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はじめに  

 最近の新聞記事をみると、2015 年 10月 27日の毎日新聞に病院で事故が起こった原因に

ついて、医師の労働負担が問題であるということを書いています。国際的にみても、医療

は 24 時間労働であることに加えて、ストレスや重篤患者増・不十分なスタッフ・長時間労

働に問題があることが、世界的な共通認識となっています。 

 このような、夜勤交代勤務を行っている労働者について、国際夜勤交代勤務シンポジウ

ム（国際産業保健学会のなかの夜勤交代勤務委員会）があり、２年に１回シンポジウムを

行っています。そこでは看護師をはじめ、医師やパイロット、工場労働者等の過重労働の

夜勤交代勤務の科学的知見が報告されています。これから知見の紹介をしながら話を進め

ていきます。 

 

世界的に全業種で短時間睡眠=長時間労働となっている 

 米国での６時間未満の睡眠時間の比率を示した統計があります。短い睡眠時間はイコー

ル長時間労働を示しています。1985 年～1990 年と 2004 年～2007 年の間でどれだけ短時間

睡眠が増えてきているかを様々な業種で見ていますが、医療を含め増えていることが報告

されています。 

 

夜勤交代勤務のルール＝ルーテンフランツ 9 原則 

 ICOH(国際産業保健学会)の国

際夜勤交代勤務委員会の 20 回大会

シンポジウムがストックホルムで

行われました。そのなかで、ノルウ

ェーの看護師の 1950年代の報告が

されました。当時はほとんどの看護

師は結婚していなく、病院近くに住

み、連続夜勤をして、12 時間労働

でした。しかし、今のノルウェーで



は夜勤は６時間労働となっています。ICOH の夜勤交代勤務委員会の２代目の委員長がジ

ョセフ・ルーテンフランツという有名な労働生理学者で、この人が 1982 年に夜勤・交代勤

務編成のルールであるルーテンフランツ９原則を唱えました。これが国際的な夜勤交代勤

務のガイドラインになっています。これを守ることによって、労働者の安全性・健康性・

生活性が守られています。 

 これからお話しすることは、夜勤をすることによる３つのリスクについてです。安全性、

健康性、生活性の３つのリスクを具体的なデーターを示しながらお話ししていきます。 

 

Ⅰ.安全性のリスク 

(1)大事故は夜明け前に起きる！ 

 マーチン・ムーア・イードという方が書いた本「24 時間社会」の日本語訳が「大事故は

夜明け前に起きる」というタイトルでベストセラーになりました。この本によると世界的

な大惨事というのは、すべて夜間に起こっています。スリーマイル島の原発事故、チェル

ノブイリ、インドのボパール化学工場の爆発事故もそうです。エクソン・バルディーズ号

のタンカーが座礁した事故では、水鳥が油まみれになった写真をご覧になった方も多いの

ではないでしょうか。すべてが夜間時刻帯に起こっています。なぜそうなのか、人間には

リズムというものがあるからです。今では当然わかっていますが、昔は分かっていなかっ

たのです。 

 

(2)人間には昼高夜底の生体リズムがある 

 1957 年に、アメリカのハルバー

グという学者が初めてリズムがあ

るということを言いました。それ

までは人間の機能は、全てはホメ

オスタシス（恒常性）で説明され

ていました。変化したものはまた

元に戻るとされましたが、それで

は説明できないことがでてきて、

リズムというものがあるのではな

いかとされました。 

これは、典型的な概日リズムと

いうものです。人間は有史以来、昼間働いて夜寝る存在なので、このリズムが強固に存在

していて、いくら夜勤をやってもこのリズムに抗うことはできないのです。 

 事例としては、ヨーロッパで 1980 年代後半に携帯型脳波計が開発され、紡績工場の夜勤

者の夜勤中と昼間睡眠のデーターがとられています。すると、夜勤中になんと２回も爆睡

（徐波睡眠）の睡眠波が出ていたのです。この学者は、これで夜勤の安全性を考えなくて



はいけないと驚きをもって論文に書いたとのことです。 

 

