血栓症による肺塞栓に関しては注目さ
れて、啓発も進んでいるようですが、
今先生が言われた膀胱炎は抜けている

ればだいたい大丈夫なのですが、温水
洗浄便座の強い水流で長く洗浄すると、
それが原因で膀胱炎になる方もいらっ

ような気がします。
中田 そうですね。災害のときは妊
娠している女性も健康状態が弱い立場

しゃいます。
それから、妊娠中はおりものが増え
るのですが、パッドを当てるのであれ

になりますので、尿路感染症を防ぐた
めのイロハを広めていくことが必要と
思います。
池脇 妊婦さんは膀胱炎、ひいては
腎盂炎のハイリスクなので、そういう

ば、少し吸収力のある厚めのものを当
てていただきたい。おりものシートの
ような薄いものは、膣の出口、外陰部
の出口に防水シートで蓋をすることに
なり、中が蒸れて雑菌が増え粘膜が傷

ことを避ける日常生活の指導はありま
すか。

んできますので、膀胱炎にかかりやす
くなります。パッドの種類を選別して

中田 外陰部と肛門周囲の衛生管理
いただきたいと思います。
と手入れ、それと先ほどの水分をまめ
池脇 治療はあるけれども、予防が
に取る。とてもたくさん取る必要はな
重要ということですね。
く、一定の利尿が確保されるように飲
中田 そのとおりです。
んでいく。その２つになると思います。
池脇 どうもありがとうございまし
衛生管理は、トイレで普通にやってい
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発達障害者の不眠
医療法人社団 昌仁醫修会
瀬川記念小児神経学クリニック理事長

星

野

（聞き手

恭

子

池脇克則）

若年者（特に中高生）で、誘因なく不眠（入眠困難など）を訴える人には、
アスペルガーなどの発達に問題のある方をよく目にします。
１．発達に問題がある人における不眠の実態
２．（診断がついていない場合の）生活指導
３．薬物治療をする場合の注意点
についてご教示ください。
＜神奈川県開業医＞

池脇 不眠の質問で、成人あるいは
高齢者の睡眠障害の質問はいただくの
ですが、今回はお子さんについてです。

さんが寝ない、ベッドに行かない、夜
中起きてしまう、どうしよう。そこが
最初の悩みで外来にいらっしゃるので

私の印象だと、子どもはすやすや寝る
ものだと。でも、質問には、発達に問
題がある方、専門家は神経発達症とお

すが、実はちょっと発達の問題がある
ことが非常に多いです。
池脇 中高生の不眠でアスペルガー

っしゃっていますが、こういうお子さ
んで不眠というのはけっこう多いので
すか。
星野 非常に多くて、例えば自閉ス
ペクトラム症の方には50〜80％の方が

を合併している方が多くいますとあり
ますが、実はそういうお子さんたちは
もっともっと小さい時期からなのです
ね。
星野 そうなのです。生まれてすぐ

睡眠障害がある。その睡眠障害は、乳
児期もしくは幼児期早期に出ていると
いう報告が多くあります。ということ
は、お父さん、お母さんたちは、お子

にサーカディアンのリズムができるの
ですが、そこがうまくいかなくなって
くる。睡眠は脳幹が司っています。さ
らに脳幹にはセロトニンとかノルアド
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図１

図２

時計遺伝子と脳と体のしくみ

「本当は早く寝たいですか？」
→全学年とも70％以上が早く寝たいと答えた

（Hobson、1983

一部変更）

レナリンとかドーパミンとか、そうい

し、最初から睡眠の問題だといってい

までゲームだ、ネットだ。それで朝早

こう多いです。

う物質が神経をつくるのです。そこが
うまくいかないで、小学校高学年、中
学生、高校生となってくると睡眠の問

らっしゃる方もいます。
池脇 お子さんの睡眠障害をそのま
まにしておくと、ご両親がたいへんで

く起こされる。例えば６時、７時に「学
校に行きなさい」と言われると、極端
な睡眠不足症候群になります。そこに

池脇 ぎりぎりのところで先生のと
ころに来るのですね。
星野 はい。

題が多く出てきてしまうということで
す。
池脇 先生のクリニックは専門に神
経発達症の中核となる症状で受診して
きて、いろいろ話を聞くと睡眠障害が

すね。
星野 そうなのです。それから、脳
の話を今したのですが、体温のリズム
とかホルモンとかの体のリズムも狂っ
ていくのです。例えば２時に寝ました、

起立性調節障害とか、朝起きられなく
なることが重なると、子どもたちはガ
クッと、休み明けにずっと寝続けてし
まって、全然起きられなくなる。起き
られなくなると学校も行けなくなり、

