
てそうするのですが、そういうことが
重なるので、特にうつ病になってしま
う奥さんがかなりいるのです。そうい

う人に対してはこれは非常に救いにな
ると思います。
　池田　ありがとうございました。

　池脇　今回は睡眠薬の薬物依存症と
いうことですが、まず我々が普段使っ
ているGABA-A受容体作動薬から教え
てください。
　山寺　GABAとは抑制性の神経伝達
物質です。GABA受容体に作用しGABA
を放出することによって睡眠作用を導
きます。ベンゾジアゼピン誘導体が
GABA-A受容体作動薬の代表的なもの
です。
　池脇　GABAとは、γアミノ酪酸、
アミノ酸に近いようなものでしょうか。
　山寺　抑制性の神経伝達物質であり、
それが脳内に放出されることで鎮静、
催眠作用を有する物質と思ってくださ
い。
　池脇　確かに日本は欧米に比べると、
ベンゾジアゼピンを繁用していますが、
これがGABA受容体にくっつくことに

よって、神経抑制的に働き睡眠に導く
という理解でよいでしょうか。
　山寺　そうです。GABA受容体には
AとBがあり、Aに作用することで催眠
作用を発揮すると考えられています。
　池脇　質問は、GABA-A受容体作動
薬である、ベンゾジアゼピンという薬
になります。一方、非ベンゾジアゼピ
ン、非というのは何となく違うという
印象ですが、そうでもないのですね。
　山寺　非ベンゾジアゼピンは、ベン
ゾジアゼピンにあらずと書くのですけ
れども、作用としてはGABA-A受容体
作動薬で括ってよいと思います。ベン
ゾジアゼピン誘導体には、共通したベ
ンゾジアゼピン骨格という薬物骨格が
あります。それがいわゆるベンゾジア
ゼピン系睡眠薬で、ベンゾジアゼピン
骨格を有さないけれども、実際は薬理

GABA-A受容体作動薬における薬物依存

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター精神神経科診療部長
山　寺　　亘

（聞き手　池脇克則）

　高齢者（65歳以上）でGABA-A受容体作動薬の薬物依存が疑われる場合の対
処法についてご教示ください。

＜熊本県開業医＞
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作用としてGABA受容体作動性に働く
ものを、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬
と称しています。それらはみな薬物名
がZというアルファベットから始まる
ものですから、Zドラッグと総称され
ています。
　池脇　そうすると、ベンゾジアゼピ
ン、非ベンゾジアゼピンとはいうもの
の、基本的にはGABAを介して働いて
いるのですね。
　山寺　最近の研究ですけれども、
GABA受容体にはα１～６までサブタ
イプがあると考えられていて、ベンゾ
ジアゼピン受容体、以前からの睡眠薬
は全部に働いてしまうのだけれども、
非ベンゾジアゼピン、Zドラッグはサ
ブタイプに特異性を多少持っていて、
今までのものよりは、ふらつき、健忘、
筋弛緩作用などの有害作用が少ないだ
ろうと想定されています。
　池脇　より選択性を高めることによ
って、従来のベンゾジアゼピンの副作
用を抑える特徴があるということです
ね。
　山寺　軽減させるような役割を持つ
であろうと考えられています。昔は、
ω１、ω２という受容体の分け方をし
ていたのですけれども、今ではα１～ 
６という分け方になっているようです。
　池脇　薬物依存、確かに睡眠薬とい
うのは習慣性ができて、中止するのも
難しいことがありますが、薬物依存が
問題なのでしょうか。