(3)夜間勤務は酒気帯び運転の状況  

 どんな先進工業国でも、夜勤をし

ている人は 20％しかいません。日勤

の人にも、夜勤の辛さを分かっても

らおうと、1997 年にオーストラリア

のドーソンという学者が酒気帯び運

転の状況と、夜勤をやった状況がど

れだけ似ているかという実験をしま

した。アルコール中毒法というもの

です。ジュースにウォッカをいれて

被験者に飲ませ、血中アルコール濃

度を測りながら、アルコール濃度が

0.1％になるまでパフォーマンステストをさせます。パフォーマンステストというのは、ト

ラッキング作業という赤い点を追わせる作業です。それを深夜勤務帯にも行って、比較す

るという方法です。それがこのようなデーターとなりました。オーストラリアの酒気帯び

運転基準の血中アルコール濃度は 0.05％ですので、具体的には中ビンビール１本飲んだの

と同じですから、それでみますと、夜間時間帯はビール１本飲んだのと同じような状態で

仕事をしているということになります。日本の酒気帯び運転は呼気中で測って 0.15ｍｇ/L

で血中に直すと 0.03％ですので、日本人の場合は朝の 9 時の段階でも酒気帯び運転の状況

となります。 

 

(4)労働時間が長くなると、夜勤後の事故が増える  

 実際に看護師さんのデーターで、労

働時間と事故の関係を見た 2007 年の

スコットのデーターがあります。安全

の基準には生理学的基準、心理学的基

準、行動学的基準の 3 つがあります。

生理学的基準であれば、脳波でシータ

ー波がでます。例えば眼球運動で目が

とろとろしてくるのが生理学的基準

です。それはまだ事故が起こっていま

せんので、予兆があり、予防ができま

す。心理学的基準は眠気の尺度を使って、眠気が何点になったから眠たいんだと予防がで

きます。行動学的基準では、パフォーマンステストなどはすでに事故が起こっているわけ



で、予防ができません。これは安全の水準を表しているわけです。 

ここでいう自動車事故というのは、行動レベルの話です。運転中の眠気というのは心理

学的基準の話です。それでみますと、8.5 時間をオッズ１としますと、12.5 時間以上では

1.84 で統計的にも有意です。眠気という点でも統計的に差があるということで、やはり労

働時間が長くなると、夜勤後の事故が増えるということが科学的に分かっています。 

 

(5)当直後の脳血流の低下 

 今年の日本衛生産業学会は大阪で開

かれ、西多先生たちが、赤外線分光法

を使って、当直前後に採血をしながら

脳の血流を研究したデーターが報告さ

れました。それによると通常は、図の

左のような高い血流がありますが、夜

勤後に採血をしますと、脳の血流が図

の右のように減ってしまいます。しか

も注意機能をつかさどっている部位が

統計的にも、有意にさがってしまいま

す。つまり夜勤をやった当直明けは、

注意機能が悪化しているということを、明らかに示したデーターです。 

 

