
Lesson 10  Diet and Coronary Artery Diseases 
食事と冠状動脈性心疾患

This unit will focus on different types of dietary patterns that appear to 
either promote or limit the progression of vascular disease.

この単位では異なる型の食事が血管疾患を促進あるいは抑制する事を中心に論じる。

Mediterranean diet
(地中海食)
High-fat diet
(高脂質食)
Fructose-rich diet
(高フルクトース食)
Long-chain polyunsaturated fats, 
MUFA and SFA
(長鎖多価不飽和脂肪、
一価不飽和脂肪酸と飽和脂肪酸)
Oxylipins and resolvins (next week)
(オキシリピンとレゾルビン)

~15% of Cardiac Output to brain; 25% to liver; 
20% to kidneys, 4-5% to the heart.Aorta to coronary arteries (systemic flow).  

Dietary 
Patterns



Lesson 9 review points 第9回授業の復習点

• In small group discussion, we discussed “anti-AGE diets.” The Mediterranean Diet 
contains mono-unsaturated fat (olive oil), lots of vegetables, and small amounts of 
meat.  小ｸﾞﾙｰﾌﾟ討論では「抗AGE食」を討議した。地中海食は一価不飽和脂肪酸 （ｵﾘｰﾌﾞ油）、多く

の野菜、少量の肉類を含む。

We learned that LDL oxidation changes LDL so that oxLDL is recognized by Scavenger 
Receptors (instead of by the LDL-receptor).  Oxidation of LDL can occur in plasma, it also 
takes place in the arteries by the resident cells including: endothelial cells, smooth 
muscle cells, and macrophages. LDLの酸化でLDLがｽｶﾍﾞﾝｼﾞｬｰ受容体に(LDL受容体によってでは

なく）認識されるように変化することを学んだ。LDL酸化は血漿中で起こりうるが、内皮細胞、平滑筋細胞、
マクロファージなどの動脈内在住細胞でも起こることを学んだ。

• In small group discussion, we learned ways of reducing AGE compounds while 
cooking, such as by using low heat, slow cooking; substituting vegetables for meats; 
and cooking more in the home.  小ｸﾞﾙｰﾌﾟ討論では調理中のAGE化合物のAGEの減少法；低温、

長時間調理、肉類の野菜への代替、家庭内の調理を学んだ。



Lesson 9 review points 第9回授業の復習点

We learned that “Reverse Cholesterol Transport” is mediated by HDL, which can 
pick up cholesterol from arterial “foam cells,” and take the cholesterol to the liver 
for conversion to bile acids, for excretion.  This is one reason HDL-cholesterol is 
sometimes called “good cholesterol.” 「逆コレステロール輸送」は動脈「泡沫細胞」からコ

レステロールを拾い、排泄のために胆汁酸に変換するために肝臓にコレステロールを取り込む
ことができるHDLによって媒介されることを学んだ。これが、HDLコレステロールが時々「善玉コレ
ステロール」といわれる理由である。



Lesson 10 today -- Diet and coronary heart disease

This unit will focus on different types of dietary patterns that appear to either promote 
or limit the progression of vascular disease.  We will discuss:
この単位では血管疾患を促進あるいは抑制する異なる種類の食事ﾊﾟﾀｰﾝに焦点を当てる

Mediterranean diet
地中海食

Healthy Eating Index (HEI)
健康食指数

Various classes of fatty acids and products, including oxylipins and resolvins
各種の脂肪酸と、ｵｷｼﾘﾋﾟﾝやﾚｿﾞﾙﾋﾞﾝなどの産物



地中海食の特色
①低ｸﾞﾘｾﾐｯｸｲﾝﾃﾞｯｸｽ＝GI（パスタ等）
②高野菜・果物（多線維､ﾋﾞﾀﾐﾝ）
③高魚介類（多DHA＋EPA)
④低飽和脂肪（少獣肉、ｵﾘｰﾌﾞ)
⑤高抗酸化（ﾄﾏﾄ､ﾜｲﾝ､ﾅｯﾂ）



Note nearly 1/3 of the pyramid (bottom base) 
is composed of plant-based foods
地中海食ピラミッドの（下）約1/3は植物性食品からなることに注目。

Note that olive oil is a predominant source of fat
in the Mediterranean diet
ｵﾘｰﾌﾞ油は地中海食の脂肪の主要な給源であることに注目。

(A fatty acid has the general formula:
CH3(CH2)nCOOH where n is typically an even number between 12 and 22).
脂肪酸はCH3(CH2)nCOOHの一般式を持ち、nは12から22の間の偶数である。

The major fatty acids in olive oil triacylglycerols are: ｵﾘｰﾌﾞ油の脂肪の主要な脂肪酸は：

Oleic Acid (C18:1), a monounsaturated omega-9 fatty acid. It makes up 55 to 83% of olive oil.
オレイン酸（C18:1) ω9 一価不飽和で、ｵﾘｰﾌﾞ油の55-83%を占める。

Linoleic Acid (C18:2), a polyunsaturated omega-6 fatty acid, about 3.5 to 21% of olive oil.
ﾘﾉｰﾙ酸(18:2)はω6多価不飽和脂肪酸でｵﾘｰﾌﾞ油の3.5-21%を占める。

Palmitic Acid (C16:0), a saturated fatty acid, 7.5 to 20% of olive oil. ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸（16:0)は飽和脂肪酸で7.5から20%を占める。

