
コレステロールの誤解



コレステロールは親油性の物質で、水には溶けないので、そのままで
は血液に溶けて体中を移動することはできない。そこで血漿に含まれ

ているリポタンパク質と呼ばれている両親媒性のキャリヤー・タンパク

質と結合して輸送されている。俗に言う『善玉コレステロール』や『悪玉

コレステロール』と呼ばれる物質は、血管中を流れているリポタンパク質
を、あらかじめ密度に応じて高密度リポタンパク質 (HDL: High Density 
Lipoprotein) と低密度リポタンパク質 (LDL: Low Density Lipoprotein) 
に超遠心分離法や化学的な分別剤を使って分離し、その各粒子中のコ
レステロール含量を、生化学的分析法で測定したもの。HDL中のコレス
テロールを善玉、LDL中のコレステロ－ルを悪玉と俗に呼んでいるので
あって、両リポタンパク質中のコレステロール自体には全く差がない同
一物質である。なので、 『善玉コレステロールが多い食品』とか『悪玉コ

レステロールが多い食品』なんていうものはなく、体内でHDLかLDLか、



どちらのリポタンパク質と結合しているものか、又は全身に配送中のも
のか、回収したものかで、善とか悪とか俗に呼ばれているだけなので、
このような呼び方は学術的には適切ではありません。

リポタンパク質中のコレステロール (www1.s3.starcat.ne.jpの図を借用)

(分子量： 387)

(分子量：67000)

リポタンパク質



左がコレステロールの化学構造式です。
分子量は386.65ですが、このもの自体に
善いコレステロールとか悪いコレステロー
ルとかの区別は全くなく１種類のコレステ
ロール分子のみしか存在しません。また、
このままの遊離の状態で血液中を移動し
ているのではなく、必要な所まで前ページ

に示すリポタンパク質に包まれて運ばれています。コレステロールは
脂溶性で水系の溶媒には溶けませんので、血液中でも同様です。そし
て移動して目的の部位まで来れば、レセプター部位にリポタンパク質
の特定の部位が結合し、内部からコレステロールが出てきて利用され
るのです。その逆が回収です。その運搬屋タンパク質がHDLならその
中にあるコレステロール (HDL-C)は善玉コレステロール、LDL中のなら
(LDL-C)悪玉コレステロールと呼ばれているのですが、何かちょっと変
な呼び方だと思います。この呼び方は止めようとの動きがあります。



LPL
分類

密度 (g/ml)
直径
(nm)

コレステロール組成
(%)

機 能

LDL 1.019-1.063 18-25 40-50 末梢組織へコレステロールを輸送
HDL 1.063-1.210 5～12 15-25 末梢組織からコレステロールを肝臓に輸送

LDLとHDLの比較表

LDL運送社
HDL運送社

コレステロール回収車コレステロール配布車

食品から摂取したり肝臓で
自分で作ったコレステロール
を全身に運ぶ 全身からコレステロールを
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『コレステロールは、とにかく体に悪いもので百害あって一利なしなの
で、なるべく食べない方がよい。』のように思っている人が多いようです
が、実際はそうではなくて、以下のように私たちの体になくてはならない
必須の非常に重要なものなのです。ただし、過剰摂取はいけません。

すなわち、コレステロールは全身の細胞膜やステロイドホルモン（男
性ホルモンや女性ホルモン、副腎皮質ホルモンなど）、胆汁酸（脂質の
消化・吸収に必要）などの原料となっているからです。そして体内には
総量として100～150g存在すると言われています。その体内のコレステ
ロールの起源は、食品から20～30%、肝臓で自ら生合成しているものが
残りの70～80%とのこと。つまり非常に重要なものなので、食品から摂
取するだけではなくて、人が自分自身でも作っていて、両者のバランス
が取れているのが健常時です。言うまでもなく、食品由来のと自分で合
成したコレステロールと、化学物質としては全く同じものです。



細胞膜 (体内に60兆個の細胞がある)

