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 睡眠障害は、心血管疾患の原因になるかも！ 
－ 皆さん、ぐっすり眠りましょう！ ― 

 

 今回の医学部 NEWS では、Nature に掲載された英文（ 2019 年 2 月 13 日 ）を紹介します。原題は『 How 

broken sleep promotes cardiovascular disease 』です。語数は 1049 語、医学部編入試では、標準的な長

さです。英文は、細部が少し読みにくい部分があるかもしれません。概要をつかむつもりで読み進めて下

さい。理想を言えば、40 分程度で大まかな内容を把握したいところです。原題の通り、睡眠が中断される

ことにより、心血管疾患が引き起こされる可能性があるという内容です。あと少しで、今年も受験シーズ

ンに入ります。受講生の皆さん、寝る時はぐっすり寝て、万全の体調で試験に臨んで下さい。 

 
＊ 英文 

 

  Most people have at some point echoed Macbeth’s complaint about the loss of “sleep that knits up 

the ravelled sleeve of care”. Sleep disorders, such as obstructive sleep apnoea (when breathing 

temporarily stops, causing both sleep disruption and lack of oxygen in blood) and sleep deprivation, 

have been associated with an increased risk of atherosclerosis and its harmful cardiovascular effects. 

Atherosclerosis is characterized by the formation of ‘plaques’ in arteries, as white blood cells enter the 

artery wall, take up cholesterol and other substances from the blood and trigger an inflammatory 

response. However, the mechanisms linking sleep disruption and atherosclerosis have been largely 

unknown. Writing in Nature, McAlpine et al. show that persistent sleep disruption causes the brain to 

signal the bone marrow to increase the production of white blood cells.  

 

  McAlpine et al. studied mice that were prone to developing atherosclerosis. The authors induced 

sleep fragmentation by moving a bar intermittently across the bottom of the animals’ cages during 

their sleep period, and compared these animals with animals that slept normally. They found that 
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mice with sleep fragmentation had more-severe atherosclerosis, which was paralleled by increases in 

the production of white blood cells in the bone marrow and in the numbers of monocytes and 

neutrophils — two types of white blood cell — in the blood. These effects were absent if the bar was 

moved when the mice were fully awake. Stress activates the sympathetic nervous system (which is 

associated with the ‘fight-or-flight’ response), and such activation increases the production of white 

blood cells and atherosclerosis in other experimental settings. However, the authors did not find 

evidence for a role of sympathetic activation in their setting. 

 

  Next, McAlpine and colleagues performed a systematic examination of sleep-regulating proteins in 

the hypothalamus, a part of the brain that controls metabolic responses in the body. They discovered 

that expression of the protein hypocretin (also called orexin) was markedly reduced in the 

sleep-disturbed mice, compared with the control mice. Hypocretin promotes wakefulness, and 

increases food intake and the activity of the sympathetic nervous system. Low expression of hypocretin 

has been seen in individuals with narcolepsy, a rare disorder that makes people fall asleep during the 

day. 

 

  McAlpine et al. observed that, like the mice with sleep fragmentation, genetically engineered mice 

unable to express hypocretin produced more white blood cells and had increased atherosclerosis 

compared with mice that were able to express hypocretin. Giving hypocretin to mice that had sleep 

disruption reduced white blood cell production and decreased the severity of atherosclerosis, 

suggesting that reduced hypocretin levels have a major role in atherosclerosis driven by sleep 

fragmentation. 

 

  Probing further, McAlpine et al. found that sleep disruption decreased hypocretin levels in the 

animals’ blood and bone marrow. This protein has two receptors in cells, one of which is highly 

expressed in the subset of bone marrow cells that gives rise to neutrophils. These pre-neutrophils 

responded to decreased amounts of hypocretin by increasing the production of colony-stimulating 

factor 1 (CSF-1), a protein that promotes the production of white blood cells from stem cells in the bone 

marrow. The authors also found that CSF-1 deficiency in bone marrow cells counteracted the 

increased production of monocytes and the accelerated atherosclerosis caused by hypocretin deficiency 

or sleep fragmentation. These results suggest that the reduction of hypocretin levels caused by sleep 

disruption stimulates CSF-1 production, and that this increases the production of monocytes and 

promotes atherosclerosis.  

