
脂質異常症 

脂質異常症～疾患編～ 

動脈硬化の原因となる脂質異常症は、通常ほとんど自覚症状がなく気付きにくい疾患です。 

そのため、知らない間に動脈硬化が進んで心筋梗塞や脳梗塞などの極めて深刻な命に関わる

疾患を引き起こします。 

このコンテンツでは脂質異常症の病態や診断を中心に 

【脂質とは】 

【疫学】 

【病態】 

【検査と診断】 

【メタボリックシンドローム】 

の内容について見ていきます。 

 

脂質とは 

脂質異常症を理解するために、まずは脂質について見ていきます。 

 

概要 

 

脂質の種類 

脂質の主なものには 

コレステロール・トリグリセライド・遊離脂肪酸・リン脂質 

の4種類があります。 

脂質はエネルギー源になるほか、さまざまな役割を担い生命維持に必要不可欠な栄養素で

す。 

コレステロールは、細胞膜の構成成分や副腎皮質ホルモン・性ホルモンなどのステロイド

ホルモンの材料になるほか、脂肪の消化吸収を助ける胆汁酸、そしてビタミン D の材料

になります。 

トリグリセライドは中性脂肪のことで、肝臓や脂肪組織に貯蔵され必要な時に分解されて

エネルギー源として利用されます。 

トリグリセライドの分解によって生じた遊離脂肪酸は、アルブミンと結合した状態で血液

中をめぐり、心臓や骨格筋などの筋肉に取り込まれエネルギー源として利用されます。 



リン脂質は、細胞膜の構成成分でありまた細胞内情報伝達の過程でも重要な働きをしてい

ます。 

 

 

リポタンパク質・アポタンパク質 

脂質がその役割を果たすためには、血液によって全身の細胞に運ばれる必要があります。 

しかしコレステロールやトリグリセライドは水に溶けにくく、そのままでは血液に溶け込め

ません。 

そのため、脂質は血液中では水溶性タンパク質であるアポタンパク質やリン脂質と結合して

リポタンパク質という粒子として存在しています。 

 

リポタンパク質 

リポタンパク質は球状で、親水性の低いトリグリセライドやコレステロールエステルなど

の集まりが中心部分にあり、その外側を親水性の高いアポタンパク質や遊離コレステロー

ル、リン脂質などで覆っています。 

脂
質

脂質の中では最も多く食品に含まれている。

過剰なものは肝臓や脂肪組織に貯蔵され、

必要な時に分解されエネルギー源として利用されます。

細胞膜・ステロイドホルモン・胆汁酸・ビタミンD

の材料になります。

アルブミンと結合して血液中を巡り、心臓などの筋肉に

取り込まれてエネルギー源となります。

細胞膜の構成成分です。

また、細胞内情報伝達の過程で重要な働きをします。
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アポタンパク質 

アポタンパク質は、リポタンパク質を安定化したりリポタンパク質が細胞内に取り込まれ

たりする際の標的(リガンド)となるほか、リポタンパク質代謝に関わる酵素の活性調節な

どの働きをしています。 

 

種類 

アポタンパク質にはA-Ⅰ・B-100・C-Ⅰなどいくつもの種類があります。 

リポタンパク質は、脂質の組成・含有量・アポタンパク質の種類などによって比重が変わ

ります。 

リポタンパク質はこの比重の違いによって分類され、比重の軽いものから 

カイロミクロン及びそのレムナント＜VLDL＜IDL＜LDL＜HDL 

 に分けられます。 



レムナントとは遺残物という意味で、カイロミクロンや VLDL が分解されて小型化した 

中間代謝産物のことを言います。 

 

脂質の代謝  

脂質の代謝について見ていきます。 

脂質代謝は、主に食事由来の外因性代謝と肝臓などの組織由来の内因性代謝に分けられま

す。 

 

外因性代謝 

食事由来の脂質代謝では、まず食事から摂取されたトリグリセライド主体の脂質が小腸か

ら吸収された後、小腸細胞内でカイロミクロンとなり腸管・リンパ管に放出され胸管を経

て大静脈から循環血液中に入ります。 

血液中でカイロミクロン中のトリグリセライドは、血管内皮細胞にあるリポタンパク質リ

パーゼ(LPL) の作用を受けて分解され、生じた遊離脂肪酸 (FFA) は筋肉などの末梢組織

に取り込まれエネルギー源となり、余った分は脂肪組織に取り込まれ貯蔵されます。 

カイロミクロンはトリグリセライドの分解とともに次第に小さくなり、コレステロールの

比率が増加してカイロミクロンレムナントとなります。 

カイロミクロンレムナントは、肝臓にあるレムナント受容体を介して肝臓に取り込まれ分

解されてトリグリセライドなどに再合成されます。 



 

