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短

報

数（HR）などから REM 睡眠頻度を明らかにして睡眠
の質へのアプローチを試み，高年齢労働者における労働

睡眠中の心拍変動の加齢変化

安全衛生対策上の基礎的資料を得ようとした．
Ⅱ．対

Changes of Heart Rate Variability
during Sleep due to Aging

象

対象者は 2002 年〜 2006 年までの男性 23 名，女性 28
名の服薬がなく疾患を有していない健常者であった．

岡

龍雄，福田秀樹，平田

衛，澤田晋一

Table 1 の上部に対象者の年齢等を男女別に示した．対
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象者の職種とその人数は，事務職 14 名，専門職 12 名，
無職 10 名（専業主婦 7 名，年金生活者 3 名）
，管理職 5
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職と建設職各 1 名であった．
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の承認を得た．対象者には研究趣旨を説明し，同意を得
た後に調査を行った．
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Ⅲ．方

法

対象者の日常生活下の 24 時間 R-R 間隔をアクティブ

Ⅰ．はじめに

トレーサー AC-300（GMS 社製，東京）に記録した．心

少子高齢化社会とともに，労働現場における高年齢労

電図電極を対象者の胸骨柄（−），胸部 V5（＋），右側

働者の増加は必至であろう．加齢による心身機能の低下

胸部（ボディアース）に貼付（CM5 誘導）した．AC-

そのものの問題もあり，労働現場における高年齢労働者

300 本体を腰部に専用ベルトで固定し，体動（0.1 秒毎

の安全と健康を考慮した対策が必要とされよう．

に測定される 0.05 G 以上の加速度が 1 分間に生じた頻

加齢は睡眠に影響することが知られている

1，2）

一方，

3）

疲労と休息（睡眠）は不可分の関係にあり ，不十分な
睡眠は，作業能率の低下や作業ミスの原因となり，延い
ては重大な事故を引き起こしかねない
格系疾患における睡眠不足との関係

4–6）

度），姿勢（AC-300 本体の傾斜が 40 度以上になった割
合を 0–10 の範囲で記録）を 1 分間隔で同時記録した．
24 時間 R-R 間隔データは解析プログラム MemCalc/