 

  Although the hypocretin–CSF-1 pathway seems to be the major mechanism linking sleep 

fragmentation to the production of white blood cells and atherosclerosis, there are hints that other 

mechanisms could also be involved. For example, McAlpine et al. observed that CSF-1 deficiency in 

bone marrow cells did not reduce the elevated numbers of neutrophils in blood caused by hypocretin 

deficiency or sleep fragmentation. This suggests that other, CSF-1-independent, pathways increase 

neutrophil production during sleep disruption. Of note, neutrophils can contribute to the formation of 
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atherosclerotic plaques, even if their role is less important than that of monocytes. Furthermore, in 

addition to increasing monocyte numbers in blood, CSF-1 affects the artery wall directly, for example 

by stimulating the maturation of monocytes into macrophage cells. This influence of CSF-1 on artery 

walls might have contributed to the protective effects of CSF-1 deficiency in mice with sleep 

fragmentation. 

 

  McAlpine et al. observed a decrease in hypocretin expression and an increase in the production of 

white blood cells only after 12 weeks of sleep disruption. Although this might suggest that the brain 

undergoes structural changes that lead to loss of hypocretin-producing neurons, this possibility was 

not supported by the authors’ assessment of the number of dead cells in the hypothalamus. Narcolepsy 

can be caused by the loss of hypocretin-producing neurons, and one of the hallmarks of this disease is 

fragmented sleep. Together with the present study’s findings, which indicate that sleep fragmentation 

causes hypocretin deficiency, this suggests that a bidirectional relationship might exist between the 

two conditions. 

 

  Although sleep disruption did not affect the animals’ body weight, it reduced food intake, as 

expected when hypocretin levels are low. The maintenance of body weight despite reduced food intake 

implies that the mice used less energy. Given that hypocretin increases energy expenditure through 

signalling by the hormone leptin, these findings indicate that hypocretin deficiency might lead to 

reduced leptin signalling in mice that have sleep fragmentation. Moreover, white blood cell production 

is increased in leptin-deficient mice. This suggests that metabolic disturbances beyond those studied 

by McAlpine et al. might contribute to the increased production of these cells and the worsening 

atherosclerosis in mice with sleep disruption. 

 

  Study of the relationships between sleep disorders and metabolic and cardiovascular disorders is in 

its infancy. McAlpine et al. have uncovered a previously unknown mechanism that has possible 

therapeutic implications. The drug suvorexant, a blocker of hypocretin receptors, was approved in 

2014 for the treatment of insomnia. The present study raises the question of whether such therapies 

could have harmful cardiovascular consequences. Effects observed in mouse studies often do not 

translate well to humans, and suvorexant did not increase total white blood cell counts in one 

observational human study. Nevertheless, continued surveillance of people receiving this drug might 

be warranted. Future studies might further unravel the links between sleep disorders and 

cardiometabolic risk, and lead to new therapeutic strategies for treating these highly prevalent 

disorders. 

 
（‘How broken sleep promotes cardiovascular disease’, Nature, February 13, 2019 ） 

 
＊ 訳例 

 
  ほとんどの人は、過去のどの時点かで、「 気疲れでもつれた心の糸をすっきりと解きほぐしてくれる安
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眠 」が失われているというマクベスの愚痴と同じ不平を口にしたことがあるはずである。閉塞性睡眠時無

