
第 34 回抗加齢統合医学研究室（AAIMC）勉強会 

日時：2018 年 8 月 15 日 土曜日 17：00−19：00 
場所：東京アメリカンクラブ２階会議室

出席者：中田光紀（国際医療福祉大学公衆衛生学教授）、浦尾弥須子（日本鋼管

病院耳鼻科部長）、奥野哲治（Clinic ET 院長）、長崎綾子（ながさき内科医院院

長）、村上篤良（TBS）、山本勇人（山本歯科医院院長）、岩田明子（心理カウン

セラー）、堀雅彦（耳鼻咽喉科ほりクリニック院長）、熊丸裕也（AAIMC 室長、

AOI 国際病院副院長）

今回は自己治癒力を考える会の頃から浦尾先生や堀先生と付き合いの長い、中

田先生に睡眠とストレスに関するお話をしてもらいます。（熊丸）

中田光紀：スライドに示すようにいくつか研究テーマがありますが、まず睡眠

の疫学研究を国の企画（科学技術振興調整委員）でやっています。労働時間に

関してはアメリカに留学中に、「働き過ぎといわれている日本人なのだから過重

労働について研究しろ」と指示を受けて労働時間と健康・安全を対象にやって

ました。私の専門は公衆衛生なので、東大の大学院在籍中に、職業性ストレス

の研究が進んでいたので、「仕事のストレスと免疫」というテーマも行っており、

このころ堀先生との出会いがきっかけで始まり、それ以来続いています。

今の主なテーマは労災特別研究ですが、年間 30,000,000 円の予算が当てられて

おり、血液の中のメンタルなマーカーを調べています。（サイトカインがマーカ

ーとなる）

長時間労働とメンタルヘルスにおける睡眠の役割

最初に日本人労働者の睡眠時間を見てみると、過去 40 年からだんだん減ってき

ており、毎年平均 75 秒ずつ短くなっている。（このペースでは 2363 年に睡眠時

間 0となる。）労働者に限ってみると 76年から平日の睡眠時間はどんどん減り、

週末の寝だめで補っている。とはいえ日曜日の睡眠時間も減り続けていて、男

性より女性の睡眠時間が短い。世界的に比較すると日本は男女ともに少ないが、

女性の方が少ないのは日本だけである。就労後帰宅して家事をしなければとい



うのが理由では。

年代的には 40～50 歳が一番短くそれも女性が明らかに短い。 
睡眠時間別にみると、日本人労働者の 46.5％と半分近くが、1 日 6 時間未満で

ある。睡眠時間と死亡リスクの検討では、1 日 7 時間が一番死亡リスクは少なく,
それ以下では短いほどリスクが上がり、逆に多すぎてもリスクは上がる（長い

場合は、別の病気であったりうつなどの問題もある）。ヨーロッパのデータでも、

糖尿病発症リスクと睡眠時間は 7～8 時間を最小として、影響が出ている

（Gottlieb ら Arch Intern Med 2005）。同様に高血圧の新規発症も、睡眠時間

7～8 時間が最も少ない（Gottlieb ら Sleep 2006）。 
自分のメンタルヘルスの研究調査で、4000 人ほどから得られた結果は、睡眠時

間 7-8 時間の人に比べて、抑うつリスクは睡眠が短いほど増大するというもの

だった。労働者で 9 時間以上眠る人はあまりいないので、長い方は有意差無し。 
希死念慮（死にたくなる）も睡眠時間の影響を受けていて、これでは長時間寝

る必要がある人も少なくない。希死念慮のある人の中には本当に自殺する人も

いるので、10 万人の調査の自研究ではこの結果と血液マーカー（サイトカイン：

