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（聞き手　池脇克則）

　ある書籍で、アメリカ、イギリスではバルビツール酸系とベンゾジアゼピン
系の薬剤は麻薬として規制されているとありました。また、日本でのベンゾジ
アゼピン系睡眠薬消費量は世界で断トツとも述べられていました。
　この２つの薬剤の世界基準の使用法についてご教示ください。

＜岡山県開業医＞

睡眠薬の使用法―国内外の違い―

　池脇　この質問では、アメリカ、イ
ギリスではバルビツール酸系とベンゾ
ジアゼピン系の薬剤は麻薬として規制
されている。でも、日本ではそういう
規制がなくて、よく使われていると。
こういう使い方でいいのでしょうかと、
そういう印象を受けたのですが、日本
はそんなに海外とは使い方が違うので
しょうか。
　田ヶ谷　いろいろな資料を調べます
と、確かに消費量は多いほうではあり
ます。ただ、世界的に見て断トツかと
いうと、日本よりちょっと多い先進諸
国もあるという状態です。一般に先進
諸国は多めであろうと思っています。
　池脇　睡眠薬の種類ですが、日本は
圧倒的にベンゾジアゼピン系、あるい

は非ベンゾジアゼピン系という分類で
すが、ベンゾジアゼピン系に似たよう
な薬が主流といっていいのでしょうか。
　田ヶ谷　作用機序は同じで、構造が
違う薬です。
　池脇　海外はそのあたりの事情は違
うのでしょうか。
　田ヶ谷　いや、そんなに変わらない
です。基本的には同じです。
　池脇　質問では海外では麻薬として
規制されているが、日本では麻薬では
ないのかということですが、どうなの
でしょう。
　田ヶ谷　日本でも睡眠薬は麻薬およ
び向精神薬取締法という法律で規制さ
れている物質に当たっています。とい
うことで、例えば処方された方が他の

誰かに転売するとか、譲渡することは
犯罪になります。
　池脇　先生のお話をうかがうと、そ
んなには違わないという印象ですが、
日本は少し違うと。実際、そういう背
景はあるのでしょうか。
　田ヶ谷　難しいのですけれども、一
つは国民皆保険で、基本的に現役世代
はすべて３割負担です。特に睡眠薬な
どは日本では諸外国に比べ薬価が安く
設定されていますので、たくさんもら
っても、患者さんのほうも負担はない
し、出す医師の側も比較的気楽に処方
できる薬であるのは確かだと思います。
　池脇　私自身そうなのですが、患者
さんが眠れないとなると、眠れない背
景などをあまり聞かずに「じゃあこれ
をのんでおきなさい」と、気楽に出し
てしまうところがありますね。また、
薬によっては、処方日数の制限がなか
ったように思うのですが。
　田ヶ谷　１回当たりの処方日数です
ね。向精神薬は基本的に日本では14日
あるいは30日の制限がある薬が多くて、
睡眠薬の大部分は30日ですけれども、
一部日数制限がない薬もありました。
　池脇　それに関連して、ゾピクロン
とエチゾラムは両方ともよく使われて
いる薬だと思います。以前は90日まで
出せましたが、つい最近、30日になり
ました。これはどういったことが背景
なのでしょうか。
　田ヶ谷　これらの薬で新たな副作用