．また，筋骨

CHIRAM（諏訪トラスト社製，札幌）を用いて，パワ

など，労働衛

ースペクトル解析を行った．低周波 LF（0.04–0.15 Hz）

7，8）

成分，高周波 HF（0.15–0.40 Hz）成分のそれぞれ 5 分単

生における睡眠の問題は小さくない．
一方，睡眠は自律神経活動と深く関わり

9–11）

，Non-

位のパワー値から振幅値を算出し（HRV 振幅値＝（2 ×

REM 睡 眠 時 に は 副 交 感 神 経 活 動 が 主 と し て ，REM

パワー）1/2），両成分の振幅値の比（以下，LF/HF 比）

（rapid eye movement）睡眠時には交感神経活動が優位

を算出した．HF 振幅値は心臓副交感神経活動の指標と

に働いているといわれている

12–15）

．しかし，自律神経

機能も加齢の影響を受けることがわかっている

16–18）

．

して，LF/HF 比は心臓の交感神経活動の指標とした 19）．
なお，本研究では，就床から起床までの総就床時間を睡

以上のことから，高年齢労働者の睡眠を自律神経機能

眠時間とした．

の面から評価することが，これから重要と考えられる．

各個人の睡眠中の HR ・ HRV ・体動・姿勢を，時間

ところで，自律神経活動を非侵襲的に測定できる指標

軸を一致させた一つの図にして，① HR がそれまでに比

19，20）

べ明らかに上昇し，② HRV の LF/HF 比がそれまでに

本研究では，日中の覚醒時に比べて夾雑要因の少ない睡

比べ明らかに上昇（交感神経活動優位）
，③ HF 振幅値

眠時の HRV への加齢の影響を調べ，さらに性差につい

の低下（副交感神経活動の抑制）
，④体動，姿勢におい

ても検討した．また，睡眠における HRV，体動，心拍

て，体動が無い，または持続しないこと，のすべてを満

として心拍変動（HRV）が広く用いられてきた

．

す状態を REM 睡眠と推定した

14，15，18）

．

統計処理には，統計パッケージ SPSS Ver.10.0J を用
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い ，年 齢 と HF 振 幅 値 ，LF/HF 比 と の 相 関 な ど に は
Pearson の相関係数を求めた．男女間の HRV 平均値の
差の検定には，Mann-Whitney の U 検定および HF 振幅
値，LF/HF 比を従属変数とし，年齢を共変量とした共
分 散 分 析 を 行 い ，ま た ，BMI が 日 中 覚 醒 時 の 短 期 的
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Table 1. Data of subjects by gender
Male
n=23
Mean (SD)
Age (yr)
Height (cm)
Weight (kg)
BMI (kg/m2)

Range

Mean (SD)

(12.0)
(4.0)
(6.8)
(2.3)

26–75
163–177
54–79
19–28

Bedtime
Wake time
Time in bed (h)

0:02 (1:03)
7:20 (1:20)
7.4 (1.2)

22:20–2:10
4:45–9:55
4.5–9.8

HR (bpm)
LF amplitude (ms)
HF amplitude (ms)*
LF/HF ratio***

62.8
30.8
18.5
1.99

Body activity (C)

48.9
170.3
66.4
22.9

Female
n=28

(11.8)
(12.1)
(10.3)
(0.64)

4.3 (2.8)

47.0
158.7
53.4
21.2

0:09 (1:02)
7:19 (1:08)
7.2 (1.1)
61.3
29.1
25.0
1.30

45–89
14–51
6–38
1.1–3.4

(12.8)
(6.8)
(8.9)
(2.9)

(6.4)
(9.2)
(9.1)
(0.37)

4.6 (3.8)

1–13

Range
29–75
143–173
41–90
18–33
22:30–2:55
5:20–10:25
4.2–9.3
51–74
13–54
10–41
0.8–2.1
1–20

BMI: Body mass index.
Body activity (C): Count/min (counts of accelerations more than 0.05 G per
0.1 sec).
*: p<0.05, **: p<0.01, ***: p<0.001 (male versus female by Mann-Whitney U test).

HRV に影響を及ぼす 21）ため，同様に BMI を共変量と
した共分散分析も行った．
Ⅳ．結

果

睡眠時間中における HRV 指標と年齢との相関分析で
は，HF 振幅値は男女とも加齢と共に有意に低下した
（男性： r ＝− 0.649, p ＜ 0.001，女性： r ＝− 0.610, p ＜
0.001，Fig. 1（a）
）．一方，睡眠中の LF/HF 比と HF 振
幅値とは逆に男女とも年齢とともに有意に上昇した（男
性 ： r ＝ 0.498, p ＜ 0.05，女 性 ： r ＝ 0.375, p ＜ 0.05,
Fig. 1（b））．睡眠中の HR と年齢との相関関係は認めら
れなかった．
対 象 者 の 基 礎 的 デ ー タ 及 び HRV 変 数 を 男 女 別 に
Table 1 に示した．Mann-Whitney の U 検定による男女
間の平均値の比較では，平均 HF 振幅値は男性 18.5 ±
10.3 ms，女性 25.0 ± 9.1 ms で有意に男性が低く（p ＜
0.05），平 均 LF/HF 比 は 男 性 1.99 ± 0.64，女 性 1.30 ±
0.37 で有意に男性が高かった（p ＜ 0.001）
．年齢を共変
量とした共分散分析においても，HF 振幅値の男女間に
有意差があり（F1,48 ＝ 6.99, p ＜ 0.05），LF/HF 比の男
女間にも有意差があった（F1,48 ＝ 25.72, p ＜ 0.0001）．
Fig. 1. Relationships between age and HF amplitudes
and LF/HF ratios in subjects. The formulae for
the regression lines are y = –0.5562x + 45.653
for HF amplitude of males, y = –0.4333x + 45.354
for HF amplitude of females, y = 0.0267x + 0.6803
for LF/HF ratio of males, and y = 0.0099x + 0.8398
for LF/HF ratio of females.

