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総説（循環器病予防総説シリーズ28：要因編13）

精神疾患と循環器疾患
堤

明 純＊1

Ⅱ．循環器疾患発症もしくは死亡の要因として

Ⅰ．は じ め に
本稿では、循環器疾患の要因としての精神疾患に

の精神疾患

ついて検討した国内の代表的研究をレビューし、わ

1 ．循環器疾患発症に関する報告

が国の研究の到達点を示すことを試みた。循環器疾

抑うつと脳血管疾患および虚血性心疾患発症との

患の要因としての精神疾患の寄与には、大規模なメ

関連が地域住民を対象として検証されている13）。茨

タアナリシスを含め、すでに多くの知見の集積があ

城県協和町の男女住民901人（年齢40−78歳、平均

る。統合失調症、双極性障害、大うつ病性障害の重

年齢57歳）に、1985年10月に循環器健診機会を利用

度の精神疾患患者は、心血管疾患および心血管疾患

した調査で、Zung の抑うつスケール（Zung Self-

関連死亡のリスクが高いことが示されている1）。こ

Rating Depression Scale: SDS）14）を用いて抑うつ

のほかにも、PTSD2）、不安 3）、自閉症スペクトラ

の程度が評価された。対象者のうち、脳血管疾患お

ム と心血管疾患もしくはその危険因子との関連が

よび虚血性心疾患の既往のない879人（女性568人、

検討されている。修正可能な因子として、抑うつ

男性311人）が1996年末まで追跡された（平均追跡

は、冠血管疾患5）、心血管疾患6）、脳血管疾患7）等の

期間10.3年）
。

4）

疾患との関連がよく検討されており、最近では、抑

脳血管疾患は、旧文部省研究班の診断基準等に基

うつ症状と心血管疾患発症の関連について、個別被

づいて、急激に発症し24時間以上継続する脳局所機

験者データ（Individual Participant Data: IPD）を

能の障害として定義され、一過性脳虚血発作は含ま

用いた検討もなされている8）。また、循環器疾患の

れなかった。さらに、CT 所見等に基づき病型分類

臨床領域では、高頻度に抑うつ状態や不安が併存す

がなされた15）。抑うつは、SDS の合計得点の 3 分位

ることから、これら精神疾患の循環器疾患の予後に

（≦30, 31‑34, ≧35）をもちいて、下位13得点（低

対する影響について多くの臨床研究が行われてい

得点群）に対する相対危険度が Cox 比例ハザード

る9）〜11）。しかし、これまでのところ、日本人を対象

モデルを用いて算出された。

とした研究は少ない。本稿では、レビューの対象と

69例の脳血管疾患の発症が把握された。脳血管疾

する精神障害として、海外における研究数も多く、

患発症の相対危険度は抑うつの程度が強いほど高い

わが国でも高頻度の疾患として、抑うつと不安

ことが観察された。低得点群に対する、最上位13

を

12）

取り上げた。怒りなどの情動は除外した。

得点の群（≧35）の、性、年齢を調整した相対危険
度は2.0（95％信頼区間1.1‑3.6）
、BMI、収縮期血
圧、血清コレステロール、 1 日平均飲酒量、喫煙、
降圧剤服用、糖尿病の有無を調整後の相対危険度は
1.9（1.1‑3.5）であった。病型別に解析すると、抑
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うつと脳血管疾患発症の関連は、脳梗塞で強く、低
得点群に対する最上位13得点群の性・年齢調整後
相対危険度は3.0（1.3‑6.6）で、出血性脳血管疾患
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との関連性は明らかではなかった（0.9, 0.3‑3.1）。
フルペーパーではないが、上記の枠組みで虚血性
心疾患の発症について報告されている16）。旧厚生省
研究班の診断基準