呼吸（ 閉塞性睡眠時無呼吸においては、呼吸が一時的に止まり、それにより、睡眠が中断され、同時に血

中の酸素が欠乏する ）や睡眠不足といったような睡眠障害は、これまで、アテローム性動脈硬化症および

その有害な心血管系作用のリスクの上昇と関連づけられてきた。アテローム性動脈硬化症においては、動

脈内における「 プラーク 」の形成が特徴的に見られる。つまり、白血球が動脈壁に入り込み、血中から

コレステロールをはじめとする物質を取り込み、そして、炎症反応を引き起こすのである。しかし、睡眠

の中断とアテローム性動脈硬化症を関連付ける機構は、その大部分が未だ分かっていない。Nature に寄稿

した McAlpine らは、睡眠の中断が継続すれば、脳が骨髄に白血球の産生を増大させるようシグナルを送

るようになることを示唆している。 

 
  McAlpine らは、アテローム性脈硬化症を発症しやすいマウスを対象に研究を行った。論文執筆者らは、

マウスの睡眠時にケージの底で棒を断続的に動かすことで、睡眠断片化を引き起こした。そして、これら

のマウスと正常な睡眠をとったマウスとの比較を行った。彼らは、睡眠が断片化されたマウスの方が、重

篤なアテローム性動脈硬化症を発症したことを突き止めた。また、それに並行して、骨髄内での白血球の

産生が増大し、また、血中における単球と好中球という二種類の白血球の数が増加した。こうした影響は、

マウスが完全に覚醒している時に棒を動かした場合には見られなかった。ストレスは交感神経系を活性化

させる（ 交感神経系は、「 闘争逃走 」反応と関連がある ）。そして、他の実験設定においては、そう

した活性化により、白血球の産生が増大し、アテローム性動脈硬化症も増える。しかし、論文執筆者らは、

交感神経活性が、自分たちが設定した状況において、一定の関与をしていることを示す証拠を見つけるこ

とはできなかった。 

 
  次に、McAlpine らは、視床下部に存在する睡眠を制御するタンパク質について体系的な検証を行った。

視床下部は、体の代謝反応を制御する脳内の部位である。彼らは、ヒポクレチン（ オレキシンとも呼ばれ

る ）というタンパク質の発現が、対照群のマウスと比べ、睡眠が中断されたマウスにおいて著しく低下し

たことを発見した。ヒポクレチンは覚醒を促進し、そして、食物摂取量を増やし、交感神経活性を高める。

ナルコレプシー患者においては、ヒポクレチンの発現低下がこれまでに見られている。ナルコレプシーは、

日中に睡眠に落ちる希少疾患である。 

 
  McAlpine らは、ヒポクレチンを発現できないよう遺伝子操作をされたマウスは、睡眠が断片化されたマ

ウスと同じように、ヒポクレチンを発現するマウスと比べ、より多くの白血球を産生し、そして、アテロ

ーム性動脈硬化症をより多く発症したことを発見した。睡眠が中断されたマウスにヒポクレチンを投与し

たところ、白血球の産生が低下し、そしてアテローム性動脈硬化症の重症度も低くなった。このことは、

ヒポクレチンレベルの低下は、睡眠断片化が誘発するアテローム性動脈硬化症に大きく関与することを示

唆している。 

 
  さらに研究を進めた McAlpine らは、睡眠の中断によって、マウスの血中および骨髄内のヒポクレチン

レベルが低下したことを発見した。このタンパク質は、細胞内に二つの受容体を持っている。その中の一

つは、好中球を生み出す骨髄細胞サブセットにおいて、高度に発現する。こうした好中球の前駆細胞は、

コロニー刺激因子 1（ CSF-1 ）の産生を高めることで、ヒポクレチンの量の低下に反応した。CSF-1 は、

骨髄内の幹細胞から白血球の産生を促すタンパク質である。論文執筆者らは、また、骨髄細胞における
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CSF-1 の欠乏は、ヒポクレチンの欠乏もしくは睡眠断片化が引き起こす単球の産生増大を抑制し、加速性

