
Uffe Ravnskov :   The Cholesterol Myths

コレステロール神話の積極的な批判者のひとり、スウェーデン人の医師、Uffe Ravnskov氏はよく

知られた存在です。彼のHPでは、コレステロールとその低下について、大切なポイントを分かりや

すく総括的に紹介しています。コレステロール神話の眼鏡を外した時に、コレステロールの事実が

どういうふうに見えてくるか。それを理解するのに大変便利な読み物です。糖尿病治療を専門とす

る江部康二医師のブログで、その日本語訳を見つけましたので、こちらに読みやすいようにまとめ

ます。

引用元

http://koujiebe.blog95.fc2.com/blog-date-200912.html

http://www.ravnskov.nu/cholesterol.htm#a



コレステロール神話

1.   コレステロールは毒物でなく、すべての哺乳類の細胞に不可欠な物質である。そのような物なの

で、良いコレステロールとか悪いコレステロールというようなものはない。しかし、精神的ストレ

ス、身体活動と体重の変動は血コレステロールの濃度に影響するかもしれない。高コレステロール

は単独では危険因子ではなくて、不健康な状態を反映するかもしれないし、あるいは、それは全く

無実かもしれない。

2.   高コレステロール血症は、アテローム性動脈硬化症、冠状動脈性心臓病を促進すると言われてい

る。しかし、多くの研究は、血中コレステロール低値の人々はコレステロール高値の人々と同じく

らいアテローム硬化様になることを示している。

3.   あなたの体は、あなたが食べる3～4倍多くのコレステロールを生産する。コレステロールの摂

取が少ないとコレステロールの生産は増加し、摂取が多いと、減少する。この事は、「細心な」ダ

イエットがなぜ平均して2、3パーセントしか、コレステロールを低下させることができないかを説

明している。

4.   動物性脂肪とコレステロールの過剰摂取がアテローム性動脈硬化症または心臓発作を促進すると

いう証拠はない。たとえば20以上の研究が、心臓発作があった人々が他の人に比べて、いかなる種

類の脂肪も多く摂取しなかったことを示し、そして、検死によるアテローム性動脈硬化症の程度は

食事とは無関係であった。

5.   コレステロールを低下させる唯一の効果的方法は薬剤であるが、コレステロール低下単独では、

心疾患による死亡率や総死亡率は改善されなかった。それどころか、これらの薬はあなたの健康を

損なうおそれがあって、あなたの寿命を短くするかもしれない。

6.   新しいコレステロール低下薬であるスタチンは心血管疾患を予防するが、これはコレステロール

低下とは別のメカニズムによる。残念なことに、スタチンは、齧歯動物でガンを促進し、筋肉、心

臓と脳の機能を阻害し、そして、スタチンを飲んでいる妊婦はサリドマイドで見られたのよりひど

い奇形児を生むかもしれない。

7.   これらの事実の多くは、何十年にもわたり科学ジャーナルと本に示されたが、diet-heart ideaの

支持者によって、公衆に語られる事はほとんどない。

8.   一般の人、医師、大部分の科学者がなぜミスリードされるかと言えば、（diet-heart ideaとは）

反対で一致しない結果が科学的な報道において組織的に無視されるか、誤って引用されるからであ

る。



The Cholestrol-Myths

1.   Cholesterol is not a deadly poison, but a substance vital to the cells of all mammals. There 

are no such things as good or bad cholesterol, but mental stress, physical activity and change 

of body weight may influence the level of blood cholesterol. A high cholesterol is not 

dangerous by itself, but may reflect an unhealthy condition, or it may be totally innocent.

2.   A high blood cholesterol is said to promote atherosclerosis and thus also coronary heart 

disease. But many studies have shown that people whose blood cholesterol is low become 

just as atherosclerotic as people whose cholesterol is high.

3.   Your body produces three to four times more cholesterol than you eat. The production of 

cholesterol increases when you eat little cholesterol and decreases when you eat much. This 
explains why the ”prudent” diet cannot lower cholesterol more than on average a few per cent.

4.   There is no evidence that too much animal fat and cholesterol in the diet promotes 

atherosclerosis or heart attacks. For instance, more than twenty studies have shown that 

people who have had a heart attack haven't eaten more fat of any kind than other people, and 

degree of atherosclerosis at autopsy is unrelated with the diet.

5.   The only effective way to lower cholesterol is with drugs, but neither heart mortality or 

total mortality have been improved with drugs the effect of which is cholesterol-lowering only. 

On the contrary, these drugs are dangerous to your health and may shorten your life.

6.   The new cholesterol-lowering drugs, the statins, do prevent cardio-vascular disease, but 

this is due to other mechanisms than cholesterol-lowering. Unfortunately, they also stimulate 

cancer in rodents, disturb the functions of the muscles, the heart and the brain and pregnant 

women taking statins may give birth to children with malformations more severe than those 

seen after thalidomide.

7.   Many of these facts have been presented in scientific journals and books for decades but 

are rarely told to the public by the proponents of the diet-heart idea.

8.   The reason why laymen, doctors and most scientists have been misled is because 

opposing and disagreeing results are systematically ignored or misquoted in the scientific 

press. 