（0.4‑6.2）、4.0（0.4‑14.3）
、3.9（0.1‑21.2） で
あった。
やはり地域在住の高齢者において、精神症状と死

により、21人の虚血性心疾患の

因別死亡との関連が、7.5年間の前向き研究で検討

罹患が確認された。SDS 低得点群に対して、最上位

されている21）。高知県大月町在住の65歳から84歳の

13得点群の性、年齢を調整したハザード比は7.1

高齢者を対象として、健康状態と生活状況に関する

（2.0‑25.7）で、BMI、収縮期血圧、血清総コレス

質問紙調査が1991年 2 月に実施された。対象人口は

テロール、飲酒、喫煙、降圧剤の服用、糖尿病の既

1,494人で、1,377人が調査に参加した。このなか

往を調整しても、この関連性は変わらなかったとさ

で、980人（平均年齢72.0±5.4）が GHQ-30に回答

れている。

した。GHQ-30では、過去 2 − 3 週間の精神的な問

17）

2 ．循環器疾患死亡に関する報告

題の有無が 4 件法（0‑1‑2‑3）で尋ねられ22）、本研

地域の高齢者を対象として抑うつと死亡の関連性

究では、因子分析によって、0.5以上の因子負荷量

が検討され、その中で循環器疾患死亡に対する抑う

を有する項目の組合せで、抑うつ、無気力活力低

つの影響も観察されている 。北海道日高地区の60

下、不安の 3 つの因子が抽出され、解析に用いられ

歳から74歳の住民計2,623人が、1990年の住民台帳

た。

18）

を用いて系統抽出法を用いて抽出された。当該地区

身体機能の低下が高齢者における精神症状と死亡

の60歳から74歳の住民12,038人の22％からなってい

の関連を媒介する要因と考えられたことから、最終

た。1990年12月から1991年 1 月にかけて、全般的な

的に、ADL に障害を有する者と共変量に欠損の

健康状態、食生活、人間関係、治療中の疾患、抑う

あった者を除いた817人（女性500人、男性317人）

つ状態を含む質問票調査が行われた。

が解析対象となった。1991年 2 月から1998年 8 月末

抑うつは、日本語版 SDS を用いて測定された 。
19）

までに138人の死亡が確認された。死因は ICD-9に

当時の評価方法で、20問の項目に、 4 件法で測定さ

従ってコードされた。20人が脳血管疾患（ICD-9

れる抑うつの程度（「なし」 1 点、
「わずかに」 2 点、

codes 430‑438）で、26 人 が 心 疾 患（ICD-9 codes

「中等度」 3 点、
「深刻な」 4 点）の平均点が SDS ス
コアとされた。Okimoto らの分類に従い 、抑うつ
20）

390‑392, 393‑398, 401‑405, 410‑414, 415‑429, 440‑
459）による死亡であった。

無し（SDS スコア 2 点未満）、軽症−中等度抑うつ

抑うつは脳血管疾患死亡リスクの上昇と関連して

（SDS スコア2.00‑2.39点）、重症抑うつ（SDS スコ

いた。性、年齢、治療中の慢性疾患、習慣的な身体

ア2.40点以上）の 3 つの群に分けられた。1991年 1

活動、社会的ネットワークを調整した比例ハザード

月から、参加者の生死が定期的に追跡された。死亡

モデルで抑うつの標準スコア 1 単位当たりのハザー

が確認された場合、死亡診断書から死因が同定され

ド比（95％信頼区間）は2.04（1.17‑3.55）であっ

た。

た。女性において、抑うつは心疾患による死亡リス

2,166人（82.6％）が、解析に適した情報を提供
した。彼らの SDS スコアの平均は1.85であった。

クと関連していた（2.03, 1.17‑3.50）
。不安はいず
れの死亡との関連も観察されなかった。

虚血性心疾患を含む心疾患および脳血管疾患の死亡

確立した国際的な診断基準を用いた精神科医の診

率が、抑うつ無し群に比較して、抑うつ症状有で増

断面接によってうつ病が把握され、死因別死亡が検

加していることが観察された。心疾患の千人あたり

討された地域在住高齢者の追跡研究がある23）。対象

の死亡率（95％信頼区間）は、抑うつ無し、軽症−

は、1985年時点で新潟県東頸城郡松之山町在住の65

中等度抑うつ、重症抑うつ、それぞれの群で、3.5

歳以上の高齢者で、男性369人（65−91歳、平均

（1.2‑8.2）、12.0（4.4‑26.3）、11.6（2.4‑33.2）

73.6±5.9歳）と女性551人（65−96歳、74.3±6.7

で、脳血管疾患では、1.4（0.2‑5.1）
、6.0（1.2‑

歳）が参加した。

17.4）
、15.5（4.3‑38.8）であった。虚血性心疾患の

1985年から2000年までの研究期間において、毎年

みでの解析では、その死亡率の増加は小さく、2.1

7 月に高齢者用うつ病スクリーニングテストが行われ
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アウトカム

曝露要因

相対危険度a

調整要因

Ohira et al. 200113）

地域住民
男311人
女568人
平均57歳

平均10.3年

脳血管疾患発症

性、年齢調整ハザード比
全脳血管疾患
2.0（1.1‑3.6）
抑うつ
性、年齢、BMI、収縮期血圧、血清
多変量調整後ハザード比
SDS 得点≧35 vs.
総コレステロール、飲酒、喫煙、降
全脳血管疾患
1.9（1.1‑3.5）
SDS 得点≦30
圧剤治療、糖尿病
虚血性脳血管疾患 3.0（1.3‑6.6）
出血性脳血管疾患 0.9（0.3‑3.1）

大平ら 200416）

地域住民
男311人
女568人
平均57歳

平均10.3年

虚血性心疾患発症

抑うつ
SDS 得点≧35 vs.
7.1（2.0‑25.7）
SDS 得点≦30

地域住民
男1,023人
女1,143人
60‑74歳

人口千人あたりの死亡率（95％信頼
区間）抑うつ無し、軽症−中等度抑う
つ、重症抑うつの順に
心疾患
SDS 得点平均値
研究開始1990年12月
3.5（1.2‑8.2）、12.0（4.4‑26.3）、
心疾患死亡（虚血性 ＜ 2 ：抑うつ無し
より追跡終了1991年
11.6（2.4‑33.2）
心疾患を含む）
2.00‑2.39：軽症−中等
1 月から1995年 2 月
脳血管疾患
脳血管疾患死亡
度抑うつ
まで
1.4（0.2‑5.1）、6.0（1.2‑17.4）
、
≧2.40：重症抑うつ
15.5（4.3‑38.8）
虚血性心疾患
2.1（0.4‑6.2）, 4.0 （0.4‑14.3）
,
3.9（0.1‑21.2）

Takeida et al. 199718）

Yasuda et al. 200221）

地域住民
男317人
女500人
65‑84歳

Kawamura et al. 200723）

地域住民
抑うつ群5.8±4.6
男369人
（1‑15）年
平均73.6歳
死因別死亡
非抑うつ群8.5±5.1
女551人
（1‑15）年
平均74.3歳

平均7.5年

脳血管疾患死亡
心疾患死亡

備

考

性、年齢

脳血管疾患
抑うつ 2.04（1.17‑3.50）
不安
1.00（0.51‑1.96）
GHQ-30への回答結果を 心疾患
因子分析して得られた
抑うつ 0.68（0.39‑1.21）
抑うつ、不安
不安
1.55（0.89‑2.71）
心疾患死亡についての男女別解析
男性
0.65（0.37‑1.14）
女性
2.03（1.17‑3.50）

性、年齢、治療中の慢性疾患、習慣 抑うつ標準スコア 1 単位上昇あたり
的な身体活動、社会的ネットワーク のハザード比が求められた

相対危険（95％信頼区間）
Research Diagnostic
追跡 3 年目
Criteria を用いた精神科
1.91（1.01‑3.62）
医の面接で診断された、
追跡 4 年目
大うつ病と小うつ病
1.85（1.02‑2.32）

スクリーニングテスト陽性者、自殺
カプランマイヤー法による生存分析
企図を有する者、配偶者が死亡した
は、年齢調整を行ったうつ病群153
者、医療機関から退院した者、近隣
人と非うつ病群の382人の間で比較
での自殺に遭遇した者が精神科医面
された。
接を受けた。
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a：特に断りのない場合は、調整後ハザード比（95％信頼区間）
略語：SDS：Zung の抑うつスケール、GHQ：General Health Questionnaire
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た。スクリーニングツールとして、1985年は SDS が、