(6)眠れない睡眠禁止帯がある 

 実は人間には眠れない時刻帯があり

ます。これは、1986 年にイスラエルの

ラビーという人が行った研究です。1

日は8時間の睡眠と16時間の覚醒時間

で合計 24 時間です。この 1 日を 20 分

にしましょうと考えたのがラビーです。

7分の睡眠時間と 13分の覚醒時間とす

るのです。朝の 7 時から翌日の 7 時ま

で7分間寝て13分間起きることを繰り

返すわけです。そうすると 7 分しか寝

られませんから、縦軸はマックス 7 分となります。 

 図の左側は被験者に眠らないように努力してくださいとしたグラフですが、リズムがあ

りますから、夜間時刻帯はぎりぎりまで寝ています。右は眠るように努力してくださいと

したものです。すると左に比べて若干寝ている時間が増えてきます。ところが、眠るよう

に努力してくださいといっても 19 時付近は、7 分間眠れるにかかわらず、3 分も寝ていま



せん。 

 人間にはリズム的に、眠れない時刻帯があるということです。つまり人間というのは時

間的存在でなく、時刻帯的存在であるということです。いっぱい長時間労働して、いっぱ

いバケーションするということはできないのです。眠る時刻帯と眠れない時刻帯は決まっ

ているので、適切に働くのが一番いいということです。同様のことが午前中にもあり、朝

の 10 時と夜の 7 時は眠れない時間帯です。その時間帯に当直明けで寝ようとしても寝られ

ないため、睡眠の質がおちるということです。 

 

(7)起床後 16 時間でパフォーマンスが悪くなる 

 時刻帯的な人間ですが、時間的にみ

てみると、どのくらい起き続けたらパ

フォーマンスが悪くなるかという知見

も出ています。これは朝 10 時から起き

続けた場合の反応時間をみたものです。

反応時間は PVT(NASA がよく使う赤

い点がでてから反応するまでの時間)

というもので測ったものです。当然 16

時間をすぎますと、パフォーマンスは

明らかに悪くなります。生理学的には

16時間以降は働けないということです。 

 

(8)夜勤での長時間勤務はリスクが高くなる 

 夜勤との関係を見た場合に良く使わ

れるデーターとして、2006 年にイギリ

スのフォルカードという学者が出した

データーがあります。基本は週 40 時間

労働をオッズ比 1 とした場合、48 時間

の労働時間の相対的リスクはどのくら

い高いかを調べたものです。組合せで、

6 日勤務で 1 日 8 時間労働の場合と、4

日勤務で 1日 12時間働く場合とを比較

しています。同じ 8 時間だけ労働時間が

長くなるのですが、6 日働いた場合は 3％リスクが高くなり、4 日しか働かないが 1 日 12

時間と作業時間が長くなると、25％もリスクが増えています。 

いわんや夜勤を比較しますと、4 日でも 12 時間夜勤をすると 55％もリスクが高くなってい

ます。つまり夜勤で長時間労働をやると安全性がかなり落ちることが示されています。 



 

(9)米国での法律規制による労働時間減少の効果 

 医師に関して言えば、アメリカに

おける ACGMEが 2003年に研修医

の労働時間を週80時間にしました。

一連続勤務時間を 24 時間に、勤務

間隔時間を 10 時間に、7 日ごとに

24 時間の休憩時間を与えなさいと

いうことになりました。さらに 2011

年には、1 年目は、１連続勤務時間

は 16 時間に、2 年目以降は 1 連続

勤務時間は 24 時間へと細かい規定

を設けて、対策を立てています。つ

まり法律による対策を立てているのです。その結果どうなったか、2013 年統計データーを

見ますと、研修医の労働時間は 60 時間を切っています。しかも、一般の研修医以外の医師

の労働時間も減っています。過剰な労働をしなくなったといえるでしょう。コメディカル

との共同ということもあるでしょうが、法律をつくることによって、効果を上げています。 

 医師の場合、米国は、さまざまな診療科があって、労働時間が長い科とそうでもない科

があります。一番高いのが産婦人科、麻酔科も同じく高くなっています。それぞれに違い

がありますが、夜勤の長時間労働が問題となっています。ではこれについての対策をどう

するのか。アメリカではナイトフロート制というものが行われています。シニアの医師が、

研修医もしくはジュニアの医師の夜勤の代わりをして、若い医師に仮眠をとらせるという

方法です。ところがその仮眠をとらせるようにやったとしても、労働時間は減らないとい

う結果が出ています。それは何故かというと、若い医師は仮眠時間は与えられたけど、本

来やる仕事があるので、寝ないで違う仕事をしてしまう傾向があると報告されています。 

 

