2012年10月8日 週刊文春 「睡眠障害」は深刻な病気です

睡眠時無呼吸症候騨の患者が使う fシーパップJ

あなたは毎晩快適に熟睡
し︑すっきりした朝を迎え
ているだろうか？﹁眠れ
ない﹂﹁夜中に目が覚めてし
まう﹂﹁十分寝たはずなの
に疲れが取れない﹂｜｜︒
こうした症状に悩んでい
ても︑﹁これぐらいは何と
かなる﹂とやり過ごした
り︑我慢したりしている人
も多いだろう︒しかし︑
﹁睡眠障害﹂という深刻な
︐現代病 e にかかっている
可能性があるのだ︒
﹁正しく眠ること﹂︒それ
は生物が生きる上で非常に
重要なことだ︒日本睡眠学
会事務局長で︑濁協医科大
学医学部神経内科主任教授
の平田幸一氏が語る︒
﹁睡眠時間をトータルで考
えると人生の約三分の一に
相当する時間です︒米国で
百万人を対象にした睡眠時
間調査を行った結果︑一日
に七時間寝ている層が最も
長生きだったというデlタ
が出ました︒
寝ている時︑我々の体内
では様々なことが起きてい
る︒子供は成長ホルモンを
分泌し︑大人は体の疲労を

癒すと共に︑脳内では起き
ていた時の記憶の固定化や
経験の整理を行っています︒
また︑日中に人間の体を
動かす循環器や呼吸機能
も︑睡眠時にリペア︵修復
・保護︶されるんです﹂
眠りを失うと人はどうな
るのか︒約三十年もの長期
に渡っ之﹁不眠﹂に苦しん
でいた漫画家﹁ゆでたまご﹂
の原作担当︑嶋田隆司氏
︵日︶が壮絶な過去を語る︒
﹁十八歳の時に﹃週刊少年
ジャンプ﹄で﹃キン肉マン﹄
の連載を始めました︒その
時からずっと不眠です︒ジ

一

ャンプ編集部内のパーティ
ションで仕切った通称﹃執
筆室﹄という小部屋に缶詰
になり︑二日連続の完全徹
夜なんて当たり前︑家で寝
るのは週に一度という状態
が数年続きました︒その後
も仕事は夜型なので︑毎朝
八時︑九時に寝るんです
が︑全然寝られない︒仕方
なく市販の風邪薬を大量に
飲んでました︒そうすると
ポl ッとして︑眠れた︒今
思うと危ないですよね﹂
現在は二週間に一度病院
に通い︑正しく睡眠導入剤
を処方してもらっている︒

な事例だ︒
平田氏が不眠の定義を語
る︒﹁①床に就いてから一
時間眠れない︑②中途覚醒
が一晩に二回ある︑③朝何
時まで寝ょうと決めている
のに︑それより一時間早く
目が覚めてしまう︒三つの
うちいずれかが二週間から
一カ月続くと不眠状態であ

日本人の O %が不眠症

﹁しっかり睡眠が取れて︑
起きた時のダルさもない薬
の組み合わせを医師と一緒
に探して︑ピッタリ合うま
で四年かかりました︒ただ︑
今でも隣に誰かいると寝ら
れないし︑電車の中で居眠
りすることもないです﹂
嶋田氏がこう話す﹁不眠
症﹂は︑睡眠障害の代表的

漠然とでも睡眠に関する悩み疹持つ人は多い
のではないか︒寝付けない︑昼間に突然睡魔
に襲われるなど︑様々な症状があるが︑それ
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左上から時計回りに三島医師、神林医師、
平田医師、責．医師