（ 1 −15年）、非うつ病群で8.5±5.1年（ 1 −15年）

1986年以降は Niigata University Self Rating Depres-

であった。2000年までにうつ病群、非うつ病群にお

sion Scale（新潟大学式うつ病自己評価尺度：NSDS）

いて、それぞれ、96人と365人の死亡が確認された。

が用いられた。NSDS は SDS に 5 問の質問が加えら

非うつ病群は69歳未満の割合が高く、うつ病群は85

れ、老年期うつ病のスクリーニングテストとしての有

歳以上の割合が高いという年齢分布の差が確認され

用性が検討されている 。SDS 得点率が60％以上、も

たため、各群のそれぞれの年齢層から無作為に解析

しくは、NSDS 得点が（100点中）60点以上の場合、

対象を抽出して、うつ病群と非うつ病群の年齢差が

うつ病の診断を確定するために、参加者は精神科医

調整され、各群の累積死亡率がカプランマイヤー法

の診断面接を受けた。各尺度得点が60点に届かなく

で推定された。1985年から2000年の研究期間中、年

ても、地域の医療機関の医師（内科医）もしくは保

齢調整後のうつ病群は153人、非うつ病群は382人

健婦に対して自殺企図を示した場合、もしくは、配

で、それぞれの群の生存者は 7 人と86人であった。死

偶者の死亡、医療機関からの退院、調査直近で近隣

因別の解析で、うつ病群は非うつ病群に比して脳血

で自殺事例を経験した場合は、診断面接を受けた。

管疾患による死亡リスク上昇が認められた。とくに、

Research Diagnostic Criteria

を用いて、大うつ

追跡 3 − 4 年目における相対危険（95％信頼区間）

病か小うつ病に該当するのかが評価された。大うつ

は、1.91（1.01‑3.62）、1.85（1.02‑2.32）で あ っ

病もしくは小うつ病と診断された対象者がうつ病

た。心疾患による死亡リスクも高い傾向が認められ

群、その他の対象者が非うつ病群と指定された。非

たが、統計学的に有意な関連性は見られなかった。

24）

25）

うつ病群とされた対象者が、後に、診断面接で大う
つ病または小うつ病と診断されれば、その年のうつ

Ⅲ．循環器疾患の予後因子としての精神疾患

病群に移された。すなわち、研究開始時にうつ病群

1 ．心血管疾患による入院患者の予後

とならず、その後、うつ病の発症が認められなかっ

心血管疾患による入院患者の予後に抑うつが与え

た対象者が非うつ病群とされた。うつ病と診断され

る影響が検討されている26）。大学病院に入院した心

た対象者には全員、うつ病の薬物治療が開始され

血管疾患（急性心筋梗塞、不安定狭心症、安定狭心

た。

症、心不全、不整脈、末梢動脈疾患）患者414人

研究参加者のうつ病の発症、死亡、他地区への移

（女性123人、男性291人、平均年齢64.9；17−90歳）

転は毎年調査された。生存が確認できない場合の帰

が連続サンプリングされ、退院後追跡された。死亡

結は、住民基本台帳で確認された。台帳が保存され

退院、認知症患者、調査票を完成できなかった者、

ていない場合は死亡診断書が参照された。調査時に

インフォームドコンセントの取れなかった患者は除

入院もしくは施設入所をしていた場合は移転者とさ

外された。検査所見を含む臨床症状は診療録から得

れた。移転者で、後の調査に再参加できた対象者は

られた。対象患者は、電話インタビューで追跡され、

生存者として追跡された。非うつ病群では、毎年の

情報収集時点での、入院、死亡の有無が把握された。

生存者を、その年度（ 7 月〜 6 月）の生存者と死亡

参加者の精神状態は、退院数日前に調査された。抑

者の合計で除して生存率を算出した。うつ病群で

う つ は Patient Health Questionnaire（PHQ-9）27）

は、追跡年毎に、生存者をその年度の生存者と死亡

を用いて評価され得点の10点以上が抑うつ有とされ

者の合計で除して算出し、うつ病が発見された年を

た28）。不安は Generalized Anxiety Disorder Ques-

追跡の初年度（ 0 年）とした。死因は人口動態調査

tionnaire（GAD-7）29）を用いて評価され、得点の10

票 ま た は 死 亡 診 断 書 で 確 認 さ れ た の ち、WHO-

点以上が不安有とされた。性、年齢、入院時診断、

ICD10で分類された。

既往歴（高血圧、糖尿病、脂質異常症）
、服薬情報、

15年間の研究期間中、158人がうつ病と診断され

BMI、血中脂質・糖、左室駆出率（LVEF）
、腎機

た（17.2％）。大うつ病が111人、小うつ病が47人で

能等が考慮され、Cox の比例ハザードモデルを用い

あった。うつ病群から55人、非うつ病群から167人

て、抑うつ、不安とアウトカムの関係が評価された

の移転者がいた。追跡期間はうつ病群で5.8±4.6年

（抑うつ、不安とともに、同時に評価された怒りの
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感情もモデルに組み込まれている）。
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家族、かかりつけ医、入院施設から収集した。

