
）

中性脂肪 85 55 24 10 5
E-cho 5 12 33 37 18
F-cho 2 7 13 8 6
リン脂質 6 18 12 22 29
蛋白質 2 8 18 23 42

主なアポ蛋白 ＡⅠ、Ｂ、
Ｃ、Ｅ

Ｂ、Ｃ、Ｅ Ｂ、（Ｃ）、
（Ｅ）

Ｂ ＡⅠ、ＡⅡ、
Ｃ、Ｅ

■血清脂質検査値指数と意義
INDEX 参考値 臨　床　的　意　義 異常を示す疾患

（LDL-cho）
（HDL-cho）

1 次予防 2.0 以下
2次予防 1.5 以下

LDL-C/HDL-C 比は、動脈硬化の指標として注目され
ています。また、LDLコレステロール低値であっても
急性心筋梗塞や急性冠症候群を発症する人が少なくない
ことから、冠動脈疾患の指標としても期待されています。

高値
狭心症、心筋梗塞
虚血性心疾患

（アポＡⅠ）
（アポＢ）

1.30 ～ 2.44

動脈硬化指数として用いられる他に、Ⅱａ型高脂血症
における冠動脈狭窄の重症群（0.96 ～ 1.06）と軽症群
（1.08 ～ 1.23）で、オ－バーラップが無いため、冠動脈
狭窄の程度を推測することができます。

低値
Ⅱａ型高脂血症
冠動脈疾患
慢性腎炎

（アポＥ）
（T-cho）

23.7 ± 6.2
（× 10-3 ） 動脈硬化指数として用いる他に、高脂血症各型推定に

有用です。

高値 Ⅲ、Ⅴ型高脂血症

（アポＥ）
（T-cho）－（TG）

15.6 ± 4.3
（× 10-3 ）

高値 Ⅲ型高脂血症
低値 Ⅴ型高脂血症

■ Lp（ａ）と動脈硬化
　Lp（ａ）は動脈硬化の独立した危険因子として注目を集めているリポ蛋白です。リポ蛋白としての働きと共に血液凝
固線溶系にも影響を与え、この両面より動脈硬化の発症・進展に関わると考えられています。

虚血性心疾患の病変枝数からみた血清脂質値（mg／㎗，Ｍ±SD）
群 Ｎ T-cho HDL-cho Lp（ａ）

健常者群 465 177 ± 33 46.1 ± 11.8 14.6 ± 13.6
虚血性心疾患群 470 192 ± 43 35.7 ± 10.8 23.5 ± 23.3
　　0- 枝病変   85 199 ± 42 40.5 ± 11.9 19.2 ± 21.9
　　1- 枝病変 183 189 ± 40 34.8 ± 11.0 20.2 ± 19.7
　　2- 枝病変 111 193 ± 48 33.9 ± 9.4 26.8 ± 23.9
　　3- 枝病変   91 190 ± 44 35.1 ± 11.0 30.1 ± 27.9
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高 LDLコレステロール血症 LDLコレステロール（LDL-C） ≧ 140mg/㎗

低HDLコレステロール血症 HDLコレステロール（HDL-C） ＜ 40mg/㎗

高トリグリセライド血症 トリグリセライド（TG） ≧ 150mg/㎗

この診断基準は薬物療法の開始基準を表記しているものではない。薬物療法の適応に関しては他の危険因子も勘案し決定されるべきである。

■患者カテゴリー別管理目標値

治療方針の原則
カテゴリー 脂質管理目標値（mg/㎗）

LDL-C 以外の
重要危険因子※ LDL-C HDL-C TG

一次予防
まず生活習慣の改善を行った後、
薬物治療の適用を考慮する

Ⅰ
（低リスク群） 0 ＜ 160

≧ 40 ＜ 150

Ⅱ
（中リスク群） 1～ 2 ＜ 140

Ⅲ
（高リスク群） 3以上 ＜ 120

二次予防
生活習慣の改善とともに
薬物治療を考慮する

冠動脈疾患の既往 ＜ 100

脂質検査と同時に他の危険因子（喫煙、高血圧や糖尿病の治療など）を是正する必要がある。
※ LDL-C 値以外の危険因子
　加齢（男性≧ 45 歳、女性≧ 55 歳）、高血圧、糖尿病（耐糖能異常を含む）、喫煙、冠動脈疾患の家族歴、低HDL-C 血症（＜ 40mg/㎗）
　〔・糖尿病、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症の合併はカテゴリーⅢとする。〕　　・家族性高コレステロール血症については別に考慮する。

