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高齢者においては，睡眠構造の変化や睡眠覚醒リズムの変化を生じることが多く，睡眠障害を生じ

やすい．睡眠構造の変化としては，総睡眠時間の減少，睡眠効率の低下，中途覚醒の増加，睡眠潜時

の延長，非レム睡眠第1段階の相対的増加，徐波睡眠の減少，レム睡眠の減少などが挙げられる．睡

眠覚醒リズムの変化としては，メラトニンリズム異常などによる睡眠の多相化や睡眠相前進が挙げら

れる．

治療に際しては，心理社会的要因，基礎疾患の有無，原因薬剤の関与などを検討し，まず原因への

対処が必要となる．発症要因への対処を行ったうえで薬物療法が必要となる場合も多い．高齢者では

睡眠薬による副作用が生じやすく，薬剤の選択や用量の調整は慎重に行う必要がある．ベンゾジアゼ

ピン（BZP）系睡眠薬が有効な場合もあるが，せん妄や健忘を生じる危険性を念頭に置くことが必

要である．BZP系睡眠薬以外では，選択的ω1受容体作動薬，抗コリン作用の少ない抗うつ薬や非

定型抗精神病薬，漢方薬の有用性を示す報告がみられる．

そして，睡眠構造や睡眠覚醒リズムの変化に加えて，高齢者特有の睡眠障害の病態が生じることも

多いので，高齢者の睡眠障害の病態は複雑である．高齢者特有の病態としては，周期性四肢運動障害

（PLMD），レストレスレッグス症候群（RLS），睡眠時随伴症などが挙げられる．いずれも重症度が

増すほど自覚的な睡眠の質が低下する．BZP系睡眠薬だけでは十分に改善が図れないことが多いの

で，基礎疾患の評価・睡眠ポリグラフ検査や臨床症状などの評価により病態の把握や鑑別が必要であ

る．

索引用語：睡眠構造，睡眠覚醒リズム，周期性四肢運動障害，レストレスレッグス症候群，レム睡

眠行動障害

A. は じ め に

加齢に伴い睡眠障害の有病率は増加する．高齢

者を対象としたある調査では，30％が熟眠が続

かないことで悩んでおり，その半数では入眠する

までに時間を要すると訴えていることが示され

た ．加齢に伴い睡眠構造の変化や睡眠覚醒リズ

ムの変化が生じて，高齢者では入眠・熟眠が困難

になることが少なくない．加えて高齢者特有の睡

眠障害の病態を生じることにより，高齢者におけ

る睡眠障害の病態は複雑である．

本稿では，高齢者における睡眠構造や睡眠覚醒

リズムの特徴，そして高齢者特有の睡眠障害の病

態と治療について述べたい．

B. 睡眠の加齢現象

1. 加齢に伴う睡眠構造の変化

成人期の生理的な睡眠では，睡眠前半で十分な

徐波睡眠（非レム睡眠第3＋第4段階）が出現し，

レム睡眠は周期的に現れて，とりわけ後半ではレ

ム睡眠の占める割合が増える ．睡眠潜時（就床
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から入眠するまでの時間）は10～20分とされる．

