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睡眠時無呼吸と心血管疾患

　齊藤　睡眠時無呼吸と心血管疾患に
ついてうかがいます。
　睡眠時無呼吸、いわゆるSAS（Sleep 
Apnea Syndrome）というのでしょう
か、時々新聞などで話題になりますね。
　清野　2003年の山陽新幹線の運転士
居眠りによる自動停止事故、それ以外
にも高速のバス事故とか、たびたび社
会的に問題になっていて、ドライバー
の方、あるいはそのご家族などが心配
されて注意を払うようになっています。
さらに2010年に私たち日本循環器学会
で「循環器領域における睡眠時無呼吸、
睡眠呼吸障害の診断と治療に関するガ
イドライン」を作成しました。こうい
った背景があり、睡眠呼吸障害と心血
管疾患は非常に密接なリンケージがあ
ると注目されていると思います。
　齊藤　SAS、睡眠時無呼吸の頻度は
どのぐらいと考えられているのでしょ
うか。
　清野　日本の詳細なデータはまだな
いのですが、有名なのは米国のウィス
コンシン・スリープ・コホート・スタ

ディです。これで見ると、無呼吸低呼
吸指数、これは１時間に５回以上は異
常と考えられているのですが、男性で
24％、女性で９％、つまり男性で４人
に１人、女性で10人に１人は１時間に
５回以上呼吸が止まっている。実際に、
無呼吸だけではなくて、日中の眠気と
か集中力が続かないなどの症状を伴う
SASは男性で４～５％、女性で２～３
％ということになります。そうすると、
わが国だと、単純に計算して、今400
万～500万人以上、治療を要する睡眠
時無呼吸症候群の方がいるだろうと考
えられますし、私どもの施設のデータ
でも、５年間で約2,000例診断している
のです。決してまれではないCommon 
diseaseであると思います。
　齊藤　学会で暗くなると眠たくなっ
てしまう先生方も怪しいのでしょうか。
　清野　そうですね。講演会などで多
くの先生たちにお話をしていて、「睡
眠時無呼吸では15人に１人は治療を要
する睡眠時無呼吸症候群。そうすると、
この列に並んでいる先生のうち少なく

とも１人は眠くなると思いますが、そ
ういう方は睡眠時無呼吸症候群をきち
んと治療したほうがいいです」と言うと、
会場で手が挙がり「実は私、CPAPを
使っています」と言うのです。Common 
diseaseであるということと、ドクター
自身、あるいはご家族がいびきのあと
の無呼吸を見つけて心配されている場
合が多いと思います。
　齊藤　それだけ広がってきていると
いうことですが、心血管疾患ではどう
いったものとの関連が深いのですか。
　清野　これは心血管疾患のほとんど
になるのですが、最も多いと思われる
のは高血圧です。高血圧の方の30％、
治療抵抗性の高血圧だと70～80％、そ
れから心不全の患者さんも多いのです
が、これも60～70％、睡眠時無呼吸が
あります。不整脈、心房細動で50％、
冠動脈疾患で、私たちもデータを出し
ているのですが、30～40％。とても致
死的で怖い病気、大動脈解離、これが
30～40％。私たちの検討でも40％以上
という成績を示しています。
　齊藤　高血圧患者さんは非常に多い
ので、その中の30％というとかなりの
数になりますね。
　清野　そうですね。
　齊藤　高血圧患者さんで治療抵抗性
の場合はこれも考えて検査を行ってい
くということでしょうか。
　清野　そうですね。日中の眠気やい
びきを本人のみならず、家族から聞く

ことも大事ですね。実は日本人の場合
には当初予想されていたのとは若干異
なっていて、太っている方のみならず、
痩せていても小顎の方、顎の小さい方、
口を開けて口蓋垂が見えないような方
は睡眠時無呼吸を合併している可能性
がとても高いですね。
　齊藤　そういったところから治療に
入っていくということで、心不全の上
流にもあるのですね。
　清野　はい。睡眠時無呼吸は２種類
あるのですが、閉塞性睡眠時無呼吸、
つまりいびきがあって、その後、呼吸
が止まる。のどが詰まってしまう。こ
の場合には胸腔の中が吸気時に強い陰
圧になって心臓や大血管に負担がかか
るのです。ですから、上流にあって心
臓に負担がかかって、血圧が上がった
り下がったり、あるいは交感神経系の
亢進、炎症機転の亢進などにより、心
筋にダメージを起こして、心不全の原
因になってくるのです。逆に、心不全
が重症化すると、今度はもう一種の中
枢性睡眠時無呼吸が起きます。これは
昔から有名なチェーン・ストークス呼
吸です。夜中寝ていてだんだん息が弱
くなって止まる。その後、呼吸が再開
してだんだん息が荒くなる。心不全で
はチェーン・ストークス呼吸が出てく
ると予後が悪いということが知られて
います。心不全の場合には上流に閉塞
性睡眠時無呼吸、下流に中枢性睡眠時
無呼吸があるということで、やはりこ
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睡眠時無呼吸と心血管疾患

