
　朝田　今、そういうのが主流になり
つつあると思います。
　山内　そうしますと、とりあえずア
ミロイドβを除く治療よりも、現在あ
る治療法で、例えば糖尿病自体の治療、
血糖値を下げる。こういったことの効
果はいかがなのでしょう。
　朝田　これは実際によくあるのです
けれども、アルツハイマーの方で糖尿
病があると、進行速度はない方に比べ
て速くなる、あるいはより悪くなるこ
とが従来いわれています。
　山内　実際にどういった治療がより
有効だというのはあるのでしょうか。
　朝田　ここ数年、わりとRCTなどの
しっかりしたデザインでの研究も出て
きています。経口糖尿病薬あるいは経
鼻的にインスリンを投与しますと、プ
ラセボに比べて投与群のほうが悪化す
るスピードが遅くなるそうです。ただ
し、今、糖尿病はあるけれども認知症
ではない人に治療を適切に継続したら、
認知症にならなくて済むのかといった
データはまだ出ていません。
　山内　血糖の改善との絡みもありま

すから、なかなか難しいかもしれませ
んね。生活習慣の改善といったあたり
の効果はいかがなのでしょう。
　朝田　ここは非常におもしろいので
す。といいますのは、アルツハイマー
病予防にどのような運動がよいかとい
う研究は20～30年前からあるのです。
メタアナリシスができるぐらいです。
簡単にいうと、２日に一度は30分運動
をしましょうということになっている
のです。どうもこれは糖尿病の予防と
かコントロールとか、そういうところ
の運動療法とかぶっているという話を
聞いています。
　山内　そうしますと、普通によくや
る有酸素運動でかなり予防できるかも
しれないというところですか。
　朝田　予防とまではいえませんが、
発症を遅らせるという効果はそこそこ
期待できるのではないかと思います。
　山内　これからもそういったものに
気をつけながら患者さんの指導をして
いきたいと思います。ありがとうござ
いました。

　山内　高齢者という定義も難しいの
ですが、実際には超高齢者になってき
ますと、また少し別の問題が入ってく
ると思われますので、だいたい60～70
代ぐらい。一線を退いて、仕事がなく
なって、寝られないことが出てきやす
い年齢ですね。
　このあたりの方々を見ていると、幾
つか睡眠障害に特徴があるように思わ
れます。比較的朝早く、それも４時、
５時どころか、２時、３時に目が覚め
てしまうパターンの方がけっこういら
っしゃいますね。最初は確かに、プラ
セボとか、マイスリーを少しとか軽い
ものでやっていくのですが、問題は、
なかなかこれでおさまらないケースを
どうするかが質問の一つのポイントか
と思いますが、いかがでしょうか。
　小曽根　今お話があったように、高
齢者の割合が増えた時代になってきま

して、不眠を訴える方は多いです。ご
存じのとおり、年齢がいくと睡眠はど
んどん短くなったり、浅くなったりし
ます。加えて、お年寄りになると合併
症なども増えて、合併症そのものが不
眠を起こしたりするということで、二
重、三重に不眠の原因が出てくるので
す。
　その中で不眠を起こし、なおかつ高
齢になると、多相性睡眠といって、何
度も寝たり起きたりを繰り返すような
睡眠に変わり、あたかも不眠になった
かのように見えてくる。つまり、だい
たいお年寄りになると早寝早起きにな
っていくのですけれども、加えて夜中
にも起きるのは、睡眠の加齢による変
化が起こってきているということです。
　山内　確かに早寝の問題もあります
ね。７時、８時ぐらいに寝てしまって、
12時間睡眠を求めているのかという感
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じで、さすがにそれは寝られないとい
いたくなるのですけれども、そのケー
スの場合には早寝のほうを少し是正し
ていくのが大事なのでしょうか。
　小曽根　お歳になると、やることも
ないから早く寝かせてくれという方も
いらっしゃると思いますが、そのとお
りにするとどうなるかというと、今お
っしゃったとおり、長時間、寝かせな
ければいけない。そうなると、生理的
には考えられないような時間を寝かせ
るために大量の薬が必要になってしま
うことになりますので、まずは睡眠衛
生指導を行う必要があります。お年寄
りだと６時間ぐらい寝れば十分で、長
くは寝られなくなってきています。睡
眠指針2014でもいわれているとおり、
適切な睡眠時間にうまく合わせたかた
ちで寝るのが治療のゴールだというお
話を少し挟みながら、睡眠の取り方を
指導されるといいと思います。
　山内　最近よくいわれるようになっ
てきましたが、60代以降になってきま
すと、１日６時間睡眠、６時間以下で
あっても実際はそれで十分だというこ
とをよく説明することが大事ですね。
　小曽根　そうですね。不眠の定義と
いうのがあって、夜間に眠れない訴え
があるのはもちろんですけれども、不
眠が原因となって、日中の眠気とか、
作業能力の低下とか、何らかの日中の
機能障害を生じる場合に不眠と呼ぶの
です。よくある不眠のケースは、夜は

