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勤労者では月曜午前に ダブルプロダクト が上昇する 

- 今後の仕事のあり方を考える - 

労災病院等医学研究: 職場高血圧に関する調査研究の報告 

      旭労災病院 病院長 木村玄次郎 

 

１ はじめに 

 働く人たちが、月曜日の午前中に心

血管事故の発症が多いことは知られ

ていますが、これまでその原因などに

ついては不明でした。 

 当機構ではこの原因を解明すべく、

平成 26 年度から 3 年間にわたり、旭

労災病院を中心に全国 29 の労災病院

において「職場高血圧に関する調査研

究」に取り組んできました。 

 今般、勤労者の月曜日の午前中（仕

事中）にダブル・プロダクト【Ｗ-Ｐ：

収縮期血圧×脈拍数（心血管事故に直

結する新しいリスク）】が上昇するこ 

 

 

とが明らかになり、平成 29年 3月 22

日に中京地区の報道機関及び厚生労

働省記者クラブ等に発表いたしまし

た。 

 本紙において、研究の概要と成果等

についてご紹介させていただきます。 

２ 研究の要約 

 脳卒中や心筋梗塞などの心血管疾

患は、月曜日の午前に頻発する事実は

古くから認識されていました。一方、

高齢者や入院患者では、このような特

徴が認められないことより、仕事と関

連している可能性が推定されていま

した。高血圧が心血管疾患を発症させ



る強力なリスクであるから、月曜午前

の仕事中に血圧が大きく

るはずではないかと推定し、研究を行

いました。予想に反し、血圧

前に上昇する傾向は認めませんでし

たが、収縮期血圧と心拍数の積である

ダブルプロダクト (W-P) 

昇する事実を発見しました。

心臓の仕事量、酸素消費量に相当する

ことから、最近では血圧以上に強力な

心血管リスクと考えられつつある指

標です。この発見から、

W-P 上昇が心血管事故に直結してい

る可能性が推定され、勤労者の月曜日

の仕事のあり方を再考する契機にな

ればと考えました。 

3 研究の対象と方法について

 研究にあたって、既に本態性高血圧

症と診断され、月曜から金曜の週日の

日中のみ仕事をしている勤労者

しました。（休日 (土日) 

事する方は含まず、血圧については降

圧薬を変更せずに安定している

対象としました。） 

 研究方法は、血圧と心拍数

金曜日と休日 (土曜または日曜

3日間でランダムに1日 4

時、午前 10 時、午後 4 時、眠前

定しました。測定にあたっては、

中は測定時刻の前後 1時間以内

時は起床後 1時間以内で

せ朝食や薬剤服用前。入眠時は、入浴

やアルコール摂取 1 時間以上後と

るなどの条件をつけました

 測定した血圧と心拍数は

でその都度自動的にデータセンター

へ転送されるようにしました

4 結果について 

 今回の研究で得られた

(男性 1114 名、女性 93 名、

51 歳) の活動的な勤労者集団
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今回の研究で得られた 207 症例 

名、平均年齢

の活動的な勤労者集団の収縮

期血圧や拡張期血圧には週間リズム

や日内リズムに、有意差

せんでした。一方、心拍数およびダブ

ルプロダクト (W-P = 

心拍数)には有意な交互作用を認め

した (図 1参照)。特に

リズム (月曜に高い)と日内リズム

(午前 10 時に高い) に有意な交互作

用を認めました。 

(Kimura G, et al: Increased double 

product on Monday morning during 

work. Hypertens Res 40, 671

2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 おわりに 

 なぜ月曜日の午前中に集中して心

血管事故を起こすのか、これまで不明

でした。今回の研究結果はＷ

臓の仕事量や酸素消費量に相当）の増

加が心血管事故に関与することを示

唆しています。月曜午前中は、休み明

けからダッシュして１週間のスケジ

ュールを進めていかねばならないと

いうストレスが、Ｗ-Ｐを上昇させる

ものと考えられます。もしかするとプ

レミア・フライデー以上に、月曜日の

仕事量抑制を行うことが勤労者の心

血管事故を予防し、ＱＯＬ（クオリテ

ィ・オブ・ライフ）を改善する上で重

要であるかもしれません。
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旭労災病院まつりの開催について 