これらの特徴は必ずしも毎日同じパターンを反復

するとは限らない．前夜の睡眠時間の長さや当日

の昼間の覚醒状況によって変動する．ただし，就

床まで16時間覚醒していると，第1非レム睡眠

期（入眠して後に現れる睡眠期）で徐波睡眠が健

常者では発現することが知られている．

これに対して，高齢者の睡眠構造は健常成人と

比 して様々な相違点がみられる ．睡眠ポリグ

ラフ検査（PSG）の所見としては，睡眠潜時が

延長する（入眠までにかかる時間が長い），中途

覚醒の回数や覚醒時間が増加する，中途覚醒した

後に再入眠するまでの時間が延長する，睡眠効率

（就床時間に占める総睡眠時間の割合）が低下す

る，非レム睡眠第1段階が増加する，徐波睡眠

（非レム睡眠第3＋4段階）が減少する，レム睡眠

量の減少などが挙げられる．健常成人では睡眠後

半にレム睡眠の増加がみられるが，高齢者では睡

眠の後半でレム睡眠の増加はみられず断片化しや

すい．

2. 老年期の睡眠覚醒リズム

健常成人では，二相性の睡眠覚醒リズムを示す．

すなわち，夜間においては前項で述べた良質の睡

眠（睡眠前半で十分な徐波睡眠が出現する．レム

睡眠が周期的に出現し，後半で増加する）をとる

ことができて，朝や昼には十分な覚醒度が維持で

きる．

これに対して，高齢者では睡眠覚醒リズムが二

相性ではなく多相化する．夜間には中途覚醒が増

えて睡眠が中断しやすく，日中は昼寝が増えて覚

醒水準が低下する．また，早い時間帯から入眠し

やすくなり覚醒時間帯が早まり深夜に覚醒すると

いった睡眠相前進もみられる．

松果体ホルモンであるメラトニンは睡眠促進作

用や深部体温低下作用があることが知られ，夜間

に分泌が増え高照度光下では抑制されることで概

日リズムを生じる．メラトニンの血中分泌リズム

振幅は加齢に伴い著明に減少する ．夜間のメラ

トニン分泌が低下していることも報告されてお

り ，これらのことが高齢者の睡眠覚醒リズム障

害の要因となっている可能性が考えられる．

3. 老年期の睡眠障害の治療

⑴治療前の留意点

患者のなかには，眠れないことに対する過剰な

不安や誤った認識をしていることも見うけられる．

健常成人においても，個人により平均的な睡眠時

間やchronotype（朝型と夜型）は多様である．

そして，前項で述べたように老年期においては睡

眠構造の変化や睡眠覚醒リズムの変化を生じる．

そこで，患者ごとに睡眠障害の状況を把握し，問

題点を明らかにすることが大切である．そして，

睡眠不足を生じると通常日中の眠気を強く感じる

ことになる．また，寝不足が数日続くと休日など

に3時間以上の昼寝を生じる．これらは夜間の睡

眠が不足していることを示す指標となる．これら

の症状がなければ，けっして睡眠がとれない状態

とはいえないことを患者に説明し理解を促すこと

は大切である．それにより，投薬が過剰になるこ

とを避けるべきである．

⑵薬物療法

患者が不眠を訴える場合に，心理社会的要因，

基礎疾患の有無，原因薬剤の関与などについて検

討し，原因への対処がまず必要である．ただし，

発症要因への対処を行いながら薬物療法が必要な

場合も多い．高齢者においては薬剤により副作用

を生じやすいため，薬剤の選択や用量の調整は慎

重に行うべきである．また，睡眠薬を用いても無

効である場合や副作用が目立って改善を図れない

場合には，次章で述べる老年期特有の睡眠障害の

関与も考える必要がある．

Aベンゾジアゼピン（BZP）系化合物

BZP系睡眠薬は高齢者の治療においても広く

処方されている．入眠障害と熟眠障害のいずれが

主であるかにより，薬剤の特徴（血中半減期な

ど）をもとに使用薬剤を選択する．適切な用量や

用法を設定することにより有用であることが多い．

しかし，以下の点で使用には注意が必要である．
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①生体内半減期