(10)仮眠は夜勤中にとると効果が高い 

 仮眠をどう取ればいいのかとい

う問題があります。そこで仮眠を

夜勤前にとる（前仮眠）のと、夜

勤中にとる（中仮眠）のとでは効

果はどのくらい違うのかという知

見をだしたものがあります。横軸

は仮眠の長さ、縦軸は疲労の強さ、

上に行くほど疲労が高くなります。

前仮眠というのは勤務前の仮眠、



中仮眠は勤務中で、中仮眠は 3 倍の効果があることが分かっています。前仮眠の 180 分の

効果が勤務中の仮眠だと 60分で済みます。低減効果があるために夜勤中にとることが重要

なのです。なぜかと言いうと、夜勤中というのはいつも寝ている時間ですので、深い睡眠

に入るのも早く、効果があります。 

 

 

(11)睡眠の基本=睡眠の経過図 

 一晩の睡眠の経過を見ますと、図

のようになります。睡眠経過図とい

って、前期、中期、後期とあって、

前期というのは深い睡眠がでます。

中期というとほとんど深い睡眠は

でません。後期では全くでない状況

になります。前期では 15 分くらい

で深い睡眠がでて、90 分くらいでレ

ム睡眠が出るというのが基本的な

モデルです。よく言われるのは、夜間の睡眠というのは 90 分以上取らなくてはだめという

ことです。レム睡眠含めた一周期が一番いいからです。レム睡眠は心拍、血圧などが高く

なる睡眠で目覚めのいい睡眠です。 

 昼間の仮眠というのは、15 分くらいにしなさいと言われますが、なぜかというと、深い

睡眠になる前に起きるということです。疲労の回復には、深い 3,4 の睡眠が必要です。昼寝

は眠気の解消にはなるけど疲労の回復にはなりません。両方必要ならやはり 90 分以上の睡

眠が必要になります。 

 

(12)仮眠からの目覚めと作業効率 

 スタンピという学者がパフォーマ

ンステストをしました。どの段階で起

きれば、パフォーマンスが悪くなるか

というものです。SWS という睡眠段

階 4（徐波睡眠、爆睡）の場合だと 60％

しかありません。覚醒やレム睡眠等は

それなりにパフォーマンスが維持で

きるということです。 

15分以上寝ると、徐波睡眠が出てきてしまうので、

15 分以内で起きるというのは昼寝としてはいい

ということになります。しかし、あくまで眠気の



解消であって疲労回復にはつながらず、疲労回復目的なら 90分は必要ということです。 

 

 (13)寝るところが違うと睡眠の質

も異なる 

 では、どこで寝ても深い睡眠がと

れるのかという問題があります。自

宅で寝るのと、病院のソファーで寝

るのでは全く睡眠の質が違います。

自宅と、病院のソファーでの睡眠の

質を医師で比較したデーターはあり

ません。しかし、そういう関係で調

べると、唯一、スウェーデンのケッ

クランドとオケルシュタッドが実験室とトラックの寝台での睡眠の違いを調べています。

他の統計的有意差はありませんが、唯一レム睡眠が開始される時間がトラックの寝台だと

遅れます。トラックの寝台では 114 分で実験室では 80 分です。レム睡眠は極めて重要で、

これが遅れるとストレスの解消ができません。職場での睡眠は質の低下があると認められ

ます。 

 以上が安全性のリスクです。人間の場合は生体のリズムがあり、このリズムに強い拘束

を受けており、そこで安全性の問題が生じてくるのです。 

 

Ⅱ.健康性のリスク 

健康のリスクは短期、中期、長期と３つに分けています。

中期の場合は、精神疾患・循環器疾患と言って過労死に関

係します。 

 

１.短期ではリズム障害が起きる 

短期の障害としてはリズム障害で、先ほども話した体温

のリズムです。１日は 24 時間ですが、実は本来の人間のリズムは 25 時間のリズムです。

25 時間を 24 時間にしているのは、太陽の光が作用しているためです。光をうけることで、

１時間前に戻ることになります。 

 