 

１０月２８日土曜日、旭労災病院ま

つり「第５回健康チャレンジ」を開催

しました。当日はあいにくの天気にも

かかわらず、総勢２２２人のたくさん

の近隣の皆さんにご参加いただき、盛

況のうちに終了いたしました。 
毎年恒例の「骨密度測定」「血糖測

定」「手洗いチャレンジ」「乳がんを知

ろう」などの企画に加え、今年の新企

画「足の健康チェックとプロが教える

足のお手入れ術」「まつりでヨガ入門」

「転倒予防のチェック＆体操」などバ

ラエティに富んだ内容でした。外部講

師によるヨガ入門は、身が軽くなった

と喜びの声をいただきました。足の健

康チェック（フットケア）は、大盛況

で待ち時間が長くなりましたが、多岐

にわたるチェックと念入りなマッサ

ージに感謝と賞賛の声をいただきま

した。ペッパー君も登場して、あさぴ

ーと一緒にまつりを盛り上げてくれ

ました。 

今年の目玉企画「病院カレーを食べ

よう！」のコーナーでは、実際に病院

で調理したカレーを皆さんに食べて

いただきました。ほうれん草が入って

いるなど具材が豊富で好評でした。お

子様用に辛くないカレーも用意しま

した。 
子供向け企画コーナーでは、ナース

服やその他様々な仮装をして写真を

撮ったり、昔なつかしいコリントボー

ルで遊んだりと、小さなお子さん達の

楽しそうな笑顔をみることもできま

した。射的コーナーでは年齢を問わず

喜んでいただけました。 
ご参加の皆さん、どうもありがとう

ございました。来年も新しい企画を取

り入れ、更にパワーアップした内容で

楽しんでいただけるよう計画してま

いります。ご家族やお友達をお誘いの

上、ぜひお越しください。 

（病院まつり実行委員長） 
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腸内フローラのお話 

消化器科主任部長 
小笹 貴士 

1) 腸内フローラとは？ 

私たちの腸内には多種多様な細菌が

生息しており最近の解析では 1000 種

類、100 兆個以上の細菌が生息してい

るともいわれています。人の細胞が約

37 兆といわれていますから、その多

さは想像を絶します。こうした腸内細

菌の重さは約 1.5kg にも達します（ち

なみに成人男性の肝臓や脳みその重

さが 1.5kg 程度です）。このような腸

内細菌群が織りなす生態系がまるで

お花畑 ([英]flora) の様にみえるこ

とから『腸内フローラ』と呼ばれます。 

 

2) 腸内細菌の種類 

腸内細菌は主に 3 種類に分類されま

す。腸内フローラの理想的なバランス

は、善玉菌：悪玉菌：日和見菌＝２：

１：７といわれていますが個人差があ

ります。 

 

3) 腸内フローラと疾患の関係 

腸内の環境は喘息などのアレルギー

疾患や、潰瘍性大腸炎などの消化管疾

患、糖尿病、リウマチ疾患、精神神経

疾患、動脈硬化、大腸がんなど様々な

疾患と深く関わっていることが次第

に明らかになってきています。その腸

内フローラですが加齢や、食事(お肉

中心の食事、ファストフード)、抗生

物質等の薬物摂取、仕事や生活でのス

トレス、感染症などの病原微生物など

でバランスが崩れてしまします。 

 

4) 腸内フローラを整えるには 

特殊な事をする必要はありません。ま

た、魔法の薬もありません。善玉菌が

好きな食物繊維や発酵食品を摂取し、

悪玉菌の好む肉の多い食事を控えた

り、適度な運動を行い、ストレスをた

めないといった生活改善が大事です。 

 

