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1.はじめに 

脳血管疾患と虚血性心疾患を含む循環器疾患は日本の

主要な死因の 1つであり，特に高齢者の発症率が高い。循

環器疾患の危険因子として，「高血圧」「高脂血症」「喫煙」

「糖尿病」の 4つが挙げられる。中でも「高血圧」は循環

器疾患の発症やそれに伴う死亡に対して，他の危険因子よ

り高い発症率を示すといわれている。また，これらの死亡

は，起床時前後や午前中に発生することが多いことがわか

っており 1)2)，早朝高血圧を抑制することが住環境の面か

ら見た予防において重要といえる。 

筆者ら 3)は，脳卒中死亡率が高い地域における住環境を

把握するための調査研究を実施し，調査地域にて広く被験

者(65歳以上の高齢者)を募り，日々の温熱環境や家庭内血

圧を計測する訪問調査をデザインした。ここでは，調査よ

り得られた結果を用いて，高齢者の家庭内血圧と居間と寝

室で曝露される温度との関連を分析したので紹介する。 

 

2. 調査概要 

2.1 血圧と温度の測定 

調査対象地域は，山形県郡部の 3地域(酒田市旧八幡町，

鶴岡市旧羽黒町，朝日町)である。暖房時の温熱環境を把

握するため，55世帯(旧八幡町 20世帯，旧羽黒町 15世帯，

朝日町 20 世帯)を対象として，2015 年 1 月～2 月のうち

の一週間，訪問調査を行った。 

測定項目は，居間の床上 1.1m・床上 10cm，寝室・脱

衣所・便所・外気の温度，居間の床上 1.1mのグローブ温

度である。これらを 10 分間隔で連続測定した。同時に，

起床時と就寝前の血圧を，血圧計により被験者自ら測定し

記録することを依頼した。血圧測定は，測定ガイドライン
4)に準じて実施するよう指示した。 

2.2 被験者の属性 

被験者は男性(39名，女性 16名)が多く，朝日町には比

較的女性の被験者が多い。年齢は 65歳～88歳の範囲にあ

る。高血圧の薬を服薬している被験者は 25名おり，通院

歴を有する被験者も散見される。また，半数程度の被験者

が週に 1 回以上飲酒し，そのうち，週に 4 回以上の被験

者が半数以上いる。 

健康診断時の血圧記録が閲覧できた被験者の収縮期(最

高)血圧と拡張期(最低)血圧を尋ねた。病院などでの測定値

において，収縮期血圧が 140mmHg 以上または拡張期血

圧が 90mmHg以上の場合，高血圧と診断される。高血圧

に該当する被験者は 13名であるが，それに伴い服薬して

いる被験者が多い。最高血圧が 150mmHg 以上であるが

服薬なしの被験者が朝日町に 2名いる。 

 

3．調査結果の概要 

3.1 温熱環境のグレード 

各点の時刻別平均温度より温熱環境を総合的に評価す

るために吉野の評価法 5)を用い，1(劣)～5(優)の 5 段階で

評価した。グレード 4.0 以上も数件見られるが，大半が

3.0前後である。各地域のグレードの平均値は朝日町3.2，

旧八幡町 2.9，旧羽黒町 2.8であり，30年前に実施してい

る同様の調査時 6)の平均値(2.7)とほぼ同程度であった。 

住宅の温熱環境グレードに地域差があるかを検討する

ため，Kruskal-Wallis 検定により分布が同一か否かを検

定したが，有意な差は確認できない。また，検診時血圧の

地域性も有意な差は認めらないため，ここでは，55 名の

被験者のデータを用いて分析する際には，全ての地域をま

とめて扱うこととする。 

3.2 積算曝露温度と起床時の収縮期血圧 

王ら 7)や伊香賀ら 8)は，起床時の血圧は就寝時の寝室温

度に影響することを示唆している。睡眠中は副交感神経が

優位な状態に移行し，拡張期血圧や心拍数が最低値(基底

血圧)を示すといわれている。早朝に血圧が上昇する程度

は，基底血圧からの上昇分で測ることができるとされるが，

大凡，この基底血圧は覚醒前 4 時間から 2 時間程度の時

間帯に見られる。図 1に示すような王らの 20歳代の被験

者実験では，就寝時の曝露温度が異なる(10℃と 25℃)と，

起床後の血圧に 20mmHg程度の有意な差があることを示

した。実際に住宅においても，温度が低い環境に曝露され

て就寝することが，早朝高血圧に関連する可能性があり，

興味深い知見である。 
 

 
図 1 収縮期血圧の上昇率の時間変化 7) 

 

そこで，筆者らは，就寝時の寝室温度に着目し，寝室温

度の午前 2 時から 6 時までの時間積分を積算曝露温度と

定義する。図 2に例として，2名の被験者の測定期間すべ

ての寝室の温度変化を示す。積算曝露温度が低いことは，

就寝時に低温に曝されていることを代表している。 

図 2(a)では，積算曝露温度が低いが，血圧測定時の居間
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温度は 20℃程度の日が含まれている。起床時の血圧は全

体的に高く，測定時の温度よりも寝室の温度との関連が示

唆される。図 2(b)では，積算曝露温度，居間温度ともに極

端に低く，血圧が極めて高い。いずれの被験者においも，

室内温度のみで起床時の血圧上昇を説明できる訳ではな

いが，温熱環境との関連性が窺える結果である。 
 

 (a)被験者 A 

 
 (b)被験者 B 

 
図 2 積算曝露温度等と起床時の収縮期血圧 

 

3.3 積算曝露温度と居間温度 

図 3に積算曝露温度と居間温度(血圧測定時)，居間の明

け方最低温度の関係を示す。各点はデータに欠落のない全

ての被験者宅の計測データであり，測定期間の平均値を用

いている。図を見ると，積算曝露温度は居間の各種温度と

の関連が強いことがわかる。本論文の範囲ではあるが，決

定係数(R2)は明け方最低温度の方が大きく，積算曝露温度

との関連が相対的に強い。また，積算曝露温度が 20℃h

程度付近で，居間温度の幅が大きくなっている。これは，

寝室で曝露温度が低い環境で就寝し，起床後の血圧測定時

にはある程度高い温度で過ごす場合があることを示して

いる。血圧測定時の居間温度がある程度高くとも，寝室温

度が低ければ，血圧が高くなる可能性は図 2(a)の被験者で

示唆されており，寝室温度への配慮が必要となる。 

3.4 起床時の収縮期血圧と居間・寝室の曝露温度 

収縮期血圧を従属変数，年齢と居間温度(血圧測定時)，

寝室の積算曝露温度を独立変数とする重回帰分析を行っ

た。血圧値と温度は 7日間の値を用い，降圧剤の服薬がな

く糖尿病や不整脈などの疾患を有さず，かつ飲酒歴がない

被験者 10名を対象とした。表に結果を示すが，独立変数

の多重供線性は統計的には認められない。居間温度と積算

曝露温度のいずれも，低下するほど有意に収縮期血圧が上

昇する傾向が確認できる。標準化回帰係数は居間温度より

も積算曝露温度の方が大きいため，血圧変動に対して積算

曝露温度の影響が相対的に大きいと判断できる。 

4．まとめ 

高血圧と関連する住宅の温熱環境の特徴を分析した結

果，起床時の血圧上昇は，血圧測定時の曝露温度のみなら

ず，就寝中の寝室温度も影響する可能性が示唆された。こ

の知見から判断すると，今後の住環境整備に際して，寝室

についても優先的に改善すべきであるといえる。 
 

 
図 3 居間温度と積算曝露温度との関係 

 

表 重回帰分析の結果 
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