　山寺　ベンゾジアゼピン受容体作動
薬、特にベンゾジアゼピン誘導体の睡
眠薬には依存性があって、耐性が形成
されやすいことに警鐘が鳴らされてい
ます。特に、高用量の薬剤を長期にわ
たって、それも多剤使用することで、
耐性形成、依存形成が助長されると考
えられています。
　池脇　ベンゾジアゼピンも半減期の
短いものから比較的長いものがあって、
こういった依存は、どちらかというと
半減期が短いもののほうが起きやすい
のでしょうか。
　山寺　そのとおりです。高力価で半
減期の短いもの、１錠のミリ数が０.何
㎎とか、そういう高力価のもの。ウル
トラショートというのが血中消失半減
期が４時間以下、ショート、短時間型
というのが10時間以下と大まかに分か
れますが、半減期が短く、１錠の力価
が高いものにおいて発生しやすいと考
えられています。
　池脇　薬物依存が起こる患者さんの
背景ですが、先生のお話ですと、なか
なか通常量では効かないので、どうし
ても量が増えてしまう。あるいは２種
類、３種類併用してしまう。そういっ
た場合になりやすいのでしょうか。
　山寺　我々精神科領域での中毒性疾
患としての依存症はもちろんあるので
すけれども、特に睡眠薬の依存につい
て大事なのは、常用量依存、臨床用量
依存という、通常１錠を眠前に投与す

ることで、非常に症状がコントロール
され、軽快している状態が長く続いて
いることですけれども、規定以上の量
ではなくて、安全な領域の服薬量を半
年以上続け、それを止めてしまうこと
で離脱症状が出る。止めるに止められ
ない常用量依存の問題が、非常に注目
されています。
　池脇　それは大きな問題かもしれま
せんね。
　山寺　それによって、結局、医療経
済的に処方量が増えてしまって、特に
質問のような高齢者の方は、各種身体
疾患を抱えています。身体疾患の薬に
加えて睡眠薬、その相互作用というこ
とも留意しなければいけない点だと思
います。
　池脇　どうも依存だと考えられると
きには、どう対処するのでしょうか。
　山寺　私は、日本睡眠学会に属して
いますが、どうやって睡眠薬を適正に
使用して、その後止めていけるように
するのかのガイドラインが策定されま
した。まず、不眠症状がどれだけよく
なって、日中の機能障害、すなわち眠
れないことによって日中の機能がどれ
だけ冒されているか。あるいは、それ
が安定した状態をまず確認すること。
患者さん本人に、睡眠薬を止めていく
ことへの十分な知識を与えて、それに
対する恐怖心を除いてあげること。そ
れから皆さんご承知だと思うのですけ
れども、十分な時間をかけて、半分に

していく漸減法、１日おきに投与して
いく隔日法、そして短時間作用型のも
のから長時間作用型のものに置換して
いく。漸減、隔日、置換という方法を、
長い時間かけて患者さんと一緒に減薬
に取り組むことを推奨しています。
　池脇　患者さんが睡眠薬を離脱する
には時間をかけるということと、患者
さんにそれができるということを十分
に医師が話すのも大事ですね。
　山寺　不安を取ってあげること、止
めていける状態だということを医師が
保証することで、心理的なサポートを
与える、それがとても大事だと思いま
す。そういった不安を取っていく一つ
の方法として、認知行動療法的なアプ
ローチをして減薬の手助けをすること
にも取り組んでいます。
　池脇　GABA-A受容体作動薬以外に
も、メラトニンを介するもの、あるい
はオレキシン受容体といったものが、
薬物依存の患者さんに対し、依存から
抜けるというときに役立つのでしょう
か。
　山寺　オレキシン受容体拮抗薬もメ
ラトニン受容体作動薬も、ベンゾジア
ゼピン受容体作動薬に比べて使用され
ている年数が短いものですから、何と
も言えないところがあります。ただし
理論的には、ベンゾジアゼピン受容体
作動薬に比べて、メラトニン受容体作
動薬もオレキシン受容体拮抗薬も、依
存性・耐性形成は少ないだろうとは考
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作用としてGABA受容体作動性に働く
ものを、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬
と称しています。それらはみな薬物名
がZというアルファベットから始まる
ものですから、Zドラッグと総称され
ています。
　池脇　そうすると、ベンゾジアゼピ
ン、非ベンゾジアゼピンとはいうもの
の、基本的にはGABAを介して働いて
いるのですね。
　山寺　最近の研究ですけれども、
GABA受容体にはα１～６までサブタ
イプがあると考えられていて、ベンゾ
ジアゼピン受容体、以前からの睡眠薬
は全部に働いてしまうのだけれども、
非ベンゾジアゼピン、Zドラッグはサ
ブタイプに特異性を多少持っていて、
今までのものよりは、ふらつき、健忘、
筋弛緩作用などの有害作用が少ないだ
ろうと想定されています。
　池脇　より選択性を高めることによ
って、従来のベンゾジアゼピンの副作
用を抑える特徴があるということです
ね。
　山寺　軽減させるような役割を持つ
であろうと考えられています。昔は、
ω１、ω２という受容体の分け方をし
ていたのですけれども、今ではα１～ 
６という分け方になっているようです。
　池脇　薬物依存、確かに睡眠薬とい
うのは習慣性ができて、中止するのも
難しいことがありますが、薬物依存が
問題なのでしょうか。