炎症マーカーと抗炎症マーカーの組み合わせ）の測定で関連をつかもうとして

いる。

睡眠と労働時間は密接に関連していると考えられるが、睡眠障害を診療するの

は精神科・心療内科で、それに対して薬物療法を行うが、長時間労働は主に公

衆衛生や産業医が担当とされていて、この関連がある 2 つの問題が上手く連携

して対処されていない。

長時間労働は短時間睡眠を引き起こすという報告は、2010 年頃まであまりない

し、長時間労働が睡眠の質の低下を起こすという報告もこの頃にで始めたばか

り。しかしそれまで長期に及ぶ睡眠不足や質の低下は、うつ病の発症と関連す

るという報告は既にあった（2005 年）。同時期にうつ病やうつ症状が強いと過

労自殺が増えるという報告もあった。これらの報告があっても労働時間とメン

タルヘルスの研究では睡眠不足への取り組みがまちまちである。

直近では,電通の高橋さんという女子社員の自殺が問題になったが、労働時間が

過剰になる上にパワハラが加わって、冷静に考えることが出来なくなり、「あ、

死ねば楽になるじゃない！」と言う結果になってしまった。今行政で行ってい

る長時間労働の管理は、働いている間のことしか配慮されていない。

労働時間と抑うつに関する論文で、自分で最近（2017 年）行ったメタアナリシ



スでは、有意に正の相関があるとしているのは 21 論文、有意な関連がないとす

るのが 9 論文、逆に負の相関（労働時間が長いと抑うつが減る？）有りとする

のが 2 論文であった。2016 年渡邊らのメタアナリシスの結果では残業時間とう

つ病に関する前向き研究では、相関が明らかで無いと出たが、恐らく睡眠時間

や質の影響を考慮していないと考えられる。 
ここで、労働時間と健康に関する研究の基本的な問題点がある。 
1． 日本では健康な従業員は長時間働く傾向がある。他方で既に病気のある

人は長時間労働を控えている可能性がある→選択バイアスの可能性 
2． 仕事にやりがいのある人、好きな人は長時間働き、そうでない人は短い

→どう区別するか 
3． 長時間労働・残業により収入が増える、昇進する場合もある 
4． 日本の傾向として職場の従業員が皆労働時間が長いと、有意差が出ない。

（天井効果） 
このことから、労働時間だけでみずに労働時間以外（睡眠など）との相互作用

を検討すべきと考えた。 
まず、労働時間は、6-8 時間、8-10 時間、＞10 時間に分けた。 
抑うつ症状の判定は 
-自己評価尺度の CES-D（うつの調査票：20 項目）を用いて睡眠の 1 項目を除

外死 19 項目に 20/19 を乗じたものとした。  
-CES-D≧16 点を軽度うつ状態、≧25 点を重度うつ状態として各々2 群に分け

て個別解析 
-CES-D に 5 項目以上の欠損がある場合、男女別の平均値で代替 
 
労働時間と睡眠時間の組合せで検討してみたが、上記の 3 つの労働時間と睡眠

時間 6 時間未満と以上の 3x2 の組合せで、抑うつ状態の程度（CES-D）を見る

と睡眠時間が≧6 時間では、どの労働時間でもうつに陥っていないのに対し、睡

眠時間＜6 時間では、労働時間が長いほど悪化している事がわかった。 
これは重度の抑うつ（CES-D≧25 点）で見ても同様だった。 
更に、残業時間を月＜30 時間、30〜60 時間、≧60 時間に分けて、睡眠時間 6
時間未満と以上で、希死念慮の関連を調べると、やはりこれも睡眠時間が短い

