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睡眠と睡眠薬について勉強してみよう！
し しょうかぶ

だいのう へんえんけい

のう かん ちゅうのう

2022 年 1 月 内科 大塚
きょう

えんずい

睡眠は脳の中心部にある視床下部や大脳辺縁系、脳幹（中脳、橋 、延髄）が関与している。
だいのう へんえんけい

し しょう

視床

大脳辺縁系
視床

し しょう か ぶ

視床下部
視床は長さ 3cm、幅 1.5cm の卵形で重さはたった 4g の
小さな器官だが、大脳と脳幹の連絡網の中継点でもある。
視床の下に続く視床下部は多くのホルモンを分泌する。

のう かん

脳幹

①視床下部にある覚醒中枢や睡眠中枢が睡眠に作用する。
実験で猫の覚醒中枢（視床下部の後ろの部分）を破壊すると
猫は眠り続けた。
睡眠中枢（視床下部の前の部分）を破壊すると覚醒し続けた。

覚醒中枢を破壊

眠り続けた
スヤスヤ

覚醒中枢を破壊
睡眠中枢を破壊
睡眠中枢や覚醒中枢は実際は視床下部
の中にあるが、上のイラストは視床下部の
外に描いている。
GABA(ギャバ）＝ガンマ アミノ 酪酸
Gamma(γ;ガンマ）
Amino（アミノ）
Butyric Acid
ブティリック アシッド

酪酸

全然眠くない
ニャン
覚醒し続けた

覚醒し続けた猫に GABA(ギャバ）というアミノ酸
を注入したら、眠った！
覚醒し続けた
GABA（ギャバ）の受容体に作用するのがデパス
（一般名エチゾラム）やハルシオン（一般名トリアゾラム）
などのベンゾジアゼピン系睡眠薬である。

（GABA 受容体とベンゾジアゼピン受容体は複合受容体）

GABA(ギャバ）そのものがサプリとして販売されていて、睡眠の質を向上させるなどとしている。
しかし、体内で合成されるギャバと異なり、摂取されたギャバは脳の血液関門を通過しないので
効果は期待出来ないとしている（国立研究開発法人 医薬基盤・ 健康・栄養研究所の｢健康食品｣の安全性・有効性情報
の頁を参照).

ギャバサプリの睡眠の有効性に関する文献も無い。睡眠効果は疑問。サプリには御注意を !

②松果体から分泌されるメラトニンが睡眠に関与する。
松果体

夜になると（暗くなると）松果体のメラトニン分泌が増加する。メラトニン分泌は昼間
の数十倍になることもあり、睡眠に作用する。
メラトニン（melatonin)
はメラニン（melanin)と
セロトニン（serotonin)
からの造語。

朝～昼
光
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メラトニン
分泌は減少。

セロトニン
分泌が増加

夜

セロトニンは精神
の安定や脳活動
を活発にさせる。
うつ病では減少。

メラトニンは 1 日のリズムを作るのに必要なホルモン。
1 日のリズムをサーカディアン・リズムと呼ぶ。
サーカディアン（Circadian)はラテン語が語源の Circa(Cycle;
周期）と dies(day；1 日）に由来する。
da

メラトニン受容体に作用してメラトニン増加させて睡眠効果
を期待するのが武田薬品のロゼレム（一般名ラメルテオン）。
他の睡眠薬に比較すると睡眠効果は劣る（個人の感想です）。
夜になってメラトニン分泌が増加しても眼がランランとして
眠くならない人も多い。

ロゼレムという睡眠薬は覚醒中枢の抑制作用は無い。ロゼレム（Rozerem)
の名称はバラ色（Rose)の rem(レム）睡眠に由来する。（インタビューフォームによる）

メラトニン
分泌が増加。

メラトニンは米国ではサプリとして販売されているが、我が国では販売されていない。
我が国では医薬品（メラトベル）として販売されているが、効能、効果は小児期の神経発達
症に伴う入眠困難の改善となっている。

③睡眠には脳の視床下部から分泌される神経伝達物質のオレキシンが関与する。
オレキシンは食欲中枢で発見された。食欲中枢とオレキシン分泌には関係がある。食事摂取で
満腹になると視床下部からのオレキシンが減少して眠くなる。皆さんも食後に眠くなりますよね！
急に睡眠に陥るナルコレプシーの患者ではオレキシンが欠乏している。オレキシンという言葉は
ギリシャ語の Orexis(オレキシス；食欲という意味）に由来する。
オレキシン分泌を阻害して（オレキシン受容体の拮抗薬）、オレキシンを減少させる睡眠薬が
ベルソムラ（一般名スボレキサントである）。食後に眠くなるのは野生動物の摂食行動に由来する
と言われている。例えばライオンが腹が減って獲物を狙うときに眠くては駄目なのでオレキシンが
多い。獲物を食べて満腹になれば眠っても良いという事でオレキシンが減少する。
満腹でオレキシン
が減少、眠い！