半減期の長い薬剤で中間型と分類されるnitr-

azepamやflunitrazepamは熟眠障害に有効であ

るが，持ち越し効果により翌日に眠気やだるさが

残ることがある．日中の眠気が強まる場合には控

えた方が良いであろう．（超）短時間作用型であ

る triazolamや brotizolamは入眠障害に有効で

中間型よりは持ち越し効果が少ないことが期待さ

れる．しかし，中間型と長短時間作用型の薬剤に

よる持ち越し効果を検証した二重盲検試験の中に

は，いずれでも同等の眠気が残ることを示す報

告もある ．このように，それぞれの薬剤には長

所と短所を有するため，高齢者では若年者の

1/3～1/2量を目安に開始することがいい場合も多

い．また，高齢者では健忘やせん妄を生じるおそ

れがあり留意を要する．

②薬物動態

高齢者では薬剤代謝が低下するため，副作用が

生じやすくなる．肝血流の減少，肝薬剤代謝酵素

活性の低下，腎機能低下などにより肝臓での薬剤

代謝や腎からの排泄に変化を生じることになる．

また，血漿アルブミン低下により薬剤の遊離型/

結合型比が変化して薬理作用が増強する ．

表1に国内で使用されている睡眠薬の特徴をま

とめた ．

Bベンゾジアゼピン以外の薬物療法

BZP系薬剤単剤で十分な効果が得られないと

きや無効であるとき，高齢者ではBZP系睡眠薬

の多剤併用や高用量処方をすることは有害事象を

引き起こしやすい．以下の薬剤への切り替えや

BZP少量との併用が有効であるという報告もあ

る．

①非BZP系睡眠薬（選択的ω1受容体作動薬）

Zolpidemは非BZP系睡眠薬の1つであり，

選択的ω1受容体作動薬である．ω2などへの親

和性が少ないことで，筋弛緩作用が少ないと考え

られている．Uchimuraらは，平均年齢約55歳

の不眠症患者を対象とした研究で，zolpidem服

用した群ではbrotizolamと比 して徐波睡眠の

増加がみられ，持ち越し効果が少ないと報告し

た ．高齢者を対象とした報告で長期投与での有

効性と安全性を報告したものもある ．ただし，

せん妄を生じた症例報告もあり ，高齢者では慎

重に投与する必要がある．

②抗うつ薬

抑うつ症状を呈する場合などでは睡眠障害を呈
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表1 睡眠薬の特徴

分類 薬剤名
半減期

(時間)

Tmax

(時間)