カイロミクロン 

カイロミクロンはトリグリセライドを約90%含む他、コレステロールなどを含む大きな

リポタンパク質粒子で、食事由来の脂質を全身の組織に運搬します。 

なお、カイロミクロンレムナントは粒子が小さいため、肝臓だけでなく血管壁内にも侵

入することができます。 

レムナント受容体とは LDL 受容体を含む、レムナントが結合できる受容体の総称で

す 。 

 

リポタンパク質リパーゼ 

リポタンパク質リパーゼ(肝性リパーゼ・膵リパーゼ・内皮リパーゼを含む)は、リポタ

ンパク質中のトリグリセライドを分解する酵素です。 

リポタンパク質や遊離性脂肪酸の細胞取り込みの促進にも関与しています。 

毛細血管の内皮細胞に付着しており、脂肪・心臓・骨格筋組織・泌乳乳腺に分布してい

ます。 

 

内因性代謝 

組織由来の脂質代謝では、カイロミクロンの脂質とともに肝臓で合成されたトリグリセラ

イドやコレステロールを含んで分泌されたVLDL がカイロミクロンと同様に血液中で LPL

によってトリグリセライドが分解されIDL・VLDL・レムナントとなります。 

 IDL の一部は肝臓の LDL 受容体を介して取り込まれます。 

残りの IDL は肝性リパーゼ (HTGL) の作用によりトリグリセライドが分解されてコレス

テロールの比率が増加した LDL となります。 

 LDL は、肝臓や末梢組織で LDL 受容体を介して取り込まれコレステロールの供給源とな

ります。 

原始型 HDL は、主に肝臓や小腸などで合成され、L-CAT(レシチン-コレステロールアシ

ルトランスフェラーゼ)の作用を受けて末梢組織から余分な遊離コレステロールを受け取

り成熟型 HDL となります。 

この成熟型 HDL は CETP (コレステロールエステル転送タンパク)の働きにより VLDL 

などにコレステロールエステルを転送しトリグリセライドを受け取ります。 

 HDL は、肝臓の HDL 受容体を介して取り込まれコレステロールが肝臓に運ばれること

になります。 

なお、 HDL が末梢組織から余分なコレステロールを回収する経路をコレステロール逆転

送系と呼んでいます。 



これらの経路から考えると、 LDL は肝臓から末梢組織にコレステロールを運搬しコレス

テロールの供給源となります。 

 LDL が増え LDL 中のコレステロールすなわち LDLコレステロールが過剰になると、動

脈硬化を促進するため LDLコレステロールは悪玉コレステロールと言われています。 

一方、 HDL は末梢組織から余分なコレステロールを引き抜いて肝臓へ運搬し動脈硬化を

抑制する働きがあるため、 HDL コレステロールは善玉コレステロールと言われていま

す。 

次の表は、リポタンパク質のそれぞれの構成成分比・役割などをまとめたものです。 



 

疫学 

脂質異常症について見ていきます。 

 

脂質異常症とは 

コレステロールやトリグリセライド中性脂肪は、そのままでは血液に溶け込めないため LD

L HDL VLDL などのリポタンパク質の形で血流に乗って全身に運ばれています。 

健康な場合、これらの血液中の濃度は一定の範囲に保たれるよう調節されています。 

脂質異常症とは、何らかの原因で血液中のこれらの脂質の濃度が基準値を逸脱し、過剰また

は不足している状態を言います。 

 