眠れません。確かに辛そうだ。でも、 
「日中はどうですか」と聞くと、家事
はきちっとできているし、昼寝もしな
くて済んでいるし、眠気もありません
という方がけっこういらっしゃる。そ
の場合、睡眠時間が６時間とか、たと
えそれが５時間であっても、決して不
眠には当たらないのだというところか
ら不眠の訴えへの対応をスタートして
いただけると、ゴールが見えやすく対
応もしやすいと思います。
　山内　それで十分足りているのです
ね。
　小曽根　そうですね。
　山内　睡眠の生理的な意義が十分わ
かっていないと思われますから、そう
いう意味では５時間、何となく気持ち
が悪い感じはあるかもしれませんけれ
ども、そこをうまく説得していくこと
が大事なのでしょうね。
　小曽根　そうですね。僕らも若いこ
ろ、両親から眠れないときにも、「目
をつぶっていれば寝れる」「起きてい
ると体に悪いから寝なさい」といわれ
ることがあって、不眠が悪いことのよ
うに教育された経験があると思うので
すけれども、現在では、高齢者が夜中
に起きるのも生理的な変化であるとい
うことになっている。それを無理に寝
ようとすると、逆に不眠恐怖という、
よく不眠症に見られる、不眠をより悪
化させるような因子を強化することに
なってしまうのです。

　最近の認知行動療法でも、刺激制御
訓練と呼ばれるものがあって、「眠れ
ないのにベッドの中にこもるのはやめ
なさい。もし眠れなかったら寝室を出
なさい」というのが適切な指導の仕方
なのです。「目をつぶって寝なさい」
ではなくて、「眠れなかったらしばら
く起きていましょう」とか、起きてい
たら起きていたで、深夜ラジオでも聴
く時間にしてしまう。「もらった時間
だと思って、それを有効に使っていき
ましょう」というかたちで指導してい
ただければよろしいかと存じます。
　山内　一方で睡眠不足がうつ病を悪
化させるという、これまた有名な仮説
があるのですが、このあたりとの兼ね
合いはいかがなのでしょうか。
　小曽根　そのあたりを先生方はご心
配なさると思うのですけれども、基本
的には先ほどお話しした、夜間の睡眠
障害があっても、日中に機能障害がな
ければ、それ自体がうつ病を起こして
しまうわけではないと思います。もち
ろん、不眠があって、その結果、抑う
つ的になってしまったりすればケアは
していかなければなりません。また、
もともとうつの既往があって不眠があ
る方は、むろん専門医にかかっていた
だいて治療されたほうがいいと思うの
ですけれども、既往もなくて、日中の
問題もない方の場合に、不眠に対して
何が何でも寝かせていかなければとい
うふうにはしなくてもいいかと思いま