場合に、残業時間と共に悪化する事がわかった。 
この結果からも、睡眠時間を 6 時間以上（7〜8 時間）確保することは重要だが、 



睡眠時間には個人差があり、各々が睡眠不足と感じているかが重要では？更に

毎日 7〜8 時間寝なさいと言っても実現できる人は少なく、説得力もない。 
睡眠不足をどう捉えるか？

自覚的にどう感じているかは

-かなり睡眠不足

-やや睡眠不足

-まあまあ睡眠がとれている

-十分睡眠がとれている

の 4 段階に分けると、かなりとやや睡眠不足であるとする。

中小企業の調査では 6 割近くの人が睡眠不足であるという結果。

この睡眠不足有りの人の抑うつリスクは、ない人に比べてなんと 2 倍となり、

これは軽度であれ重度であれ抑うつに対して同様の結果であった。

また、まあまあ睡眠がとれていても軽度で 1.4 倍、重度では 2.3 倍のリスクが認

められ、まあまあの睡眠では大丈夫とは言えない。

雑談

メンバーで睡眠時間≦5時間という人もいるが、本人は寝不足とは思っていない。 

自覚がないだけか？ 

昼寝や車の運転中の眠気は短時間で、仰臥位にならない方が良い。仰臥位で寝

て 30分を超えるようだと、夜の睡眠の質が落ちるとされている。（15-20 分！） 

工場で短時間の昼寝を実行して貰ったら、怪我が減ったという結果が出た。 

これらの結果から、

1．≧10 時間/日の労働は、抑うつや希死念慮を増加させるが,関連は強くない。 
2．睡眠時間が＜6 時間過睡眠不足感が強いと抑うつ/希死念慮が増加する。 
3．≧10 時間の労働と＜6 時間の睡眠・睡眠不足感の組み合わせが、抑うつ/希
死念慮を増加させるが、それは長い労働時間によって睡眠の質が低下した場合

に限る。

職場のメンタルヘルス対策は、単に長い労働時間だけでなく、その延長線上に

ある睡眠も同時に考慮すべき

有名な電通の女性新入社員が自殺したのは労災と認定され、残業は月 105 時間



を越えていた。100 時間超えの残業では、通常睡眠時間が≦5時間となる。当該

女性は 2015 年 12 月 25 日会社の女子寮で自殺。SNS で同僚に死にたいとメッセ

ージを送っていた。業務量が著しく増えた際、睡眠不足、拒食症にもなってい

たとされ、更にパワハラが加わってこういう結末になったとされている。 

以後、残業時間超過や、メンタルヘルスチェックなどが労働基準局から厳しく

指導されているのは周知の通り。 

 