脂質異常症の種類 

脂質異常症は、異常値を示す脂質の種類によって大きく4つに分けられ  

LDLコレステロールが基準値より高い状態は      【高LDLコレステロール血症】 

HDL コレステロールが基準値より低い状態は    【低HDLコレステロール血症】 

トリグリセライドが基準値より高い状態は     【高トリグリセライド血症】 

non-HDL コレステロールが基準値より高い状態は 【高non-HDLコレステロール血症】 

アポタンパクの種類 主な機能 生産臓器 含まれるリポタンパク

A-Ⅰ
LCAT活性化

HDL構成タンパク

小腸

肝臓

カイロミクロン

HDL

A-Ⅱ HDL構成タンパク 肝臓 HDL

A-Ⅳ 小腸 カイロミクロン

B-100
LDL受容体結合

VLDL・LDLの構成タンパク
肝臓

VLDL

IDL

LDL

B-48 カイロミクロン構成タンパク 小腸 カイロミクロン

C-Ⅱ LPL活性化 肝臓

カイロミクロン

VLDL

IDL

HDL

C-Ⅲ

LPLやHTGLの活性阻害

レムナント受容体との結合阻

害

肝臓

カイロミクロン

VLDL

IDL

HDL

E
LDL受容体結合

レムナント受容体結合

肝臓

その他全身の組織

カイロミクロン

VLDL

IDL

HDL



といいます。 

どの病態も動脈硬化性疾患の危険因子であるため、早期発見・早期治療が重要です。 

 

発症要因 

脂質異常症の発症要因には、 

・遺伝子異常/家族歴などの遺伝的素因 

・生活習慣の乱れ 

・糖尿病などの基礎疾患 

・副腎皮質ステロイド薬などの薬物 

・加齢 

などがあります。 

発症要因の中では、食生活の偏りや運動不足・肥満・喫煙などの生活習慣の乱れが最も多

く、重要と言われています。 

加齢に関しては、女性は更年期を迎える50歳代から女性ホルモンの分泌が変化するため、

コレステロール値が高くなる傾向があります。 

これには女性ホルモンのエストロゲンが関係しています。 

 

エストロゲン 

エストロゲンには、 LDLコレステロールの増加を抑えHDL コレステロールを増やす働

きがあり、閉経によってエストロゲンの分泌量が減少すると LDLコレステロールは増え

やすく HDL コレステロールは減り始めます。 

またトリグリセライド値も閉経前後から上昇する傾向が見られます 。 

 

病態 

脂質異常症はなぜ怖いのでしょうか。 

それは、脂質異常症は自覚症状がほとんどないためそのまま放置しているうちに全身の血管

の粥状動脈硬化が進行してしまうからです。 

これによって、脳梗塞や心筋梗塞などの動脈硬化性疾患を引き起こす危険性が高まり、最悪

の場合は死に至ることもあります。 

 

粥状動脈硬化 

それでは粥状動脈硬化がどのようにして起こるのかその機序を見ていきます。 

 

 

 



粥状動脈硬化とは 

動脈の壁を構成する内膜・中膜・外膜のうち、粥状動脈硬化と密接に関わっているのは 

内膜です。 

内膜が血液と接する内腔側は、一層の内皮細胞からなる内皮で覆われ、血管の防御壁とし

て血液が固まるのを防いだり血管を広げたりすることに関わるなど、粥状動脈硬化を防ぐ

等の働きがあります。 

 

メカニズム 

粥状動脈硬化は冠動脈などの比較的太い動脈に起こり、 

・血管分岐部の血流の乱れ 

・高血糖 

・高血圧 

・喫煙 

・内皮が産生する活性酸素 など 

が刺激となり、内皮が障害されることから始まります。 

血液中に増加した LDL は、障害された血管内皮細胞を通過し血管内膜に侵入します。 

血液中の LDL が多いと、この侵入が多くなります。 

内膜に入り込んだ過剰の LDL に活性酸素が働くと酸化変性を起こ

して酸化LDL になります。 

また、内皮細胞の障害を受けた部位からは単球が侵入しマクロファ

ージに分化します。 

このマクロファージは、スカベンジャー受容体を介して酸化LDL 

を貪食してコレステロールを溜め込み泡沫細胞となります。 

泡沫細胞が集まると動脈硬化の初期病変である脂肪斑、そして症状

が進行した脂肪線条を形成します。 

一方、内皮細胞の障害を受けた部位には血小板が集まり、 PDGF や

様々なサイトカインが分泌されます。 

すると、中膜の平滑筋細胞が内膜に遊走し増殖してきます。 

この平滑筋細胞も泡沫化することができます。 

泡沫細胞はやがて死滅し、コレステロールは結晶としてその場に残

ります。 

このコレステロールは再びマクロファージに取り込まれます。 

このようにして泡沫細胞やコレステロールが集積する結果、内膜が

肥厚してプラーク宿主が形成されます。 

プラークができた状態を粥状アテローム動脈硬化といい、このプラ

ークの形成と増大が繰り返され粥状動脈硬化層が形成されます。 

泡沫細胞とは 

血管の内皮にある脂肪物質

をマクロファージが取り込み、

泡立った外観になったもので

す。 

PDFGとは 

血小板由来増幅因子の略称

です。 

血管で炎症や創傷の治癒を

促進する働きがあり、動脈硬

化にもかかわっています。 



 