す。
　山内　むしろ朝早く起きてしまった
後、イヤホンをつけてもいいですから
ラジオを聴くなど、そういう習慣づけ
にしてしまったほうが、かえってすっ
きりするということでしょうね。
　小曽根　そうですね。それを素人判
断でやっていると、ご本人もなかなか
自信を持てないので、ある程度お医者
さんから、「そういうものだから、あ
まり肩に力を入れないで、もらった時
間だから、起きていていいのだよ」と
後ろからちょっと押してあげると、患
者さんも「医者に言われたんだからい
いかな」というかたちで、少しリラッ
クスして夜を過ごせるようになるかと
思います。
　山内　スタンスとしてそれでかまわ
ないと思うのですが、なかなかお話だ
けですんなり納得される方ばかりでは
ないと思いますので、その移行期間な
り何なりの、薬剤や何かをどうやって
使っていくべきかというあたりはいか
がなのでしょうか。
　小曽根　もちろん、こういう話をし
ているから、全く薬がいけませんとか
いうわけではないのです。日中、仕事
があって、夜間寝なければいけない人
はもちろん薬を使ったりする場合があ
ってもいいと思います。その場合は睡
眠薬適正使用ガイドラインで高齢者に
推奨されているのはノンベンゾジアゼ
ピン系睡眠薬ですので、ルネスタ（エ
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じで、さすがにそれは寝られないとい
いたくなるのですけれども、そのケー
スの場合には早寝のほうを少し是正し
ていくのが大事なのでしょうか。
　小曽根　お歳になると、やることも
ないから早く寝かせてくれという方も
いらっしゃると思いますが、そのとお
りにするとどうなるかというと、今お
っしゃったとおり、長時間、寝かせな
ければいけない。そうなると、生理的
には考えられないような時間を寝かせ
るために大量の薬が必要になってしま
うことになりますので、まずは睡眠衛
生指導を行う必要があります。お年寄
りだと６時間ぐらい寝れば十分で、長
くは寝られなくなってきています。睡
眠指針2014でもいわれているとおり、
適切な睡眠時間にうまく合わせたかた
ちで寝るのが治療のゴールだというお
話を少し挟みながら、睡眠の取り方を
指導されるといいと思います。
　山内　最近よくいわれるようになっ
てきましたが、60代以降になってきま
すと、１日６時間睡眠、６時間以下で
あっても実際はそれで十分だというこ
とをよく説明することが大事ですね。
　小曽根　そうですね。不眠の定義と
いうのがあって、夜間に眠れない訴え
があるのはもちろんですけれども、不
眠が原因となって、日中の眠気とか、
作業能力の低下とか、何らかの日中の
機能障害を生じる場合に不眠と呼ぶの
です。よくある不眠のケースは、夜は

眠れません。確かに辛そうだ。でも、 
「日中はどうですか」と聞くと、家事
はきちっとできているし、昼寝もしな
くて済んでいるし、眠気もありません
という方がけっこういらっしゃる。そ
の場合、睡眠時間が６時間とか、たと
えそれが５時間であっても、決して不
眠には当たらないのだというところか
ら不眠の訴えへの対応をスタートして
いただけると、ゴールが見えやすく対
応もしやすいと思います。
　山内　それで十分足りているのです
ね。
　小曽根　そうですね。
　山内　睡眠の生理的な意義が十分わ
かっていないと思われますから、そう
いう意味では５時間、何となく気持ち
が悪い感じはあるかもしれませんけれ
ども、そこをうまく説得していくこと
が大事なのでしょうね。
　小曽根　そうですね。僕らも若いこ
ろ、両親から眠れないときにも、「目
をつぶっていれば寝れる」「起きてい
ると体に悪いから寝なさい」といわれ
ることがあって、不眠が悪いことのよ
うに教育された経験があると思うので
すけれども、現在では、高齢者が夜中
に起きるのも生理的な変化であるとい
うことになっている。それを無理に寝
ようとすると、逆に不眠恐怖という、
よく不眠症に見られる、不眠をより悪
化させるような因子を強化することに
なってしまうのです。

　最近の認知行動療法でも、刺激制御
訓練と呼ばれるものがあって、「眠れ
ないのにベッドの中にこもるのはやめ
なさい。もし眠れなかったら寝室を出
なさい」というのが適切な指導の仕方
なのです。「目をつぶって寝なさい」
ではなくて、「眠れなかったらしばら
く起きていましょう」とか、起きてい
たら起きていたで、深夜ラジオでも聴
く時間にしてしまう。「もらった時間
だと思って、それを有効に使っていき
ましょう」というかたちで指導してい
ただければよろしいかと存じます。
　山内　一方で睡眠不足がうつ病を悪
化させるという、これまた有名な仮説
があるのですが、このあたりとの兼ね
合いはいかがなのでしょうか。
　小曽根　そのあたりを先生方はご心
配なさると思うのですけれども、基本
的には先ほどお話しした、夜間の睡眠
障害があっても、日中に機能障害がな
ければ、それ自体がうつ病を起こして
しまうわけではないと思います。もち
ろん、不眠があって、その結果、抑う
つ的になってしまったりすればケアは
していかなければなりません。また、
もともとうつの既往があって不眠があ
る方は、むろん専門医にかかっていた
だいて治療されたほうがいいと思うの
ですけれども、既往もなくて、日中の
問題もない方の場合に、不眠に対して
何が何でも寝かせていかなければとい
うふうにはしなくてもいいかと思いま