オレキシンが多い
から眠くない！

獲物を捕獲して食べると
満腹感からオレキシンが
減少して眠くなる。

学生時代を思い出してみて！
つまらない授業だと眠くなるのは何故？
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前脳の側座核という部分が関与している。側座核は報酬・恐怖・快感などに関与している。
側座核にアデノシン（睡眠作用がある脳内物質）が作用すると眠くなる。

側座核

実験で、眠くなっていたマウスにチョコレートやおもちゃ
などを与えたら、アデノシン受容体の活動が抑制されて
神経細胞が活発に活動し始めた！
つまらない授業はアデノシンが作用し、眠くなる。興味ある授業やイケメン
先生の授業はアデノシン受容体の活動が抑制されて眠くならない！

コーヒーを飲むと眠気が抑えられるのは何故？→カフェインがアデノシンと類似の構造を
持ち、アデノシンがアデノシン受容体と結合するのを防ぐ→アデノシンが作用できない→
眠くならない、というわけ。カフェインは緑茶などにも含まれる。

下図を見てもらいたい。睡眠初期は次第に深い眠りとなり、覚醒時には浅い眠りになる。
昼間に仮眠する場合は 15～20 分程度にする方が良い。30 分以上仮眠をとると眠りの
深い時期（ステージ 3～4）に活動を再開するため、仕事効率は却って悪くなる。

急速

眼球

運動

REM（Rapid Eye Movement：レム）睡眠は眠りが浅く体はリラックスしている。夢を憶えて
いるのはこの時期に見た夢だと言われる。ずっと眠らなかったらどうなる？ネズミの実験
では 2～4 週間断眠させたら総てのネズミが死んだ！（可哀想な実験をする人がいますね！）

掲示板への掲載は No3 迄とし、これ以降は医療従事者のために追加解説する。
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ベンゾジアゼピン（Benzodiazepine)のベンゾ(Benzo)はベンゼン核の事。ジアゼピン（diazepine)の di は 2 つ
のという意味。azepine は窒素を含む化合物（7 印環化合物）を指す。難しい？
ちょっとした化学式の違いで薬効が異なる！、左はハルシオン（トリアゾラム）、右はデパス（エチゾラム）。
S(イオウ）があるのがデパス、ハルシオンに S(イオウ）は無い。それと茶色丸で囲んだ部分が違うだけ。

超短時間型睡眠薬
半減期 3 時間

短時間型睡眠薬
半減期 6 時間

睡眠薬には○○ゾラムと
ゾラムが付くことが多いが
窒素（N)化合物を意味す
る 。

ハルシオン（トリアゾラム）

ハルシオンの最高血中到達濃度は 1 時間と早く、
半減期（薬の濃度が半分になる時間）は約 3 時間。
超短時間型睡眠薬と呼ばれる。半減期 2～4 時間
の睡眠薬は超短時間型睡眠薬と呼ばれる。
アモバン（ゾビクロン）やマイスリー（ゾルピデム）、
ルネスタ（エスゾピクロン）も超短時間型だが、
非ベンゾジアゼピン型の睡眠薬。

筋弛緩作用がある。
筋緊張性頭痛や肩こり
にも適応あり。

デパス（エチゾラム）
最高血中濃度到達は 3 時間、半減期も 6 時間と
長い。半減期が 6～10 時間の睡眠薬を短時間型
と呼ぶ。デパスには筋弛緩作用もあり、筋緊張性
頭痛にも適応がある。トリアゾラムに筋緊張性頭痛
の適応は無い。その他の短時間型睡眠薬には
レンドルミン（ブロチゾラム）やリスミー（リルマザホン）
などがある。いずれもベンゾジアゾピン系。

超短時間型、短時間型睡眠薬の使い分けは？早く寝付きたければ超短時間型が良いが（睡眠導入剤）
効き目が早く切れてしまうので中途覚醒する事も多い（私のような酒飲みも同様ですが･･･😊）。
そんなに早く寝付けなくても良いし、中途覚醒するのは嫌だという人は短時間型のデパスやレンドルミンで
も良いが半減期が長いので寝起きが悪いかもしれない。また短時間型はベンゾジアゼピン系しかない。
早く寝付きたいし、中途覚醒も嫌だという人はルネスタやアモバンを試しても良い。（いずれも最高血中濃
度到達時間は 1 時間でルネスタの半減期が 5 時間と長くアモバンの半減期も 4 時間と比較的長い。）
同じ超短時間型のマイスリーは最高血中到達時間が 0.8 時間と短く、半減期も 2 時間と短いので超短
時間型ではマイスリーが中途覚醒が最も起こりやすいという事になる。

超短時間睡眠薬の最大血中到達時間は 0.8～1 時間

（血中濃度）
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ベンゾジアゼピン系睡眠薬
ハルシオン（トリアゾラム）

最大血中濃度の 1/2 の濃度

非ベンゾジアゼピン系
マイスリー（2 時間）
アモバン（4 時間）
ルネスタ（5 時間）
( )内は半減期の時間

0.8～1 時間

（時間） （非ベンゾジアゼピン系は

2～4 時間

超短時間睡眠薬は（最大）血中濃度半減期が 2～4 時間と短い。
短時間睡眠薬の最大血中濃度到達時間は 1.5～3 時間

マイスリー、アモバン、ルネスタ
の 3 種類のみ）

（短時間型は総て
ベンゾジアゼピン系）

（血中濃度）
ベンゾジアゼピン系睡眠薬
デパス（エチゾラム）
（6 時間）
レンドルミン（ブロチゾラム）
（7 時間）
リスミン（リルマザホン）
（10.5 時間）
( )内は半減期の時間