ると認識できます﹂
このように十分な睡眠が
取れず︑さらに日中に眠気
や集中力低下などの機能障
害があるのが﹁不眠症﹂で
ある︒実は日本人の一 O%
が不眠症で悩んでいる︒
原因として考えられる要
素は複数ある︒仕事や対人
関係がもたらすストレス︑
夜間勤務などの不規則な生
活リズム︑アルコールやカ
フェインの大量摂取︑うつ
病との関わりも強い︒
国立精神・神経医療研究
センター精神保健研究所・
精神生理研究部の三島和夫
部長が指摘する︒
﹁不眠の人で治療を受けて
いるのは約半分です︒残り
の人は病院に行かず︑薬も
服用していない︒毎日戎慢
して生活しているんです﹂
そう︑睡眠障害の難しい
ところは︑自分が﹁病気で
ある﹂と認識しづらいとこ
ろにある︒﹁まさか病気で
はないだろう﹂と思い込ん
でしまうのだ︒例えば﹁夜
中に必ず目が覚めてしま
う﹂ことを︑自分の睡眠時
の﹁クセ﹂だと思ってはい
ないだろうか︒実はそれ

らは雲のシグナルの可能票制季
なる﹂と軽く考えず︑最近増えてきた睡眠障
害の専門医に相談すべきケlスも多いのだ︒

山崎町
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は︑あなたが睡眠障害に極 gg邑ORNEa窓︒とでは︑
息している﹁シグナル﹂か約百種類の睡眠障害を︑次
も知れないのだ︒の八種類に大別して分類し
三島氏が続ける︒ている︒
﹁睡眠障害とは不眠症だけ①不眠症
ではありません︒﹃眠れな②麗醍関連呼吸障害
いという現象﹄を持つ睡眠③過眠症
障害は九十5百 種 類 も あ る ④ 概 日 リ ズ ム 睡 眠 障 害
んです﹂⑥腫醍時随伴症
睡眠障害国際分類第2版 ⑥ 睡 眠 関 連 運 動 障 害
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書﹂である︒睡眠時無呼吸
症候群︵ SAS︶が代表的
な症例だ︒睡眠時の呼吸障
害専門医であるグッドスリ
ープ・大森クリニックの斎
藤恒博院長に聞いた︒
﹁﹃平成のニ・二六事件﹄
と言われる︑二OO−
−
？
年
二
月二十六日の山陽新幹線居
眠り運転事件で一周社会的
な認知度が高まりました︒
睡眠時に喉が塞がって低酸
素状態になり︑日中に強い
眠気に襲われる症状です・
高血圧や高脂血症︑糖尿病

﹁平成の二・二六事件﹂ が転機

同じ﹁眠れない﹂という
症状でも︑病気の中身が違
えば治療法も変わるロ本来
はこの分類に沿って対処す
ることが必要なのだ︒その
ための睡眠専門医︵スリー
プ・クリニック︶や︑﹁睡眠
外来﹂も増えてきている︒
では︑実際の睡眠障害の
シグナルにはどのようなも
のがあるのか︒﹁ ICSD
1 2﹂の基準に沿って見て
みよう︒
不眠症の次に知られてい
るのは﹁②睡眠関連呼吸障
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くらいに病院に入り︑朝六
時半i七時には終了するの
で会社員でも平日に受けら
れる︒価格は保険三割負担
の場合︑一万八千円だ︒
現在︑ SASを根治する
ための治療法はない︒しか
し対症療法として有効なの
がC P A P ︵
シ lパップ︶
である︒マスクとポンプが
一体になり︑睡眠時に装着
して鼻に風を送る器具だ︒
﹁
O六年に十一万九千人だ
った使用者は︑一一年には
二十三万八千人に増えてい
ます﹂︵同前︶

ナルコレプシ！の研究を
行っている︑秋田大学の神
林崇准教授が言う︒
﹁ナルコレプシ！の発症か
ら診断が確定するまでの期
間が平均約十五年という報
告もある︒日本は世界で最
も患者が多く︑一万人あた
り十六i十八人︑つまり約
二十万人の患者がいるとさ
れますが︑実際に治療を受
けているのは数千人です﹂
そもそも︑一日あたり一
時間の睡眠不足でも︑それ

