
うか。
　本谷　経口の薬剤になります。
　池田　経口すると、特異的部位で溶
出していくということでしょうか。
　本谷　被膜がpHのかげんで割れる
ので、回腸末端で薬剤を放出して、右
側大腸のほうに局所ステロイドを放出
するかたちになります。
　池田　患者さんは、ただのめばいい
のですね。
　本谷　そうですね。プレドニゾロン
のように全身のステロイドの影響が非
常に少ないという利点を持っています
ので、比較的ステロイドの全身副作用
が少ないのが特徴になります。これは
今まで副作用が気になって、ステロイ

ドはちょっとどうかというような患者
さんにも、もちろん病変の部位は気を
つけなくてはならないのですが、たい
へん心強い治療の選択肢になるかと思
います。
　池田　新しいドラッグデリバリーシ
ステムですね。
　本谷　そうですね。
　池田　すばらしい薬が次々と開発さ
れつつあるということで、将来的に予
後もさらによくなるのでしょうか。
　本谷　そうなっていただきたいとい
うことを願いつつ、日々診療に当たっ
ています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。
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黒先・生き
❺と一旦取ルのが好手で
❾が先手になります。
⑧（②）に三子取り
⑩（❶）にツグ
�（❼の左）

　池脇　睡眠に関しては、不眠症と治
療薬で時々質問をいただくのですけれ
ども、レム睡眠行動障害ということで、
レム睡眠の時間帯の行動障害とはどう
いうものなのか、そこから教えてくだ
さい。
　井上　レム睡眠行動障害、REM-
sleep behavior disorder、略してRBD
と呼ぶのですけれども、この疾患概念
が確立したのは1986年と比較的新しく、
まだ30年ぐらいです。アメリカで提唱
されたものですが、この病気の特徴は、
レム睡眠期、夢を見る睡眠のときに悪
夢を見て、悪夢に伴って行動してしま
うことです。
　通常、レム睡眠というのは筋の緊張
がなくなって、そのためによく金縛り
を起こしたりするのですが、筋の緊張
消失というレム睡眠の特徴が損なわれ
て、レム睡眠のときに筋肉が動いてし

まうのです。ですから、夢体験に応じ
て体が動く。悪い夢だったりすると、
暴れたりとか、立ち上がって走ろうと
したりという行動を起こすのです。こ
れがRBDの症状の特徴ですが、だいた
い好発年齢は65歳以上、しかも圧倒的
に男性に多くて、８対１ぐらいといわ
れています。
　池脇　高齢の男性ですか。
　井上　もちろん女性にもありますが、
男性に比べてかなり少ないです。
　池脇　レム睡眠のときに夢を見ると
いう点では多分男女の差はないのでし
ょうけれども、通常は動かないはずの
筋肉が、脱抑制するのは男性に多いの
ですね。
　井上　そうですね。
　池脇　一緒に寝ている方にとっては、
ちょっと厄介な病気ということでしょ
うか。

レム睡眠行動障害

東京医科大学睡眠学教授
井　上　雄　一

（聞き手　池脇克則）

　レム睡眠行動障害の診断方法、治療法についてご教示ください。
＜新潟県開業医＞
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　井上　患者さん本人が転倒して骨折
することもありますし、ベッドパート
ナーがけがをされることもあるのです。
　池脇　本来でしたら筋肉に関しては
弛緩している時間帯に、それがとれる。
どうしてとれるのか、わかっているの
でしょうか。
　井上　特に橋被蓋部のあたりにレム
期の筋緊張をコントロールするシステ
ムがあり、ここが障害されると起こっ
てくるのです。一般的には特発性と二
次性に分かれていて、二次性に起こる
ものとしては例えば橋被蓋部の血管障
害であったりとか、腫瘍で起こるもの、
それから神経変性疾患の一部、特にパ
ーキンソン病とかレビー小体型認知症
などで起こってくるのが知られていま
す。ところが、特定の背景のない特発
性と考えられている症例でも、かなり
の頻度で後年、先ほど申し上げた神経
変性疾患に発展していくことが知られ、
このあたりがかなり注目を集めていま
す。
　池脇　特発性と続発性、主に神経変
性疾患に伴うものがあるにしても、最
初は特発性と思っていても、何年後か
にそういった病気に発展するという意
味では、なかなか鑑別が難しい時期も
あるのですね。
　井上　そうですね。最近はRBDがこ
れらの変性疾患の前駆症状として注目
されています。
　池脇　あるいは、そういった神経変