池脇 睡眠障害といっても、入眠障
害あるいは中途覚醒など、いろいろあ
ります。入眠困難と書いてあるのは、
入眠障害が多い傾向があるのでしょう
か。

夜も寝られなくなる。どうしたらいい
でしょうかといって来院する方もけっ

星野 まず赤ちゃんのときから夜の
寝つきが悪いことがあります。それか

ある、というパターンなのでしょうか。 10時に起きましたというと、地球のリ
星野 そういうパターンもあります
ズムとずれてしまう。あとは、夜遅く
30（702）
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図１
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時計遺伝子と脳と体のしくみ

「本当は早く寝たいですか？」
→全学年とも70％以上が早く寝たいと答えた

（Hobson、1983

一部変更）

レナリンとかドーパミンとか、そうい

し、最初から睡眠の問題だといってい

までゲームだ、ネットだ。それで朝早

こう多いです。

う物質が神経をつくるのです。そこが
うまくいかないで、小学校高学年、中
学生、高校生となってくると睡眠の問

らっしゃる方もいます。
池脇 お子さんの睡眠障害をそのま
まにしておくと、ご両親がたいへんで

く起こされる。例えば６時、７時に「学
校に行きなさい」と言われると、極端
な睡眠不足症候群になります。そこに

池脇 ぎりぎりのところで先生のと
ころに来るのですね。
星野 はい。

題が多く出てきてしまうということで
す。
池脇 先生のクリニックは専門に神
経発達症の中核となる症状で受診して
きて、いろいろ話を聞くと睡眠障害が

すね。
星野 そうなのです。それから、脳
の話を今したのですが、体温のリズム
とかホルモンとかの体のリズムも狂っ
ていくのです。例えば２時に寝ました、

起立性調節障害とか、朝起きられなく
なることが重なると、子どもたちはガ
クッと、休み明けにずっと寝続けてし
まって、全然起きられなくなる。起き
られなくなると学校も行けなくなり、

池脇 睡眠障害といっても、入眠障
害あるいは中途覚醒など、いろいろあ
ります。入眠困難と書いてあるのは、
入眠障害が多い傾向があるのでしょう
か。

夜も寝られなくなる。どうしたらいい
でしょうかといって来院する方もけっ

星野 まず赤ちゃんのときから夜の
寝つきが悪いことがあります。それか

ある、というパターンなのでしょうか。 10時に起きましたというと、地球のリ
星野 そういうパターンもあります
ズムとずれてしまう。あとは、夜遅く
30（702）

2009_HONBUN.indd 31

ドクターサロン64巻９月号（8 . 2020）

ドクターサロン64巻９月号（8 . 2020）

（703）31

2020/08/17 13:31

ら、幼児期になってきますと、ベッド
に行かない。そうなると、どんどん夜
寝るのが遅くなる。小学生、中学生ぐ

おっしゃるのですが、子どもは遊ぶ場
所が少ないとかで体を動かすことが少
なくなってくるのです。ですので、睡

ごみ掃除ではないですが、アルツハイ
マーのもとを掃除しているとか、体の
リズム、心のリズムをつくっているこ

めなさい。なんであなたは動画サイト
ばっかり。だめだ、だめだ」と言って
いると、子どもたちがどんどん孤独に

らいになりますと、おけいこごとだっ
たり、塾だったり、スケジュール満載
で、しかも宿題もやらなければいけな

眠表という生活日誌をつけてもらって、
「ここはこれできるよね」というよう
に、非常に細かい指導をしています。

とが広く知られるようになりました。
実は私、動画サイトで小学生向けの講
演をアップしているのです。

なります。孤独になればなるほど、ど
んどん動画サイトだ、はてはちょっと
危ないサイトとかにいってしまう。で

い。でも、動画サイトも見たい、ゲー
ムもやりたい、テレビも見たい。それ
で夜寝る時間が遅くなる。特にスマホ
の光などをずっと見て浴びてしまいま
すと、それがどんどん脳の中に入って