BMI を共変量とし，HF 振幅値と LF/HF 比を従属変数
とした共分散分析においては，共に回帰の有意性がなく
（HF 振幅値： β ＝− 0.170, p ＝ 0.748，LF/HF 比： β ＝
0.021, p ＝ 0.435）
，共分散分析の前提が成立しなかった．
睡眠時における典型的な HRV，HR，体動の経過図
（37 歳男性）を Fig. 2 に例示した．HF 振幅値，LF/HF
比は 5 分値で他の指標は 1 分値で示した．0:30 頃以降，
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Fig. 2. Time course of HRV, physical activity and posture during sleep of a 37-yr-old male subject. [Closed
circle, heart rate (HR); fine line, HF amplitude; bold line, 10 × LF/HF; arrows, presumed REM
sleep (upper); Act. (C), body activity as count/min (counts of accelerations more than 0.05 G/0.1 s)
(middle); posture value is zero in the recumbent position (lower)].

HF 振幅値と LF/HF 比は同期してそれぞれ増加，低下

強するものと考えられる．

し ，0:40 頃 か ら 1:15 頃 ま で ほ ぼ 一 定 化 し た ．HR は

睡眠深度と HRV との関連では，LF/HF 比が REM 睡
12，14，15，18）

LF/HF 比と同様の変動を示した．その後 1:50 頃（体動

眠時に高値を示すという報告

有り）まで HR が大きく上下に変動し LF/HF 比は増加

HF 成 分 の 超 日 リ ズ ム （ultradian rhythm）と Non-

し，HF 振幅値は減少し，体動が持続しないことなどか

REM − REM 睡眠の周期との一致を示唆する報告があ

ら REM 睡眠が推定された．この事例では，就床中，計

る

4 回の REM 睡眠（Fig. 2 ↓で表示）が推定された．

勢とともに HRV の LF/HF 比，HF 振幅値を時系列で観

があり，また，

18，25）

．本研究では，睡眠時に従来の HR，体動，姿

このようにして推定された REM 睡眠の出現回数 5，4，

察することにより，REM 睡眠を推定することが可能で

3，2，1 回の人数と 51 名中の割合は，各々 3 人（6 ％），

あった．睡眠が障害された場合には，REM 睡眠の頻度

25 人（49 ％），17 人（33 ％），4 人（8 ％），2 人（4 ％）

が少ないという報告があり 26，27），睡眠脳波と HRV と

であった．また，睡眠時間と REM 睡眠の推定出現回数

の同時記録による確認は既に為されている

との相関は有意であった（r ＝ 0.335, p ＜ 0.05）．

これらから，日常生活下の睡眠について，今回用いた方

Ⅴ．考

10，12，13，15，18）

．

法により睡眠の周期性から睡眠の質を客観的に捉え得る

察

可能性があり，必ずしも脳波記録を要さないと考えられ

本研究の結果から，睡眠中（就床中）の HRV の解析

る．

においても，安静時の短時間測定による HRV と同様，

なお，対象者において睡眠時間と推定した REM 睡眠

睡眠中でも加齢に伴い HF 振幅値（副交感神経活動指標）

の頻度との有意な相関がみられたことは，Non-REM −

の低下と LF/HF 比（交感神経活動指標）の増加が示さ

REM 睡眠の周期は 90 から 110 分であり

れ た ．こ の 結 果 は ，短 時 間 測 定 ，長 時 間 測 定 に よ る

長いと REM 睡眠の頻度が多いことと一致する．このこ

HRV の老若比較の結果

18，22，23）

と類似し，それを補強

する結果と考えられる．

28）

，睡眠時間が

とは，本法による REM 睡眠の推定の有効性を示唆して
いる．

しかし，Fig. 1 に示されるように，対象者において 50
歳付近で HF 振幅値の低下が鈍ることについては，50 歳

Ⅵ．結

論

代で早朝覚醒や中途覚醒などの睡眠障害が増えることと

睡眠時の HRV において，加齢による変化と性差があ

の関連など様々な仮説が考えられるが，今後の検討課題

ることが示唆された．HR，HRV，体動，姿勢の経時変

としたい．

化を観察することにより REM 睡眠を推定することが可

性差については，男性に比べて女性の方が睡眠中の
HF 振幅値レベルが高く，LF/HF 比レベルが低かった
ことから，性による自律神経機能の差が示唆された．こ
の結果は，短時間測定の結果

23，24）

と類似し，それを補

能であった．
文
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