　山寺　ベンゾジアゼピン受容体作動
薬、特にベンゾジアゼピン誘導体の睡
眠薬には依存性があって、耐性が形成
されやすいことに警鐘が鳴らされてい
ます。特に、高用量の薬剤を長期にわ
たって、それも多剤使用することで、
耐性形成、依存形成が助長されると考
えられています。
　池脇　ベンゾジアゼピンも半減期の
短いものから比較的長いものがあって、
こういった依存は、どちらかというと
半減期が短いもののほうが起きやすい
のでしょうか。
　山寺　そのとおりです。高力価で半
減期の短いもの、１錠のミリ数が０.何
㎎とか、そういう高力価のもの。ウル
トラショートというのが血中消失半減
期が４時間以下、ショート、短時間型
というのが10時間以下と大まかに分か
れますが、半減期が短く、１錠の力価
が高いものにおいて発生しやすいと考
えられています。
　池脇　薬物依存が起こる患者さんの
背景ですが、先生のお話ですと、なか
なか通常量では効かないので、どうし
ても量が増えてしまう。あるいは２種
類、３種類併用してしまう。そういっ
た場合になりやすいのでしょうか。
　山寺　我々精神科領域での中毒性疾
患としての依存症はもちろんあるので
すけれども、特に睡眠薬の依存につい
て大事なのは、常用量依存、臨床用量
依存という、通常１錠を眠前に投与す

ることで、非常に症状がコントロール
され、軽快している状態が長く続いて
いることですけれども、規定以上の量
ではなくて、安全な領域の服薬量を半
年以上続け、それを止めてしまうこと
で離脱症状が出る。止めるに止められ
ない常用量依存の問題が、非常に注目
されています。
　池脇　それは大きな問題かもしれま
せんね。
　山寺　それによって、結局、医療経
済的に処方量が増えてしまって、特に
質問のような高齢者の方は、各種身体
疾患を抱えています。身体疾患の薬に
加えて睡眠薬、その相互作用というこ
とも留意しなければいけない点だと思
います。
　池脇　どうも依存だと考えられると
きには、どう対処するのでしょうか。
　山寺　私は、日本睡眠学会に属して
いますが、どうやって睡眠薬を適正に
使用して、その後止めていけるように
するのかのガイドラインが策定されま
した。まず、不眠症状がどれだけよく
なって、日中の機能障害、すなわち眠
れないことによって日中の機能がどれ
だけ冒されているか。あるいは、それ
が安定した状態をまず確認すること。
患者さん本人に、睡眠薬を止めていく
ことへの十分な知識を与えて、それに
対する恐怖心を除いてあげること。そ
れから皆さんご承知だと思うのですけ
れども、十分な時間をかけて、半分に