対象者中、抑うつの頻度は11.1％、不安の頻度は

主要アウトカムは、全死因死と研究組み入れ後最

6.0％であった。平均14.2か月の追跡期間中、 6 人

初に発生した心血管イベントの組合せとされた。心

の患者が死亡し、72人（うち55人は心血管疾患によ

血管死は、心筋梗塞、脳梗塞、その他の血管病変、

る）が、少なくとも 1 回入院した。抑うつは、心血

心不全もしくは確認された心臓突然死による死亡と

管疾患による入院もしくは心血管死亡（計56人）の

定義された。心血管イベントは、非致死性心筋梗

有意な予測因子（ハザード比 2.62, 95％信頼区間

塞、心不全による入院、不安定狭心症、冠動脈血行

1.13‑5.54）で、全入院もしくは全死因死亡（計78

再建、脳卒中、難治性不整脈、ICD 治療を必要とす

人）とも関連していた（2.07, 0.99‑3.96）
。不安を

る心室性不整脈、末梢血管疾患、解離性動脈瘤、大

有する患者は、そうでない患者に比べて、心血管疾

動脈瘤破裂からなった。性、年齢、および退院時点

患による入院もしくは心血管死亡増の傾向が観察さ

での NYHA 分類、左室駆出率、eGFR、糖尿病、高

れたが、統計学的に有意な関連性は認められなかっ

血圧、ICD 埋め込みの有無を調整した Cox 比例ハ

た（2.35, 0.77‑6.18） 。

ザードモデルを用いて抑うつとアウトカムの関連が

26）

大学病院への循環器疾患入院患者については、同

検討された。

様の研究が行われている30）。2006年 6 月から2008年

連続した1,523人の入院患者のうち、1,058人が本

4 月までに、大学病院の循環器病棟に入院した患者

研究に組み入れられた。このうち、質問調査に有効

において前向き研究が実施された。認知症、せん妄

回答があった505人（61±14歳、女性141人）が解析

および質問紙調査に回答することが難しい状態（意

に使われた。大うつ病と診断された 8 人が精神科医

識障害、集中治療中、その他生命に危険のある状態

によって抗うつ剤の処方を受けた。計109人（22％）

にある患者）は除かれた。左室収縮機能不全もしく

が抑うつ有と評価された。平均追跡期間38±15ヶ月

は顕著な左室拡張、うっ血性心不全に伴う左室拡張

の間に、92人の患者が主要アウトカムを呈した。主

機能不全、冠血管疾患、少なくとも中等度の右心室

要アウトカムの頻度は、抑うつ有の患者で高頻度で

拡張を伴う右心不全、中等度以上の三尖弁閉鎖不全

あった。抑うつは、主要アウトカムのリスク上昇と

症、肺高血圧症、左室肥大、（僧帽弁・大動脈弁）

独立して関連していた（ハザード比、95％信頼区

弁膜症と先天性心疾患、非虚血性心筋症からなる器

間：2.25, 1.30‑3.92）
。

質性心疾患および構造的な異常を伴わない不整脈も

抑うつのみならず不安が強い群で心不全患者の予

しくは伝道障害（上室性・心室性不整脈、洞不全症

後が不良であることが示されている 31）。前述の

候群、房室ブロック）が含まれた。

Suzuki らによる研究30）のサブスタディで、抑うつ

ほとんどの患者は入院後数日以内に心理的な質問

と不安の両症状を有する心不全患者の予後について

票を受け取った。入院当初集中治療が必要であった

検討がなされた。リクルートされた患者のうち、入

患者は、一般循環器病棟に移室後に調査を求められ

院時 NYHA2以上の221人の心不全患者が解析され

た。抑うつの評価は SDS で行われた。SDS の得点

た。ほとんどの患者において心理的検査は入院後 3

は最高100点（範囲25‑100）の SDS 指標に換算され、

日以内になされた。集中治療を受けた患者は一般病

心血管疾患を含む身体疾患を有する患者における擬

棟に移動後に検査された。抑うつの評価は、Zung

陽性が集中することを避けるため、SDS 指標60点以

の抑うつスケールが用いられ、疾患を有する患者に

上が抑うつ有と定義された。退院後、患者は外来も

おける擬陽性を除くことを考慮し60点以上を抑うつ

しくはかかりつけ医のクリニックで2010年10月ま

有とした。不安の把握には、状態不安を測定する

で、 1 から 3 か月間隔で診察された。ICD 埋め込み

State-Trait Anxiety Inventory（STAI）32）が使用さ

患者は、 3 から 6 か月の間隔でペースメーカー外来

れ、男性で40点、女性で42点以上を不安有とした。

において追跡された。ICD 埋め込みを必要とした心

対象患者は、退院後 1 から 3 か月の間隔で外来に

室性頻脈もしくは心室細動のエピソードのみが解析

おいて追跡された（41±21か月）。死亡した患者の

に組み込まれた。死亡した患者の情報は、診療録、

情報は、診療録、家族、かかりつけ医、最終入院施
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設から収集された。主要アウトカムは、全死因死

