
日本女子大学家政学部食物学科教授
丸　山　千寿子

（聞き手　池脇克則）

　LDLコレステロール高値の患者さんをよく診ますが、食事指導として肉や油
を摂り過ぎないことを指導しても下がりません。どのように食事指導をしたら
よいのかご教示ください。

＜群馬県開業医＞

LDLコレステロール高値患者の食事指導

　池脇　脂質異常症の中で、高LDL血
症に対しての食事指導の質問をいただ
きました。指導をしているけれども、
なかなかうまくいかない。私自身も脂
質異常症の患者さんを診てはいるので
すけれども、食事療法については、「ち
ょっと気をつけてね」ぐらいの指導で、
もう少しきちんとやらないといけない
なと思っています。
　早速ですけれども、LDLが高い場合
の食事療法、これはどういうことにな
るのでしょうか。
　丸山　先生方から、「食事療法はと
ても難しいよ」とか、「言ってはみる
けど、どうせできない」ということを
よくいわれます。私たちにとっても確
かに難渋する患者さんが大勢いらっし
ゃるのですが、まずその患者さんが太

っているか、太っていないかが、かな
り重要なポイントになると思うのです。
もし太り過ぎていて体に脂肪がたまっ
ている方の場合には、とりあえずイン
スリン抵抗性（高インスリン血症）を
抑制することが大事です。これにより、
血中コレステロールが下がってきます
ので、まずは「体重を減らす」という
ことを一番にしていただくのがよいと
思います。
　池脇　太り過ぎの場合、食べ過ぎが
あるでしょうから、食事の摂取量を是
正して、可能でしたら運動をすること
で、まずは体重を減らす。それだけで
もLDLに関してはいいのですね。
　丸山　確実に下がる方もいらっしゃ
います。だいたい２～３㎏下げていた
だければ十分だと思います。

　池脇　２～３㎏でしたら、そんなに
たいへんな数字ではないですね。
　丸山　ちょっと頑張ったらできると
いう範囲だと思います。
　池脇　そうすると、食事の内容より
も、まずその方に肥満があるかどうか。
肥満があれば、今の指導をまず行う、
逆にそう肥満がない方でLDLが高い場
合の食事療法はどうでしょうか。
　丸山　一番注意していただきたいの
は、飽和脂肪酸を摂り過ぎないことだ
と思うのです。飽和脂肪酸の摂取を減
らすとLDLコレステロールが下がると
いうエビデンスが世界中で非常に多く
報告されています。
　池脇　患者さんに飽和脂肪酸を減ら
しましょうというと、飽和脂肪酸とは
何か、という話になりそうですけれど
も、どうでしょうか。
　丸山　まずわかりやすい、目に見え
る脂と考えたら、バター、ラード。す
き焼きを食べるときに、先にラードで
鍋に脂を引くのをやめる、そんなとこ
ろから始めます。また肉の脂身、鶏肉
の皮を避ける、減らすことから行って
いただくのがよいと思います。
　池脇　確かにそれを好んで食べる方
の場合には、そこを減らすだけでもだ
いぶ違いますか。
　丸山　だいぶ違います。例えば、朝
ごはんに毎日ベーコンを少しだけれど
も食べている方がいらっしゃったとす
ると、ベーコンをやめていただくだけ

でも相当違います。
　池脇　何かを減らすというと何かを
逆に増やす必要もありますね。飽和脂
肪酸を減らしたら、その分、どういっ
たものを摂るとよいのでしょう。
　丸山　まず肉の脂身から減らすのが
一番都合がいいと思うので、肉の脂身
を減らしたら、その代わりに食べるメ
インディッシュが欲しくなります。メ
インディッシュの代わりになるのは魚
か大豆になると思いますので、まず主
菜のお皿を選ぶ際に肉を魚か大豆に替
えていくのが一つのやり方と思います。
　池脇　魚の種類にもよりますが、い
わゆる動脈硬化に効果があるといわれ
ているω３の脂肪酸もふんだんに含ま
れているし、それを多めに摂るという
のもいいですね。
　丸山　よいと思います。
　池脇　確かに大豆蛋白は以前から
LDLコレステロールを下げるといわれ
ています。やはり、それだけの効果は
あるわけですね。
　丸山　あると思います。大豆製品の
種類に注目すると、豆をそのまま食べ
る場合もあれば、日本人は全国的に豆
腐をよく食べています。それから、納
豆があります。この３つの中では、納
豆が最もコレステロールを下げるので
はないかと考えられています。
　池脇　好きな方でしたら摂るように
すればいいのですね。
　丸山　料理の手間がいらないので、
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　LDLコレステロール高値の患者さんをよく診ますが、食事指導として肉や油
を摂り過ぎないことを指導しても下がりません。どのように食事指導をしたら
よいのかご教示ください。