す。
　山内　むしろ朝早く起きてしまった
後、イヤホンをつけてもいいですから
ラジオを聴くなど、そういう習慣づけ
にしてしまったほうが、かえってすっ
きりするということでしょうね。
　小曽根　そうですね。それを素人判
断でやっていると、ご本人もなかなか
自信を持てないので、ある程度お医者
さんから、「そういうものだから、あ
まり肩に力を入れないで、もらった時
間だから、起きていていいのだよ」と
後ろからちょっと押してあげると、患
者さんも「医者に言われたんだからい
いかな」というかたちで、少しリラッ
クスして夜を過ごせるようになるかと
思います。
　山内　スタンスとしてそれでかまわ
ないと思うのですが、なかなかお話だ
けですんなり納得される方ばかりでは
ないと思いますので、その移行期間な
り何なりの、薬剤や何かをどうやって
使っていくべきかというあたりはいか
がなのでしょうか。
　小曽根　もちろん、こういう話をし
ているから、全く薬がいけませんとか
いうわけではないのです。日中、仕事
があって、夜間寝なければいけない人
はもちろん薬を使ったりする場合があ
ってもいいと思います。その場合は睡
眠薬適正使用ガイドラインで高齢者に
推奨されているのはノンベンゾジアゼ
ピン系睡眠薬ですので、ルネスタ（エ
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スゾピクロン）を１㎎や、マイスリー
（ゾルピデム）を５㎎がよいと思います。
　山内　ベンゾジアゼピン系を少し外
してということですね。
　小曽根　そうですね。
　山内　こういったものを使いながら、
サポート薬として、例えば漢方薬など
も最近使われているようですね。
　小曽根　ぜひその辺も試していただ
けるとよいと思います。もちろん、ノ
ンベンゾに比べて強い入眠作用はない
のかもしれませんけれども、僕は抑肝
散をよく使います。それをのむと、す
ごく眠くなったというわけではないの
ですけれども、効果のあった方にお話
を聞くと、確かに夜中も起きているし、
朝も早く起きてしまったし、睡眠時間
は長くはないのだけれども、これでい
いのかなと思うようになりましたとい
う感じが得られます。「しっかり睡眠
時間が２時間延びました」とか、「寝つ
きがスムーズになりました」といった、
目に見えて変わるという感じではあり
ません。僕は睡眠の研究をしていて脳
波を測定するのですけれども、睡眠の
不安定性を示すCAP（Cyclic Alter-
nating Pattern）という指標があるの
ですが、それを下げる効果があるので、
そのようなかたちで改善してあげれば、
意外と受け入れもいいかなと思います。
　山内　最近出てきた新しい薬の特徴
をかいつまんで教えていただけますか。

　小曽根　最近臨床使用が始まったベ
ルソムラ（スボレキサント）は、オレ
キシンという覚醒に関係している神経
を阻害する薬剤です。より睡眠に特化
した薬が登場してきました。ノンベン
ゾはもともとGABAに作用するので、
睡眠以外にも抗不安作用があったり、
筋弛緩作用があったり、健忘作用を起
こしてしまったり、いろいろな作用が
あるのですけれども、睡眠に特化して
いるので、ノンベンゾにみられる副作
用がおそらく少ないだろうと予測され
ている薬です。
　山内　ただし、少し抗不安作用もね
らおうと思うと少し弱くなってくる。
　小曽根　そうですね。逆に抗不安作
用がないのです。よく使った感じを比
較しようとする先生方がいらっしゃる
のですけれども、作用が全く異なるの
で、おそらく比べてもうまく比べられ
ないと思います。それよりも、おのお
のの特徴をうまく使っていただいて、
抗不安作用や多少鎮静が必要な人はノ
ンベンゾを使ったほうがいいでしょう
し、ただ不眠だけの問題がある方には
より睡眠に特化したベルソムラがよい
かもしれません。2014年11月に世界に
先がけて日本で初めて出た薬で、臨床
経験が十分ではありませんので、知見
を積み重ねながら上手に使っていただ
ければいいかなと思います。
　山内　ありがとうございました。