男性ホルモン
女性ホルモン
副腎皮質ホルモン
胆汁酸 （脂質の消化・吸収に必要）

コレステロールが原料となる

体内で自分で下記を合成している



コレステロール源 割合 (%)

自分自身で合成 80

食品から摂取 20

体内のコレステロールの割合 (%)

自分で合成 食品から摂取

体内のコレステロールは大半が自分自身で合成したもの

70～80%               20～30% との説もある

100～150g

食品由来

自分自身で合成
したものこのことは意外と一般に知られていない

コレステロール含量が多い一般的な食品の実例を次に示します。



1位： 乾燥卵黄 2300

2位： 乾燥全卵 1500

3位： 卵黄 ゆで 1400

3位： 卵黄 生 1400

5位： かずのこ 乾 1000

6位： するめ 980

7位： ほたるいか くん製 930

8位： からすみ 860

9位： 加糖卵黄 820

10位： かたくちいわし 田作り 720

11位： たたみいわし 710

12位： さくらえび 煮干し 700

12位： さくらえび 素干し 700

14位： あひる卵 ピータン 680

15位： フォアグラ ゆで 650

16位： あんこう きも 生 560

17位： かたくちいわし 煮干し 550

17位： うこっけい卵 全卵 生 550

19位： 黄身酢 540

20位： 干しえび 510

20位： いかなご 煮干し 510

20位： しろさけ すじこ 510

23位： キャビア 塩蔵品 500

24位： うずら卵 水煮缶詰 490

25位： ぶた スモークレバー 480

25位： しろさけ イクラ 480

25位： 干しやつめうなぎ 480

28位： うずら卵 全卵 生 470

29位： わかさぎ つくだ煮 450

30位： うなぎ きも 生 430

コレステロールが多く含まれる食品ランキング上位30品目 『日本食品標準成分表2015年版』
から引用 (少し形式を改変) 含量の単位は、各食品可食部100gあたりのmg数

牛肉や豚肉には卵黄の約1/20
しか含まれていない。



多くの皆さんがご存じのように、やはり卵黄には特別に多いのです。
一般に乾燥させた食品は、水分が蒸発していてコレステロールが濃縮
されており、当然のことながら、水分がほとんど無い分だけ生の時より
も自然に高含量になります。

なお、血中コレステロールレベルが高めの人は、長生きの傾向がある
との説があります。

日本で、1980年の厚生省（現・厚生労働省）国民栄養調査対象者1万
人に対する14年間の追跡調査で、『240～259mg/dlが『健康長寿に最も
よいコレステロール値である』ことが明らかになりました。また、茨城県
で40～79歳の男女10万人を5年間調査したところ『コレステロール値が
低いほど、全死亡率、特にガンの死亡率が高かった』ことや『240mg/dl
以上の全死亡率が一番低かった』ことが明らかになっています。このよ
うに、コレステロール値と健康長寿は関係があるようなので、その点で
も注目に値します。



余談ですが、私の知人に鶏卵が特別大好きな人がいて、一度に１
パック全部(10個)食べるような信じられないことをしていましたが、血中
コレステロール値が異常に高くて、ドクターストップがかかり止めました。
さらに余談ですが、日本では黄身の色が濃い鶏卵を好む人が多いよう
ですが、アメリカでは逆で、黄身の色が薄すぎて気持ち悪いほどです。
きっとカロテン含量が低いのでしょう。アメリカで聞いたところによると、
スポンジケーキを作る時に、カステラのように黄色が濃いのは好まない
からとのことでした。

コレステロールに関しては、色々なデータや(俗)説が実に多数存在し
ており、全てを鵜呑みにしてはいけませんが、真実もあるようです。

とにかく間違いなく言えることは、個人差もあり、コレステロールは体
に良くないので、極力食べない方がよいとか、血中コレステロール値は
低い方がよいとか高い方がよいとかいうようなことではありません。