選択的ω1受容体作動型 超短時間型 ゾルピデム 2.3 0.8
非BZP系

超短時間型 ゾピクロン 3.9 0.8

BZP系 長時間型 クアゼパム 19.0 2.7

非選択的ω受容体作動型 超短時間型 トリアゾラム 2.9 1.2

短時間型 ブロチゾラム 7.8 0.9

短時間型 エチゾラム 6.3 3.3

短時間型 ロルメタゼパム 10 1～2
BZP系

中間型 ニトラゼパム 21～25 2

中間型 フルニトラゼパム 15 1～2

中間型 エスタゾラム 24 5

長時間型 ハロキサゾラム 20～40 2～8

BZP:ベンゾジアゼピン



することが多く抗うつ薬が第一選択となる．高齢

者では抗コリン作用がある薬剤を避けるべきであ

る．抗うつ薬のうち trazodoneは，抗コリン作

用が少なく総睡眠時間や睡眠効率の改善や徐波睡

眠増加などの効果があると報告された ．

③抗精神病薬

認知症患者でみられる精神症状や行動障害

（BPSD）や睡眠障害に用いられることがある．

抗コリン作用に伴う副作用や錐体外路症状の発現

が少ない薬剤の使用が望ましい．幾つかの研究で

quetiapineの有効性や安全性が検証されてきた．

パーキンソニズムを呈した認知症（Lewy小体病

や認知症を伴うパーキンソン病）で精神症状の改

善に加えて，パーキンソニズムの悪化を起こさな

いことを示す報告もみられる ．しかし，アメリ

カ合衆国食品薬品局（FDA）が高齢者での有害

事象を基に2005年に高齢者での使用に関して警

告を発した．用量の調整や投与期間には注意を払

い，副作用を生じていないか注意深い観察が必要

である．

④漢方製剤

漢方製剤抑肝散は元来神経症や不眠症の保険適

応を有している．最近ではBPSD治療に有効で

あることや，錐体外路症状などが生じにくいこと

も報告されている ．筆者らは，抑肝散服用前後

で睡眠ポリグラフ検査を実施し，総睡眠時間延長，

睡眠効率増加，非レム第2段階増加，中途覚醒回

数や後述する周期性四肢運動が減少することを報

告した ．

C. 老年期（および初老期）特有の睡眠障害

1. 周期性四肢運動障害（periodic limb
 

movement disorder：PLMD）

⑴概念，病因

睡眠中に下肢に周期的な不随意運動を生じる

（periodic limb movement during sleep：PLMs）

ことで睡眠障害を生じる場合がある．多くは，母

趾の背屈伸展や足関節の屈曲があり，時に膝関節

の屈曲を伴う．19世紀後半から知られていた現

象であるが，Symondsの報告により1950年代以

降“nocturnal myoclonus”と名づけられ，臨床

的に認識されるようになった ．その後

Colemanらが睡眠ポリグラフ検査を用いた研究

により，運動の電気生理学的特性を観察し，筋電

図の特徴やPLMsが脳波上の突発性異常波を伴

わないことを示した ．Epileptic symptomと区

別すべき睡眠障害の病態と一つとして提唱された．

病因については十分明らかになってはいないが，

通常の睡眠中には機能している中枢から脊髄前角

細胞への抑制系に障害が起こることで症状発現の

閾値が低下する可能性が示唆されている ．

⑵症状，診断

これまでの研究により，PLMsが高齢者でみ

られるのは稀ではないことが知られている ．

PLMsの出現回数が少ない場合には臨床上問題

となることがないけれど，出現回数が増えるほど

入眠障害や中途覚醒を引き起こしやすい．国際的

な診断基準（International Classification of
 

Sleep Disorder：ICSD） を表2に示す．Ameri-

can Academy of Sleep Medicine（2005）の基準

では，睡眠時間1時間あたりに起こるPLM の回

数（PLMs index）が15を超えるものをperiod-

ic limbs movement disorderとしている．ただし，

通常PLMsは中途覚醒すると消失しており，患

者がPLMsを自覚していることは少ない．そこ

表2 周期性四肢運動障害の診断基準（抜粋)

A. 不眠または昼の強い眠気を訴える．周囲の人が

運動に気づくが，本人は通常気づかない．

B. 反復性で同じ動きが肢にみられる．下肢の場合

には，母趾背屈と足関節の屈曲（または足関節

と膝関節：ときに股関節もみられる）が複合し

た運動である．

C. 睡眠ポリグラフ検査では

1.反復する筋収縮（持続が0.5～5秒間）がみ

られる．筋収縮の間隔は通常20～40秒間．

2.運動により中途覚醒が生じる．

D. 要因となる内科疾患，精神疾患がない．

E. 他の睡眠障害（例えば閉塞性睡眠時無呼吸症候

群）がある場合でも，その睡眠障害で説明がつ

かない．

最小限基準：A＋B
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で，診断には睡眠ポリグラフ検査が必要である．

図1に睡眠ポリグラムを示した ．睡眠中に十数

秒間隔で右下肢に周期的な筋放電を認める．

2. レストレスレッグス症候群（restless legs
 

syndrome：RLS）

⑴概念，病因

就床時や中途覚醒したときに下肢（とくに腓腹

筋深部や足底部）異常感覚を生じる．患者の訴え

は，「ムズムズする」，「虫が這うような感じがす

る」など様々であるが，下肢の深部に異常知覚を

生じることでじっとしていられない（動かさずに

いられない感覚）という点が特徴である．

RLSは発症要因から分類すると，原因が確認

されていない特発性と基礎疾患や薬剤による続発

性に分けられる．基礎疾患としては，鉄欠乏，腎

不全・透析，パーキンソン病などが挙げられる．

抗ドパミン作用を有する薬剤によってもRLSが

生じることがある ．

RLSでは，抗ドパミン作用を有する薬剤が発

症要因となりうること，ドパミン作動薬がRLS

に有効であること，さらに近年の脳画像研究から

中枢ドパミン系の機能障害が関与している可能性

が考えられている ．PETを用いた研究では，

線条体でのD2受容体結合能の変化 や6-［ F］

fluoro-L-dopa取り込みが尾状核や被殻で低下

していることなどが報告されている．そして，鉄

欠乏性貧血や腎不全など鉄欠乏が続発性RLSの

主要な原因でもある ．RLS患者では，血清中の

鉄，フェリチン，トランスフェリンは対照と比べ

て有意差はなかったが，脳脊髄液中では鉄，フェ

リチンは低下していることが報告された ．RLS

では中枢神経系への鉄輸送能低下により，脳内の

鉄濃度低下が生じる可能性が示唆された ．

MRIを用いた研究で被殻や黒質での鉄濃度低下

も報告されている ．鉄はドパミン生合成に関わ

るチロシン水酸化酵素の補助因子であり，鉄不足

と中枢ドパミン低下が連関しているとも考えられ

ている ．

⑵症状

The National Institutes of Health RLS
 

Workshop（2003）が作成した診断基準 を表3

に示す．これらの症状は，就床時に臥床安静をと

ると増強するので，入眠障害を生じることが多い．

そして，ようやく入眠したにもかかわらず，睡眠

中にPLM を高率に生じるので中途覚醒を生じや

すくなる．診断基準にあるように，不快な感覚は，

ⅰ）下肢に生じる，ⅱ）安静時に生じる（悪化す

る），ⅲ）運動でひとまず軽減する，ⅳ）夕から

夜に顕著であるという点がRLSの特徴である．

図1 周期性四肢運動の睡眠ポリグラム

右下肢に周期的な筋放電を認める．持続は2～3秒間であり，十数秒間隔で出現している．
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そして，運動不穏motor restlessnessを呈する