■リポ蛋白の種類と働き
コレステロールやトリグリセライドの運搬容器であるリポ蛋白は大きさの順（密度の低い順）には以下の表のように５種類にな
ります。リポ蛋白の合成や代謝からみて３群に色分けしています。

表２　リポ蛋白の種類と働き（http://www.gik.gr.jp/̃skj/HL/hyperlipemia.php3 より引用）
リポ蛋白 脂質成分 合成と代謝

カイロミクロン 中性脂肪が約 80 ～ 90％、残りはコレ
ステロールやリン脂質

食事中の脂質から小腸で合成されリンパ管から血液に入り、肝
臓に運ばれる

超低密度リポ蛋白
VLDL

中性脂肪が約 55％、コレステロールや
リン脂質がそれぞれ約 20％

食事中の脂質と炭水化物から肝臓で合成され血液中に分泌され、
中性脂肪が分解され引き抜かれるにしたがってコレステロール
が次第に増加し IDLとなり、更には LDLに変化

中間密度リポ蛋白
IDL

中性脂肪が約 40％、コレステロールが
約 35％

VLDLの中性脂肪が分解され LDLに替わる中間のリポ蛋白

低密度リポ蛋白
LDL

コレステロールが約 45％、中性脂肪や
リン脂質がそれぞれ約 20％

殆どがVLDLから中性脂肪が分解され引き抜かれてコレステロ
ールの割合が増加。余りは肝臓に回収されるが、過剰になると
血管に蓄積するので「悪玉コレステロール」と言われる。

高密度リポ蛋白
HDL

リン脂質が約 50％と多く、コレステロ
ールが約 30％、中性脂肪が約 3％

主に肝臓と小腸で合成され、細胞や血管のコレステロールを肝
臓に回収するので「善玉コレステロール」と言われる。
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（脂質異常症）（脂質異常症）

■脂質関連検査と臨床的意義および関連疾患
検査項目 臨 床 的 意 義 高　　　　値 低　　　　値

総コレステロール
高コレステロール血症が動脈硬化性疾患、
特に冠動脈性疾患、高血圧症を招きやすい
ことは明らかで、これら疾患の有用な指標
です。

家族性高コレステロール血症、
家族性複合型高脂血症、特発
性高コレステロール血症、糖
尿病、甲状腺機能低下症

低β - リポ蛋白血症、タンジ
ール病、肝実質障害、甲状腺
機能亢進症、栄養障害

中性脂肪
コレステロール同様、動脈硬化性疾患の危
険因子で、日本人ではむしろ中性脂肪が高
値を示す例が多いといわれています。

LPL欠損症、アポＣⅡ欠損症、
急性膵炎、ネフローゼ症候群、
家族性複合型高脂血症、家族
性Ⅳ型高脂血症

無・低β - リポ蛋白血症、甲
状腺機能亢進症、肝障害、栄
養障害

HDL- コレステロール
末梢組織のコレステロールのうち、余分な
ものを肝臓に戻す役割を担っています。低
HDL血症は冠動脈疾患の危険因子です。

CETP欠損症、アルコール多
飲、エストロゲン

アポＡⅠ欠損症、LCAT欠損
症、タンジール病、肝硬変、
腎不全

LDLコレステ
ロール

LDL- コレステロールは動脈硬化症起因性
のコレステロールとして知られています。
疫学調査の結果からも、LDL- コレステロ
ール値が高くなると虚血性心疾患の頻度が
増加します。