上記の『コレステロールが多く含まれる食品ランキング上位30品目』
の表を見てもわかるように、一般にコレステロール含量が高い食品は、
人によって好みが違うかもわかりませんが、『うまいもの』が多くて困っ
たことです。私が時々行くレストランのオムライスは、とてもおいしいの
で時々食べていますが、卵を何個も使っているようなので聞いてみた
ところ、４個とのことでした。でも何も気にせずに食べています。

よく耳にするのは、 『健康に悪いと言われているものほどおいしい。
逆に健康に良いと言われているものほどまずい。無理して、おいしい
けれど健康に悪いが、おいしくて好きなものをずっと食べずに我慢し続
けてまでして長生きしたくないし、その逆も同様で、健康に良いと言わ
れているけれども、まずいものを我慢して無理して食べ続けてまでして
長生きしたくない。』です。健康法師の私としても、これは一理あると思
います。私の個人的な本音は、卵黄やフォアグラ、うなぎなどは、絶対
においしいですが、生のキャベツなどは青臭くてうまみがありません。



健康診断の血液検査の結果通知表などでお馴染みのように、コレス
テロールにはLDL中とHDL中があります。一般にLDL中は悪玉コレステ
ロール、HDL中は善玉コレステロールと俗に呼ばれています。その理由
は下記のようです。

LDL中コレステロールは本来、細胞内に取り込まれて、細胞膜の形成、
ホルモン産生などの役割を担いますが、血管壁に沈着、蓄積し、血管
の壁で炎症反応を起こして血管の内壁を傷つけ、動脈硬化に起因する
心筋梗塞や脳梗塞などを誘引することが知られているので悪玉コレス
テロールと俗に呼ばれています。

それとは対照的に、HDL中コレステロールは、組織に蓄積したコレス
テロールを除去したもので、抗酸化作用、血栓予防作用、血管の内壁
の維持、血液を固まりにくくする作用で、動脈硬化を防ぐ作用があると
考えられているので善玉コレステロールと呼ばれています。



コレステロールの基準値

日本動脈硬化学会『動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版』より

★総コレステロール･･･130～220mg/dL

★LDLコレステロール（悪玉コレステロール）･･･90～140mg/dL

★HDLコレステロール（善玉コレステロール）･･･40～75mg/dL

★トリグリセリド（中性脂肪）･･･35～140mg/dL

★Non-HDLコレステロール*･･･170 mg/dL以上

＊Non-HDLコレステロール＝総コレステロール－HDLコレステロール



人間ドック学会の悪玉(LDL)コレステロールの数値基準では、
★120〜139mg/dl ➯ 軽度異常
★140〜179 ➯ 要経過観察
★59以下と180以上➯ 要治療
としています。

また、日本動脈硬化学会では、
★120〜139 ➯ 境界域高LDLコレステロール血症、
★140以上➯ 高LDLコレステロール血症

としています。

以上のように、基準値は学会によって、あるいは時代によって少し異
なることがあります。さらに各人の平常値は、まちまちですが、それが
大きく変動する時は要注意です。



血液検査で普段のコレステロール値が基準値内に入っているのであ
れば、定期健診だけで他に特に何もしなくて、普通にしているだけでよ
いと思います。とにかく何が何でももっと下げようとするのは間違い。

しかし、基準値から一定以上はずれていて、要治療領域にあるので
あれば、医師の指示に従って下げる薬を飲まないといけません。たとえ
ばその実例として、定評ある『メバロチン』・『プラバスタチン (メバロチン
のジェネリック薬)』があります。この薬は、人の体内にあるコレステロー
ルを合成する酵素の働きを抑制して、血中コレステロールを低下させま
す。その作用メカニズムは、 『 HMG-CoA還元酵素を拮抗阻害すること
によるコレステロール合成量低下』です。この薬も、前回に紹介した血
栓予防薬のワーファリンやエリキュースなども、幸いなことに今のところ
私は飲む必要が無くて、一切飲んでいませんので、念のため。これらの
領域の各種情報は、専門書などを読んで独学で学んだものの他に、知