(1) 交代勤務は正循環のシフトが

良い 

人間のリズムは後ろにずらすこ

とは簡単です。いつも 22 時に寝て

いる人は 23 時など後ろにずらす



のは簡単ですが、21 時など前にずらすのは難しいわけです。それは人間のリズムは 25時間

と 1 日より長いので、後ろにずらすのは簡単なのです。そこで、ルーテンフランツの原則

では、交代勤務をやる場合は、時計まわりで正循環のシフトが良いとされています。３交

代の場合は日勤と夕勤と夜勤があるわけですが、日勤から夕勤に、夕勤から夜勤という 

時計回りのシフトが体のリズムにやさしいのです。NHK の番組でも、いままで逆循環のシ

フトが多かったが、正循環の病院が多くなってきていると放送されています。 

 

(2) 後ろのずれでも２時間以上ではリズム障害(時差ボケ、疲労感)が起きる 

後ろにずらす場合、際限なくずら

すことはできるのですが、リズム的

に障害を起こすことが分かっていま

す。1.5 時間未満だと時差ボケはお

きないが、２時間以上だと時差ボケ

が生じます。例えば 2008 年テーラ

ーのデーターですが、いつも 24 時

から７時半まで寝ている人が、金曜

日と土曜日のみの２日間だけ 10 時

半まで起床時間を遅らせると、睡眠

時間が３時間長いにもかかわらず、

リズムをずらしたことで翌週の月曜と火曜まで疲労感が高いことが分かりました。睡眠時

間をとってもリズムがずれてしまってはダメだということです。リズムが人間にとっては

第１だということです。 

 

(3) 夜勤中の仮眠がリズムを保つ 

リズムをずらさないためにはどう

すればいいか。やはり夜勤中に仮眠

を取るということになります。これ

はアンカースリープ（係留睡眠効果）

といい、港に停泊している船が流さ

れないようにアンカー、碇を沈めま

すが、そのような睡眠をアンカー睡

眠と言います。横軸は時刻、縦軸は

実験日で８時間睡眠です。頂点位相

がだいたい 18 時頃にありますが、

いつでも寝てくださいというと１時間ごとにずれてしまいます。しかし、８時間の半分の

睡眠をいつもの時間にとって、後はどこでもとってもいいですよと言うと、リズムが崩れ



ません。これがアンカー睡眠です。これが夜勤中の仮眠だということです。これは４時間

の仮眠ですが、２時間でも効果はあることが分かっています。 

 

(4) 一週間では 2 日まではリズム障害は我慢できる。(水曜日のノー残業デーの意味) 

また例外があり、１週間のうちに

リズムのずれがどのくらいだと我

慢できるか。これは先ほど述べた

PVT 反応時間(赤い点への反応時

間)で、下へ行くと遅く、上に行く

と早い反応時間を表しています。横

軸の E というのは実験日です。睡

眠時間を８時間、３時間～９時間に

変えて実験をしています。人間の脳

の疲労回復には、連続４時間が必要

なのですが、３時間の場合には、他

の時間と比較して大きく悪化しているのが分かります。しかし、３時間だとしても、２日

まではなんとか我慢できていますが、３日以上では大きく低下するわけです。５時間睡眠

でも２日までは我慢できています。睡眠時間が悪くても２日間までは我慢できるというこ

とがわかっています。つまり、１日では２時間以上はずらしてはダメで、１週間では２日

以上ずらしてはダメということです。これはリズムの操作に関係しているということです。

ですからよく言われるノー残業デーというのは、なぜ水曜日にあるのか根拠はありません

でした。しかし、いつも５時間睡眠をして一気に土曜に９時間睡眠を取るよりも、５時間、

５時間、７時間、５時間、５時間、７時間で 34 時間睡眠を取る方が疲労回復に良いという

科学的根拠があると先ほどのデーターから言えます。 

 