ない場合は外来担当医に患者の臨床情報が尋ねられ

亡、心不全の増悪もしくは難治性不整脈による退院

た。抑うつ症状は、日本語版 Center for Epidemio-

後最初の入院とされた。Cox の比例ハザードモデル

logic Studies Depression Scale（CES-D）で評価さ

を用いて、抑うつ単独、不安単独、抑うつと不安の

れ35）、16点以上で抑うつ症状有とされた。抑うつ症

重なりとアウトカムとの関連性が検討された。

状とエンドポイントの関連を評価するために Cox 比

対象患者のうち75人（34％）に抑うつ症状があ

例ハザードモデルが適用され、年齢、BNP に加え

り、126人（57％）が不安を有していた。このうち

て、共線性を除外後、単変量解析でエンドポイント

29人は抑うつのみ、80人は不安のみを有し、46人

と関連性が認められた心不全による入院の既往、服

（21％）の患者が両方の所見を有していた。追跡期

薬内容、収縮期血圧、ヘモグロビン値、eGFR 等の

間中に31人の患者が死亡し、38人が再入院した。抑

要因が交絡因子として投入された。

うつのみを有する患者、および、抑うつと不安の両

121人の患者が参加し、調査票に不備があるなど

方を有する患者は、症状のない患者に比べて、主要

で除外後の115人（女性30人、男性85人、平均65歳）

アウトカム（全死因死亡もしくは再入院）に至るリ

が最終的に解析された。27人（23.5％）が抑うつ症

スクが有意に増加していた。それぞれ、ハザード比

状有とされた。追跡期間の中央値は756日（四分位

（95％信頼区間）は、2.24（1.17‑4.28）、2.75（1.51‑

738−780日）であった。18人が、心臓死もしくは心

4.99）であった。抑うつおよび不安の両方の症状を

不全による入院をきたした。18人が非代償性心不全

有する患者は、症状のない患者に比べて、全死因死

で入院し、12人が死亡、うち 8 人が心臓関連死で

亡のリスクが増加していた（5.59, 2.84‑10.90）。

あった。抑うつ症状を有する群は、そうでない群に

性、年齢、心不全の重症度（NYHA）
、BNP、ICD

比べて、 2 年間での累積死亡もしくは入院率が有意

CRT-D の装着、左心室駆出率（LVEF）および腎機

に高かった（34.0％対10.4％）。調整後のハザード

能（eGFR）を調整しても、抑うつと不安の両症状

比（95％信頼区間）は、3.29（1.24‑8.70）であっ

を有する患者の主要アウトカム発症リスクは、統計

た。抑うつ症状は、心不全による入院および全死因

学的に有意であった（1.96, 1.00‑3.27）。

死亡と関連していた（それぞれ、3.36, 1.05‑10.70;
5.52, 1.65‑18.46）
。

2 ．心血管疾患による外来患者の予後
先に紹介した研究は入院患者を対象としていた

やはり大学病院受診者を対象として、循環器疾患

が、循環器疾患で外来通院中の患者を対象とした抑

で外来通院中の患者を対象とした抑うつの影響も検

うつの影響も検証されている33）。2006年の 7 月から

証されている36）。対象は、大学病院およびその関連

11月にかけて、大学病院外来に定期受診した心不全

2 病院の循環器外来を受診した日本人の患者で、病

患者が組み入れられた。担当医が組み入れを判断し

院間で異なるが2013年 3 月から2014年 3 月までにリ

た。組み入れの基準は、Framingham 基準

に従っ

クルートされた。認知症、せん妄、終末期を含む重

て心不全と判断された20歳以上の成人患者で、除外

症患者など質問紙調査に対応できない患者は除かれ

基準は、質問紙調査を完成できない身体機能の制限

た。1,544人の循環器疾患を有する患者が登録され

があるか、同意の得られない患者であった。対象患

た。冠血管疾患、弁膜症、先天性心疾患、非虚血性

者は中央値で 2 年間追跡され、かかりつけ医もしく

心筋症、肺高血圧症、大動脈疾患、末梢血管疾患お

は循環器内科医（外来担当医）から通常の治療を施

よびその他の血管疾患、構造的な異常を伴わない不

された。ベースラインで測定された抑うつ症状の評

整脈もしくは伝道障害（上室性・心室性不整脈、洞

価結果は、外来担当医にマスクされた。

不全症候群、房室ブロック）および高血圧症が含ま

34）

エンドポイントは、心臓死と心不全による入院の

れていた。抑うつは、PHQ-9得点の10点以上で評価

組合せとされた。副次アウトカムとして、心不全に

された28）。メインアウトカムは、全死因死亡もしく

よる入院と全死因死亡が設定された。エンドポイン

は冠血管疾患イベントと設定された。対象患者は、

トは診療録で把握された。初期アセスメントから 2

各病院およびかかりつけ医の外来で、 1 から 3 か月

年後に、患者もしくは家族に郵便で連絡し、返信が

の間隔で2015年12月まで追跡された。ICD 埋め込み
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（10.5％）、非抑うつ群で24人（2.6％）が心不全の

において追跡された。死亡した患者の情報は、診療

増悪により入院を要した（それぞれ100人年あたり、

録、家族、かかりつけ医、最終入院施設から収集し

6.7と1.6, p＜0.001）
。交絡要因調整後のハザード比

た。追跡不能患者は 6 人（0.4％）であった。

（95％信頼区間）は、2.41（1.14‑4.67）で、抑うつ

同意の得られた1,544人のうち、PHQ-9を回答し

状態は、心不全で外来通院中の患者の死亡、心不全

た1,453人（女性455人、平均年齢67±13）が本研究

悪化による入院の予後予測因子であることがうかが

に組み込まれた。PHQ-9では、81人（5.6％）が抑

われた。

うつ有と診断された。 2 人が大うつ病と診断され、

高血圧をはじめとして一般医家がフォローしてい

精神科医による加療を受けた。追跡期間中（平均

る外来患者を対象として抑うつ症状と予後との関係

584±80日）、85人（5.8％）の患者において、メイ

が、Japan Morning Surge-Home Blood Pressure

ンアウトカムが発生した。抑うつ無し群に比較して

（J-HOP）study のサブアナリシスとして行われた39）。

高頻度のメインアウトカムが抑うつ有群に認められ

J-HOP 研究40）では4,025人の患者（男性1,894人、平

た（4.64, 2.24‑9.09）
。抑うつは、心血管死亡、心

均64.7±10.9歳）が登録された。抑うつ症状は、

不全による入院、急性冠症候群および脳卒中による

Beck Depression Inventory（BDI）を用いて評価さ

入院とも関連していた。

れた41）。BDI スコアの平均値は9.2、中央値は 7 で

外来通院中の心不全患者を対象とした抑うつの影
響も検証されている 。対象は、前述の研究

あった。主要アウトカムは、全死因死亡と非致死性

でリ

心血管イベント（脳卒中、冠血管疾患および突然

クルートされた1,453人の循環器疾患を有する外来患

死、心不全および入院を必要とした血管疾患）とさ

者のうち American College of Cardiology Founda-

れた。疾患の発症は、少なくとも年 1 回診療録をレ

tion（ACCF）AHA Stage C もしくは D にあたる心

ビューすることで確認された。患者が医療機関を受

不全患者で質問紙調査を完了した976人（平均年齢

診していないときには、電話で本人か家族にインタ

66±13；女性260人）が、研究に組み込まれた。主

ビューを行った。本研究における臨床アウトカムの

要アウトカムは、全死因死亡、心不全の増悪による

確認は2014年 9 月から2015年 3 月にかけて行われ

追跡中の最初の入院とされた。抑うつと主要アウト

た。

37）

36）

カムの関連は、Cox の比例ハザードモデルで評価

解析は男女別に行われた。BDI≧16をカットオフ

された。多変量解析では、性、年齢、左心室駆出率

ポイントとすると、男性217人（11.5％）
、女性455

（LVEF）
、NYHA 機能分類、へモブロビン、アルブ

人（21.4％）が抑うつ症状有と判定された。追跡期

ミン、eGFR、服薬内容が調整された。対象患者は、

間中（平均47±24か月）に239人に主要アウトカム

各病院およびかかりつけ医の外来で、 1 から 3 か月

が記録された。男性において BDI≧16の抑うつ群

の間隔で2015年12月まで追跡された。ICD 埋め込み

は、そうでない群に比較して、主要アウトカムの頻

患者は、 3 から 6 か月の間隔でペースメーカー外来に

度が高く、年齢、BMI、飲酒習慣、現在の喫煙習

おいて追跡された。死亡した患者の情報は、診療録、

慣、高血圧、脂質異常症、糖尿病、虚血性心疾患と

家族、かかりつけ医、最終入院施設から収集した。追

脳卒中の既往が調整された Cox 比例ハザードモデ

跡不能患者は0.5％であった。抑うつは、PHQ-9から、

ルで調整後のハザード比は1.75（1.17‑2.64）で

2-item Patient Health Questionnaire（PHQ-2）38）に対

あった。外来収縮期血圧（10 mmHg 単位）
、尿中ア

応する 2 項目を抽出して、その得点の 3 点以上で評

ルブミン―クレアチニン比、BNP を調整したハザー

価された。

ド比は1.56（1.03‑2.36）であった。女性において

PHQ-2では、57人（5.8％）が抑うつと診断され

BDI≧16以上の群とそれ以外の群で主要アウトカム

た。中央値21か月（四分位18か月、22か月）の追跡

の頻度は変わらなかった（0.98, 0.59‑1.65）。外来

期間中、抑うつ群で 2 人（3.5％）、抑うつなし群で

収縮期血圧（10 mmHg 単位）
、尿中アルブミン―ク

14人（1.5％）が死亡した（死亡率は、それぞれ、

レアチニン比、BNP を調整したハザード比は1.00

100人年あたり2.2と0.9）。また、抑うつ群で 6 人
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（0.60‑1.67）であった。