ものでアカシジアとの鑑別を要する場合がある．

アカシジアでは，運動不穏が常時みられて日周期

リズムが乏しく，運動では症状が軽減しにくい．

RLSが緩慢で反復的であるのに対して，アカシ

ジアは急速で興奮的であり，ジスキネジアの合併

もみられる．

⑶治療

①発症要因の評価

RLSでは，基礎疾患の有無や薬剤性の可能性

を検討する必要がある．なかでも血清鉄低下の有

無を評価することは大切であるし，鉄欠乏性貧血

があればその基礎疾患を特定する必要もある．

②薬物療法

RLSの治療薬のカテゴリーとして代表的なも

のには，ドパミン作動薬，BZP系薬剤，オピオ

イド，抗てんかん薬などがある ．ドパミン作動

薬は幾つものプラセボを用いたランダム化二重盲

検試験により有効性が証明されてきた ．これ

に対して，他のカテゴリーの薬剤はランダム化二

重盲検試験による検証が十分ではない ．

Trenkwalderら に よ る evidence-based
 

reviewによると，ドパミンアゴニストが第一選

択薬として位置づけられている ．ドパミンアゴ

ニストのなかでも非麦角系ドパミンD2/D3アゴ

ニストのpramipexoleは，症状改善度，長期寛

解維持率のいずれも他剤より高いことが示されて

きた ．L-dopaの有効性を示す報告もあるが，

長期予後をみると反跳現象や症状増強などが起こ

るため，ドパミンアゴニストのほうが推奨されて

いる ．このようにドパミンアゴニストは有用で

あるが，消化器症状（悪心など）や不眠の副作用

を生じることがある．

Clonazepamは，アジアや欧州の一部の国で睡

眠障害への効果やRLS症状への急性効果のため

使用されることがある ．日中の眠気を生じるこ

とがあり注意を要する．RLS症状に対する改善

効果とりわけ長期予後について実証した研究は乏

しく ，十分に寛解を維持することが難しい場合

がある．筆者らは，clonazepamを一定期間服用

していたRLS患者でpramipexoleへの置換に関

した検証を行った．pramipexoleへの置換後に

は，RLS症状や日中の眠気が有意に改善してい

た ．両薬剤の等価用量比を4：1（例：clonaze-

pam1mg/日に対してpramipexole0.25mg/日）

と算出し，初回用量設定の目安となる可能性を示

唆した ．

3. レム睡眠行動障害（REM sleep behavior
 

disorder：RBD）

⑴概念，病態

生理的なレム睡眠では，精神活動が生じ rapid
 

eye movementを認めるのに対して，抗重力筋群

の緊張は消失している．橋被蓋背側部の神経機構

が延髄大細胞網様核を介して錐体路の出力を遮断

する．そこで，夢体験が行動化されないことが明

らかにされている ．図2に睡眠ポリグラムを示

す ．レム睡眠期にオトガイ筋電図が消失してい

ない．

器質的要因が明らかでない特発性RBDは男性

に多く，50～60歳代で発症することが多い ．

特発性RBDのうちに後にパーキンソン病や

Lewy小体病などを生じている症例が少なくない

ことが報告されている．なかでも嗅覚消失を呈す

る場合はパーキンソン病などのハイリスク群であ

ることが示され，α-synucleinopathyの初発症状

の1つとしての位置づけが注目されるようになっ

た ．

症候性（続発性）RBDの原因としては，脳血

表3 特発性レストレスレッグス症候群の診断基準

A. 下肢の不快感を伴い下肢を動かしたいという強

い欲求に駆られる．

B. 臥床する，座る，安静にして身体をじっとさせ

ている時に，下肢を動かしたい強い欲求や不快

感が生じる，または増悪する．

C. 歩く，ストレッチするなどの運動により，（少

なくともその間は）下肢を動かしたい強い欲求

や不快感は完全にあるいは部分的に改善する．

D. 下肢を動かしたい強い欲求や不快感は，夕方や

夜に増悪するか，または夕方や夜のみ生じる．
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管障害，脱髄疾患，変性疾患，脳幹部腫瘍など各

