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日本動脈硬化学会は、科学的根拠に基づき我が国の動脈硬化性疾患発症の増加を予

防することを目的に学術的ならびに社会的活動を行ってまいりました。この度、発表し

ました「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017年版」１）においても、喫煙、脂質異常

症、高血圧症、糖尿病、メタボリックシンドローム、慢性腎臓病など動脈硬化性疾患発

症・進展のさまざまな危険因子を併せて包括的に管理することを推奨しております。な

かでも減塩に留意した「日本食」の有用性をアピールしております２）。「日本食」は長

い歴史と深い文化が培ってきた長寿国日本を支える柱であるものの、近年の食の欧米化

や外部化を含めて生活習慣の様相が大きく変わってきています。 

 日本人の血中コレステロール値は 1970 年以降上昇し、血中コレステロール値の低下

を推進している米国人の値をすでに上回っています。食品由来のコレステロールと飽和

脂肪酸の過剰摂取が血中コレステロール値を上昇させることはすでに多くの研究から

明らかになっており 3,4）、可及的速やかにこれらの原因となる食習慣を是正する必要が

あります。さらに、加工食品に含まれるトランス脂肪酸が血中コレステロール値に影響

するとともに動脈硬化性疾患の発症に強く関与する 5）ことについて、多くの知見があ

ることは貴庁でもご承知のとおりです。「日本人の食事摂取基準（2015 年版）」でもト

ランス脂肪酸と冠動脈疾患のリスクについては触れられておりますが、我が国での摂取

量は少ないとして摂取基準は示されていません。しかし最近、若年日本人で工業由来の

トランス脂肪酸摂取量と代謝異常指標との関連や 6）、メタボリックシンドローム患者

および冠動脈疾患患者で工業由来のトランス脂肪酸であるエライジン酸の血中濃度が

高い 7）という危惧される実態が明らかになっています。このような若年者でのトラン

ス脂肪酸摂取は、未だ減少を見ない非心原性脳梗塞や虚血性心疾患が将来さらに増加す

る要因になると危惧されます。 

生活習慣病を予防するためには、国民一人一人が健康的な食生活を営む能力を獲得



する必要があります。健康増進法では、「国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関

心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に

努めなければならない」（第二条）と国民の責務を示すとともに、「国及び地方公共団体

は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進

に関する情報の収集、整理、分析及び提供・・を図る・・」（第三条）と国及び地方公

共団体の責務を謳っています。特に、外食や加工食品への依存度が急増している日本に

おいては、食教育が極めて重要です。 

 このようななかで、貴庁が栄養成分表示について検討し、国民の安全を守り、健康を

維持・増進するための課題解決を目指して、平成 27 年 4 月に施行された食品表示法に

おいて栄養成分表示を義務化されたことは大きな進展といえましょう。 

日本動脈硬化学会は他学会の同意のもと、平成 25 年 4 月に「栄養成分表示に関する

見解並びに要望」（添付 1）を貴庁に提出いたしました。その中で、「脂質」の表示に加

え、動脈硬化性疾患発症のリスクとなる「コレステロール」、「飽和脂肪酸」、「トランス

脂肪酸」の表示義務化をただちに行うことを要望いたしました。しかしながら、施行さ

れた「食品表示基準」では「エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム（食

塩相当量）」の 5 項目のみが義務表示とされ、「飽和脂肪酸」は推奨表示項目とされま

したが、「コレステロール」は推奨表示の対象成分とされませんでした。「トランス脂

肪酸」については、「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」が平成 23 年 2 月に示

されているものの、食品表示基準に規定する栄養成分としてさえ扱われていません。 

 健康障害を予防するために「コレステロール」、「飽和脂肪酸」は低減が目的であるの

に対し、「工業製品としてのトランス脂肪酸」は摂取を「ゼロ」にすることを目指さな

ければなりません。工業製品としてのトランス脂肪酸は重大な心疾患リスクとなること

から、欧米を始めアジア諸国でもトランス脂肪酸を義務表示項目とし含有量の規制措置

を講じ、食品中のトランス脂肪酸含有量を低減させる成果を認めています 8-10）。我が国

において、将来を担う若年者の動脈硬化性疾患を予防するためには、リスクとなる栄養

成分の情報が広く提示されなければなりません。 

 以上から、食品表示基準において「脂質」に加え、「コレステロール」、「飽和脂肪酸」、

「トランス脂肪酸」を義務表示とすることを要望いたします。 
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