　齊藤　睡眠時無呼吸と心血管疾患に
ついてうかがいます。
　睡眠時無呼吸、いわゆるSAS（Sleep 
Apnea Syndrome）というのでしょう
か、時々新聞などで話題になりますね。
　清野　2003年の山陽新幹線の運転士
居眠りによる自動停止事故、それ以外
にも高速のバス事故とか、たびたび社
会的に問題になっていて、ドライバー
の方、あるいはそのご家族などが心配
されて注意を払うようになっています。
さらに2010年に私たち日本循環器学会
で「循環器領域における睡眠時無呼吸、
睡眠呼吸障害の診断と治療に関するガ
イドライン」を作成しました。こうい
った背景があり、睡眠呼吸障害と心血
管疾患は非常に密接なリンケージがあ
ると注目されていると思います。
　齊藤　SAS、睡眠時無呼吸の頻度は
どのぐらいと考えられているのでしょ
うか。
　清野　日本の詳細なデータはまだな
いのですが、有名なのは米国のウィス
コンシン・スリープ・コホート・スタ

ディです。これで見ると、無呼吸低呼
吸指数、これは１時間に５回以上は異
常と考えられているのですが、男性で
24％、女性で９％、つまり男性で４人
に１人、女性で10人に１人は１時間に
５回以上呼吸が止まっている。実際に、
無呼吸だけではなくて、日中の眠気と
か集中力が続かないなどの症状を伴う
SASは男性で４～５％、女性で２～３
％ということになります。そうすると、
わが国だと、単純に計算して、今400
万～500万人以上、治療を要する睡眠
時無呼吸症候群の方がいるだろうと考
えられますし、私どもの施設のデータ
でも、５年間で約2,000例診断している
のです。決してまれではないCommon 
diseaseであると思います。
　齊藤　学会で暗くなると眠たくなっ
てしまう先生方も怪しいのでしょうか。
　清野　そうですね。講演会などで多
くの先生たちにお話をしていて、「睡
眠時無呼吸では15人に１人は治療を要
する睡眠時無呼吸症候群。そうすると、
この列に並んでいる先生のうち少なく

とも１人は眠くなると思いますが、そ
ういう方は睡眠時無呼吸症候群をきち
んと治療したほうがいいです」と言うと、
会場で手が挙がり「実は私、CPAPを
使っています」と言うのです。Common 
diseaseであるということと、ドクター
自身、あるいはご家族がいびきのあと
の無呼吸を見つけて心配されている場
合が多いと思います。
　齊藤　それだけ広がってきていると
いうことですが、心血管疾患ではどう
いったものとの関連が深いのですか。
　清野　これは心血管疾患のほとんど
になるのですが、最も多いと思われる
のは高血圧です。高血圧の方の30％、
治療抵抗性の高血圧だと70～80％、そ
れから心不全の患者さんも多いのです
が、これも60～70％、睡眠時無呼吸が
あります。不整脈、心房細動で50％、
冠動脈疾患で、私たちもデータを出し
ているのですが、30～40％。とても致
死的で怖い病気、大動脈解離、これが
30～40％。私たちの検討でも40％以上
という成績を示しています。
　齊藤　高血圧患者さんは非常に多い
ので、その中の30％というとかなりの
数になりますね。
　清野　そうですね。
　齊藤　高血圧患者さんで治療抵抗性
の場合はこれも考えて検査を行ってい
くということでしょうか。
　清野　そうですね。日中の眠気やい
びきを本人のみならず、家族から聞く