アテローム性動脈硬化症を緩和することを突き止めた。この結果は、睡眠の中断によって引き起こされた

ヒポクレチンレベルの低下は、CSF-1 の産生を促すこと、および、こうしたことが、単球の産生を増大さ

せ、アテローム性動脈硬化症を促進させることを示唆している。 

 
  こうしたヒポクレチン-CSF-1 経路は、睡眠断片化と白血球の産生およびアテローム性動脈硬化症を関連

付ける主要機構であるように思われる。しかし、他の機構が、また、関与している可能性も示唆されてい

る。例えば、McAlpine らは、骨髄細胞内における CSF-1 の欠乏が、ヒポクレチンの欠乏もしくは睡眠断

片化が引き起こす血中の好中球の数の増加を減少させることはなかったことを発見した。このことは、

CSF-1 に依存しない別の経路により、睡眠が中断された間、好中球産生が増大することを示唆している。

注目すべきは、好中球の役割は単球の役割よりは重要性においては劣るものの、好中球が、アテローム性

動脈硬化症のプラーク形成に寄与しているかもしれないということである。さらに、血中の単球の数を増

加させるだけではなく、CSF-1 は、動脈壁にも直接影響を及ぼす。例えば、単球がマクロファージ細胞に

成熟する過程を促すことによって、動脈壁に影響を及ぼすのである。CSF-1 が動脈壁に及ぼすこうした影

響が、睡眠が断片化されたマウスにおける CSF-1 欠乏の防御効果に寄与した可能性がある。 

 
  McAlpine らは、睡眠が中断されるようになってからわずか 12 週後に、ヒポクレチンの発現が減少し、

そして、白血球の産生が増大したことを発見した。このことは、ヒポクレチンを産生するニューロンを脱

落させるような構造的変化を、脳が受けることを示唆するかもしれない。しかし、こうした可能性に関し、

視床下部内の死滅細胞の数に関する論文執筆者らの評価による裏付けは得られなかった。ナルコレプシー

は、ヒポクレチンを産生するニューロンが脱落することにより引き起こされる可能性がある。そして、こ

の病気に見られる顕著な特徴の一つとして、睡眠断片化が挙げられる。睡眠断片化がヒポクレチンの欠乏

を引き起こすことを示す、この研究の発見結果と総合すれば、このことは、二つの状況の間には双方向性

の関係が存在している可能性があることを示唆することになる。 

 
  睡眠の中断が、マウスの体重に影響を与えることはなかったものの、食物摂取量は減少した。これは、

ヒポクレチンレベルが低下した場合に予想されることである。食物摂取量が減ったにも関わらず体重は維

持されたが、このことは、当該マウスが消費するエネルギーを減らしたことを意味する。ヒポクレチンは、

レプチンというホルモンによってシグナルを送ることでエネルギー消費を増加させることを考慮すれば、

これらの発見結果は、ヒポクレチンの欠乏により、睡眠が断片化されたマウスにおいて、レプチンによる

シグナル伝達が低下する可能性があることを示唆することになる。さらに、レプチンが欠乏したマウスに

おいては、白血球の産生が増大する。このことは、代謝障害が、McAlpine らが研究したものにとどまらず、

睡眠が中断されたマウスにおいては、白血球の産生増大に、そして、アテローム性動脈硬化症の重篤化に

寄与している可能性があることを示唆している。 

 
  睡眠障害と代謝障害および心血管障害の関係に関する研究は、まだ始まったばかりである。McAlpine

らは、これまで知られていいなかった機構を明らかにした。この機構は、治療との関連をもつ可能性があ

る。ヒポクレチン受容体拮抗薬であるスボレキサントが、2014 年、不眠症の治療において承認された。こ

の研究は、そうした治療が心血管系に有害な影響を及ぼす可能性があるのでないかという疑問を提起する。

マウスの研究において観察された効果が、ヒトには上手く当てはまらないことも多い。ヒトを対象にした
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ある観察研究においては、スボレキサントによって、白血球の総数が増加することはなかった。とはいえ、

この薬を服用する人を継続的に監視することが必要なのかもしれない。将来の研究によって、睡眠障害と

心血管代謝のリスクの関係が一層解明されるかもしれない。そして、これらの極めて有病率が高い疾患を

治療する新たな治療戦略がもたらされるかもしれない。 

 
                                      （ 白川 泰成 ） 

 

事務局より 

 

≪２０１９年度実施試験対応≫ 

 

【プレミアム講座のご案内】 

 

KALS レギュラー講座受講生、医学部編入試験を受験した経験のある一般生を対象とした ONE UP の講

座です。過去問分析や予想問題演習など、さまざまな講座をご用意しております。 

志望校選択、直前対策・ファイナルチェック、合格“確度”向上のためなど、各自のニーズに合わせた受講

が可能です。 

 

大阪大学対策／滋賀医科大学対策／山口大学対策／島根大学 物理・化学対策 

生命科学過去問分析（旭川医科大学、筑波大学、名古屋大学、島根大学、香川大学、 

愛媛大学、高知大学、長崎大学、大分大学、鹿児島大学）／英語長文時事問題対策／ 

英語過去問分析（旭川医科大学、群馬大学、浜松医科大学、島根大学、高知大学、 

愛媛大学、鹿児島大学）／文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301 

名駅校・新大阪校実施分については以下よりご確認ください。 

【名駅校】  https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301 

【新大阪校】 https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302 

 