人の複数の専門医や患者さんからも直接入手しており、それらを総合
して私なりにまとめた上げたものがこの原稿ですので、単なる机上の
空論ではなくて、かなりリアルになっているのではないかと思います。

プラバスタチン (メバロチンのジェネリック薬) 実物の写真



平成30年の厚生労働省の統計によると、日本人の死因の上位5位までとその

人数は、下記のようです。

1位 悪性新生物（がん） ➯ 37万3584人

2位 心疾患 ➯ 20万8210人

3位 老衰 ➯ 10万9606人

4位 脳血管疾患 ➯ 10万8165人

5位 肺炎 ➯ 9万4654人

【注】厚生労働省が発行する『死亡診断書記入マニュアル』によると，「老衰」は「高齢者で，
他に記載すべき死亡の原因がない，いわゆる自然死」と定義されています。「老衰」が
増加した背景には，社会全体の高齢化とともに，治療を行うよりも自然な死を受け入れ
るという考え方の変化もあるのではないかと推測されています。

WHOが報告している世界の死亡原因のトップ10を次ページに示します。
世界では、虚血性心疾患(心筋梗塞)が第一位で、約９百万人です。



The top 10 causes of death
9 December 2020 WHOの報告書より

左の表の世界の死因の10位までの和訳

順 位 病 名

第1位 虚血性心疾患

第2位 脳卒中

第3位 慢性閉塞性肺疾患

第4位 下気道感染症

第5位 新生児の状態

第6位 気管・気管支および肺がん

第7位 アルツハイマー病などの認知症

第8位 下痢性疾患

第9位 糖尿病

第10位 腎臓病



米国疾病予防管理センター（CDC）が2021年

3月31日に発表した暫定統計によると、

米国における2020年の死因 / 死者数は：

1. 心臓病 / 69万882人

2. がん / 59万8932人 (1位と2位が日本とは逆)

3. 新型コロナウイルス感染症 / 34万5323人 ← 新登場

4. 事故による負傷 / 19万2176人

5. 脳卒中 / 15万9050人

6. 慢性呼吸器（下気道）疾患 / 15万1637人

7. アルツハイマー病 / 13万3382人

8. 糖尿病 / 10万1106人

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&p=CDC&fr=link_kw_nws_direct


心筋梗塞とは
心臓は、身体の抹消へ血液を送り出すポンプの働きをしています。

この心臓の表面をおおうように走っているのが冠動脈です。冠状動脈
ともいいます。冠動脈は、心臓の筋肉に酸素や栄養素を供給する重要
な働きを持った動脈です。この冠動脈の血管壁にコレステロールがた
まって動脈硬化が進むと、血管の内側が狭くなってしまいます。このよ
うな状態を狭心症といいます。狭くなった血管に血栓（血液の固まり）が
でき、閉塞（血管がつまること）して血液の流れが止まると心臓に酸素
や栄養素を供給できなくなってしまいます。そうして心筋の細胞が壊死
してしまう状態を心筋梗塞症といいます。狭心症を放置すると心筋梗
塞症へと移行します。狭心症と心筋梗塞症は、心臓に供給される酸素
が欠乏するということから、虚血性心疾患に分類されます。

心筋梗塞症は発症すると多くの人が早急に死亡するきわめて致死率



の高い恐ろしい病気です。日頃からその症状には十分注意する必要が
あります。私の身近な者や知人の何人かは心筋梗塞で他界しています
が、苦しみ・もがき始めたら本当にあっという間で、実印の隠し場所など
を聞いておく間もなかったそうです。

今や各所に設置されているAED (Automated External Defibrillator)、
日本語では自動体外式除細動器は、心停止の際に機器が自動的に

