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閉塞型睡眠時無呼吸症候群の血圧日内変動
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は　じ　め　に

最近、携帯型24時間血圧計を使用し非侵襲的

に一日血圧を測定することが可能となり、各種

疾患における血圧の日内変動の研究がすすめら

れている。

今回我々は、両側口蓋扇桃摘出および体重減

量により症状の軽快した閉塞型睡眠時無呼吸症

候群の一例を経験した。睡眠時無呼吸症候群(Sl喝)

apneasyndrome)は、陸眠中にのみ周期的に

数十秒の無呼吸が生じ、その結果、不眠、低換

気、肺性心等の臨床症状をきたす症候群で、睡

眠障害のみならず呼吸、循環器系の障害をきた

す疾患として注目されている1.2)我々は、携

帯型24時間血圧計を用いて本疾患の治療前後の

血圧日内変動を比較したので、その成績に若干

の文献的考察を加えて報告する。

症　　　　　例

症　例:30歳、男性、会社員

主　訴:昼間傾眠、睡眠時無呼吸

現病歴:一年前より、昼間でも10分程度じっ

としていると居眠りするようになった。この一

年間に、居眠り運転で交通事故を5回起こして

いる。また、睡眠中は大きな軒をかき、その軒

が数十秒停止し、一時的に無呼吸となることを

家人に指摘されるようになった。

既往歴、家族歴、生活歴:特記すべきことはな

い。

入院時理学的所見:身長162.5cm、体重87kg。

血EE106/70mmHg、脈拍72/分整.呼吸数16/

分整。体温37.0度。眼球結膜黄痘なし、脹輸結

膜貧血なし。口蓋扇桃は、両側とも高度に発赤

腫脹(Mackenzie分撰III度)し、多数の膿栓を

認めたO圧痛を伴う両側頚部リソパ節を数個触

知した。呼吸音、心音異常なし。腹部、四肢に

異常所見を認めず、神経系も正常であった。

検査成績:軽度の肝機能障害が認められる以

外には、血球算定、血液生化学検査、胸写、心

電図、呼吸機能検査等に大きな異常は認められ

なかった(Tablel),腹部エコー所見は脂肪肝

を示唆した。ルームエアーでの動脈血酸素分圧

(PO2)は65.0mmJ海と低下していた。

入院後経過:減量のため食事療法(1200kcal/

Table 1 Laboratory data on admission

CBC

WBC　　　5500/皿ZD3

RBC　565×lOVmni3

Hb　　　15.6g/dl

Ht　　　　　　49.9%

Pit　15 ×lOVm!3

Blood Chemistry

Glu　　　　79mg/d.1

BUN IOing/dl

Cr 0.81皿g/dl

GOT　　　　　65IU/L

GPT　　　　　70IU/L

LDH　　　　469IU/L

T.cho　　18軸g/dl

TG　　　　　91n】g/dl

Arterial Blood Gases

PH　　　　　　　　7.40

PCO2　　　42. 5miDHg

PO2　　　　65.0mmHg

HCO3-　26.3mniol/1

BE 1.5mmol/1

Chest X-ray

CTR　　　　　　　　55%

ECG

Incomplete right

bundle branch block

Spirometry

%vc　　　　　　78%

FEVx.c　　　　　85%
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Fig 1 24-Hour ambulatory blood pressures and heart rates

day)を開始した。昼間傾眠は入院安静後もみ

られ、血圧測定等の短時間安静の間にも居眠り

することがあった。また睡眠中は、間隔の不規

則な大きな軒をかいていた。睡眠時の呼吸は、

呼吸筋の運動はあるにもかかわらず呼吸気流の

生じない無呼吸状態が数十秒続き、その後大き

な呼吸が数回起こり再び無呼吸状態が続く、典

型的な閉塞型無呼吸パターソであった。

症状および検査成績より閉塞型睡眠時無呼吸

症候群と診断し、第15入院病日に当院耳鼻咽

喉科で両側口蓋扇桃摘出術を施行した。術後経

過は良好で特に合併症は生じなかった。術後の

ルームエアーでの動脈血ガス分析所見は、 PH

7.41 ,PCO2 40. lmmHg,PO2 83.3mmHg,HCO3

-25.2mmol/1, BEO.8mmol/1であり、術前と

比較して酸素化の著明な改善が認められた。ま

た自覚症状においても、術前みられた昼間傾眠

は改善し、睡眠時の大きな軒、無呼吸ともほと

んど消失し、患者は術後23日目に軽快退院した。

一日血圧測定成績:携帯型24時間血圧計(コ-

リソ電子社製ABPM-630)を使用し、治療前は

第10入院病目、治療後は術後22日目に一日血圧

Table 2 Blood pressure and heart rate in daytime and nighttime :

effects of tonsillectomy and weight reduction

Blood Pressure(mmHg)　　　　　　Heart Rate

Systolic Diastolic Mean　　(beats/皿in)

Daytime　(6:00-22:00)　109±14

Nighttime(22:00-6:00)　115±8

Daytime (6:00-22:00)　109±13

Nightt軸e(22:00-6:00)　104±5

64±9　　　　84±11

61±7　　　　86±7

63ア984ア8-iォ72+9-i**

60+677ア7-I58ア4-1

values : Mean±SD　　　* :pく0.05　　　　く0.0-
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(30分間隔)を測定した(Fig.1)c　治療前測定時