ことも大事ですね。実は日本人の場合
には当初予想されていたのとは若干異
なっていて、太っている方のみならず、
痩せていても小顎の方、顎の小さい方、
口を開けて口蓋垂が見えないような方
は睡眠時無呼吸を合併している可能性
がとても高いですね。
　齊藤　そういったところから治療に
入っていくということで、心不全の上
流にもあるのですね。
　清野　はい。睡眠時無呼吸は２種類
あるのですが、閉塞性睡眠時無呼吸、
つまりいびきがあって、その後、呼吸
が止まる。のどが詰まってしまう。こ
の場合には胸腔の中が吸気時に強い陰
圧になって心臓や大血管に負担がかか
るのです。ですから、上流にあって心
臓に負担がかかって、血圧が上がった
り下がったり、あるいは交感神経系の
亢進、炎症機転の亢進などにより、心
筋にダメージを起こして、心不全の原
因になってくるのです。逆に、心不全
が重症化すると、今度はもう一種の中
枢性睡眠時無呼吸が起きます。これは
昔から有名なチェーン・ストークス呼
吸です。夜中寝ていてだんだん息が弱
くなって止まる。その後、呼吸が再開
してだんだん息が荒くなる。心不全で
はチェーン・ストークス呼吸が出てく
ると予後が悪いということが知られて
います。心不全の場合には上流に閉塞
性睡眠時無呼吸、下流に中枢性睡眠時
無呼吸があるということで、やはりこ
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れらについて的確に治療していかなく
てはいけない大事な病態です。
　齊藤　CPAP療法は今は循環器の先
生が治療されることが多いのでしょう
か。
　清野　先ほど申し上げたガイドライ
ンを2010年に出してからは、循環器の
先生が担当することが多いのですが、
20年、30年前というのは、いびき外来
といって、耳鼻科の先生や呼吸器内科
の先生が診ていました。ところが、実
は睡眠時無呼吸は、冒頭に申し上げた
ように、いろいろな心血管疾患と関連
しており、今は循環器内科医、あるい
は睡眠医療専門の施設が睡眠時無呼吸
外来を立ち上げて診療しています。最
近では一般内科でも循環器に関心を持
っている先生が睡眠時無呼吸の診断と
治療に積極的に取り組んでいらっしゃ
います。
　齊藤　CPAP治療を行っていくと、
血圧にもよい作用、最終的には心不全
が抑制されることが期待されますが、
randomized studyだときれいな抑制効
果は出しにくいということなのですか。
　清野　2016年に「ニューイングラン
ド・ジャーナル・オブ・メディシン」
にSAVEスタディの結果が発表されま
した。しかし期待していた成績は証明
されず、閉塞性睡眠時無呼吸に対して
CPAPを続けても心血管イベントの抑
止は認められず、対照群と差がなかっ
たというデータでした。我々もディス

カッションしたのですが、このスタデ
ィは豪・米・中国の多施設で実施され
ており、CPAPを施行するといっても、
質的なところが問題というディスカッ
ションが出たのです。CPAPを閉塞性
睡眠時無呼吸に行う場合に、一晩に最
低４～５時間以上行っていないといけ
ないのですが、このスタディですと平
均３時間しかやっていないのです。途
中でやめたり、アドヒアランスも重要
です。質的な意味でCPAP治療が不十
分であった可能性が指摘されています。
　齊藤　なかなか続けられない人もい
るということですが、先生のご経験で
はCPAPのアドヒアランスはどうなっ
ているのですか。
　清野　私たち、東千葉印旛医療圏地
域で50医療機関と一緒にコホート研究
として取り組んでいるのですが、約
2,000例紹介いただいて、約90％の方
が無呼吸低呼吸指数１時間20回以上で
CPAPの適応になっています。そのう
ち１年以上使っている方は70％。30％
の方は圧迫感などで続けられない。ど
うするかというと、横向きに寝るよう
にお話しして、歯科にお願いしてマウ
スピースをつくっていただくのです。
マウスピースで下顎を前のほうに出し
てあげると気道の閉塞が起きにくくな
るのです。横向きとマウスピースで無
呼吸は半減することが期待されます。
　それと、継続するためには「ふたり
主治医制」という言葉が大事なキーワ

ードになっています。基幹病院と実地
医家の医師ふたりが主治医になって、
普段は実地医家の医師、そして半年に
１回ぐらい基幹病院にフォローアップ
に来ていただくことを、ここ６～７年
継続しています。
　齊藤　そういう成果がこれから出て
くるのですね。それから、冠動脈疾患
にも影響するのですね。
　清野　安定している冠動脈疾患の患
者さんを対象に検討したのですが、45
％の患者さんで無呼吸低呼吸指数が、
１時間に15回以上。こういう方は冠動
脈造影を見ると粥状硬化が進んでいる。