していく漸減法、１日おきに投与して
いく隔日法、そして短時間作用型のも
のから長時間作用型のものに置換して
いく。漸減、隔日、置換という方法を、
長い時間かけて患者さんと一緒に減薬
に取り組むことを推奨しています。
　池脇　患者さんが睡眠薬を離脱する
には時間をかけるということと、患者
さんにそれができるということを十分
に医師が話すのも大事ですね。
　山寺　不安を取ってあげること、止
めていける状態だということを医師が
保証することで、心理的なサポートを
与える、それがとても大事だと思いま
す。そういった不安を取っていく一つ
の方法として、認知行動療法的なアプ
ローチをして減薬の手助けをすること
にも取り組んでいます。
　池脇　GABA-A受容体作動薬以外に
も、メラトニンを介するもの、あるい
はオレキシン受容体といったものが、
薬物依存の患者さんに対し、依存から
抜けるというときに役立つのでしょう
か。
　山寺　オレキシン受容体拮抗薬もメ
ラトニン受容体作動薬も、ベンゾジア
ゼピン受容体作動薬に比べて使用され
ている年数が短いものですから、何と
も言えないところがあります。ただし
理論的には、ベンゾジアゼピン受容体
作動薬に比べて、メラトニン受容体作
動薬もオレキシン受容体拮抗薬も、依
存性・耐性形成は少ないだろうとは考
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えられています。ですから、例えば２
種類の睡眠薬を使わなければいけない
ようなときなどには、１種類がベンゾ
ジアゼピンだったとしても、もう１種
類をオレキシンなりメラトニンなり、
それぞれ多少効き方が違いますので、
そういった組み合わせを工夫すること
も、早く症状をよくして、安全に薬を
止めていくことの手助けになるかと考
えています。

　池脇　これが難しい場合には、専門
の先生方にお願いするしかないにして
も、先生が言われた、short actingを
long actingにするとか、時間をかける
ことが大原則で、そこに新規の睡眠薬
をうまく使えば、より依存から抜け出
せる可能性が高まるということですね。
　山寺　そうだと思います。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　糖尿病の患者さんに砂糖の代
わりに人工甘味料を勧めていいでしょ
うかという質問です。先生は医薬品食
品衛生研究所の食品添加物を専門にさ
れていますが、そもそも人工甘味料と
はどういうものなのでしょう。
　佐藤　人工甘味料というのは、いわ
ゆる天然に存在しない、化学合成によ
り作られた甘味料で、アスパルテーム
やアセスルファムカリウム、スクラロ
ースなど、いろいろなものがあります。
人工というと、全く人間の食べている
ものと違うのではないかと思われるの
ですが、アスパルテームというのはア
ミノ酸が２つくっついたジペプチドの
メチルエステルですし、それをさらに
誘導体化したものがネオテームだった
り、アドバンテームだったりします。
甘みは、砂糖や人工甘味料が、舌の表

面にある味蕾の甘味受容体にくっつく
ことで感じます。人工甘味料の場合は、
ほんのちょっとで砂糖と同様の甘さを
感じるので、使う量がものすごく少な
いのに甘みを感じる。そういったもの
がいわゆる高甘味度甘味料というもの
です。
　池脇　本来であれば砂糖を摂って甘
みを感じるところを、こういった人工
甘味料によって甘みを代用するという
ことは、おそらく質問の糖尿病の患者
さんの使い方以外にも、いろいろな食
品で使われているのですね。
　佐藤　もちろん使われています。最
近はカロリーゼロというので、清涼飲
料水にもかなり多く使われています。
　池脇　いろいろな種類のものが使わ
れていますが、共通するのはすごく甘
みが強いということですね。

人工甘味料と糖尿病

国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部長
佐　藤　恭　子

（聞き手　池脇克則）

　糖尿病の患者さんに砂糖の代わりに人工甘味料を勧めても問題ないでしょう
か。カロリーオフの清涼飲料水は糖尿病に対して悪影響はないのでしょうか。

＜佐賀県勤務医＞
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