＜群馬県開業医＞

LDLコレステロール高値患者の食事指導

　池脇　脂質異常症の中で、高LDL血
症に対しての食事指導の質問をいただ
きました。指導をしているけれども、
なかなかうまくいかない。私自身も脂
質異常症の患者さんを診てはいるので
すけれども、食事療法については、「ち
ょっと気をつけてね」ぐらいの指導で、
もう少しきちんとやらないといけない
なと思っています。
　早速ですけれども、LDLが高い場合
の食事療法、これはどういうことにな
るのでしょうか。
　丸山　先生方から、「食事療法はと
ても難しいよ」とか、「言ってはみる
けど、どうせできない」ということを
よくいわれます。私たちにとっても確
かに難渋する患者さんが大勢いらっし
ゃるのですが、まずその患者さんが太

っているか、太っていないかが、かな
り重要なポイントになると思うのです。
もし太り過ぎていて体に脂肪がたまっ
ている方の場合には、とりあえずイン
スリン抵抗性（高インスリン血症）を
抑制することが大事です。これにより、
血中コレステロールが下がってきます
ので、まずは「体重を減らす」という
ことを一番にしていただくのがよいと
思います。
　池脇　太り過ぎの場合、食べ過ぎが
あるでしょうから、食事の摂取量を是
正して、可能でしたら運動をすること
で、まずは体重を減らす。それだけで
もLDLに関してはいいのですね。
　丸山　確実に下がる方もいらっしゃ
います。だいたい２～３㎏下げていた
だければ十分だと思います。

　池脇　２～３㎏でしたら、そんなに
たいへんな数字ではないですね。
　丸山　ちょっと頑張ったらできると
いう範囲だと思います。
　池脇　そうすると、食事の内容より
も、まずその方に肥満があるかどうか。
肥満があれば、今の指導をまず行う、
逆にそう肥満がない方でLDLが高い場
合の食事療法はどうでしょうか。
　丸山　一番注意していただきたいの
は、飽和脂肪酸を摂り過ぎないことだ
と思うのです。飽和脂肪酸の摂取を減
らすとLDLコレステロールが下がると
いうエビデンスが世界中で非常に多く
報告されています。
　池脇　患者さんに飽和脂肪酸を減ら
しましょうというと、飽和脂肪酸とは
何か、という話になりそうですけれど
も、どうでしょうか。
　丸山　まずわかりやすい、目に見え
る脂と考えたら、バター、ラード。す
き焼きを食べるときに、先にラードで
鍋に脂を引くのをやめる、そんなとこ
ろから始めます。また肉の脂身、鶏肉
の皮を避ける、減らすことから行って
いただくのがよいと思います。
　池脇　確かにそれを好んで食べる方
の場合には、そこを減らすだけでもだ
いぶ違いますか。
　丸山　だいぶ違います。例えば、朝
ごはんに毎日ベーコンを少しだけれど
も食べている方がいらっしゃったとす
ると、ベーコンをやめていただくだけ

でも相当違います。
　池脇　何かを減らすというと何かを
逆に増やす必要もありますね。飽和脂
肪酸を減らしたら、その分、どういっ
たものを摂るとよいのでしょう。
　丸山　まず肉の脂身から減らすのが
一番都合がいいと思うので、肉の脂身
を減らしたら、その代わりに食べるメ
インディッシュが欲しくなります。メ
インディッシュの代わりになるのは魚
か大豆になると思いますので、まず主
菜のお皿を選ぶ際に肉を魚か大豆に替
えていくのが一つのやり方と思います。
　池脇　魚の種類にもよりますが、い
わゆる動脈硬化に効果があるといわれ
ているω３の脂肪酸もふんだんに含ま
れているし、それを多めに摂るという
のもいいですね。
　丸山　よいと思います。
　池脇　確かに大豆蛋白は以前から
LDLコレステロールを下げるといわれ
ています。やはり、それだけの効果は
あるわけですね。
　丸山　あると思います。大豆製品の
種類に注目すると、豆をそのまま食べ
る場合もあれば、日本人は全国的に豆
腐をよく食べています。それから、納
豆があります。この３つの中では、納
豆が最もコレステロールを下げるので
はないかと考えられています。
　池脇　好きな方でしたら摂るように
すればいいのですね。
　丸山　料理の手間がいらないので、
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楽ですよね。
　池脇　脂肪酸の種類を変えるところ
から来ましたけれども、それ以外はど
ういう指導があるのでしょうか。
　丸山　今の脂肪酸の種類のところで、
メインディッシュ、主菜の話をしまし
たけれども、今度は目に見える脂の部
分です。最初にバターとかラードとか
申し上げましたが、その代わりにいわ
ゆる植物油を使っていただくのがよい
と思います。近頃は植物油の中でも、
オリーブオイルがとてもおしゃれで、
おいしいといって、よく使う方がいら
っしゃいます。しかし、どちらかとい
うと普通のサラダオイルのようなもの
で十分ですし、むしろこちらのほうが
コレステロールを下げます。食べ過ぎ
ず、少しだけ植物油を召し上がる習慣
をつけていただくとよいと思います。
　池脇　私は食事指導のときには必ず
繊維をたくさん摂るように、と指示を
出すのです。これもコレステロールを
下げる効果はあると思うのですが、具
体的にどうやって患者さんに指導され
るのでしょう。
　丸山　食物繊維には水溶性の食物繊
維と不溶性の食物繊維、水に溶けるも
のと溶けないものがあって、特にコレ
ステロールを下げるのは水溶性の食物
繊維といわれています。代表的なもの
は未精製穀類、特に麦飯などに非常に
多く含まれます。ですから、白いごは
んを召し上がっている方は麦飯にして