5) 最後に 

巷では様々な情報があふれています

が腸内細菌についてはまだまだわか

らないことだらけです。「これさえや

っておけば大丈夫」といったようなキ

ャッチフレーズには飛びつかないよ

うにしましょう。また、知り合いがや

っていて調子が良い健康法が必ずし

も自分にあっているとは限りません。

いろいろ試してみて「自分に合った方

法」を見つけ「バランス良く継続する

こと」を心がけましょう。 

 

診療トピックス 

 

種類 はたらき 代表的な菌 

善玉菌 

(ヒトに良い働きをする菌の総

称) 

・ビタミンを合成 

・感染症を引き起こすウイルスや病原菌を撃退 

・免疫力アップ 

・腸の運動を促す 

・ビフィズス菌や乳酸菌などは腸内を酸性に傾かせ悪玉

菌の嫌いな環境をつくり出す 

・ビフィズス菌 

・乳酸菌 

・麹菌 

・酵母菌 

・納豆菌 

悪玉菌 

(ヒトに悪い働きをする菌の総

称) 

・腸内のタンパク質を腐敗させる 

・アンモニアや硫化水素、アミン、インドールといった

有害物質をつくり出す(癌や生活習慣病の原因物質) 

・ウェルシュ菌 

・ブドウ球菌 

日和見菌 

(どちらにも属さない菌の総称) 

・優勢な方に味方 ・バクテロイデス 

・大腸菌 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

院内コラム 

～新棟住民説明会について～ 
平成 29 年 7 月 3 日（月）に近隣

の皆様へ新棟工事についての住民

説明会を 2部制にて開催しました。

当日は「コンパクトで骨太の新病

院」のビジョンの基に、平成 31 年

5 月新病院オープン、平成 32 年 5

月全体竣工までの流れ等について

説明をいたしました。ご出席頂いた

皆様からは、「新病院の機能面」や

「工事の安全面」「交通問題」「騒音

問題」など多岐にわたりご質問を頂

き、病院としてご回答をさせていた

だきました。 

 この先も、近隣の皆様にご迷惑を

かけることなく、地域の皆様に愛さ

れる新棟建設に向け努力してまい

ります。更なる診療機能の向上を図

り、「コンパクトで骨太の病院」が

生まれ変わるのを是非ご期待下さ

い。 

～病院機能評価受審について～ 
平成 29 年 8 月 30 日（水）、31 日

（木）の 2日間、当院は病院機能評

価資格更新に伴う訪問審査を受審

しました。 

病院機能評価とは、日本医療機能

評価機構が第三者の立場で、組織全

体の運営管理および提供される医

療について評価を行い、病院の位置

付けや問題点を明らかにします。こ

のことにより、病院の更なる改善活

動を推進し、病院体制の一層の充実

や医療の質を向上させることがで

きます。 

当院は平成 23 年 7 月受審後の更

新のための受審となることから、病

院機能を改めて見直し、より良い医

療の提供に繋げることができる貴

重な審査となりました。 

 

 

 

電車・バスで来院される方へ 

詳細は当院ホームページをご参照ください。 

■名鉄 瀬戸線 

旭前駅 からタクシーで 約 5 分（約 1.8km） 
印場駅 からタクシーで 約 7 分（約 2km） 

印場駅から、旭労災病院バスをご利用頂くと便利です。

■名古屋地下鉄 東山線 

藤が丘駅 からタクシーで 約 15 分 

藤が丘駅から、旭労災病院バスをご利用頂くと便利で

す。 

■名古屋市バス 志段味巡回・藤丘 12 

■志段見巡回系統・・・旭労災病院バス停 から約 200M
■藤丘 12 号系統・・・東尾張病院南バス停 から約 300M
■尾張旭市営バス（あさぴ一号）西ルート 

旭労災病院バス停（病院入口） 
労災病院口バス停（病院前院外薬局横） 

 

 
病院までのアクセス 