種神経疾患が知られている ．抗コリン作用を有

する薬剤（biperiden，三環系抗うつ薬など）に

よるRBDも報告されている ．

⑵症状

国際的な診断基準（ICSD） を表4に示した．

臨床像の特徴としては，ⅰ）暴力的あるいは障害

を引き起こす睡眠中の行動，ⅱ）夢の精神活動に

伴う四肢あるいは体幹の動き，ⅲ）危害を与える

睡眠行動または夢が行動化したようにみえる行動

が挙げられる．例えば，家族からみると患者が大

声を上げながら，殴る・蹴るなど不穏な状況で怖

く思う．家族が泣き叫んだり，患者の名前を呼ん

だりするうちに患者は覚醒する．その後，「猪が

侵入してきて退治していた．（家族らが叫んでい

るうちに）猪はどこかへ消えていった」とそれま

での行動について語る．

せん妄もまた高齢者でみられ，夜間などに異常

行動を呈する点においては類似している．RBD

とせん妄のいずれも各種身体疾患や種々の治療薬

を発症要因として生じる．筆者らは，進行がん患

表4 レム睡眠行動障害の診断基準

A. 睡眠中に暴力的あるいは障害を起こす行動を訴

える

B. 夢の精神活動に伴う四肢あるいは体幹の運動が

みられる

C. 以下のうち少なくとも1つが生じている

1）危害を加える（あるいは加えるおそれがあ

る）睡眠行動

2）夢が「行動化」したようにみえる

3）睡眠行動が睡眠の持続を妨げる

D. 睡眠ポリグラフ検査で以下の少なくとも1つが

レム睡眠中にみられる

1）オトガイ筋電図の活動が過剰に増加する

2）オトガイ筋電図の活動ト関係なくオトガイ

あるいは四肢に挿話性に過度の筋れん縮が

みられる．さらにレム睡眠中に次の1つ以

上がみられる

a)四肢あるいは体幹の過度のすばやい体

動 jerking
 

b)複雑，活発ないし暴力的な行動

c)障害にはてんかん行動がないこと

E. 症状は精神疾患に伴うものではないが，神経疾

患に伴うことがある

F. 他の睡眠障害（例えば夜驚症，睡眠時遊行症）

が存在してもよいが，それが原因ではない

最小限基準：B＋C

図2 レム睡眠行動障害の睡眠ポリグラム

脳波は低振幅で，脱同期している．眼球運動図（EOG）には，急速眼球運動（rapid eye movement）がみられる．オト

ガイ筋の筋電図（EMG）には，持続的な高振幅の筋活動がみられる．生理的なレム睡眠でみられる筋電図の抑制が認めら

れない．
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者で抗精神病薬抵抗性の異常行動を主訴として紹

介されたコンサルテーション症例を対象として，

PSGおよび臨床症状から ICSDによるRBDの

基準を満たす症例を見いだし報告した ．せん妄

の場合には，呼名や制止では異常行動が中断しに

くく，翌朝には夜間の出来事を想起できないこと

が多い．RBDでは，比 的容易に覚醒すること

ができるし，それまでの行動を夢の内容として自

ら述べることが多い．両者は病態や治療法が異な

るために先述した相違点を十分評価し注意深く鑑

別する必要がある．

⑶治療

特発性RBDと症候性RBDのいずれにおいて

もclonazepamが第一選択薬と考えられている ．

多くの症例でclonazepamが著効するけれども，

一部の症例で持ち越し効果を生じることや潜在す

る睡眠時無呼吸の悪化がみられることがある．第

二選択薬として有用な薬剤については十分に検証

されていないが，メラトニン ，漢方製剤抑肝

散 が有効だった症例の報告がある．

4. 睡眠時無呼吸症候群（sleep apnea syn-

drome：SAS）

睡眠時無呼吸症候群は，閉塞型SAS（無呼吸

時に気道閉塞を生じており食道内圧の陰圧値が増

大している），中枢型SAS（呼吸中枢の障害によ

り胸腹壁の呼吸運動が生じない），混合型SAS

に分類される．

健常成人でも入眠初期やレム睡眠期に無呼吸を

呈することがあり，これらの時期に限って生じる

無呼吸は病的とは見なされない．Guilleminault

ら による睡眠時無呼吸症候群（SAS）の定義

では，“7時間の夜間睡眠中に10秒以上の換気停

止が少なくとも30回以上出現し，かつ反復する

無呼吸エピソードが非レム睡眠期に認められる”

とされている．睡眠ポリグラフ検査による診断で

は，完全に気流停止がなくとも換気量が通常の

50％以下，SpO が3％以上低下したときに

hypopneaと定義し，睡眠1時間あたりのapnea-

hypopnea index（AHI）を診断や重症度の指標

として用いる．ある大規模調査では，AHIカッ

トオフ値を10としたとき20～100歳の3.3％に

閉塞性SASを認めた ．加齢によりSASの有病

率が増加することも報告された．咽頭内腔容積の

加齢に伴う減少，気道抵抗の増加，呼吸リズム形

成機能の加齢性変化などが高齢者で有病率が高く

なる要因となると考えられている．アルコールや

BZP系睡眠薬はSASの危険因子であるため，患

者への指導や治療のうえで留意を要する．

D. 結 語

高齢者では，睡眠構造や睡眠覚醒リズムの変化

により熟眠感を損ないやすくなる．加えて高齢者

特有の睡眠障害を呈することもあり，睡眠障害の

病態は複雑となる．そして，高齢者特有の睡眠障

害はBZP系睡眠薬で改善しないことも多いので，

病態の評価と適切な薬剤選択が必要である．
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Although sleep disturbance is common among the elderly,such elderly patients have been
 