Stearic Acid (C18:0), a saturated fatty acid, 0.5 to 5% of olive oil. ｽﾃｱﾘﾝ酸（18:0)は飽和脂肪酸で0.5から5%を占める。

Linolenic Acid (C18:3)(specifically alpha-Linolenic Acid), a polyunsaturated omega-3 fatty acid, 0 to 1.5% of olive oil.
ﾘﾉﾚﾝ酸（C18:3)（特にαﾘﾉﾚﾝ酸）はω3多価不飽和脂肪酸で0から1.5%を占める。

Olive oil contains no trans fat. ｵﾘｰﾌﾞ油にはトランス脂肪酸は含まれない。



The number of papers on Mediterranean diet is exploding



９研究の症例数加重平均値

地中海食による循環器疾患死亡率の低下のﾒﾀ･ｱﾅﾘｼｽでは0.91のﾘｽｸで安全

Effects on Cardiovascular Death. Sofi F. et al.  Adherence to Mediterranean 
diet and health status: meta-analysis.  British Med J. 2008; 337:a1344



Cardiovascular Death Incidence
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脂質と心臓疾患の７ケ国調査
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飽和脂肪酸摂取の全カロリー摂取に
対する割合 ％
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Principle of Epidemiology—疫学の原則

Use caution in interpreting epidemiological associations – just because two measurements are associated does not 
mean that one causes the other. 
疫学的に関連があったときに注意すべきことー ２つの測定値間に関連があったとしても、１つがもうひとつの結
果の原因であるとはいえない。

--Why Randomized Trials are important. 
なぜ無作為化試験が重要なのか

However, sometimes randomized trials cannot be done, and we must rely on observational studies. 
しかし、時には無作為化試験は実行できないので、我々は観察研究に頼らなければならない。



Total all-cause 
mortality of 
the persons 
with different
adherence
(Q1 to Q5) to 
the 4 types of 
proposed good 
diets for  
Americans
(HEI, AHEI, 
Mediterranean, 
and DASH).



What is HEI? 
食事の質の指数（diet-quality indexes ）の一種、米国の模範食にいかに近いかを示す

Healthy Eating Index – 米国の模範食(2010)への近さを示す。

https://www.cnpp.usda.gov/healthyeatingindexこのページを訳す

The Healthy Eating Index (HEI) is a measure of diet quality that assesses 

conformance to the Dietary Guidelines for Americans. USDA's primary use of the 

HEI is to monitor the diet quality of the U.S. population.
健康食指数（HEI）は、アメリカ人のための食事ガイドラインへの適合度を評価する食事の品質の

基準。米国農林省（USDA）の主なHEI利用目的は、米国人の食事の質を監視することにある

https://translate.google.ca/translate?hl=ja&sl=en&u=https://www.cnpp.usda.gov/healthyeatingindex&prev=search


Overview & Background of The Healthy Eating Index         https://epi.grants.cancer.gov/hei/
The Healthy Eating Index (HEI) is a measure of diet quality, independent of quantity, 
that can be used to assess compliance with the U.S. Dietary Guidelines for Americans and 
monitor changes in dietary patterns. The HEI also is a valuable tool for epidemiologic and 
economic research and can be used to evaluate nutrition interventions and consumer nutrition 
education programs. 
The Healthy Eating Index–2015 (HEI–2015) is the latest iteration of the HEI.
The HEI is a scoring metric that can be used to determine overall diet quality as well as the 
quality of a range of dietary components.

健康食指数（HEI）は、量とは無関係に食事の質を測定するもので、米国の食事ガイドラインの遵守を評
価するために使用でき、食事パターンの変化を監視する。 HEIはまた、疫学的および経済的研究のため

の貴重な道具であり、栄養介入および消費者栄養教育プログラムを評価するために使用することができ
る。 Healthy Eating Index-2015（HEI-2015）は、HEIの最新改定版である。HEIは、食事の全般的な品質と食
事成分の品質を決定するために使用できるスコアの尺度である。

https://epi.grants.cancer.gov/hei/


Ethnic difference of 
the effects of the 4 
types of American 
Diet
(HEI, AHEI, 
Mediterranean 
DASH) on all-cause 
mortality.
W=White
A=African-Americans
H=Hawaii Natives
J=Japanese-Americans
L=Latino







９研究の症例数加重平均値

地中海食による全ての死因による死亡率の低下のﾒﾀ･ｱﾅﾘｼｽでは0.91のﾘｽｸで安全

Sofi F. et al.  Adherence to Mediterranean diet and health status: meta-
analysis.  British Med J. 2008; 337:a1344





Summary points 要点

There is a great deal of interest in the Mediterranean Diet pattern, 
because it appears to be associated with good health.
地中海食ﾊﾟﾀｰﾝに大きな関心が寄せられている。その理由は地中海食が健康に関連
があるからと考えられる。

The Mediterranean diet contains a ”base” of plant-derived foods, olive oil 
as a major source of fat, fish as a source of protein, and limited animal 
products.
地中海食はその「基盤」に植物性食品を含みｵﾘｰﾌﾞ油を主な脂肪の給源とし、魚を蛋
白源として、獣肉製品は制限する。

Several epidemiological studies support the MedDiet pattern as a healthy 
pattern for different populations and genotypes.
いくつかの疫学研究は地中海食パターンが異なる人口や遺伝子型に対して健康な食
ﾊﾟﾀｰﾝであることを裏付けている。
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