いただくのが効果的だと思います。そ
れで食物繊維はかなり摂れます。
　池脇　私は食物繊維で終わってしま
うのですけれども、先生のようにごは
んの種類まで具体的に指示されると、
患者さんも「じゃあ食べてみようか」
ということになりますね。
　丸山　そうですね。ただ、女性は麦
飯とか、あるいはいろいろなお米を混
ぜたもの、いわゆる雑穀が混ざったも
のが売られていて、これを便利に使う
のですが、男性はどうも白いごはんが
好きなようで、「炊きたての白いごは
んは僕のキャンバスだ」とまでおっし
ゃる。
　池脇　譲らない方もいらっしゃる。
　丸山　そういう方は、麦飯はストレ
スになるかもしれないですね。それな
ら、海藻やキノコやコンニャク、これ
はいくら食べてもほとんどカロリーが
ないので、こういったものをたくさん
取り入れていただくのも大事なことか
と思います。
　池脇　いわゆる日本食のいい食材を
見直して食べる、ということですね。
　丸山　そうです。とてもよい文化を
私たちは受け継いできているので、こ
れを普通に食べていくことが大事だと
思います。
　池脇　これまでコレステロールの摂
取量を抑えましょうと、ずっと患者さ
んへの指示書に書いてきたのですが、
先生はもちろんご存じだと思いますが、

数年前にアメリカと日本の厚生労働省
が、摂取量の上限を撤廃することがあ
って、食べてもいいのではないかとい
う流れになったように思うのですけれ
ども、やはりLDLコレステロールが高
い人の場合はコレステロールの摂取制
限は必要ですよね。
　丸山　たいへん難しい問題だと思い
ますが、遺伝素因などによって、消化
管でのコレステロールの吸収のされ方
が違うということがわかっています。
個人差はあるでしょうが、血中コレス
テロール値がすごく高くて、下げなけ
ればいけない方は、やはり制限をする
のが得策だと思います。
　また、コレステロールを制限すると
きに、卵だけが悪者にされますが、肉
にも魚にもコレステロールは含まれま
す。まんべんなくいろいろなものを召
し上がっていただくためにも、卵にこ
だわらないで、肉もお魚も控えめに召
し上がっていただくことでコレステロ
ール値を抑えるということも一つのや
り方だと思います。
　池脇　肉を抑えて魚を食べなさい。
でも、魚にもちょっとコレステロール
が入っています。これは魚の身のとこ
ろではなくて、違うところに入ってい