considered difficult to treat because the underlying mechanisms are complicated. However,

these patients often exhibit adverse effects such as daytime somnolence,poor motor coordina-

tion, and an increased risk of falls. This article reviews the pathology, symptoms, and
 

management of sleep disturbances in elderly patients.

As a consequence of aging,elderly people exhibit alterations in the sleep architecture and
 

sleep-wake rhythm. Many studies employing polysomnography have demonstrated a shor-

tened total sleep time;decreases in sleep efficiency,and time spent in slow wave sleep and
 

rapid eye movement（REM）sleep;and increases in nocturnal arousal and in the proportion
 

of stage I sleep. Furthermore,these patients usually exhibit a multiple sleep-wake rhythm,

and an advanced sleep phase.

For the treatment of sleep disturbances in the elderly, it is necessary to perform
 

appropriate multidimensional assessment of the patient, such as the assessment of
 

psychosocial factors,as well as medications and diseases that may cause sleep disturbances.

Benzodiazepine（BZP）hypnotics have been the primary treatments for sleep disturbances,

and are effective and safe when prescribed within the recommended guidelines. Hypnotic
 

drugs should be used carefully to avoid causing delirium,amnesia,and falls. There have also
 

been reports demonstrateing the effectiveness and tolerability of non-BZP hypnotics,antide-

pressants with fewer anticholinergic effects,atypical neuroleptics,and herbal prescriptions.

In addition to alterations in the sleep architecture and sleep-wake rhythm,several sleep
 

disorders become more prevalent in the elderly. These late-life sleep disorders include
 

periodic limb movement disorder（PLMD）,restless legs syndrome（RLS）,and parasomnias
 

such as REM sleep behavior disorder. As these disorders become more severe,it becomes
 

more difficult to fall asleep and/or maintain sleep continuity, which results in a poorer
 

subjective sleep quality. These disorders have a pathology distinct from those of primary
 

insomnia, and require a different treatment strategy. Furthermore, these disorders are
 

usually refractory to BZP hypnotics. Adequate evaluations and diagnoses are, therefore,

essential for successful management.

Author’s abstract

Key words:sleep architecture;sleep-wake rhythm;periodic limb movement disorder;

restless legs syndrome;REM sleep behavior disorder

新野：老年期の睡眠障害の病態と治療 719

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