 

【トップレベル「生命科学」「医学英語」テストゼミのご案内】 

 

基礎力の固まった方向けの実戦演習です。 

得点力、応用力を飛躍的に伸ばすのに好適なテストゼミですので、 

受験前の総仕上げとして活用ください。 

※お申込みに際しまして、受講条件があります。 

詳細・申込方法は、マイルームでご確認ください。 

 

「生命科学」（全５回） 

【DVD 講義】（名駅校・新大阪校）第１講視聴可能 （第２講以降は随時視聴開始） 

【WEB 通信講座】  第１講配信中 （第２講以降は随時配信開始） 

※ 【LIVE 講義（＋e 補講付）】（新宿本校）のお申込み受付は終了しました。 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302
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「医学英語」（全４回） 

【LIVE 講義（＋e 補講付）】（新宿本校） 4/21(日)15:30 より開講 

【DVD 講義】（名駅校）  5/2(木)より 視聴開始 

【LIVE 講義（DVD 補講付）】（新大阪校） 5/4(土)13:00 より開講  

【WEB 通信講座】  5/2(木)より配信開始 

 

 

【完成生命科学 ワークブック重要テーマ解説講義のご案内】 

 

完成シリーズ生命科学 ワークブックに関して、重要度の高い問題、質問が多かったものを中心に解説講義を 

いたします。講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

※2019 年実施試験対応講座 完成シリーズ「生命科学」受講生 限定 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk19 

 

 

【完成（冬）生命科学中間テスト】（80 分）実施のお知らせ 

※当テストは 2018 年 11 月実施のテストと同一問題です。 

 

＜新宿本校＞ 3/17（日） 14:00～15:20 

＜名駅校＞    配布中 

＜新大阪校＞  配布中 

＜WEB 通信＞ 問題発送済 

 

 

【第 3 回単語テスト】（20 分）実施のお知らせ 

＜新宿本校＞ 3/16（土） 13:00 

＜名駅校＞   3/16（土） 15:30 

＜新大阪校＞ 3/17（日） 12:00 

＜WEB 通信＞ 問題発送済 

 

 

【公開模試 申込受付中】 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://www.kals.jp/medical-trn/curriculum/tst/  

※第１回のお申込みは終了いたしました。 

※第２回のお申込み期限が迫っています（2019/4/5 (金)まで）。余裕を持ってお申込みください。 

 

 

【チュートリアルのご案内】 詳細は校舎掲示板またはマイルームにてご確認ください。 

 

「実戦生命科学中間テスト 解説講義」（90 分） 

＜新宿本校＞＜新大阪校＞DVD 視聴可能 

＜名駅校＞ 3/17（日）～DVD 視聴開始 

＜マイルーム＞ 3/20(水)  配信予定 

 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk19
https://www.kals.jp/medical-trn/curriculum/tst/


8 
 

 

「基礎復習テスト 生命科学１ 解説講義」 90 分 

「基礎復習テスト 生命科学２ 解説講義」 90 分 

「基礎復習テスト 生命科学３ 解説講義」 90 分 

「指数・対数の計算問題攻略」 120 分 

「完成生命科学（秋）中間テスト 解説講義」 90 分 

「基礎力判定テスト 解説講義（英語 90 分、物理／化学 各 60 分）」 ※生命科学の解説講義はありません。 

「受験校の選択」 90 分 

「出願書類の書き方」 90 分 

「第１回完成実力テスト解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分） 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

■□ 個別カウンセリング □■ 

下記より、各校舎カウンセリング日程をご覧いただくことができます。 

※ご予約方法は校舎によって異なります。 

※次月分は毎月 25 日頃、決定分より順次予約受付開始となります。 

 

【新宿本校】 https://school.kals.jp/student-shn/blog/28701  

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/28711 

【新大阪校】https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns 

 
 

◎WEB カウンセリングについては以下よりご確認ください。 

https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf 

 

 

◆個別カウンセリングを受ける際、通学・通信問わず個人登録シート（受講生カード）が 

 必要です。 ご提出がまだの方は、お早めにご提出ください。 

 

https://school.kals.jp/student-shn/blog/28701
https://school.kals.jp/student-mk/blog/28711
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