心電図の解析を行い、心室細動を検出した際は除細動を行う医療機器
ですが、コレステロールや血栓で冠動脈が詰まり、心筋梗塞を起こして
いて心停止した場合には、AEDで処置しても、電気ショックを与えるだ
けなので、その詰まりがなくなるわけではないし、壊死が回復するわけ
でもないので、救命にはつながらないのは知っておく必要があります。

ごく初期の小さな壊死であれば、血流再開で回復することがあるとの
ことです。とにかく大きな病院で処置することに一刻を争います。急げ！



www.ac-illust.comの無料画像を借用

心臓の外側に張り巡らされている冠動脈などの図
この血管の内側のどこかにコレステロールが沈着したり血栓によって血流がスムーズに流れなくなると、酸素や

栄養素がその先の心筋に届かなくなり、最悪はその部分の心筋が壊死して機能不全となり、最終的には死に至る非
常に恐ろしいのが『心筋梗塞』。この場合も対策は、まず予防、次に早期発見・早期治療に尽きる。

冠動脈のどこかの部分が特に詰まり
やすいということはなく、根幹の太い部
分が詰まると致命的であるが、末端の
細い部分でごく早期であれば、そうでも
ないとのこと。いずれにしろ詰まった部
分の血流を一刻も早く再還流しないとい
けない。

http://www.ac-illust.com/


フランス人に心筋梗塞が少ないのはなぜ？
欧米人に心筋梗塞が多いのは、脂肪の過剰摂取のためとされていま

す。実際この二つは、正の相関関係にあります。ところが脂肪摂取量
が多いにもかかわらず、フランスの心筋梗塞による死亡率は、欧米で
は最低レベル。ほぼ同量の脂肪を摂取するイギリスでは、心筋梗塞死
亡率はフランスの2.5倍です。この現象は『フレンチ・パラドックス』と呼
ばれており、注目されています。

理由の一つとされるのが、フランス人が好む赤ワイン。赤ワインに含
まれるポリフェノールという抗酸化物質が、血液中の脂肪の酸化を防
ぎ、動脈硬化や血栓生成を予防するからと言われていますが、この説
の信憑性がどの程度か不明です。赤ワインを飲むだけで効果があるの
なら簡単ですが・・・・・



心筋梗塞の原因
心筋梗塞を引き起こす直接の原因は、血管にコレステロール塊や

血栓ができて閉塞し、血液の流が止まることです。誘因となるいくつ
かの危険因子はよく知られています。血中コレステロールや中性脂肪
が高い人などの高脂血症や糖尿病、高血圧、喫煙、肥満等は、狭心
症や心筋梗塞症の発症と関連が高いことはよく知られています。さら
に、過度の疲労、睡眠不足、激務、過度の精神的ストレスも心筋梗塞
発症の要因となっているとのこと。



狭心症の症状 (冠動脈の狭窄で血液の流れが悪い部分あり)
坂道や階段を歩いた時、急いで歩いた時、精神的ストレスのある時な

ど、胸につまるような痛みや圧迫感を感じますが、短時間のうちに収ま
ります。しかし、治っていないので後日また起こります。

心筋梗塞症の症状 (冠動脈の梗塞で血液が流れない部分あり)
安静時、作業時に関係なく突然、前胸部や心臓に激しい痛みが起こ

り、その痛みが続く。さらに、冷や汗、吐き気、おう吐、呼吸困難を伴うこ
ともあります。まれに以上のような症状がかなり弱い人もいるそうです。

以上のような症状が出たら、すぐに救急車を呼んで大きな病院へ運ん
でもらいましょう。さもないと明日はない！ような恐ろしい病気です。非侵
襲の簡便で確かな検査法は、心電図を測定し、ST部分の上昇を確認す
ることだそうです。その他色々とありますが、ドクターに任せましょう。



とにかく狭心症やそれが進行した心筋梗塞は、非常に恐ろしい病気
で、手遅れになると助かりませんので、早期発見・早期治療がとても重
要になります。救急車で搬送中に亡くなることもあるそうです。