研

究

対

Nakamura et al. 2013

26）

Suzuki et al. 2011

30）

Suzuki et al. 201431）

象

心血管疾患によ
る入院患者
女123人
男291人
平均64.9歳

心血管疾患によ
る入院患者
男364人
女141人
平均61歳

心不全による入
院患者
男159人
女62人
62±13歳

Suzuki et al. 201636）

外来循環器疾患
患者
男998人
女455人
67±13歳

Suzuki et al. 201937）

外来心不全患者
男716人
女260人
66±13歳

Kabutoya et al. 201839）

外来通院患者
男1,894人
女2,131人
64.7±10.9歳

平均14.2月

平均38±15月

退院後
平均41±21月

アウトカム
プライマリ
退院後の心血管疾患による
入院もしくは死亡
セカンダリ
全入院もしくは全死因死亡

全死因死と研究組み入れ後
最初に発生した心血管イベ
ントの組合せ

プライマリ
全死因死亡および心不全の
増悪もしくは難治性不整脈
による退院後最初の入院
セカンダリ
全死因死亡

中央値756日
（四分位
738‑780日）

平均584±80日

中央値21月
（四分位18‑22
月）

平均
47±24月

曝露要因
抑うつ
PHQ-9≧10
不安
GAD-7≧10
退院数日前の調査

ほとんどの患者は入
院後数日以内、当初
集中治療が必要で
あった患者は、一般
循環器病棟に移室後
に調査

抑うつ
SDS≧60
不安
STAI
男性≧40点
女性≧42点

抑うつ症状
CES-D≧16

メインアウトカム
全死因死亡もしくは冠血管
疾患イベント

PHQ-9≧10
診察後外来待合室で
測定

全死因死亡と非致死性心血
管イベント（脳卒中、冠血
管疾患および突然死、心不
全および入院を必要とした
血管疾患）

抑うつ
プライマリ
セカンダリ
不安
プライマリ
セカンダリ

2.62（1.13‑5.54）
2.07（0.99‑3.96）
2.35（0.77‑6.18）
1.42（0.50‑3.48）

抑うつ
換算後 SDS 指標
（25〜100）
≧60点以上

プライマリ
心臓死もしくは心不全によ
る入院
セカンダリ
心不全による入院と全死因
死亡の組合せ

全死因死亡、心不全の増悪
による追跡中の最初の入院

効果量（相対危険度他）a

2.25（1.30‑3.92）

プライマリアウトカム（下段調整後）
抑うつのみ
2.24（1.17‑4.28）
1.69（0.97‑2.95）
不安のみ
1.03（0.58‑1.97）
1.46（0.80‑2.65）
抑うつと不安の併存 2.75（1.51‑4.99）
1.96（1.00‑3.27）
セカンダリアウトカム
抑うつのみ
1.85（0.42‑8.06）
不安のみ
1.10（0.38‑3.16）
抑うつと不安の併存 5.59（2.84‑10.09）

Beck Depression
Inventory ≧16

備

考

性、年齢、退院時点の NYHA 分類、左室
駆出率、eGFR、糖尿病、高血圧、ICD 埋
め込みの有無

性、年齢、心不全の重症度（NYHA）、
BNP、ICDCRT-D の装着、左心室駆出率
（LVEF）
、腎機能（eGFR）

心血管疾患には、左室収縮機能不全もしくは顕著
な左室拡張、うっ血性心不全に伴う左室拡張機能
不全、冠血管疾患、少なくとも中等度の右心室拡
張を伴う右心不全、中等度以上の三尖弁閉鎖不全
症、肺高血圧症、左室肥大、
（僧帽弁・大動脈弁）
弁膜症と先天性心疾患、非虚血性心筋症からなる
器質性心疾患、および構造的な異常を伴わない不
整脈もしくは伝道障害（上室性・心室性不整脈、
洞不全症候群、房室ブロック）を含む

同上

3.29（1.24‑8.70）

年齢、BNP、心不全による入院の既往、
服薬内容、収縮期血圧、ヘモグロビン値、
eGFR

4.64（2.24‑9.09）

性、年齢、非虚血性心筋症、BNP、NYHA
機能分類、eGFR、糖尿病、高血圧、血液
透析、ICDCRT-D の装着、生活状態、就
業状態

循環器疾患には、冠血管疾患、弁膜症、先天性心
疾患、非虚血性心筋症、肺高血圧症、大動脈疾
患、末梢血管疾患およびその他の血管疾患、構造
的な異常を伴わない不整脈もしくは伝道障害（上
室性・心室性不整脈、洞不全症候群、房室ブロッ
ク）および高血圧症を含む

2.41（1.14‑4.67）

年齢、性別、心血管疾患、左心駆出率、
BNP、NYHA 機能分類、ヘモグロビン、
血清アルブミン、eGFR

心不全：American College of Cardiology FounAHA Stage C もしくは D にあ
dation（ACCF）
たる心不全患者

男
女

下記異常で通院している患者：高血圧、糖尿病、
年齢、BMI、飲酒習慣、現在の喫煙習慣、
脂質異常症、喫煙習慣（COPD 患者を含む）
、慢
高血圧、脂質異常症、糖尿病、虚血性心
性腎疾患、心房細動、メタボリックシンドロー
疾患と脳卒中の既往
ム、睡眠時無呼吸症候群

PHQ-2≧ 3
診察後外来待合室で
測定

調整要因

性、年齢、入院時診断、既往歴（高血圧、
糖尿病、脂質異常症）、服薬情報、BMI、
心血管疾患には、急性心筋梗塞、不安定狭心症、
血中脂質・糖、左室駆出率（LVEF）
、腎
安定狭心症、心不全、不整脈、末梢動脈疾患を含
機能等
む
抑うつ、不安とともに、同時に評価され
た怒りの感情もモデルに組み込まれた