小学生、中学生以降になりますと子
どもたちに話すのですが、これも大人
の生活が影響してしまうのです。子ど
もたちが自分の体のことを知って、睡
眠の大事さを知って、自分で早く寝よ

池脇 小学生相手が一番難しそうで
すが。
星野 でも、しっかり伝えると、し
っかり入っていくのです。
池脇 そうはいっても、お子さんは

すので、例えばゲーム中毒とかゲーム
障害になってしまった場合は、お母さ
んとお父さんと一緒にゲームをやって、
一緒にやめるみたいにする。
池脇 いいですね。先生のお話を聞

いって覚醒させてしまい、しかもメラ
トニンという眠る物質を下げてしまう

うと思わないとだめです。そうするた
めには、早く早くと言うとかわいそう

なかなか睡眠が取れなくて、朝起きて
も眠い、学校に行きたくない、そうい

いて、そういう生活指導が一番大事だ
と思ったのですが、それでもなかなか

ので、入眠困難になる。
あともう一つ、先生がおっしゃった
中途覚醒ですが、ちょっと別の病態で、
ノンレム睡眠、レム睡眠のレムのとこ
ろでぱっと目が覚める。それも睡眠の

なのですが、宿題を早くやるとか、早
くお風呂に入るとか、やりたいことが
たくさんあるのですが、きょうは宿題
があるからゲームはしないとか、おけ
いこごとがあるから動画サイトはやめ

う子どもはどのようにするのですか。
星野 サーカディアンというのは、
まず朝なのです。私たちは脳の中の視
交叉上核というところに太陽の光が当
たって、そこで時計の遺伝子が駆動さ

睡眠障害が改善しない。あまりお子さ
んに薬はどうかと思うのですが、そう
いうときもあるのでしょうか。
星野 使うときもあります。私たち
が一番大事にしているのはメラトニン

質の問題です。入眠困難もあれば中途
覚醒もあるという、なかなかたいへん
な状態です。

ておこうと選択する力、寝るのだとい
う意思を自分で選ばせる。やってはい
けないと押しつけるのではないのです。

れるので、少し睡眠不足をつくっても
いいから、朝、頑張りなさいと。そう
はいっても、ちょっとずれてしまうお

です。これはまだオフラベルで、日本
では使えないのですが、サプリのメラ
トニンが神経発達症、リズム障害の方

池脇 生活指導ができるお子さんの
場合は具体的にどういう指導をされて
いるのですか。
星野 幼児などの場合はお子さんに

これは大人も同じですが。
池脇 その日にやることをたくさん
抱えずに、適当な時間に寝られるよう
な計画を立てて、お風呂に入って、歯

子さんもいるのですが、そこはちょっ
と大目に見るとして、でも学校になか
なか行けない。行けなくてもいいから、
朝は起きるのだよ、と。なるべく朝の

にも非常に有効です。今治験が終了し
たところですので、いずれ日本でも使
えると思います。あとは、メラトニン
に関連するラメルテオンとか、少量の

話すのではなく、お父さん、お母さん
がまず意識を持って、大人が自分たち
の生活をきちんと見直すことです。夜
は部屋を暗くする。朝は早く起こす。
朝起きてから、朝ごはんを食べて、き
ちんと体を動かす。普通のことです。
だいたいのお父さん、お母さんたちは
「けっこう頑張ってやっています」と

を磨くという、寝る前のルーチンを習
慣化するということでしょうか。
星野 全くそのとおりです。そうす
る意識が大事です。つまり、睡眠が大
事だということを子どもたちが知るこ
とが大事で、
「早く寝なさい」と言わ
れても、「なんで？」ということにな
ります。でも最近、睡眠によって脳の

時間帯、体内時計をきちっとリセット
するのを指導して、あとは夜のスマホ、
メディアを減らす。これが難しい。
池脇 親がきちんと観察することも
必要ですね。
星野 そういうことです。あと、親
御さんと子どもさんたちの関係がきち
んとしてないとできないのです。「や

ゾルピデムとか、自閉症の方で非常に
行動障害が強い方はリスペリドンやア
リピプラゾール。このリスペリドンと
アリピプラゾールは自閉症の行動障害
に保険が通っています。
あと覚醒するほう、例えばADHDの
場合はアトモキセチンを使うと覚醒が
きちんとできて、リズムが整いやすい。
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ら、幼児期になってきますと、ベッド
に行かない。そうなると、どんどん夜
寝るのが遅くなる。小学生、中学生ぐ