経験者の話を聞いたところによりますと、早期の頃には自覚症状が
ほとんどないこともあるようですが、たいていは胸や肩の左側に違和感
があり、さらに進むとそこに痛みなどの明確な自覚症状が出るそうです。
なので、とにかく左側の胸や肩に違和感があれば、すぐに大きな病院
へ行って心臓を調べてもらうのが一番です。単なる『左大胸筋』の筋肉
痛で医者に笑われてもいいじゃないですか。本物の狭心症や心筋梗塞
の手遅れで死ぬよりも、はるかにマシです。心臓関係の医者は、毎日と
ても厳しい生死の境を見ていて大変なので、『胸の筋肉の痛みを心筋
梗塞と勘違いした心配性の人』がたまに来て、気分転換になるのでは。
そのような検査だけなら、日帰りで非侵襲でできるので、とても楽です。



心筋梗塞になりやすい人

① 血圧が高い： 140/90以上
② コレステロール値などで： LDL>140, HDL<40, 中性脂肪>150
③ 糖尿病患者
④ タバコを吸っている
➄ 高齢者
⑥ 家族歴がある： 両親や兄弟などで心筋梗塞になった人がいる
⑦ 太っている： BMI>25 (BMI = Body Mass Index: ボディマス指数)

BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) で計算する

⑧ ストレス過多

上記の各項目の多くが該当する人は特に要注意です。



心筋梗塞の予防法

① 塩分・糖分・脂肪分を食べ過ぎない
② 肉類よりも青魚を多く食べる
③ 野菜や海藻を多く食べる
④ 食物繊維を多く食べる
➄ バランスの良い食事をする
⑥ タバコは全く吸わない
⑦ 酒は控え目に
⑧ 軽い運動やよく歩くことを日常的にする
⑨ エスカレーターやエレベーターにはなるべく乗らずに歩く
➉ 過労や睡眠不足を避ける
⑪ ストレス排除・解消に努力し毎日を楽しく生きる



狭心症と心筋梗塞 (doumyaku-c.jp から借用の図の文字を鮮明化した)

虚血性心疾患

血液 動脈硬化 血管壁

血液 動脈硬化 血管壁

血管が狭くなり、血流が悪くなる

血管が狭くなり、血流が止まる

狭
心
症

心
筋
梗
塞冠動脈 心筋が壊死

冠動脈



正常と狭心症・心筋梗塞の血流図 (www.nanbu.saiseikai.or.jp より借用の図)

●狭心症の血管内腔

●心筋梗塞の血管内腔

http://www.nanbu.saiseikai.or.jp/


最近の臨床データから、『HDLコレステロール仮説』に対して強い疑

問が投げかけられています。市場に出回っている薬物の中で最もHDL

上昇効果のあるとされるナイアシンを用いたAIMHIGHstudy （NEJM 

2011;365:2255-2267）をはじめとして、いくつかの研究では、HDL上昇

が心血管リスクの軽減をもたらしていないという結果が得られている

のです。



私の大学院からの研究上の専門は、実はナイアシンなの
です。ニューヨークのドラッグストアで、この写真のような薬
品のナイアシンを色々と買っています。アメリカでは、患者数
が非常に多く、コレステロール値を下げるために大量の服
用が、かなり以前から広く行われており、研究では、なんと
1g/dayまでやっています。Flushingの副作用がありますが。

各社のナイアシン
の色々 (コレステ
ロール低下剤)

これら全てを日本で
入手するのは非常に
困難か不可能です。



専門的なことを色々教えていただいたドクターの皆さまと
心筋梗塞から辛くも生還され貴重な体験談

を聞かせていただいた皆さまに
厚くお礼を申し上げます。

感謝、感謝です。

The Doctor after Deth. (西洋の諺)
『死んだ後では、いくら名医でもダメ。』というような意味。

となりませんように！
心筋梗塞は本当に怖いですよ。



終り

皆さんの冠動脈の血流が、今後もスムーズに流れ続けますようにお祈りします。