何も症状はないけれども、血液バイオ
マーカーでBNPとかNT-proBNPが高
い。つまり、心筋にストレスがかかっ
ている。さらに、心筋傷害の鋭敏なマ
ーカーであるトロポニンTを測ってみ
ると、無呼吸の少ない方に比べて有意
に高い。そして冠動脈造影の粥状硬化
スコアと正の相関を示している。つま
り、症状はないけれども、無症候性の
心筋虚血と心筋傷害を起こしているこ
とが明らかにされました（図１）。
　齊藤　そういったことで長期的には
心不全になるのですね。
　清野　心不全とか、あるいは狭心症

図１　安定冠動脈疾患における睡眠時無呼吸重症度と冠動脈粥状硬化、
　　　心筋バイオマーカーの関連性

筆者らJ Cardiol 2012；60：180-8より作成
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れらについて的確に治療していかなく
てはいけない大事な病態です。
　齊藤　CPAP療法は今は循環器の先
生が治療されることが多いのでしょう
か。
　清野　先ほど申し上げたガイドライ
ンを2010年に出してからは、循環器の
先生が担当することが多いのですが、
20年、30年前というのは、いびき外来
といって、耳鼻科の先生や呼吸器内科
の先生が診ていました。ところが、実
は睡眠時無呼吸は、冒頭に申し上げた
ように、いろいろな心血管疾患と関連
しており、今は循環器内科医、あるい
は睡眠医療専門の施設が睡眠時無呼吸
外来を立ち上げて診療しています。最
近では一般内科でも循環器に関心を持
っている先生が睡眠時無呼吸の診断と
治療に積極的に取り組んでいらっしゃ
います。
　齊藤　CPAP治療を行っていくと、
血圧にもよい作用、最終的には心不全
が抑制されることが期待されますが、
randomized studyだときれいな抑制効
果は出しにくいということなのですか。
　清野　2016年に「ニューイングラン
ド・ジャーナル・オブ・メディシン」
にSAVEスタディの結果が発表されま
した。しかし期待していた成績は証明
されず、閉塞性睡眠時無呼吸に対して
CPAPを続けても心血管イベントの抑
止は認められず、対照群と差がなかっ
たというデータでした。我々もディス

カッションしたのですが、このスタデ
ィは豪・米・中国の多施設で実施され
ており、CPAPを施行するといっても、
質的なところが問題というディスカッ
ションが出たのです。CPAPを閉塞性
睡眠時無呼吸に行う場合に、一晩に最
低４～５時間以上行っていないといけ
ないのですが、このスタディですと平
均３時間しかやっていないのです。途
中でやめたり、アドヒアランスも重要
です。質的な意味でCPAP治療が不十
分であった可能性が指摘されています。
　齊藤　なかなか続けられない人もい
るということですが、先生のご経験で
はCPAPのアドヒアランスはどうなっ
ているのですか。
　清野　私たち、東千葉印旛医療圏地
域で50医療機関と一緒にコホート研究
として取り組んでいるのですが、約
2,000例紹介いただいて、約90％の方
が無呼吸低呼吸指数１時間20回以上で
CPAPの適応になっています。そのう
ち１年以上使っている方は70％。30％
の方は圧迫感などで続けられない。ど
うするかというと、横向きに寝るよう
にお話しして、歯科にお願いしてマウ
スピースをつくっていただくのです。
マウスピースで下顎を前のほうに出し
てあげると気道の閉塞が起きにくくな
るのです。横向きとマウスピースで無
呼吸は半減することが期待されます。
　それと、継続するためには「ふたり
主治医制」という言葉が大事なキーワ

ードになっています。基幹病院と実地
医家の医師ふたりが主治医になって、
普段は実地医家の医師、そして半年に
１回ぐらい基幹病院にフォローアップ
に来ていただくことを、ここ６～７年
継続しています。
　齊藤　そういう成果がこれから出て
くるのですね。それから、冠動脈疾患
にも影響するのですね。
　清野　安定している冠動脈疾患の患
者さんを対象に検討したのですが、45
％の患者さんで無呼吸低呼吸指数が、
１時間に15回以上。こういう方は冠動
脈造影を見ると粥状硬化が進んでいる。