おっしゃるのですが、子どもは遊ぶ場
所が少ないとかで体を動かすことが少
なくなってくるのです。ですので、睡

ごみ掃除ではないですが、アルツハイ
マーのもとを掃除しているとか、体の
リズム、心のリズムをつくっているこ

めなさい。なんであなたは動画サイト
ばっかり。だめだ、だめだ」と言って
いると、子どもたちがどんどん孤独に

らいになりますと、おけいこごとだっ
たり、塾だったり、スケジュール満載
で、しかも宿題もやらなければいけな

眠表という生活日誌をつけてもらって、
「ここはこれできるよね」というよう
に、非常に細かい指導をしています。

とが広く知られるようになりました。
実は私、動画サイトで小学生向けの講
演をアップしているのです。

なります。孤独になればなるほど、ど
んどん動画サイトだ、はてはちょっと
危ないサイトとかにいってしまう。で

い。でも、動画サイトも見たい、ゲー
ムもやりたい、テレビも見たい。それ
で夜寝る時間が遅くなる。特にスマホ
の光などをずっと見て浴びてしまいま
すと、それがどんどん脳の中に入って

小学生、中学生以降になりますと子
どもたちに話すのですが、これも大人
の生活が影響してしまうのです。子ど
もたちが自分の体のことを知って、睡
眠の大事さを知って、自分で早く寝よ

池脇 小学生相手が一番難しそうで
すが。
星野 でも、しっかり伝えると、し
っかり入っていくのです。
池脇 そうはいっても、お子さんは

すので、例えばゲーム中毒とかゲーム
障害になってしまった場合は、お母さ
んとお父さんと一緒にゲームをやって、
一緒にやめるみたいにする。
池脇 いいですね。先生のお話を聞

いって覚醒させてしまい、しかもメラ
トニンという眠る物質を下げてしまう

うと思わないとだめです。そうするた
めには、早く早くと言うとかわいそう

なかなか睡眠が取れなくて、朝起きて
も眠い、学校に行きたくない、そうい

いて、そういう生活指導が一番大事だ
と思ったのですが、それでもなかなか

ので、入眠困難になる。
あともう一つ、先生がおっしゃった
中途覚醒ですが、ちょっと別の病態で、
ノンレム睡眠、レム睡眠のレムのとこ
ろでぱっと目が覚める。それも睡眠の

なのですが、宿題を早くやるとか、早
くお風呂に入るとか、やりたいことが
たくさんあるのですが、きょうは宿題
があるからゲームはしないとか、おけ
いこごとがあるから動画サイトはやめ

う子どもはどのようにするのですか。
星野 サーカディアンというのは、
まず朝なのです。私たちは脳の中の視
交叉上核というところに太陽の光が当
たって、そこで時計の遺伝子が駆動さ

睡眠障害が改善しない。あまりお子さ
んに薬はどうかと思うのですが、そう
いうときもあるのでしょうか。
星野 使うときもあります。私たち
が一番大事にしているのはメラトニン

質の問題です。入眠困難もあれば中途
覚醒もあるという、なかなかたいへん
な状態です。

ておこうと選択する力、寝るのだとい
う意思を自分で選ばせる。やってはい
けないと押しつけるのではないのです。

れるので、少し睡眠不足をつくっても
いいから、朝、頑張りなさいと。そう
はいっても、ちょっとずれてしまうお

です。これはまだオフラベルで、日本
では使えないのですが、サプリのメラ
トニンが神経発達症、リズム障害の方

池脇 生活指導ができるお子さんの
場合は具体的にどういう指導をされて
いるのですか。
星野 幼児などの場合はお子さんに

これは大人も同じですが。
池脇 その日にやることをたくさん
抱えずに、適当な時間に寝られるよう
な計画を立てて、お風呂に入って、歯

子さんもいるのですが、そこはちょっ
と大目に見るとして、でも学校になか
なか行けない。行けなくてもいいから、
朝は起きるのだよ、と。なるべく朝の

にも非常に有効です。今治験が終了し
たところですので、いずれ日本でも使
えると思います。あとは、メラトニン
に関連するラメルテオンとか、少量の

話すのではなく、お父さん、お母さん
がまず意識を持って、大人が自分たち
の生活をきちんと見直すことです。夜
は部屋を暗くする。朝は早く起こす。
朝起きてから、朝ごはんを食べて、き
ちんと体を動かす。普通のことです。
だいたいのお父さん、お母さんたちは
「けっこう頑張ってやっています」と

