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＜日本と EU11 カ国 約 1 万 2,000 人対象 コレステロールに関する意識調査＞ 
日本人の LDL（悪玉）コレステロール・心血管病に対する 

問題意識・当事者意識の低さと知識不足が明らかに 
  

 日本の死因第2位 心血管病 が「心配」 EUの4割に対し日本は2割止まり   
 高LDLコレステロール値と長期的な健康に関する知識 正解率EU5割に対して日本3割以下  

 
サノフィ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ファブリス・バスキエラ、以下「サノフィ」）は、欧州動脈

硬化学会が実施したコレステロールに関する国際意識調査「Think Again About Cholesterol」の結果をもとに、日

本と EU11カ国の比較分析を行いました。本調査により、日本では、EUと比較し、コレステロールに関する知識「コ

レステロール リテラシー」が不足し、高コレステロールをリスクとして十分に認識しておらず、狭心症や心筋梗塞、脳

卒中などの心血管病に対する問題意識、当事者意識が低いことが明らかになりました。 
 
LDL（悪玉）コレステロール（以下「LDL-C」）は、血管が詰まる動脈硬化を促進させる原因となります。動脈硬化が進

行すると、狭心症や心筋梗塞、脳卒中などの心血管病を引き起こします。近年、日本ではLDL-Cが高値となる高コ

レステロール血症の患者数が増加傾向にあり、現在、日本で高コレステロール血症の治療薬を服薬している患者

は約 1,370万人に上るといわれています。世界の死亡例の約 30%が心血管病によるものとされるほか 1、日本でも

心血管病が死因の第 2位を占めます 2。 
 
国際意識調査「Think Again About Cholesterol」は、コレステロールに関する理解について、サノフィとRegeneron
社の協賛により欧州動脈硬化学会が 2015年に実施しました。本調査は、日本と EU11カ国（イギリス、フランス、ド

イツ、イタリア、スペイン、ベルギー、オランダ、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド）に在住する 25
歳以上の成人合計約 1万 2,000人を対象としています。 
 
今回実施した調査の主な結果は、以下の通りです。詳細なデータは、別紙をご参照ください。 
 
＜主な調査結果＞ 
1. 日本の心血管病に対する問題意識の低さ： 

日本人の 4 人に 1 人が亡くなる心血管病を心配している日本人は、2 割止まり 
 
「個人的に最も心配している疾患または健康上の問題」として、日本では 1 位「がん」、2 位「認知症」、3 位「糖

尿病」という回答でした。これに対して、EU では 1 位「がん」、2 位「心疾患」、3 位「脳卒中」（同率で認知症も 3
位）と、心血管病が上位を占めました（グラフ 1）。 
 
EU では心血管病を個人的に最も心配している疾患として挙げている人が 39%に上るのに対して、日本では

21%と、EUの約半分にとどまりました。 

 
1  WHO. Cardiovascular diseases (CVDs). Fact sheet N°317. September 2011. 
2  厚生労働省 平成26年人口動態統計 
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このことから、日本では心血管病が死因の第 2 位を占めるにもかかわらず、日本人は心血管病を個人的な健