原因 

最近では、LDLコレステロールの増加の他、トリグリセライドの増加も動脈硬化を引き起

こす独立した危険因子として注目されてきています。 

高トリグリセライド血症は、糖代謝異常やメタボリックシンドロームなどの代謝異常を有

している場合などによくみられます。 

このような場合、血清トリグリセライドの増加と HDL コレステロールの低下を主体と

し、カイロミクロンや VLDL などのトリグリセライドに富んだリポタンパク質が LDL に

よって分解されて生じるレムナントリポタンパク質やスモールデンス LDL の増加を伴い

ます。 

 

スモールデンスLDL(sd-LDL)  

スモールデンス LDL は超悪玉コレステロールとも呼ばれ、 LDL よりも粒子が小さく血

管壁に侵入しやすいため動脈硬化を促進してしまいます。 

また、動脈硬化の危険因子となるリポタンパク質の存在も明らかになっておりその一つ

にLp(a)があります。 

 

LP(a)～Lipo-Protein-Little a～ 

LDL に特異的なアポタンパク質であるapo(a)が結合したものです。 

apo(a)は、専用型のプラスミノーゲンに似たタンパク構造を持ち、プラスミノーゲン活

性を阻害すると考えられています。 

apo(a) は動脈硬化性疾患患者で高値との報告があり、動脈硬化の独立した危険因子とさ

れています 。 

 

 

 

検査と診断 

脂質異常症の検査と診断について見ていきます。 

 

検査 

まず脂質異常症のスクリーニングでは、問診や身体所見・臨床検査を行います。 

 

問診と身体所見 

自覚症状がほとんどないことが多いため、問診による既往歴や生活習慣の把握、さらには

動脈硬化性疾患を中心とした家族歴についての聴取は重要です。 



また、身体所見の中で黄色腫は数少ない身体所見の1つであり、場合によっては確定診断

に結びつくこともあります。 

脂質異常症に特有な目の症状・角膜輪やアキレス腱の肥厚にも注意します。 

そして、血清脂質の測定・生化学的検査・内分泌疾患が疑われる場合には内分泌学的検査

などが行われます。 

 

血清脂質 

脂質異常症診断のために測定すべき血清脂質は、 

・総コレステロール (TC)  

・トリグリセライド (TG)  

・HDL コレステロール 

であり、早朝空腹時の静脈を採血して測定します。 

なお、空腹時とは10時間以上の絶食とされています。 

これらの測定値をもとに、フリードワルドの式または直接法で LDLコレステロール値を算

出します。 

LDLコレステロールの測定は、以前はフリードワルドの式を用いることとされていました

が、直接法についても以前よりも測定精度が向上してきていることから用いることが可能

となっています。 

脂質異常症の動脈硬化予防のためのスクリーニング基準値は表の通り設定されています。 

スクリーニングで境界域高 LDLコレステロール血症を示した場合は高リスクがないか検討

し、治療の必要性を考慮します。 

 

non-HDLコレステロール値 

食後採血やトリグリセライド400㎎/㎗以上の場合には、フリードワルドの式を用いるこ

とができないため、『総コレステロール－HDL コレステロール』の値であるnon-HDL 

コレステロール値か直接法で測定した LDLコレステロール値が用いられます。 

脂質の種類 計測値 診断名

140mg/㎗以上 高LDLコレステロール血症

120～139mg/㎗ 境界域高LDLコレステロール血症

HDLコレステロール 40mg/㎗未満 低HDLコレステロール血症

トリグリセライド 150mg/㎗以上 高トリグリセライド血症

170mg/㎗以上 高non-HDLコレステロール血症

150～169mg/㎗ 境界域高non-HDLコレステロール血症

LDLコレステロール

non-HDLコレステロール



 non-HDLコレステロールのスクリーニング基準値はLDLコレステロールに+30した値

とします。 

ただし、スクリーニング時に高トリグリセライド血症を伴わない場合は、 LDLコレステ

ロールとの差が+30より小さくなる可能性を念頭においてリスクを評価します。 

 

フリードワルドの式(Friedewald式 F式) 