　池田　飯島先生、まず最初に、網膜
動脈分枝閉塞症、ちょっと難しい名前
ですけれども、BRAOと略すのでしょ
うか、どのような疾患なのでしょうか。
　飯島　BRAO、すなわち、網膜動脈
分枝閉塞症は、動脈の塞栓症です。網
膜動脈の本幹が詰まるのをCRAOとい
いますが、BRAOはその枝が詰まるも
ので、網膜の虚血壊死が起こって、視
野障害を起こします。病気の性質から
いうと、脳梗塞に近い病態です。
　池田　視野障害といいますと、急に
物が見えなくなるのではなくて、部分
的に見えなくなるということでしょう
か。
　飯島　多くは上半分か下半分か、ど
ちらかが見えなくなります。視力を測

ると1.0ぐらい見えていることもありま
すが、片目、例えば左目を隠して右目
で見ると、下半分が見えないという訴
えをします。視力が正常であってもけ
っこう辛い状態です。
　池田　視野欠損の症状が出るわけで
すね。
　飯島　はい。
　池田　原因にはどのようなことが考
えられているのでしょうか。
　飯島　これは網膜の動脈が詰まるわ
けで、心筋梗塞や脳梗塞などと同様、
血栓が流れてきて詰まる血栓性塞栓で
す。多くは、頸動脈にできた血栓ある
いは心腔内の血栓が流れてきて網膜中
心動脈に詰まることになります。
　池田　ということは、頸動脈ですと

網膜動脈分枝閉塞症・網膜静脈分枝閉塞症

山梨大学眼科教授
飯　島　裕　幸

（聞き手　池田志斈）

　網膜動脈分枝閉塞症および網膜静脈分枝閉塞症についてご教示ください。
　眼科より上記疾患患者の動脈硬化精査依頼を受けることがあります。脳、心
臓、下肢などに虚血性による徴候が認められない場合は、どの程度の精査が望
ましいのか。血液検査のみでよいのでしょうか。

＜大阪府開業医＞

ドクターサロン59巻７月号（6 . 2015） （509）  2928 （508） ドクターサロン59巻７月号（6 . 2015）

1507本文.indd   28-29 15/06/16   10:44


	02-1507本文_00001
	03-1507本文_00001-1
	03-1507本文_00001-2
	03-1507本文_00002-1
	03-1507本文_00002-2
	03-1507本文_00003-1
	03-1507本文_00003-2
	03-1507本文_00004-1
	03-1507本文_00004-2
	03-1507本文_00005-1
	03-1507本文_00005-2
	03-1507本文_00006-1
	03-1507本文_00006-2
	03-1507本文_00007-1
	03-1507本文_00007-2
	03-1507本文_00008-1
	03-1507本文_00008-2
	03-1507本文_00009-1
	03-1507本文_00009-2
	03-1507本文_00010-1
	03-1507本文_00010-2
	03-1507本文_00011-1
	03-1507本文_00011-2
	03-1507本文_00012-1
	03-1507本文_00012-2
	03-1507本文_00013-1
	03-1507本文_00013-2
	03-1507本文_00014-1
	03-1507本文_00014-2
	03-1507本文_00015-1
	03-1507本文_00015-2
	03-1507本文_00016-1
	03-1507本文_00016-2
	03-1507本文_00017-1
	03-1507本文_00017-2
	03-1507本文_00018-1
	03-1507本文_00018-2
	03-1507本文_00019-1
	03-1507本文_00019-2
	03-1507本文_00020-1
	03-1507本文_00020-2
	03-1507本文_00021-1
	03-1507本文_00021-2
	03-1507本文_00022-1
	03-1507本文_00022-2
	03-1507本文_00023-1
	03-1507本文_00023-2
	03-1507本文_00024-1
	03-1507本文_00024-2
	03-1507本文_00025-1
	03-1507本文_00025-2
	03-1507本文_00026-1
	03-1507本文_00026-2
	03-1507本文_00027-1
	03-1507本文_00027-2
	03-1507本文_00028-1
	03-1507本文_00028-2
	03-1507本文_00029-1
	03-1507本文_00029-2
	03-1507本文_00030-1
	03-1507本文_00030-2
	03-1507本文_00031-1
	03-1507本文_00031-2
	03-1507本文_00032-1
	03-1507本文_00032-2