家族性高コレステロール血
症、家族性欠陥アポ蛋白B血
症、ネフローゼ症候群

家族性無β - リポ蛋白血症、
肝硬変、劇症肝炎

リポ蛋白分画
電気泳動

高脂血症をみたとき、どの分画が増加して
いるかを判定する方法です。また治療によ
る質的異常の経過を追跡する際にも有用な
検査です。

α HDL- コレステロール
の項参照 α HDL- コレステロール

の項参照

pre
β

Ⅱｂ型高脂血症、Ⅲ～
Ⅴ型高脂血症、ネフロ
ーゼ症候群

pre
β

無・低β - リポ蛋白血
症

β
Ⅱａ・Ⅱｂ型高脂血症、
ネフローゼ症候群、甲
状腺機能低下症

β
無・低β - リポ蛋白血
症、甲状腺機能亢進症、
肝硬変

アポリポ蛋白
血清リポ蛋白の構成成分で、主にはリポ蛋
白の増減により変動します。血清脂質やリ
ポ蛋白分画に異常があるときに測定し、病
態を把握するのに有用です。

ＡⅠ 糖尿病 ＡⅠ タンジール病、肝障害、
慢性腎不全

ＡⅡ ＡⅡ Ⅰ型高脂血症、肝障害、
慢性腎不全

Ｂ
Ⅱａ・Ⅱｂ・Ⅴ型高脂血
症、ネフローゼ症候群、
糖尿病、閉塞性黄疸

Ｂ
無・低β - リポ蛋白血
症、Ⅰ型高脂血症、無・
低β - リポ蛋白血症

ＣⅡ
Ⅰ・Ⅲ～Ⅴ型高脂血症、
ネフローゼ症候群、閉塞
性黄疸

ＣⅡ アポＣⅡ欠損症、肝硬
変

ＣⅢ
Ⅰ・Ⅱｂ～Ⅴ型高脂血
症、ネフローゼ症候群、
閉塞性黄疸

ＣⅢ 肝硬変

Ｅ
Ⅰ・Ⅲ～Ⅴ型高脂血症、
閉塞性黄疸、ネフロー
ゼ症候群

Ｅ アポＥ欠損症

LCAT

肝で合成され、CEのほとんどが本酵素活
性に依存します。LCATの低下をみた場合、
CEの低下を反映してリポ蛋白異常をみる
ため、肝疾患および脂質代謝異常の把握に
有用です。

原発性高リポ蛋白血症、肥満、
糖尿病、ネフローゼ症候群

LCAT欠損症、肝疾患、甲状
腺機能低下症

遊離脂肪酸
遊離脂肪酸は組織より放出され、心筋その
他の組織でエネルギー源として利用されま
す。臨床的には糖尿病、肝疾患、内分泌疾
患などで増減がみられます。

糖尿病、肥満、甲状腺機能亢
進症、クッシング症候群、心
筋梗塞、末端肥大症

下垂体機能低下症、甲状腺機
能低下症、インスリノーマ、
アジソン病

レムナント様リ
ポ蛋白コレステ
ロール（RLP-C）

冠動脈疾患などの動脈硬化性疾患や糖尿
病、腎疾患などの動脈硬化性疾患を合併し
やすい疾患で高い陽性率を示し、動脈硬化
症の進展予測や治療の指針として有用で
す。また心筋梗塞患者の脂質代謝異常やⅢ
型高脂血症の診断、2次発症の予測や治療
のモニタリングに有用です。

Ⅲ型をはじめとする高脂血
症、虚血性心疾患、糖尿病、
脳梗塞

リン脂質
各種の脂質代謝異常において異常値を示し
ますが、コレステロールが上昇する疾患で
は並行して増加します。

Ⅱａ～Ⅳ型高脂血症、LCAT
欠損症、胆汁うっ滞、甲状腺機
能低下症、ネフローゼ症候群

タンジール病、無・低リポ蛋
白血症、急性肝炎、甲状腺機
能亢進症

Lp（ａ） 虚血性心疾患、動脈硬化症の危険因子とし
て重要です。

虚血性心疾患、脳血管障害、
動脈硬化症
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