るのでしょうか。
　丸山　内臓に含まれますし、動物で
すからコレステロールが身の構成に必
要です。ですから、肉も魚もほぼ同じ
ぐらいの量のコレステロールを含むと
思っていただいて構わないと思います。
ただし、一緒に含まれている脂が違う
ので、その脂との関係から分が悪いの
が肉だということになるのです。卵も
バターを使ったスクランブルエッグと
かオムレツという食べ方にすると、も
しかしたらコレステロールが上がりや
すくなるかもしれません。
　池脇　臨床実地の先生が食事指導を
して、それでうまくいかないときは専
門の栄養士の方にということになりま
すが、今そういった臨床実地の方の食
事のサポートというのはあるのでしょ
うか。
　丸山　大きな病院には必ず管理栄養
士がいて、栄養指導ができるようにな
っています。保健所にも栄養士がいま
す。あるいは地域で連携して栄養士を
雇用するという試みもなされているよ
うですので、専門家を利用していただ
けたらと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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楽ですよね。
　池脇　脂肪酸の種類を変えるところ
から来ましたけれども、それ以外はど
ういう指導があるのでしょうか。
　丸山　今の脂肪酸の種類のところで、
メインディッシュ、主菜の話をしまし
たけれども、今度は目に見える脂の部
分です。最初にバターとかラードとか
申し上げましたが、その代わりにいわ
ゆる植物油を使っていただくのがよい
と思います。近頃は植物油の中でも、
オリーブオイルがとてもおしゃれで、
おいしいといって、よく使う方がいら
っしゃいます。しかし、どちらかとい
うと普通のサラダオイルのようなもの
で十分ですし、むしろこちらのほうが
コレステロールを下げます。食べ過ぎ
ず、少しだけ植物油を召し上がる習慣
をつけていただくとよいと思います。
　池脇　私は食事指導のときには必ず
繊維をたくさん摂るように、と指示を
出すのです。これもコレステロールを
下げる効果はあると思うのですが、具
体的にどうやって患者さんに指導され
るのでしょう。
　丸山　食物繊維には水溶性の食物繊
維と不溶性の食物繊維、水に溶けるも
のと溶けないものがあって、特にコレ
ステロールを下げるのは水溶性の食物
繊維といわれています。代表的なもの
は未精製穀類、特に麦飯などに非常に
多く含まれます。ですから、白いごは
んを召し上がっている方は麦飯にして

いただくのが効果的だと思います。そ
れで食物繊維はかなり摂れます。
　池脇　私は食物繊維で終わってしま
うのですけれども、先生のようにごは
んの種類まで具体的に指示されると、
患者さんも「じゃあ食べてみようか」
ということになりますね。
　丸山　そうですね。ただ、女性は麦
飯とか、あるいはいろいろなお米を混
ぜたもの、いわゆる雑穀が混ざったも
のが売られていて、これを便利に使う
のですが、男性はどうも白いごはんが
好きなようで、「炊きたての白いごは
んは僕のキャンバスだ」とまでおっし
ゃる。
　池脇　譲らない方もいらっしゃる。
　丸山　そういう方は、麦飯はストレ
スになるかもしれないですね。それな
ら、海藻やキノコやコンニャク、これ
はいくら食べてもほとんどカロリーが
ないので、こういったものをたくさん
取り入れていただくのも大事なことか
と思います。
　池脇　いわゆる日本食のいい食材を
見直して食べる、ということですね。
　丸山　そうです。とてもよい文化を
私たちは受け継いできているので、こ
れを普通に食べていくことが大事だと
思います。
　池脇　これまでコレステロールの摂
取量を抑えましょうと、ずっと患者さ
んへの指示書に書いてきたのですが、
先生はもちろんご存じだと思いますが、

数年前にアメリカと日本の厚生労働省
が、摂取量の上限を撤廃することがあ
って、食べてもいいのではないかとい
う流れになったように思うのですけれ
ども、やはりLDLコレステロールが高
い人の場合はコレステロールの摂取制
限は必要ですよね。
　丸山　たいへん難しい問題だと思い
ますが、遺伝素因などによって、消化
管でのコレステロールの吸収のされ方
が違うということがわかっています。
個人差はあるでしょうが、血中コレス
テロール値がすごく高くて、下げなけ
ればいけない方は、やはり制限をする
のが得策だと思います。
　また、コレステロールを制限すると
きに、卵だけが悪者にされますが、肉
にも魚にもコレステロールは含まれま
す。まんべんなくいろいろなものを召
し上がっていただくためにも、卵にこ
だわらないで、肉もお魚も控えめに召
し上がっていただくことでコレステロ
ール値を抑えるということも一つのや
り方だと思います。
　池脇　肉を抑えて魚を食べなさい。
でも、魚にもちょっとコレステロール
が入っています。これは魚の身のとこ
ろではなくて、違うところに入ってい

るのでしょうか。
　丸山　内臓に含まれますし、動物で
すからコレステロールが身の構成に必
要です。ですから、肉も魚もほぼ同じ
ぐらいの量のコレステロールを含むと
思っていただいて構わないと思います。
ただし、一緒に含まれている脂が違う
ので、その脂との関係から分が悪いの
が肉だということになるのです。卵も
バターを使ったスクランブルエッグと
かオムレツという食べ方にすると、も
しかしたらコレステロールが上がりや
すくなるかもしれません。
　池脇　臨床実地の先生が食事指導を
して、それでうまくいかないときは専
門の栄養士の方にということになりま
すが、今そういった臨床実地の方の食
事のサポートというのはあるのでしょ
うか。
　丸山　大きな病院には必ず管理栄養
士がいて、栄養指導ができるようにな
っています。保健所にも栄養士がいま
す。あるいは地域で連携して栄養士を
雇用するという試みもなされているよ
うですので、専門家を利用していただ
けたらと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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