性疾患のある方が、RBDを合併するこ
ともあるのですか。
　井上　あります。α-シヌクレイノパ
チーの約半数にRBDがあるでしょうか。
　池脇　レム睡眠のときに暴れてしま
うと、それを目撃しているベッドパー
トナーの方がいるならある程度状況証
拠としてわかるかもしれませんが、そ
うではない場合にはどうやって診断し
ていくのでしょうか。
　井上　まず発現状況を把握すること
が大事なのですけれども、レム睡眠は
夜間の後半に増えていきますので、夜
間の後半に夢を見ているときにこうい
った行動を起こしやすいです。例えば、
ベッドパートナーが「ちょっと、ちょ
っと」と起こしたら、「あ、いけない。
すごい悪い夢を見てた」ということが
あると、かなりRBDの確度が高いです。
こういった証拠をつかむのがよいでし
ょう。
　例えば、てんかんなどは目が開いて
いることが多いのですけれども、RBD
は閉眼しています。また、だいたい症
状の持続時間は１分以内と短いことが
多いです。これらの特性をつかんだら
検査をして、睡眠検査、ポリソムノグ
ラフィというのですが、これを実施し
て、レム睡眠期の筋緊張が存在するこ
とを確認する必要があります。
　池脇　パートナーの方が、「そうだ
ろうな」とわかる症例でも、そういっ
た検査を行って確認することが必要な

のでしょうか。
　井上　高齢者ですと、睡眠てんかん
で同じような症状を呈することがかな
りあるのです。なので、できたら検査
していただくことが望ましいと思いま
す。
　池脇　筋電図、筋の興奮を感知する
という意味では、例えばビデオなどを
撮っておくというわけにはいかないの
でしょうか。
　井上　私たちはだいたい検査すると
きには、ポリソムノグラフィ、脳波の
検査と並行してビデオモニタリングし
ます。
　池脇　それで暴れているところがキ
ャッチできれば診断できる。
　井上　この行動と検査所見が合致す
れば診断することになります。
　池脇　そういった検査は一般的に行
われていないので、睡眠の専門医のと
ころでということになりますか。
　井上　日本睡眠学会のホームページ
を見ると、全国に100以上専門機関が
ありますから、ホームページで検索さ
れて、近くの医療機関に相談されるの
がいいかと思います。
　池脇　次に治療ですけれども、どう
やって対処していくのでしょうか。
　井上　主に不快な夢体験を抑制する
意味から、ベンゾジアゼピン類である
クロナゼパムという薬がよく使われま
す。比較的少量で効くのですが、欠点
として筋弛緩作用がけっこうあります

ので、ふらついたりとか、翌日眠気が
残遺することがあるのです。こういっ
た症例には、第二選択としてドパミン
受容体作動薬であるプラミペキソール
が用いられたり、漢方薬である抑肝散
が使われることもあります。時には、
アセチルコリンエステラーゼ阻害剤が
有効なケースもあります。クロナゼパ
ムを軸にして治療を始めてみて、その
反応をみてセカンドチョイス、サード
チョイスを決めるということになるか
と思います。
　池脇　これらの治療薬は、レム睡眠
行動障害に対して適応は取っている薬
なのでしょうか。
　井上　いや、まだオフラベルです。
　池脇　睡眠時の障害ですと、無呼吸
症候群がありますが、こういった行動
障害で無呼吸症候群を合併した場合、
治療法は変わってくるものでしょうか。
　井上　睡眠時無呼吸症候群（SAS）の
場合には、鼻腔持続陽圧呼吸（CPAP）
治療を行うことが多いのですけれども、
RBDとCPAPをやろうとすると、夜中
に暴れたり、マスクを放り投げたり、
機器を壊してしまったりすることがあ
るのです。まずはレム睡眠行動障害の
ほうをコントロールして、次の段階で
睡眠時無呼吸症候群の治療をするのが
得策と思います。
　池脇　薬物を使った治療を解説いた
だきましたけれども、行動障害が起こ
るような要因があるとすれば、それに
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　井上　患者さん本人が転倒して骨折
することもありますし、ベッドパート
ナーがけがをされることもあるのです。
　池脇　本来でしたら筋肉に関しては
弛緩している時間帯に、それがとれる。
どうしてとれるのか、わかっているの
でしょうか。
　井上　特に橋被蓋部のあたりにレム
期の筋緊張をコントロールするシステ
ムがあり、ここが障害されると起こっ
てくるのです。一般的には特発性と二
次性に分かれていて、二次性に起こる
ものとしては例えば橋被蓋部の血管障
害であったりとか、腫瘍で起こるもの、
それから神経変性疾患の一部、特にパ
ーキンソン病とかレビー小体型認知症
などで起こってくるのが知られていま
す。ところが、特定の背景のない特発
性と考えられている症例でも、かなり
の頻度で後年、先ほど申し上げた神経
変性疾患に発展していくことが知られ、
このあたりがかなり注目を集めていま
す。
　池脇　特発性と続発性、主に神経変
性疾患に伴うものがあるにしても、最
初は特発性と思っていても、何年後か
にそういった病気に発展するという意
味では、なかなか鑑別が難しい時期も
あるのですね。
　井上　そうですね。最近はRBDがこ
れらの変性疾患の前駆症状として注目
されています。
　池脇　あるいは、そういった神経変