社会的時差ぼけとメンタルヘルス 

平日と週末や休日の睡眠時間帯のずれを社会的時差ぼけという。 
平日の睡眠不足を週末に補おうと寝だめをしてしまうと、社会的時差ぼけを助

長してしまう。 
例えば平日は午前 1 時に寝て午前 7 時に起きるとして、就寝と起床の中間時刻

は午前 4 時。それで週末は午前 4 時に寝て正午に起きたとすると中間時刻は午

前 9 時になり、この中間時刻の差が 4 時間になる。これは週末にモルジブに旅

行しているのと同じ負担が掛かる。 
この問題に関しての調査を全国 227 の多業種企業従業員で行った。120978 人の

うち回答が得られた 108009 人（男性 83628 人、女性 23381 人）のうち、日勤

労働者 81007 名のデータ。平均年齢は 48 歳で、その他の関連因子は性別、喫煙、

飲酒、運動、現病歴、BMI、職位、業種なども考慮した。 
調査時点でのメンタルヘルスに関する疾患（うつ病、パニック障害、摂食障害、

自律神経失調症、神経症、心因性嘔吐、過敏性腸症候群）を合併するものは除

外した。 
結果は社会的時差ぼけが 3 時間を越えると、希死念慮は明らかに増加し、「仕事

に積極的に取り組めない」や、「以前と同じものを食べても美味しいと感じない」

等の障害が起きていた。 
こういう場合は、週末に寝だめをするとしても、平日と同じ時間帯に寝るよう

にするか、中間時刻が余り違わないようにするべき。これによって体調が戻る

のである。 
耳鼻科で自律神経失調症の患者がよく内科から回されてくるが、毎日同じ時間

に寝るようにしてねと指導しただけで、投薬せずともかなり改善することが多

いという経験がある。（浦尾） 
まとめとして、日本で労働者の睡眠時間は年々短くなっており、健康リスクの



増加に寄与している。長時間労働が結果として睡眠不足・質の低下をもたらし

メンタルヘルスに有害な影響を与えている。睡眠時間の毎週のずれが社会的時

差ぼけを生み、精神的負担や仕事への影響をもたらしている。 
 
健康障害を判定するのに何故免疫に着目したか？ 
免疫は生体防御の中枢で有り、感染症、アレルギー、癌の発生に関与している。

更にそれが生活習慣の影響を受けやすい事から、疫学研究の新しい生体指標と

なり、心理的ストレスが疾患を生むメカニズムが解るのではと考えた。 
先ずは、がん細胞やウィルス感染細胞を殺傷する NK 細胞と、それに似た役割

を持つ細胞障害性 T 細胞に着目した。 
NK 細胞は、リンパ球全体に占める割合は多くないのでその活性を測定する必要

があるが、がんセンターで 3000 人を対象として、NK 活性の高い人、中等度の

人、低い人を 11 年間フォローした結果、低い人は発がんリスクが他の群に比べ

て 1.5 倍高いことが解った。 
このエビデンスを元に自分らが行った研究として、仕事の満足度と NK 細胞活

性の関連を調べた。 
某商社と医薬品開発業の 300 人前後を対象に、職務満足度を 4 群に分けて NK
細胞活性を調べたところ、満足度が低いほど NK 細胞活性が低く、満足度が高

いほど NK 細胞活性が高いことが解った。（Brain Behav Immun 2010 掲載） 
この群での感冒罹患、病欠回数と職務満足感にも逆相関が認められた。（Ind 
Health 2011 掲載） 
続いて、某電力会社 110 名前後の調査で仕事の要求度と NK 細胞の活性は、要

求が高いほど活性が落ちる結果（J Occup Environ Med 2000 掲載）で有り、更

に Siegrist が提唱した努力－報酬不均衡モデルに基づく指標の調査では、心理

的＋金銭的報酬が高いほど、NK 細胞活性も高く、男性で特に関連が強かった。

(Biol Psychol 2011 掲載) 同様に NK 細胞数自体も報酬が良いほど多かった。 
4 つめの研究として、商社勤務の約 100 名を 1 年間前向き研究で観察し、抑う

つ・心理的苦悩と免疫細胞の関連をベースラインに心理的ストレスがあって 1
年後に細胞数にどう影響するかと、逆に細胞数・活性が低い場合に抑うつにど

う影響するかを検討した結果、うつ症状が高いほど 1 年後の NK 細胞数が低下

するという結果となった。（Int J Psychophysiol 2011 掲載） 
 



更にポジティブな捉え方（働き甲斐）と免疫機能の関連でも、NK 細胞数、活性

共に相関があり、仕事の適性度も NK 細胞数との相関が見られた。 
 
海外での大規模研究が進行しており、米国では Multi-Ethic Study of 
Atherosclerosis（MESA）、Midlife in the United States(MIDUS), 
Harvard 大学の Nurse Health Study 等で数十億円の費用を掛けており、英国

でも心身医学の大家の Steptoe らの Whitehall Study がある。 
日本のものは Health Occupational and Psychosocial Factors related Equity 
(J-HOPE)である。 
 
自分の継続中の研究（ORION）は、2000 人を対象として健康診断の際に行っ

た採決のサンプルを凍結して（後に追加検査が可能）、サイトカイン、抗核抗体、

mRNA などを測定、フォロー中に発病した場合にサイトカインとストレスの両

方から評価しようとするもの。  
最近の知見として、幸福感を持つことと休日に 7 時間寝ていることが、健康で

あると言うことは解っている。 
 

以上 
 
健康診断だけでなく産業医の仕事もしている自分には、大変有益な講演だった。 