が判明したということではありません。
いわゆる薬物乱用者で、これらの薬を
乱用のために入手して使っている方が
いて、医療機関から不正な手段で入手
する例が多いことから、今回最大30日
と制限することになったと聞いていま
す。
　池脇　必ずしも薬の新たな有害性が
出てきたからではなくて、簡単にいう
と、犯罪に結びつくような可能性があ
るからということですね。安心しまし
た。
　田ヶ谷　昔から睡眠薬は犯罪に利用
されることがありました。依存性です
とか、副作用はそんなに強くありませ
んが、やはり世界的に規制されていま
す。
　池脇　先生の説明で、日本でも麻薬
あるいは向精神薬の法律があって、海
外とそれほど違わないように思う一方、
日本の保険制度に触れられました。海
外、特にアメリカ、ヨーロッパの事情
はどうなのでしょうか。
　田ヶ谷　アメリカでは、皆さんご存
じのとおり、公的保険が全員をカバー
していません。大部分の方はプライベ
ートな、保険会社と契約した健康保険
に入ります。保険会社はなるべく医療
費の保険料支払いを少なくしたいとい
う発想があるので、治療についてもけ
っこう厳しいのです。この治療は許さ
れるけれども、こちらは許されないと
いうようなことがあって、全般に患者
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さんなり治療している医師が希望する
治療ができないという面があります。
　それに加えて、アメリカではFDAと
いうところが薬の認可の権限を全部持
っています。FDAは非常に厳しいとこ
ろで、今まで長期間の睡眠薬の治験は
ほとんどなかったので、エビデンスが
ないとして、長年、睡眠薬は一生で最
大35日しか出してはいけないという非
常に厳しい規制をしていました。その
せいでアメリカでは睡眠薬は処方数が
非常に少なかったのですけれども、そ
の代わりとしてOTC、薬局で買える睡
眠改善薬とか、あるいは眠気の出る別
の向精神薬を睡眠薬代わりに使うこと
が非常に広く行われています。確かに
睡眠薬は少なくても、ほかの向精神薬
を大量に使うという問題はあります。
　池脇　睡眠薬という一面では少ない
にしても、逆にそのしわ寄せがほかの
ところにいっている状況がアメリカの
場合で、ヨーロッパはどうなのでしょ
うか。
　田ヶ谷　ヨーロッパの場合は比較的
日本に近い国民皆保険を導入している
ところが多いのですが、一番極端なの
がイギリスで、基本的に医療費は全部
タダということになっています。ただ
し、縛りがあり、必ずかかりつけ医に
かかって、その先生が紹介の必要があ
ると認めたときにしか別の病院にかか
れないとか、いろいろな制限がありま
す。全額、医療費は国が負担している

ので、当然薬もタダでもらえる。ただ
し、国側としても医療費が無制限に増
えないように、出せる薬については非
常に厳しく制限していて、イギリスで
は非常に薬価の安い古い薬しかもらえ
ない。期間も短めであるといわれてい
ます。
　池脇　先生のお話を聞いていますと、
アメリカ、イギリスでは、先生がこの
薬を出したいと思っても出せない事情
があるようで、逆に日本のほうが自由
に出せる。
　田ヶ谷　はい。
　池脇　そのあたりも使いやすさの一
つの要因なのだろうと思いますが、質
問にある日本でのベンゾジアゼピン系
睡眠薬の消費量が世界で断トツと。こ
れはちょっと誤解があるようですね。
　田ヶ谷　そうですね。普通に売られ
ている商品の売上が１番とはちょっと
違って、日本で出しやすい薬という面
もあり、単純には比較できないのです。
　池脇　薬のレギュレーションとか保
険は若干違うにしても、ある面、確か
に臨床実地の医師も安易に不眠に対す
る処方として睡眠薬を出す傾向がある
とすると、今後どのように是正してい
けばいいのでしょうか。
　田ヶ谷　睡眠薬自体は非常に安全な
薬で、大量に服用しても命の危険は非
常に少ないのですが、残念なことに、
そんなに強い薬ではありません。例え
ば睡眠薬をのんでいても、何か心配事

があったり、あるいは不適切な時間帯、
つまり覚醒度が高い時間帯にのんでも
ほとんど効きません。薬をのんでいて
も効かないと患者さんに言われたとき
に、ただ睡眠薬を追加していっても効
きません。患者さんの生活について確
認していただく、特に何時から何時ま
でお布団に入っているのかとか、何時
ごろ睡眠薬をのんでいるのかを確認し
て、患者さんの生活や睡眠習慣を是正
するほうが、睡眠薬を追加していくよ
りもよほど効果があるというのが、最
近の専門家の間でのコンセンサスにな

っています。普段の臨床が忙しくて、
そんな暇はないという医師が多いかと
思うのですが、ぜひ生活指導と服薬指
導を進めていただきたいと思います。
　池脇　生活習慣病もそうですけれど
も、薬の前に生活習慣の是正が基本で
あるように、睡眠薬もそのあたりをき
ちっと見て、まずはそこを手をつける、
あるいは睡眠薬の処方と同時にそれも
一緒に行うことが必要ですね。
　田ヶ谷　はい。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。
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