認知症などの早期のサイン
SASと同じように眠気
に悩まされる睡眠障害とし
て﹁③過眠症﹂がある︒
﹃麻雀放浪記﹄の阿佐田哲
也︵色川武大︶氏がかかっ
ていたナルコレプシlが有
名だ︒日常的に五分から十
五分ほどの短時間の居眠り
をしてしまう︒
この病気の特徴は︑﹁病
気を発見するのが困難であ
ること﹂だ︒正しく診断さ
れるまで病院を十カ所以上
回る人も珍しくない︒

が一週間続くと徹夜と同じ
くらいに疲労は積み重な
る︒現代人の多くはこうし
た﹁慢性睡眠不足﹂を抱え
ている︒それだけに︑﹁昼
間眠い人﹂が本当は過眠症
であると診断することは非
常に難しいのだという︒
睡眠自体に問題はないが︑
睡眠の片時間帯﹂が正常で
なくなってしまうのが﹁④
概日リズム睡眠障害﹂だ︒
﹁睡眠相後退型﹂という症
例では︑眠る時間帯がどん
どん遅い時間にズレてい
く︒逆に︑異常な早寝早起
きが続く﹁睡眠相前進型﹂
もある︒これらは﹁時計遺
伝子﹂と呼ばれるいくつか
の遺伝子の異常によって起
こることが分かっている︒
睡眠中に起 ﹄る異常行動
を﹁⑥睡眠時随伴症﹂とい
う︒有名なのは﹁ R E M
︵レム︶睡眠行動障害﹂だ︒
睡眠はレム睡眠とノンレ
ム睡眠に分かれている︒
レム睡眠時は眼球が動き︑
自律神経が機能して脳波も
起きている時と同じ状態に
なる︒夢を見るのもレム睡
眠の時だ︒一方で体は脱力
して動かない︒ノンレム睡

眠時は逆に脳波の動きが緩
やか︒寝返りを打ったり体
が動くのはノンレム時だ︒
ところが﹁レム睡眠行動
障害﹂では︑本来動かない
はずの体が︑夢の通りに動
いてしまうのだ︒﹁寝ぼけ﹂
の一種だが︑決してユーモ
ラスなものではない︒火事
の夢を見て本当に階段から
飛び降りたり︑パートナー
を殴る人もいるのだ︒
重要なのは︑この状態か
ら数年︑数カ月たつと︑パ
lキンソン病や﹁レピ l小
体型認知症﹂﹁脊髄小脳変
性症﹂という他の神経の病
気が出てくる可能性が非常
に高いことだ︒逆に︑こう
した病気の早期のサインが
レム睡眠異常行動だともい
える︒
他に﹁悪夢障害﹂という
病気もある︒人口の一 i二
%が権息していると推測さ
れている︒毎日に近い頻度
で悪夢を見る症状だ︒休養
感がなく︑寝ることに対し
て緊張が生まれてしまう︒
抗穆剤で症状を改善できる
ことが分かっている︒
睡眠時に起きる異常な運
動を﹁⑥睡眠関連運動障
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蟻臨書j鰍予防クリスト
＝泊。不眠症
口日中に倦怠感がある
口集中力の欠知を感じる
口寝つきが悪い
口朝予定よりも早く起きてしまう

溺口寝言を指摘される
理口寝ぼけてパートナーを殴ったり
凋
蹴ってしまったととがある
崎口悪夢ばかり見る
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汗を多くかきイライラ感
が続き︑怒りっぽくなって
毎日眠いという状態が一︑
二カ月続き︑認知症の症状
がでてくる︒本来は感染症
だが︑症状の最初に不眠症
状がでるためにとのカテゴ
リーに含まれる︒