２.中期での精神疾患について 

(1) 睡眠の２つの役割、徐波睡眠とレム睡眠 

睡眠の２つの役割について説明し

ます。一つは徐波睡眠という爆睡の睡

眠、もう一つはレム睡眠という夢を見

る睡眠です。爆睡という睡眠は疲労回

復に関係していて、レム睡眠はストレ

スの解消に関係しています。徐波睡眠

の性質は砂時計のようにだんだん蓄

積していきます。レム睡眠は掛け時計

で時刻をきざむものです。生物的現象



はこの２つの現象から成り立っています。食事なども同様で、食べない時間が長くなると

食べたくなります。そして徐波睡眠も蓄積されていきます。一方で土日など遅く起きても、

お昼ごろにはおなかがすくというリズム的な掛け時計的な要因があります。この２つの要

因があるわけです。 

 

(2) 長時間労働(＝睡眠短縮)はレム睡眠減少(ストレスを解消できない) 

例えば、８時間睡眠を４時間睡眠にする実験をします。長時間労働と考えてもいいです。

徐波睡眠は頑強で、まったく減りません。一方レム睡眠と言うストレス解消の睡眠は大き

く減ってしまいます。長時間労働をすると、徐波睡眠は変わらず疲労は回復するようにな

りますが、レム睡眠が減ることで、ストレスの解消ができなくなります。そこが精神疾患

に関係してくるということになります。実際レム睡眠というのは、身体ストレスの解消や

情動ストレスの解消、目覚めのよい寝起きの保証をしています。心拍数や血圧の上昇でこ

こちよい目覚めが保障されるのです。これがおかしくなると、循環器疾患や過労死につな

がるわけです。 

 

(3) レム睡眠の役割と特徴 

レム睡眠はおもしろい睡眠です。

なぜレムというとラピド・アイ・ム

ーブメントの略で、急速眼球運動が

生じているからです。左眼球運動、

右眼球運動と動いているわけです。

この時に何が起きているかという

と、夢を見ています。その夢がスト

レスを解消しているのです。一方、

筋が弛緩しているため筋電図は消

失しています。つまり身体的ストレ

スの解消を行っているのです。レム

睡眠がとれないということは、これらのストレスの解消をさまたげます。最近、レム睡眠

行動障害というのがありまして、レム睡眠中は筋電図が消失しているにもかかわらず、あ

るところでキックなどをしている病気があります。この病気の原因は分かっていませんが、

きわめて強いストレスが関係していると言われています。ストレスが強く、レム睡眠で解

消できないことを意味しています。 

 

(4) レム睡眠は喜びを富化し、悲し

み・恐れを低減 

実際レム睡眠がとれなくなると、



どうなるのか、恐れなどを感じる脳の扁桃体は内側前頭前皮質が押さえていますが、睡眠

がとれないと、このコネクションが悪くなって、扁桃体を暴走させてしまうということが

知られています。レム睡眠は最近、情動的ストレスを解消することが分かってきました。

その方法は感情的写真、怒り、悲しみ、恐れ、幸福という写真を見せる方法です。レム睡

眠が含まれた場合には、恐れが下がって、悲しみも下がり、喜びはこんなに上がる。レム

睡眠がない場合は、ほとんど変わりません。レム睡眠は喜びを富化させ、恐れ悲しみを低

減させる効果があることが分かってきました。 

 

(5) PTSDの治療に眼球運動 

他にもデーターがないか探してみ

ると、PTSD の治療において、EMDR

と言う治療があります。人差し指を

縦にたて、横に振ります。それを見

ながら、PTSD になった状況を思い

出させるのです。そうすると PTSD

が消えるというマジックみたいな治

療法です。メカニズムはどうかとい

うと、どうもレム睡眠のときの眼球

運動、きょろきょろ動く眼球運動が

メカニズムではないかとEMDRを書

いたシャピオという方が述べています。眼球を動かすことによって、疲労を解消している

ということが分かってきました。 

 