康課題として認識しておらず、心血管病に対する問題意識が低いことが明らかになりました（グラフ 2）。 
 

2. 9割近くが、自分のコレステロール値を知らない：管理意識の低さは 日本EU共通の課題 
 
高 LDL-C には誰もが気をつけるべきだということに対して、日欧いずれも 80％以上が同意しています（グラフ

3 ）。しかし、自身の LDL-C 値を知らない人の割合は日本 81%、EU93%という結果でした。さらに、このうち日

欧いずれも約 30%の人が、コレステロール測定検査を受けたことがないと回答しました（グラフ 4 ）。これは日欧

ともに、実際に高 LDL-Cは気をつけるべきものと認識しているものの、具体的な行動に結びついておらず、コレ

ステロール管理に対する当事者意識の低さが伺えます。 
 

3. コレステロールに関する知識不足：「コレステロール リテラシー」低い実態が伺える日本 
 
コレステロールの知識について「LDL コレステロールは、『悪玉』コレステロールと呼ばれている」ことの正解率は

42%にとどまり、50%以上が正しい知識を持っていない結果でした。また「遺伝的に『悪玉』コレステロールが高

くなる疾患が存在する遺伝すること」ことについて、日本の正解率は 29%と、EU の 47%を大きく下回りました

（グラフ 5）。 
 

また、コレステロールのリスクについて「LDL-C 値が高いと、健康リスクが上昇する」ことは日欧ともに約 70%と高

い割合で認識されていました。しかし、これと似た内容について、表現を変えた質問である「LDL-C 値が低いと、

長期的な健康に良い」ことを理解している割合は、EU48%に対して、日本では 27%という結果でした（グラフ

6 ）。説明文によって、回答への正解率が大きく異なることから、日本人のコレステロールに関する知識不足の

実態を思わせる結果となりました。 

これらの調査結果について、りんくう総合医療センター 院長、大阪大学大学院  医学系研究科 総合地域医療学

寄附講座 特任教授の山下 静也 先生は以下のように述べ、心血管病の予防のために日本人のコレステロールリ

テラシーを上げることの重要性を訴えました。 

「ライフスタイルの変化により、日本人の総コレステロール値は年々増加しています 3。また、LDL-Cが高すぎる（高コ

レステロール血症）、あるいは、善玉のHDLコレステロール値が低すぎるといった、血中の脂質の値が異常な状態

を指す「脂質異常症」が疑われる日本人成人の数は年々増加し、2012年には約 2,200 万人に達しています 4。今

回の調査結果から、日本ではLDL（悪玉）コレステロールの正しい知識が不足している実態が示唆されています。

こうした知識不足が、多くの人が自分のLDL-C値を知らないという、コレステロール管理に対する意識の低さにつな

がっている原因の 1 つといえます。コレステロールが血中に多い状態が続くことで動脈硬化が進み、ある日突然、

血管が詰まって脳梗塞や心筋梗塞になったり、もろくなった血管が破れる脳出血などの心血管病を引き起こしたり

します。こうした動脈硬化による心血管病の予防には、LDL-Cを低下させる治療が有効です。まずは自分のLDL-C
値を知ることから始め、LDL-C値が気になったら、かかりつけ医に相談し、循環器内科を受診しましょう」 
 
サノフィは「日本の健康と笑顔に貢献し、最も信頼されるヘルスケアリーダーになる」というビジョンのもと、脂質治療に

おけるアンメットニーズに応える新たな治療選択肢の提供に取り組んでまいります。 
 

以上 

 
別紙資料：「コレステロールに関する意識調査 日本とEUの比較」の結果 

 
3J AMA. 2012;308（15）：1545-1554、厚生省循環器疾患基礎調査    大島ら：動脈硬化 1973；1：101 / 沖中ら：J Circul J 1965；29：505 
4 厚生労働省 平成22年、平成24年 国民健康・栄養調査 および総務省統計局の年齢5歳階級別人口推計 
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サノフィについて 
サノフィ・グループは、患者さんのニーズにフォーカスした治療ソリューションの創出・研究開発・販売を行うグローバル