の体重は82kg、治療後測定時は79.5kgで、昼

間の血圧測定時には眠らないように指導した。

治療前、治療後においてそれぞれ一日を昼間

(6:00-22: 00)と夜間(22: 00-6: 00)に分け、

収縮期血圧、拡張期血圧、平均血圧、脈拍数に

ついて集計し、昼間と夜間および治療前と治療

後の関係をunpaired t-testを用いて検定した(Table

2)。収縮期血圧は、治療前において昼間(平均

109mmHg)より夜間(平均115mmHg)の方が

有意に高かったのに対し(pく0.05)、治療後に

は、昼間(平均109mmHg)より夜間(平均

104mmHg)の方が有意に低かった(pく0.05)cま

た夜間収縮期血圧は治療前が治療後より有意に

高かった(pく0.01),治療前、治療後の昼間収

縮期血圧には有意差はなかった。拡張期血圧は

治療前と治療後、昼間と夜間の問に有意差はな

かった。平均血圧は、治療後に昼間(平均

84mmHg)が夜間(平均77mmHg)より有意に

高くなった(pく0.01),脈拍数は、治療前、治

療後とも昼間の方が夜間より有意に大であった

(pく0.05, pくO.oi)c夜間脈拍数は治療前(辛

均67回/分)において治療後(平均58回/分)

Fig 2　The mechanism ofhypertension in

obstructive sleep apnea syndrome

より大であった(pくO.oi)c

考　　　　　察

本例は、高度の口蓋扇桃肥大による気道狭窄

に肥満を合併した閉塞型睡眠時無呼吸症候群で

ある。血圧日内変動は治療前において、夜間収

縮期血圧が昼間収縮期血圧より有意に高く、治

療後には、夜間収縮期血圧が昼間収縮期血圧よ

り有意に低くなった。また夜間脈拍数は、治療

前の脈拍数が治療後より多かった。

睡眠時無呼吸症候群における循環器系の合併

症としては、高血圧、狭心症、不整脈、右心不

全等が知られている。 Guilleminaultらによる

と本症候群の60%に高血圧の合併がみられ、そ

の原困は、交感神経の緊張元進によると説明さ

れている1,3)。睡眠時の周期性、反復性無呼吸

は低酸素血症、高炭酸血症、アシド-シス等を

きたす。低酸素血症は頚動脈洞および大動脈に

存在する化学受容体を刺激し、延髄の血管運動

中枢を介して交感神経活動を高める。また低酸

素血症は局所の血管拡張作用ももっており、高

血圧状態での全身血流の再分布にも影響を与え

ている4)。高炭酸血症は脳幹部に存在する化学

受容体を刺激し、同様に延髄の血管運動中枢を

介して交感神経の緊張を高める。この他、低酸

素血症、高炭酸血症により睡眠中に頻回に覚醒

が起こり、これも交感神経の緊張を元進させる

原因となる(Fig.2)c　睡眠中の一過性、反復性

の高血圧が昼間の持続性の高血圧をきたすかど

うか、あるいはその機序については一定の見

解はないが、交感神経系の頻回の活動元進が高

血圧進展に寄与している可能性が考えられてい

る3)0

本症例の血圧は高血圧レベルになかったが、

年齢が若いことと羅病期間が短かったことが関

与していると思われた。

本態性高血圧症と本症候群の関与については、

本態性高血圧症に高率(20-50%)に本症候群

が合併しているとの報告がある5-7)しかし逆

に年齢や肥満ほど独立した関連性は認められな

いという報告もあり8)、一定の見解は得られて
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本症候群の血圧日内変動については、夜間血

圧の周期的上昇がいわれて以来9) 、主に閉塞型

睡眠時無呼吸症候群について、昼間に比し夜間

の血圧が上昇することが報告されている　Motta

らは夜間高血圧が気管開口術後改善されたと報

告し10)、田代らは治療前後の夜間睡眠中と日

中覚醒時の尿中ノルアドレナリソを調べ、夜間

高血圧の発生機序について考察している11)

一方、高齢者では夜間低血圧がみられたという

報告もある12)原因として、胸腔内陰圧の増

加により拡張終期容量が増え、駆出率が減少し、

心抽出量が低下する可能性と、低酸素血症によ

り末梢血管床が拡張するにもかかわらず交感神

経系の機能低下のため代償反応がみられず、末

梢血管抵抗が減少する可能性が考えられている。

本症例では、昼間収縮期血圧に比較し夜間収

縮期血圧の有意な上昇がみられ、本症候群に特

徴的な夜間血圧上昇型の血圧日内変動を示した。

一過性の低血圧は認められなかった。治療後は、

昼間に比し夜間収縮期血圧の有意な低下がみら

れ正常者同様の夜間血圧下降型の血圧月内変動

を示した。これは、治療により睡眠時無呼吸が

消失し、酸素化が改善し、低酸素血症および高

炭酸血症が生じなくなり夜間の交感神経の緊張

克進がみられなくなったためと考えられた。こ

のことは、治療前の夜間脈拍数が治療後に比し

有意に多かったことからも示唆された。

お　わ　り　に

閉塞型睡眠時無呼吸症候群の一例において、

治療前後の血圧日内変動を携帯型24時間血圧計

を用いて検討した。治療前は夜間血圧上昇がみ

られたのに対して、治療後は夜間血圧下降がみ

られた。閉塞型睡眠時無呼吸症候群の夜間血圧

上昇には交感神経緊張の克進が関与していると

考えられた。
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A bstra ct

We had a patient with sleep apnea syndrome, whose drcadian variation of blood pressure showed an unusual

pattern that systolic blood pressurewas higher in the r心ghttime (22: 00-06: 00) rather than the daytime (06:

恥-22 : 00). With bilateral tonsillectomy and weight reduction, he was much improved from si喝p apn飽syndrome,

and arterial oxygen tension increased from 65. 0mmHg to 83. 3mmHg. His circadian variation of blood pressure

was also normalized and the h飽rt rate in the nighttime was much lowered. 'Thus, an unusual circadian variation

of blood pressure observed seemed to be associated with sympathetic activation triggered by hypoxia.