３.中期での循環器疾患について 

東京都済生会病院の看護師さん

が亡くなりました。新聞では、夜勤

交代勤務者は、そもそも時間外労働

時間が 80 時間には達しません。残

業が 80 時間以内でも労災認定がと

れましたということが、大きく記事

になったものです。ではこの看護師

さんがいつ亡くなったのかという

と、仮眠していたストレッチャーで

亡くなっていました。仮眠というの

は睡眠です。睡眠というのはストレ

スが解消する過程なのですが、その時にどうして亡くなったのかということになります。 



 

(1) 徐波睡眠は寝せる睡眠、レム睡眠は起こす睡眠 

睡眠の質の違いの問題があると考えられています。それは何かというと、レム睡眠では

心拍数、血圧、呼吸数などすべて高くなります。徐波睡眠が寝せる睡眠だとすると、レム

睡眠は起こす睡眠です。だから朝方に多く出て、良い寝覚めを保障するわけです。これが

間違ったように働くと、睡眠中に血管に脆弱性のある人は、脳・心臓疾患になるのではな

いかということです。長時間労働によって疲労が高進して、徐波睡眠が高くなって、レム

睡眠が減っていきます。そうするとレム睡眠圧（レム睡眠を出そうとする力）は高くなり

ます。レム睡眠は少なくなると、レム睡眠も出たいと思うわけです。抑制されているので、

その反発の力が働くのです。もともとレム睡眠時は心拍数など高いわけですから、反発の

力で、より血圧も心拍数も高くなります。そういうことによって、もともと血管に脆弱性

のある人は血管が切れて問題が生じることになります。 

 

(2) レム睡眠が減ると、レム睡眠圧（心拍数・血圧）が上がる 

実際、私は 1997 年に過労死の実験をしました、睡眠時間が短くなると、すなわち労働時

間が長くなると、レム睡眠が減ります。例えばいつも 8 時間睡眠とっている人は、レム睡

眠の方が、徐波睡眠より長く出ています。私たちはレム徐波バランスといっていますが、

こういう状態がいい状態です。5 時間睡眠になると当然、徐波睡眠がたくさんでて、レム睡

眠が減ってしまいます。これはレム睡眠が減っているだけでなく、レム睡眠を出そうとい

う圧が高まっています。そこで実際に徐波睡眠の出現率とレム睡眠中の心拍数を見たグラ

フです。徐波睡眠は一晩 20％くら

いしか出ないのですが、2 倍でて

います。レム睡眠中の心拍数です

が、8時間睡眠のときは 58拍です。

上下しますが、12 日目だと 68 拍

になっています。寝ていただけな

のに、徐波睡眠圧が高まると、レ

ム睡眠圧が高くなり 58 拍が 68 拍

に、１分間に 10拍心拍数が高くな

っています。そういう結果が分か

ってきました。 

 

(3) 睡眠中の突然死が高い 

他にデーターがないかと調べると、1994 年

に当時観察医務院にいた法医学者の徳留先生

がまとめた結果で、1989 年から 1993 年の間



で、突然死の発生状況を調べて、どのときに突然死が起きたかを調べていますが、睡眠中

がかなり高いことがわかります。就寝中に突然死が起きるということは、レム睡眠と徐波

睡眠のバランスがずれて、レム睡眠の循環器系の亢進が関係しているのではないかという

ことが推測されます。 

 

(4) レム睡眠が多いと血管にもよく、減ると血管を固めてしまう 

最近のデーターですが、血管の柔

軟性を調べる指標として血流依存

性血管拡張反応というのがありま

す。つまり普通は血管内皮からNO

などの血管拡張物質がでています。

ところが、血流が早くなると、拡張

物質が出にくくなります。そのため

に、血管が詰まったりするわけです。

ドロドロのアテロームになってし

まったりします。そのことと睡眠と

の関係を調べてみた結果があり、実

はレム睡眠が多く出ると、血流依存性血管拡張反応は良く働くということがわかってきま

した。2014 年の知見です。レム睡眠を多くとることが血管にもよく、減ると血管を固めて

しまうことが分かってきました。 

 