フリードワルドの式は、採血で直接LDLの値が出せない場合に有効な算出方法です。 

条件として、空腹時の採血が必須で、TGが400mg/㎗未満の時となります。 

計算式は 

LDL ＝ 総コレステロール
T C

 – HDL – (トリグリセライド
T G

 ÷ 5) 

です。 

ただし、この式は食後採血値やカイロミクロンを含む場合は測定できません。 

 

診断 

脂質異常症の診断にあたっては血清脂質値の工程だけではなく、増加したリポタンパク質の

種類、表現型や異常を引き起こした原因によってさらに分類します。 

これらは経過を把握したり治療法を選択したりする上で重要になります。 

 

表現型 

まず表現型分類についてです。 

表現型分類は、原因を考慮せず増加したリポタンパク質の種類表現型により分類したもの

で、Ⅰ～Ⅴ型に分類されます。 

 

原因 

次に脂質異常の原因による分類についてです。 

脂質異常症をきたす原因は様々ですが、大きく 

・原発性(1次性)高脂血症 

・続発性(2次性)高脂血症 

に分けられます。 

原発性高脂血症は 

次の表に、それぞれの表現型に対応する原因疾患などをまとめています。 



 

これらの中では 

・家族性高コレステロール血症 

・家族性複合型高脂血症 

・家族性Ⅲ型高脂血症 

が冠動脈疾患をきたしやすく注意が必要です。 

 

原発性(1次性)高脂血症  

 

家族性高コレステロール血症 

家族性高コレステロール血症 (FH) は、 LDL 受容体やその関連タンパクの遺伝子異常で

起こります。 

両親から異常遺伝子を受け継いだホモ接合体の患者は約100万人に1人と稀ですが、 

一方の親から異常遺伝子を受け継いだヘテロ接合体の患者は約200～500人に1人の割合で

存在し、珍しくはありません。 

表現型 増加するリポタンパク 原発性の原因疾患 続発性の原因疾患

Ⅰ カイロミクロン
LPL欠損症

アポC-Ⅱ欠損症
SLE

Ⅱa LDL 家族性高コレステロール血症

甲状腺機能低下症

アラジール症候群

神経性食思不振症

Ⅱb
VLDL

LDL
家族性複合型高脂血症

ネフローゼ症候群

糖尿病

肥満症

メタボリックシンドローム

Ⅲ レムナント 家族性Ⅲ型高脂血症

甲状腺機能低下症

糖尿病

肥満症

Ⅳ VLDL
家族性複合型高脂血症

家族性高トリグリセライド血症

糖尿病

慢性腎疾患

Ⅴ
カイロミクロン

VLDL

家族性高トリグリセライド血症

アポC-Ⅱ欠損症

アポA-Ⅴ欠損症

利尿薬

β遮断薬

糖尿病



しかし FH 患者の診断率は1%以下と推定されており、 FH であることを見逃されたまま

治療されている可能性があります。 

 

家族性複合型高脂血症 

家族性複合型高脂血症(FCHL)は約100人に1人、家族性Ⅲ型高脂血症は5,000～10,000人

に1人と言われています。 

いずれも動脈硬化を引き起こしやすい遺伝疾患のため、早期発見・早期治療が重要です。 

中でも、家族性高コレステロール血症は動脈硬化が起こりやすいとされています。 

 

原因 

家族性高コレステロール血症の原因となるのは 

・ LDL 受容体 

・アポリポタンパク質 B-100 

・PCSK9 

の遺伝子変異で、いずれも LDL 代謝において重要な役割を果たすものです。 

これらの異常により、食生活に問題がなくても子供の頃からすでに高いLDLコレステロー

ル値を示します。 

家族性高コレステロール血症の8割以上は、 LDL 受容体の遺伝子変異が原因です。 

 

PCSK9(Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin type 9) 

PCSK 9とは、 LDL 受容体に結合し LDL 受容体の分解を促進させる酵素で、 

血中 LDLコレステロール濃度の上昇に関わっています。 

 

症状 

症状は LDLコレステロールが高いこと以外にほとんどありませんが、腱および皮膚の黄色

腫が見られることがあり、特にアキレス腱の肥厚は最も特徴的でよく見られる症状です。 

黄色腫とは、肘・膝・アキレス腱の中に見られる黄色っぽいコレステロールの塊のことを

言います。 

黒目の周り角膜輪(コレステロール沈着による白いリング)ができることもあります。 

診断は 

・高LDLコレステロール血症治療時の LDLコレステロール180mg/㎗以上 

・腱黄色腫あるいは皮膚結節性黄色腫 

・家族性高コレステロール血症あるいは早発性冠動脈疾患の家族歴(2親等以内の血族) 