何も症状はないけれども、血液バイオ
マーカーでBNPとかNT-proBNPが高
い。つまり、心筋にストレスがかかっ
ている。さらに、心筋傷害の鋭敏なマ
ーカーであるトロポニンTを測ってみ
ると、無呼吸の少ない方に比べて有意
に高い。そして冠動脈造影の粥状硬化
スコアと正の相関を示している。つま
り、症状はないけれども、無症候性の
心筋虚血と心筋傷害を起こしているこ
とが明らかにされました（図１）。
　齊藤　そういったことで長期的には
心不全になるのですね。
　清野　心不全とか、あるいは狭心症

図１　安定冠動脈疾患における睡眠時無呼吸重症度と冠動脈粥状硬化、
　　　心筋バイオマーカーの関連性

筆者らJ Cardiol 2012；60：180-8より作成
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の悪化や心筋梗塞の再発につながるこ
ともあると思います。
　齊藤　大動脈にも影響するのですね。
　清野　大動脈解離という病気は致死
的な怖い病態なのですが、大動脈に裂
け目が入る、あるいは瘤を形成します。
先ほどお話ししたのですが、閉塞性睡
眠時無呼吸では、無呼吸のときに吸気
努力に伴って胸腔内圧は－60～－80
㎜Hgの強い陰圧になるのです。陰圧
になるというのは大動脈が外に引っ張
られる。一方、大動脈の中では無呼吸
と呼吸再開のたびに血圧が下がったり
上がったりして、血管は外から引っ張
られ、中では血圧が上がったり下がっ
たりするので、血管自体が脆弱になり

大動脈径が拡張してくるのです。そう
いった背景があって、大動脈瘤になっ
たり、あるいは解離して裂け目が入る
と考えられます（図２）。
　齊藤　そういう非常に重大な疾患と
も関係することから、やはりCPAPを
続けていただくことが一番よいのです
ね。
　清野　そうですね。そして、ご家族
が見て、うちのお父さん、お母さんは
呼吸が止まっているという場合には、
ぜひ検査を受けて、治療が必要かどう
かを判断していくことが大事だと思い
ます。睡眠時無呼吸は重篤な心血管疾
患に深く関連しているのです。
　齊藤　ありがとうございました。

図２　睡眠時無呼吸と大動脈解離のリンケージ

筆者らHeart Vessels 2016：31：1069-76より作成

循環器疾患診療の最前線（Ⅴ）

東京大学循環器内科教授
小　室　一　成

（聞き手　齊藤郁夫）

Onco-cardiology

　齊藤　がん、あるいは腫瘍と循環器
薬の接点ということで、Onco-cardi-
ologyの話をうかがいます。
　がん対策基本法に並ぶように、脳卒
中・循環器病対策基本法が2018年12月
10日に決まりましたね。先生はたいへ
んご尽力されたとうかがっていますが、
基本的にはどういうことになるのでし
ょうか。
　小室　がんに関しては、がん対策基
本法ができて、がんの診療・研究がた
いへん進みました。我々は循環器病も、
がんと並ぶたいへん重要な病気である
ということから、何とか脳卒中・循環
器病対策基本法ができないかと活動し
てきました。脳卒中協会においては、
「脳卒中対策基本法」の成立を目指し
て10年前から活動してきたのですが、
一疾患・一法案はいかがかということ
で反対する国会議員も多かったのです。
そこで循環器学会が一緒になって、脳
卒中と循環器病で基本法をつくるよう
に活動してきました。幸い、臨時国会
の最終日に可決成立しました。この法

律ができますと、がん対策基本法と同
じように、疾患の登録や、国民への啓
発・広報、さらには研究が進むことに
よって、脳卒中・循環器病の診療・研
究がたいへん進むのではないかと大い
に期待しています。
　齊藤　国民医療費が大きくかかる疾
患の２つですし、亡くなる方も多いこ
とから、この両方への対策は一緒にな
って国民の健康を守っていくというこ
となのでしょうか。
　小室　わが国においてはがんが30年
以上死因のトップです。確かにがんの
患者さんが多いですし、がんで亡くな
る方は多いのですが、高齢者に限ると、
がんと循環器病の死亡数はほぼ同じで
あり、後期高齢者になると循環器病で
亡くなる方のほうが多いのです。もう
一つ強調したいのは、わが国は平均寿
命が延びて世界で２位ですが、健康寿
命と平均寿命の間に男性で９年、女性
で12年の乖離があるのです。この乖離
の約10年とは、寝たきりか、どなたか
に介護してもらわないと普通に生活が
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