４.長期は癌との関係 

2010 年に 12 各国 24 人がフランスの

リヨンにあつまって報告書を作りまし

た。WHO の IRAC で癌リスクの５分類

がありますが、その表紙にはグループ１

の塗装業、グループ 2B として消防員、

グループ 2A として看護師が載っていま

す。 

 

(1)夜、光を浴びるとメラトニン(睡眠物

質)が抑制され、性ホルモンが上昇し

癌になるそのメカニズムはなにかと

いうと、LAN(Light At Night)と言う

ものがあり、夜に光を浴びることでメ

ラトニン(睡眠物質)が抑制されて、女



性では性ホルモンのエストロゲンが上昇して乳癌、男性ではテストステロンが増加して前

立腺癌になるといわれています。実際にメラトニンをはかってみますと、夜勤交代勤務者

は日勤者に比べて、夜間に極端に減ります。メラトニンというのは夜間の時刻依存性があ

るのです。夜間たくさん出ることが分かっているのですが、それが出なくなることが問題

です。特に光が重要だということです。光でも、一番悪いのは青色光です。460 ナノメー

ターの青色光が一番悪いのです。 

 

(2) 青色光は覚醒効果があり、安全性に寄与するが、健康には問題 

青色は眠気を押さえる力があります。

覚醒効果があるのです。夜勤交代勤務と

いうのは、安全性と健康性がトレードオ

フするということです。つまり安全性を

とって青色光にしますと、眠気は抑える

が、癌になりやすく健康上悪い。一方赤

色光にすると癌にはなりにくいが、眠く

なり安全上よくありません。夜勤交代す

るには安全性、健康性、生活性のどれか

を選択せざるを得ない立場に置かれてい

るのです。だからその３つのリスクを知ることが必要です。 

 

(3) 夜勤の女性は乳癌が 3 倍、男性は前立腺癌が３倍に 

メラトニンの抑制の話は、日本で

はされていませんでした。ところが

2009年1 1 月9 日に東北大の坪野先

生（公衆衛生学者）が長期夜勤と癌

というコラムを書きました。新聞紙

上では誰も書かなかったのですが、

2013 年 5 月 29 日に読売新聞で科学

部長の佐藤さんという方が、「夜勤の

女性は乳癌の発生が 3 倍高い。男性

でも前立腺癌の危険性が 3倍高まる。

そんな研究がある」と書いたのです。

なぜこんなことを書いたのか、実は、1 週間前NHK が癌の特集をしました。そのとき夜勤

が癌の発生を高めるという発表をしたのです。それを受けて書いているのです。新聞自ら

が書くということをしていません。NHK というのはすごい力があるのだなと思いました。

女性が乳癌になるというのだけど、男性はどうかといった場合前立腺癌があります。それ



は日本の知見で九州にある産業医科大の久保先生が夜勤交代勤務は 3 倍高いという知見を

だしています。 

 

(4) 夜勤中に仮眠をとるとメラトニンが出、癌の予防に 

では癌を防ぐにはどうしたらいいの

か。やはり落としどころは仮眠です。

私のところに NHK のクローズアップ

現代がやってきて、実験をしたら、仮

眠をとるとメラトニンが出ることがわ

かりました。同じような知見がないか

と思ったら、2013 年最近ですが、こう

いう知見がでています。尿中にでてく

るメラトニンとエストロゲンですが、

メラトニンは日勤の場合はこれくらい

でますが、深夜勤をやると減り、仮眠

を取ると上がります。一方エストロゲンの方は、日勤はこれくらいで、深夜勤で上がり、

仮眠で下がり、仮眠なしでは上がることが分かっています。 