などから行われます。 

 



 

続発性(2次性)高脂血症  

次に、続発性(2次性)高脂血症には 

・生活習慣 

・基礎疾患 

・薬物 など 

を原因とするものがあります。 

高脂血症を引き起こすそれぞれの原因として 

 

生活習慣 ⇒ 過食偏食・肥満・運動不足 など 

 

基礎疾患 ⇒ 糖尿病などの内分泌疾患・肝胆道系疾患 

ネフローゼ症候群などの腎疾患 ・SLE などの免疫異常 

 

薬物   ⇒ 利尿薬・β遮断薬・ステロイド薬・経口避妊薬 など 

 

があります 

 

 

メタボリックシンドローム 

脂質異常の病態の1つになっているメタボリックシンドロームについて見ていきます。 

 

概要 

我が国のメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の定義によると、 

【食べ過ぎや運動不足などの生活習慣の乱れを原因として肥満、特に内臓脂肪肥満をきたし

それが原因となって脂質異常高血糖高血圧などを合併している状態】 

のことを言います。 

脂質異常・高血糖・高血圧などの危険因子が複数重なることによって、たとえそれぞれが軽

度であっても動脈硬化を促進し、虚血性心疾患や脳卒中などの命に関わる疾患の危険性が高

まることが分かっています。 

メタボリックシンドロームでは合併する病態それぞれを治療するよりも、まずはそれらの根

底にある内臓脂肪の減少を目的とした食事療法・運動療法を行うことによって動脈硬化性疾

患のリスク軽減につなげることが大切です。 

脂肪細胞はエネルギーの貯蔵と供給を主な役割としていますが、一方で内分泌細胞としての

働きも有しておりアディポサイトカインというホルモンを分泌しています。 

 



アディポサイトカイン 

アディポサイトカインには生活習慣病や動脈硬化を促進させる悪玉と、逆にこうした作用

を抑制する善玉があります。 

悪玉と言われるものには、 

・血栓を作りやすくするPAI-1 

・インスリン抵抗性を引き起こしやすくするTNF-α 

・血圧を上昇させやすくするアンジオテンシノーゲン 

などがあります。 

善玉と言われるものには 

・インスリンの働きを良くする他、抗動脈硬化作用があるアディポネクチン 

があります。 

肥満状態では、脂肪細胞が肥大化し脂肪細胞からは悪玉が多く分泌され、善玉のアディポ

ネクチンの分泌が減少してしまいます。 

この現象は特に内臓脂肪肥満で顕著ですが、減量して内臓脂肪を減少させると悪玉のホル

モンの分泌は減り、善玉のアディポネクチンの分泌は増加します。 

このためメタボリックシンドロームの治療においては食事療法や運動療法が重要で治療の

基本になります。 

 

診断 

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪蓄積と代謝異常の数で診断を行います。 

まず内臓脂肪蓄積をウエスト周囲径で診断します。 

お臍の高さの腹囲を水平に立った姿勢で息を吐いて測ります。 

男性85cm 以上、女性90cm 以上あると内臓脂肪蓄積とみなします。 

このウエスト周囲径に加えて、右の表に示したように 

・脂質異常 

・高血圧 

・高血糖 

の3項目のうち2つ以上当てはまればメタボリックシ

ンドロームと診断されます。 

また、 

・高トリグリセライド血症 

・低HDLコレステロール血症 

・高血圧 

・糖尿病 

に対する薬物治療を受けている場合は、それぞれの項

目に含めます。
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あとがき 

脂質異常症は、自覚症状がほとんどなく気付きにくい病気です。 

しかし、進行すると動脈硬化を起こし、その先には脳梗塞などの死に結び付く病気が待って

います。 

日頃の生活が深く関わっているので、医療機関での治療や医師・薬剤師との連携も大切です

が、一人一人がしっかり自覚をして生活改善することも重要です。 

定期的な健康診断の結果などを自分でも読み取り、脂質異常症のサインに気付けるよう、こ

の機会にぜひ知識を深めてみて下さい。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたらご意見をお聞か

せください。 

感想もお待ちしております。 