1.75（1.17‑2.64）
0.98（0.59‑1.65）
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a：特に断りのない場合は、調整後ハザード比（95％信頼区間）
略語：CES-D: Center for Epidemiologic Studies Depression Scale、PHQ: Patient Health Questionnaire、GAD-7: Generalized Anxiety Disorder Questionnaire、STAI: State-Trait Anxiety Inventory
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Kato et al. 200933）

外来心不全患者
男85人
女30人
平均65歳

追跡期間

日本人における精神疾患と循環器疾患予後の関係に関する報告
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Ⅳ．メカニズム

2021年11月

歴法質問票（brief-type diet history questionnaire:
BDHQ）46）を用いて食品摂取量が計測され、別に、

1 ．生活習慣

食事の規則性を含む 9 つの食習慣が聴取された。三

精神疾患が循環器疾患の要因となるメカニズムの一

軸加速度計を用いて計測された身体活動（3 Mets

つに生活習慣の関与が想定されている。2001−2002年

以上）と一日の平均歩数が、身体活動の指標として

に、大阪府立健康科学センターの健康度測定コース

用いられた。抑うつは SDS を用いて評価された。こ

を受診した職域・地域住民7,947人（女性3,075人、

の研究では、SDS 得点が50点以上の群を抑うつ有と

男性4,872人；平均52.4歳、20−96歳）を対象に、食

して、50点未満（抑うつなし）の群と比較された。

事、運動、飲酒、喫煙、睡眠と抑うつの関連性が検

本研究における抑うつの頻度は、女性で7.7％、男

討された 。うつ症状は、The Primary Care Evalu-

性で6.4％であった。抑うつとメタボリックシンド

ation of Mental Disorders（PRIME-MD）43）を基に、

ロームの間には関連性は認められなかったが、メタ

過去 1 か月間において、気分の落ち込みと興味の欠

ボリックシンドローム予備群（腹囲は基準値以上

如の持続の有無が尋ねられた。食生活については、

で、糖代謝、脂質代謝、血圧の異常が 1 項目までの

塩分、脂質、魚介類、卵、野菜等に関する食物摂取

もの）とメタボリックシンドロームを合わせた群の

頻度調査、身体活動については、運動習慣の有無お

頻度は、女性の抑うつ群で、抑うつなし群より高頻

よび日常活動での身体活動の程度、過去 3 か月間の

度に認められた。さらに、ステップワイズ法を用い

1 日当たりの睡眠時間、飲酒の有無と飲酒量、喫煙

た多重ロジスティック回帰分析において、女性抑う

の有無と喫煙量が尋ねられた。女性の8.5％、男性

つ群の身体活動量が抑うつなし群より有意に低いこ

の5.9％がうつ症状を有していた。ステップワイズ

と、男女間でそのパターンは異なるものの、抑うつ

法による多重ロジスティック分析で、聴取した生活

群で好ましくない食行動が高頻度に認められた。

42）

習慣に加え、年齢、BMI を説明変数としてうつ症

3 ．動脈硬化の促進

状の有無との関連性が検討された。男女ともに、朝

持続する抑うつ症状と動脈硬化の進展の関係が職

食を抜く、夕食後 1 − 2 時間で就寝する、身体活動

域の日本人男性で検討されている47）。対象は、2009

が少ない、運動習慣がない、睡眠時間が少ない、と

年 4 月から2012年 3 月の間、定期健康診断を受診し

いった好ましくない生活習慣がうつ症状と関連して

た、食品会社に勤める1,068人の男性従業員（42−

いた。男性では、野菜・海藻類・キノコ類を毎日食

57歳）であった。ベースラインで、高血圧で治療中

べるとするグループが抑うつ症状を有するオッズ比

の者、心血管疾患を有する者、治療を必要とするう

は有意に低く、女性では煮物などの味付けが濃いと

つ病を有する者計215人が除かれた。25人が追跡不

抑うつ症状の関連性が強かった。

能であった。抑うつ症状の評価には CES-D が用い

2 ．メタボリックシンドロームと生活習慣

られ、16点以上が抑うつ症状有とされた。抑うつ症

地域住民を対象として、抑うつとメタボリックシ

状は、ベースライン時と、引き続く 3 年間の追跡期

ンドロームおよび健康行動との関連が検討されてい

間中毎年評価された。 3 回の評価全てで CES-D 得

る 。Saku Cohort Study における地域の健康診断

点が16点以上であった抑うつ持続群、 3 回の評価す

に参加した1,225人の男女（女性521人、男性704人、

べてで CES-D 得点が16点未満であった抑うつ無し

平均年齢61.5歳）のベースラインデータ（2009−

群、 3 回の評価のうち、 1 回もしくは 2 回 CES-D

2010年）が横断的に解析された。メタボリックシン

得点が16点以上となった一過性の抑うつ有群が比較

ドロームは日本内科学会の診断基準に基づいてウエ

された。上腕足首間脈波伝播速度（Brachial-ankle

スト周囲（男性では 85 cm 以上、女性では 90 cm

pulse wave velocity; baPWV）は、対象者に 5 分間

以上）に加え、高血圧、高血糖（空腹時血糖）、脂質

の安静を依頼し、Form PWVABI（日本コーリン

異常の 3 つの診断基準のうち 2 つ以上の該当で定義

社、小牧）を用いて、ベースラインを含み、追跡期

された 。健康行動については、喫煙、飲酒量、運

間に毎年 1 回、計 3 回測定された。左右の baPWV

動とともに、食生活に関しては、簡易型自記式食事

の平均値が解析に用いられた。ベースラインの計測

44）

45）
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値から 3 年目の計測値までの変化がアウトカムとさ