睡眠障害は︑時間による
生産管理を日常として行う
我々の社会が﹁副作用﹂と
して生み出した︑まさに
﹁現代病﹂だ︒過度に恐れ
ることはないが︑もし思い
当たるシグナルに悩んでい
るならば正しい治療を受け
た方がいいだろう︒
不眠症のように主観的に
判断できる障害は自分で認
識できるが︑いびきや寝言
などは周囲の観察がないと
見つけにくい︒睡眠障害か
どうかの判断の一助とし
て︑パートナーに観察して〜に
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もらうことも重要だo A J
今回取材した専門家たち
は﹁睡眠に関わる疾患の原
因は日中の行動に由来す−
る﹂と口を揃えて言う白︑充・一︑
m仰
実した日常生活を送ること︐
が︑何より予防に繋がると当・場
いうことだろう︒
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くらいの割合です︒慢性不
眠の一割はこの病気だと言
われます︒動くと楽になる
ため︑夜中にベッドから降
りて足踏みしたりする患者
が多い﹂︵前出・三島氏︶

四

プリメシトで改善するとい
う︒また女性の妊娠中に起
きることもある白
﹁この病気は日本は世界で
最も少な︿︑成人の一%︑
中高年を対象にすると三%

r
r
u
e睡眠時随伴症

﹁⑦来分類の睡眠障害﹂だ︒
例えば﹁長時間睡眠﹂は︑
その人の適切な睡眠時聞が
普通よりも長いこと︒九時
間や十時間寝ないとスッキ
リしない人も歴然と存在す
るのだ︒逆に﹁短時間睡眠﹂
はナポレオンのように三時
間でも十分︑というタイプ︒
社会の基準に合わせて生活
するのに困難も伴うが︑現
状では明確に﹁病気﹂とは
カテゴライズしていない︒
最後の分類は﹁⑥その
他﹂︒代表例は﹁致死性家
族性不眠症﹂だ︒
実際は狂牛病と同様のプ
リオン病で︑脳細胞が急速
に死んでしまう病気だ︒

。睡眠関連運動障害
口横になると足の不快感（ほてリ、つっぱ
リ、皮膚の下を虫が遭う感じ）がある
ヨロ飛行機や新幹線、映画館などでじっと
座るのが苦痛、足を動かしたくなる
i
:
I口パートナーから睡眠時に足がびくび
く動くと指摘されたことがある

パートナーによる観察も重要

。概日リズム睡眠障害
口睡眠の時間帯が不規則
口夜中まで寝られない
口夕方から眠くなる

体や脳への影響は実は深
刻だ︒一晩に何度も足が動
くため︑本人はずっと寝て
いるつもりでも実は体が起
きてしまっている︒深い眠
りにならず︑うつらうつら
寝ている状態なので起床時
に重い疲労感が残るのだ︒
﹁病気﹂としてとらえるべ
きか未定の症状を含むのが

＠過眠症（ナルコレプシーなど）
日夜寝ているのに日中に眠気がある
葺口昼間短時間の居眠りをしてしまう

睡眠関連運動障害には
﹁周期性四肢運動障害﹂と
いうものがある︒
これは寝入りばなに足が
﹁ぴくっ﹂と動く病気であ
る︒掛けている毛布を︑そ
の度に跳ね上げる程大きく
動く人もいる︒加齢と共に
発症し︑六十歳以上の人で
は四割が構息している︒

＠睡眠関連呼吸障害（ SASな
ど
）
口いびきを指摘される
口大量のアルコールを飲む
口寝汗をかく
日夜寝ているのに日中に眠気がある
口起床時に爽快感がない
口インポテンツ気味
口生理不順
口顎が細い
口肥満気味

書﹂という︒
代表的な疾患は﹁むずむ
ず脚﹂︵レストレスレッグス
症候群︶である︒
睡眠時︑−横になってじっ
としていると︑足にほてり︑
ムズムズ︑つっぱり︑皮膚
の下を虫が這う感じなどの
不快感が出る症例だ︒擢息
すると︑映画館や飛行機な
ど︑﹁じっとしている場
所﹂でも異常感覚が出る︒
﹁脳のドlパミン細胞が機
能障害を起こすことが原因
です︒また︑鉄︵ Fe︶の
不足によって引き起こされ
るケi スも確認されていま
す﹂︵前出・平田氏︶
軽微な場合は鉄を含むサ
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