性疾患のある方が、RBDを合併するこ
ともあるのですか。
　井上　あります。α-シヌクレイノパ
チーの約半数にRBDがあるでしょうか。
　池脇　レム睡眠のときに暴れてしま
うと、それを目撃しているベッドパー
トナーの方がいるならある程度状況証
拠としてわかるかもしれませんが、そ
うではない場合にはどうやって診断し
ていくのでしょうか。
　井上　まず発現状況を把握すること
が大事なのですけれども、レム睡眠は
夜間の後半に増えていきますので、夜
間の後半に夢を見ているときにこうい
った行動を起こしやすいです。例えば、
ベッドパートナーが「ちょっと、ちょ
っと」と起こしたら、「あ、いけない。
すごい悪い夢を見てた」ということが
あると、かなりRBDの確度が高いです。
こういった証拠をつかむのがよいでし
ょう。
　例えば、てんかんなどは目が開いて
いることが多いのですけれども、RBD
は閉眼しています。また、だいたい症
状の持続時間は１分以内と短いことが
多いです。これらの特性をつかんだら
検査をして、睡眠検査、ポリソムノグ
ラフィというのですが、これを実施し
て、レム睡眠期の筋緊張が存在するこ
とを確認する必要があります。
　池脇　パートナーの方が、「そうだ
ろうな」とわかる症例でも、そういっ
た検査を行って確認することが必要な

のでしょうか。
　井上　高齢者ですと、睡眠てんかん
で同じような症状を呈することがかな
りあるのです。なので、できたら検査
していただくことが望ましいと思いま
す。
　池脇　筋電図、筋の興奮を感知する
という意味では、例えばビデオなどを
撮っておくというわけにはいかないの
でしょうか。
　井上　私たちはだいたい検査すると
きには、ポリソムノグラフィ、脳波の
検査と並行してビデオモニタリングし
ます。
　池脇　それで暴れているところがキ
ャッチできれば診断できる。
　井上　この行動と検査所見が合致す
れば診断することになります。
　池脇　そういった検査は一般的に行
われていないので、睡眠の専門医のと
ころでということになりますか。
　井上　日本睡眠学会のホームページ
を見ると、全国に100以上専門機関が
ありますから、ホームページで検索さ
れて、近くの医療機関に相談されるの
がいいかと思います。
　池脇　次に治療ですけれども、どう
やって対処していくのでしょうか。
　井上　主に不快な夢体験を抑制する
意味から、ベンゾジアゼピン類である
クロナゼパムという薬がよく使われま
す。比較的少量で効くのですが、欠点
として筋弛緩作用がけっこうあります