ヘルスケアリーダーです。糖尿病治療、ヒト用ワクチン、革新的新薬、コンシューマー・ヘルスケア、新興市場、動物用

医薬品、ジェンザイムを中核としています。パリ（EURONEXT：SAN）およびニューヨーク（NYSE：SNY）に上場していま

す。日本においては、「日本の健康と笑顔に貢献し、最も信頼されるヘルスケアリーダーになる」というビジョンの実現に

向けて、患者中心志向に基づき、医薬品等の開発・製造・販売を行っています。詳細は http://www.sanofi.co.jp をご参

照ください。 
 
Regeneron社について  
Regeneron社（NASDAQ：REGN）は、ニューヨーク州タリータウンを拠点とし、最先端の科学に基づき重篤な疾患に対

する治療薬の探索、開発と商業化を行うバイオ医薬品企業です。Regeneron社は、高コレステロール血症、眼疾患およ

び希少な炎症性疾患の治療薬を販売している他、がん、関節リウマチ、喘息、アトピー性皮膚炎、疼痛など、満たされて

いない医療ニーズの高い領域において、医薬品を開発しています。詳細はwww.regeneron.comあるいはツイッター

（@Regeneron）にてご覧いただけます。 
 

サノフィと Regeneron 社は、脂質管理の重要性の認知向上と LDL コレステロール治療におけるアンメットメディカル

ニーズの研究に寄与してまいります。 

 

 

 

 

 

  

http://en.sanofi.com/investors/share/stock_chart/stock_chart.aspx
http://en.sanofi.com/investors/share/stock_chart/stock_chart.aspx
http://www.sanofi.co.jp/
http://www.regeneron.com/
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<別紙資料> 

「コレステロールに関する意識調査 日本とEUの比較」の結果 

1. 調査概要 
欧州動脈硬化学会（EAS：European Atherosclerosis Society）が 12 カ国で実施した、心血管病およびコレステ

ロールに関する意識調査「Think Again About Cholesterol」の結果を、日本とEU11カ国の合計（イギリス、フランス、

ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギー、オランダ、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド）で比較検討

するために、データの一部を日本とEUで再集計した結果である。 
本調査結果はEASより 2015年 9月 29日に発表され、学会誌Atherosclerosis電子版に 2015年 12月に掲載

された。（Alberico L. Catapano, Olov Wiklund, on behalf of the European Atherosclerosis Society, Think Again About 
Cholesterol Survey. Atherosclerosis Supplements Volume 20, Pages 1-5 (December 2015) ）  

対象： 上記12カ国に在住する25歳以上の成人合計1万2,142人 
調査期間： 2015年8月25日～2015年9月9日 
調査方法： インターネット調査 
集計および表示の方法： 国ごとのサンプル数を調整するのではなく、そのままの数を足しあげるという人単位で

の集計方法を採用している。文章および図の数値（%）の表示には、小数点第 1 位を四捨五入した整数を用い

ている。従って、例えば、0.5%も1.3%も1%と表示されているので、合計が100%にならない場合がある。 
 
回答者の人口学的特性 
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2. 主な調査結果 

【グラフ1】 個人的に最も心配している疾患または健康上の問題 （複数回答） 
  ベース全回答者  日本  （n=1,007）;   EU (n=11,135) 

 
【グラフ2】 心血管病（心疾患および脳卒中）を個人的に最も心配している疾患として挙げている人 （複数回答） 

  ベース全回答者  日本  （n=1,007）;   EU (n=11,135)

 

【グラフ 3】 「高 LDL（悪玉）コレステロールには、誰もが気をつけるべきだ」に対する同意  （単一回答） 
  ベース全回答者  日本  （n=1,007）;   EU (n=11,135) 
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【グラフ 4】 最近のコレステロール測定検査における LDL コレステロール値 （単一回答） 
  ベース全回答者  日本  （n=1,007）;   EU (n=11,135) 

 

【グラフ 5】 コレステロールに関する知識：コレステロールの定義 （単一回答）  
  ベース全回答者  日本  （n=1,007）;   EU (n=11,135) 
 以下のコレステロールの説明について、正、誤、もしくは、分からない、のいずれかを選択 
 
 

 
 

 

【グラフ 6】 コレステロールに関する知識：コレステロールの影響 （単一回答） 
  ベース全回答者  日本  （n=1,007）;   EU (n=11,135) 
 コレステロールの説明について、正、誤、もしくは、分からない、のいずれかを選択 

 

 

 

コレステロールの説明に対する正・誤判定：正しい説明に「正」、間違った説明に「誤」が回答された場合を

正解とし、正しい説明に「誤」、間違った説明に「正」が回答された場合を不正解とする。 