を磨くという、寝る前のルーチンを習
慣化するということでしょうか。
星野 全くそのとおりです。そうす
る意識が大事です。つまり、睡眠が大
事だということを子どもたちが知るこ
とが大事で、
「早く寝なさい」と言わ
れても、「なんで？」ということにな
ります。でも最近、睡眠によって脳の

時間帯、体内時計をきちっとリセット
するのを指導して、あとは夜のスマホ、
メディアを減らす。これが難しい。
池脇 親がきちんと観察することも
必要ですね。
星野 そういうことです。あと、親
御さんと子どもさんたちの関係がきち
んとしてないとできないのです。「や

ゾルピデムとか、自閉症の方で非常に
行動障害が強い方はリスペリドンやア
リピプラゾール。このリスペリドンと
アリピプラゾールは自閉症の行動障害
に保険が通っています。
あと覚醒するほう、例えばADHDの
場合はアトモキセチンを使うと覚醒が
きちんとできて、リズムが整いやすい。

32（704）

2009_HONBUN.indd 33

ドクターサロン64巻９月号（8 . 2020）

ドクターサロン64巻９月号（8 . 2020）

（705）33

2020/08/17 13:31

あと、今登録制にはなってしまいまし
たが、メチルフェニデートの徐放剤も
使います。グアンファシンというノル

けるようになれば自然に寝られる。一
般の開業医は、もちろん今の薬剤を使
うのは難しいですが、睡眠が大事だと

アドレナリンのαアゴニストが実は入
眠にもいいし、ADHDにもいいです。
池脇 なかなか一般医には難しいで

いうことを、保護者の方、子どもたち、
中高生に指導していただけるとたいへ
んありがたいです。

すが、基本的には睡眠障害を抜け出し
て、うまくいけば、薬もやめていくの
でしょうか。
星野 もちろんそうです。大人もそ
うですが、覚醒が主で睡眠は結果なの

池脇 お子さんの場合は、本人だけ
ではなく、家族全体で対処するのです
ね。
星野 全くそのとおりです。
池脇 どうもありがとうございまし

で、覚醒がうまくいって、とにかく動

た。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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脳卒中対策の最新情報（Ⅵ）

脳卒中のリハビリテーション
藤田医科大学リハビリテーション医学Ⅰ講座主任教授

大

高

（聞き手

洋

大西

平

真）

大西 脳卒中のリハビリテーション
というテーマでお話をうかがいます。

たのですが、24時間以内にベッドから
出るようなことをするプログラムと通

脳卒中の後、なるべく急性期にリハ
ビリを開始するのが今の流れではない
かと思いますが、まず急性期リハビリ
を中心にお話をうかがえたらと思いま
す。

常プログラムを比べたらあまり差がな
かったというか、むしろそっちのほう
が悪かったというデータが出まして、
超早期のリハビリテーションには少し
議論があります。メッセージとして大

大高 以前は起こすといろいろな問
題があるということで、起こすことに

事なのは、その人に合ったプログラム
で離床を進めていくということかと思

抵抗があった時代もあったのですが、
基本原則として、最近はできるだけ早
くから離床していくのが常識になって
います。それは、寝ていることによっ
て起こる様々な合併症、簡単に言うと、
寝たきりになっていると筋力が低下し

います。その辺のエビデンスはこれか
らまたいろいろ集積されていくと思い
ますが、原則は寝ていることの弊害よ
りは、動かすことのほうが大事なので、
その人に合ったプログラムでできるだ
け早くということだと思います。早く

てしまいますし、もちろん骨ももろく
なってきます。もう少し急性の病態で

といっても24時間以内というのはなか
なか難しいのですが。

すと、DVTとか、そういった問題もど
んどん起こってきますので、できるだ
け早期に動かすのがスタンダードにな
っています。

大西 ３日以内とか言いますね。
大高 そのぐらいであればいいので
はないかと個人的には考えています。
大西 個々の患者さんによってだい

細かいエビデンスで言いますと、最
近、AVERT Ⅲという大きな世界的な
多施設共同研究が「ランセット」に出

ぶ対応が違うと思いますけれども。
大高 全然病態が違います。
大西 具体例として、最初にはどの
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