ので、ふらついたりとか、翌日眠気が
残遺することがあるのです。こういっ
た症例には、第二選択としてドパミン
受容体作動薬であるプラミペキソール
が用いられたり、漢方薬である抑肝散
が使われることもあります。時には、
アセチルコリンエステラーゼ阻害剤が
有効なケースもあります。クロナゼパ
ムを軸にして治療を始めてみて、その
反応をみてセカンドチョイス、サード
チョイスを決めるということになるか
と思います。
　池脇　これらの治療薬は、レム睡眠
行動障害に対して適応は取っている薬
なのでしょうか。
　井上　いや、まだオフラベルです。
　池脇　睡眠時の障害ですと、無呼吸
症候群がありますが、こういった行動
障害で無呼吸症候群を合併した場合、
治療法は変わってくるものでしょうか。
　井上　睡眠時無呼吸症候群（SAS）の
場合には、鼻腔持続陽圧呼吸（CPAP）
治療を行うことが多いのですけれども、
RBDとCPAPをやろうとすると、夜中
に暴れたり、マスクを放り投げたり、
機器を壊してしまったりすることがあ
るのです。まずはレム睡眠行動障害の
ほうをコントロールして、次の段階で
睡眠時無呼吸症候群の治療をするのが
得策と思います。
　池脇　薬物を使った治療を解説いた
だきましたけれども、行動障害が起こ
るような要因があるとすれば、それに
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対しての非薬物療法はどうでしょうか。
　井上　飲酒によって症状が誘発され
ることがあります。なので、全然飲む
なとは言いませんけれども、飲酒は、
少し減らしていただく。それから、誰
でもそうですけれども、ストレスが強
いと夢見は悪くなりますので、ストレ
ス緩和、ストレス対応も重要になって
くると思います。また症状が激しい方
の場合にはベッドサイドに危険物を置
かないことが大原則になると思います。
　池脇　冒頭の先生の解説に戻ります
が、当初特発性と思っていても、何年
か経つうちに神経変性疾患等を発症す
る例があるとなると、特発性の患者さ
んをどうみていったらいいのか。検査
も定期的に行ったほうがいいのでしょ
うか。
　井上　老化に伴う神経の障害によっ
て起こるものですから、長期治療が必

要です。長期治療の経過中に、最低、
運動症状はチェックしていただく。そ
れから、時に応じて年に２回ぐらいは
認知機能のスケールをつけていただき
ながら、どうも怪しいと思うサインが
あったら、神経内科ないしは精神科の
認知症専門医に相談する。パーキンソ
ン病の専門医に相談することも必要だ
ろうと思います。
　池脇　レム睡眠行動障害の対処をき
ちんとしていくことによって、将来起
こるかもしれない疾患の発症を遅らせ
ることも可能なのでしょうか。
　井上　今、レム睡眠行動障害を指標
とした神経保護薬の開発が重要なテー
マになっており、そう遠くない将来に
発症予防に向かっていくものと強く期
待しています。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池田　大路先生、まず口角炎という
のはどのような状態なのでしょうか。
　大路　皮膚がかさかさしたり、赤く
なったり、かゆみが出たり、皮膚が炎
症を起こす状態を我々は一般に湿疹と
言っています。その湿疹が口角にでき
れば口角炎と呼んでいるのだと思いま
す。
　池田　そういったよくある状態が口
の角っこに起きたということですね。
　大路　できやすいということです。
それは形というか、構造上の問題だと
思うのですけれども、口というのはた
だ丸い穴ではなく、どちらかというと、
横の裂け目だからです。開いたときに

口角という口の隅が割れたり、傷つく
ことが多いのではないでしょうか。そ
れで炎症が起こりやすい。それから、
口の中のものがどうしても伝う場所だ
ということです。それでただれてしま
うのではないかなと思います。
　池田　原因についてうかがいたいの
ですが、たくさんあるのでしょうか。
　大路　患者さんには、かさかさした
り、傷ついた状態になっているところ
から始まると説明しています。かさか
さした皮膚というのは傷ついているわ
けです。目に見えないような細かいひ
び割れかもしれませんが、傷のあるよ
うな弱い状態で、そこにしょっぱいも

大路皮膚科医院院長
大　路　昌　孝

（聞き手　池田志斈）

　口角炎についてご教示ください。
　１．原因
　２．日常注意すべきこと
　３．治療法
　　　（内服薬、外用薬、どちらか単独あるいは併用で口角炎に適応のある薬

はあるのかどうか）
＜埼玉県開業医＞

口角炎
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