抑うつ症状と動脈硬化の進展が関連する知見が出さ

れた。baPWV の変化に対する抑うつの寄与が、

れている。

ベースライン時の年齢、BMI、喫煙、飲酒、運動、

わが国では、精神疾患と循環器疾患発症および死

高血圧家族歴、総コレステロール、中性脂肪、HDL

亡の関連性について、地域住民を対象として行われ

コレステロール、血糖、高感度 CRP、収縮期血圧を

た研究は少ない13）,18）,21）,23）。いずれの研究も、1990

調整した多重線形回帰解析を用いて検討された。828

年代から2000年代初めにかけての集団の観察であ

人の参加者のうち、抑うつ持続群は104人（12.6％）、

り、その対象者は高齢者に偏っており、都市部での

一過性の抑うつ有群76人（9.2％）、抑うつ無し群は

研究は皆無である。欧米で検証されている抑うつ以

648人（78.2％）であった。ベースライン時の血圧

外の精神疾患の検証も少ない。循環器疾患の予後に

および baPWV は 3 群で違いはなかった。 3 年間の

関する臨床研究は、単独の施設の研究、小規模サン

追跡後、抑うつ持続群における baPWV は、抑うつ

プルの研究が多い26）,30）,31）,33）,36）,37）,39）。入院患者の予

無し群に比較して、高値をとっていた（1,339±111

後調査では、精神疾患を評価するタイミングは一定

cms 対 1,308±88 cms, p＝0.02）。baPWV の 変

しておらず、入院時から退院前までと幅が認められ

化は抑うつ状態で異なり、抑うつ持続群で最も大き

た。臨床所見を含めて、多くの交絡要因が検討され

かった（抑うつ無し群 18±10 cms に対し、抑うつ

ており、精神疾患とアウトカムの独立した関連性が

持続群の変化：36±28 cms；p＝0.02）。多変量解

見出されようとしている。しかし、社会経済的要因

析において、抑うつ状態と baPWV の変化の間に関

等の交絡要因は検討されていない。一部の研究で伺

連性が認められた（ȕ＝0.261, 95％信頼区間0.198‑

われる男女差21）,39）,42） については十分な判断に足り

0.324）。

る知見はない。メカニズムの検証について、精神疾

その他のメカニズムとして、行動面では、アドヒ
アランスの低下

や過体重 が、より生物学的なメ

48）

1）

カニズムとしては、交感神経系の緊張 、視床下部
49）

―下垂体―副腎皮質系の制御不全 50）、血液凝固活

患と循環器疾患のリスクファクターとの関連性の検
討については前向き研究が少なく、精神疾患も抑う
つにおける検証が主である42）,44）,47）。
当該テーマに関する研究方法論上のもっとも大き

の亢進といったストレス反応

な課題は、症状の変動、寛解のある精神疾患をいか

としてのメカニズムが想定されている。さらに、向

に把握するか、なのかもしれない。診断とそのタイ

精神薬の副作用や併存していた心血管疾患 の影響

ミングの課題とがある。尺度による調査は、臨床診

も指摘されているが、日本人で検証されているもの

断に比して、測定誤差が研究の精度を下げる可能性

はない。

がある。また、生涯有病率が高いうつ病や不安障

性

51）

や炎症反応

52）
,53）

1）

Ⅴ．お わ り に
日本人地域住民を対象として、抑うつが、脳梗塞

害54）,55） であっても、一時点の調査では、疾患を必
ずしも捉えられない。心血管疾患の有病者の心理状
態の把握も同様で、尺度を用いた単回の調査では、

発症、脳血管および心疾患死亡と関連のあることが

精神疾患とアウトカムの関連性を過小に評価する可

示されている。臨床研究では、抑うつが心不全を含

能性がある。今回のレビューでは、精神状態を複数

む循環器疾患もしくはそのリスクファクターを有す

回評価している研究は 2 研究にとどまり、一つの研

る患者の、心疾患死亡もしくは再入院のリスクを 2

究を除き、精神科医の診断で精神疾患が評価された

から 5 倍増加させることが示されている。抑うつと

ものはなかった。標準的な尺度を用いて評価された

アウトカムの関係は、うつ状態の評価方法に関わら

抑うつ気分に比べて、臨床的な手続きを経て評価さ

ず、概ね一貫していた。不安は抑うつと併存するこ

れたうつ病の方が、冠血管疾患発症との関連性が強

とで、予後の予測性を高めることが示唆された。抑

いことが示されており5）、精神疾患（曝露要因）の

うつと循環器疾患を結ぶメカニズムとしては、抑う

より妥当な評価が求められる。スクリーニングと医

つが好ましくない健康行動や代謝異常（メタボリッ

師による診断面接を、毎年繰り返した Kawamura ら

クシンドローム）と関連する可能性および持続する

の研究方法は一つのソルーションと思われる23）。臨
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床研究の限界としては、精神疾患が予後規定因子な
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try 2017; 16（2）
: 163‑180.

のか、精神疾患と循環器疾患が併存している状況自

2）Edmondson D, Cohen BE. Posttraumatic stress

体が予後に影響しているのか判別できない可能性が

disorder and cardiovascular disease. Prog Cardio-

ある。循環器疾患患者に、精神疾患を把握した時点

vasc Dis 2013; 55（6）: 548‑556.

で、多くの疾患を併存しているとすれば、何が予後

3）Kawachi I, Sparrow D, Vokonas PS, et al. Symptoms

に寄与しているのか分かりにくくなる。わが国に

of anxiety and risk of coronary heart disease. The

は、認知症が心不全患者の再入院のリスクである知

Normative Aging Study. Circulation 1994; 90（5）:

見も存在するが 、以上の理由で、今回のレビュー

2225‑2229.

56）

では積極的に取り上げなかった。

4）Tyler CV, Schramm SC, Karafa M, et al. Chronic

以上のような限界を考えると、わが国における循

disease risks in young adults with autism spectrum

環器疾患の要因としての精神疾患については、多く

disorder: forewarned is forearmed. Am J Intellect

のリサーチクエスチョンが残っている。地域住民を

Dev Disabil 2011; 116（5）
: 371‑380.

対象とした観察研究において、精神疾患がわが国の

5）Rugulies R. Depression as a predictor for coronary

循環器疾患の要因となっているかについては、ま

heart disease. a review and meta-analysis. Am J

だ、明確な結論は出ていない。わが国の、心疾患死

Prev Med 2002; 23（1）: 51‑61.

亡および罹患の最近の動向57）を考慮すると、都市部

6）Van der Kooy K, van Hout H, Marwijk H, et al.

における大規模なスケールでの検証によってより明

Depression and the risk for cardiovascular diseases:

確な関連性が見いだせるかもしれない。精神疾患の

systematic review and meta analysis. Int J Geriatr

疫学研究で用いられる標準化された構造化面接58）等

Psychiatry 2007; 22（7）
: 613‑626.

も応用して、時点有病率だけではなく、生涯有病率

7）Pan A, Sun Q, Okereke OI, et al. Depression and

を把握することが求められる。また、健康・医療

risk of stroke morbidity and mortality: a meta-
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