1.5～3 時間

6～10 時間

（時間）

短時間睡眠薬は（最大）血中濃度半減期が 6～10 時間と長い。
先発の睡眠薬の名称の由来（インタビューフォーム参照）
1）マイスリー（Myslee) My（私の） sleep（睡眠）より作成。
2）ルネスタ（Lunesta) Luna(月）と star(星）より作成。
3）デパス（Depas) 病気の状態から離れる（De)と通り過ぎる（pas)より作成。
4）ハルシオン（Halcion) 風と波を静め、穏やかな海にする不思議な力を持つ古代ギリシャ
の伝説の鳥、Halcyon より作成。
5）レンドルミン（Lendormin) 眠りにつくことを意味するフランス語 l’endormir より作成。
6）リスミー（Rhythmy) 自然の睡眠リズム（Rhythm）に近い眠りをもたらすことから，リスミー
（Rhythmy）と命名。
7）アモバン；特に理由無しと記載。愛想無しですね！ベルソムラも記載無し。

高齢者にはデパスなど筋弛緩作用のある睡眠薬は転倒のリスクもあり注意が必要。依存が低
い非ベンゾジアゼピン系のアモバンやマイスリーが高齢者には適切かもしれない。ベンゾジアゼ
ピン系は認知症リスクがあり、高齢者に投与する場合は注意する必要がある。
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血中濃度半減期が短時間型（6～10 時間）より長い 20 時間程度の睡眠薬を中間型睡眠薬と呼びユーロジン
（エスタゾラム）などがある。ただし、これだけ半減期が長くなると以前私も服用したことがあるが、起床後も
頭がボーッとする。24 時間以上の半減期がある薬は長時間作用型と呼ぶが、実際には使用しにくい。
皆さんへのお話しシリーズ；今回は生命保険会社に 15 年間勤務した頃の話。
生命保険（死亡保険や医療保険）に加入している人も多いと思いますが、私は主に会社や病院などの企業保険を
扱う生命保険会社に社医として勤務していました。会社などへ出向いて診察をします（単純な仕事です！）
。
1）営業職を経験した人はわかると思いますが、優秀な成績者には色々な御褒美があります。
私の勤務していた会社では優秀な成績の職員や税理士には海外旅行が与えられました。私は医師として職員旅行
に随行医として参加しました。職員なので無料で海外旅行が出来ました。しかも！超豪華な旅行で 1 週間で
100 万円程度の旅行だったようです。米国、ドイツなどの欧州、東南アジアなど多くの国に行きました。
その中でも印象に残るのはニューヨークでのオペラ観劇でした。ブロードウエイで『オペラ座の怪人』
を観ましたが、感動！でした。しかも、客席は一番前の特等席です。
しかし、皆さん良く考えて下さい。保険加入者の保険金を使用して贅沢な旅行をしている事になります。
現在は金融庁通達で過度な海外表彰旅行などは禁止されています。良い時期に勤務していたのかもしれません。
2）死亡保険は子供が独り立ちするまでは必要です。死亡保険は若い人ほど加入していないと思いますが、子供
のいる人は最小限の掛け捨て保険は必要でしょうね。私の医学部の同級生が 30 歳代で死亡しましたが加入して
いなかったので援助のための募金依頼があったことがあります。
但し、必要以上の保険金は不要です。あまり高額の死亡保険をかけると、御主人（或いは妻）が死亡した時に
悲しむのでは無く思わず笑みがこぼれますからね（保険会社勤務時代に職員から何度も聞いたことがあります）
。
私の父が死亡した時も高額な生命保険金が掛けられていたようですが、母が使い込んだらしいです。
3）医療保険（入院など）の類いは、良く考えて加入した方が良いです。入院期間の制限等々ありますから。
私は現在は癌保険だけ加入しています。数十年加入して癌に罹患しなかったので貯金した方が良かった、という
事になりますが・・・。死亡保険加入を辞めたら翌年に死亡した、という事例を私が保険会社勤務時代に何度も
経験しました。ま、保険は良く言われますが『お守り』みたいなものですからね。
4）保険会社勤務時代には、仕事が無い時は自宅待機で良かったので自宅でゲームをしたりしていました。
10 時間以上ゲームをしてゲームリモコン腱鞘炎にもなりました

。頭を使わなかったので、すっかり頭が錆び

付いてしまいました。その反動もあって、人生の最後くらいは、まっとうな臨床医として足跡を残そうと考えて
患者さんや医療従事者の皆さんに資料を作成したりしているわけです；偉い！
ゲーム好きの私は現在、任○堂のアドベンチャーゲームに凝っています。
輪っかを押し込んだり引っ張ったりしますが、結構な力が必要です。
足にもコントローラーを付けて走るのも感知します。体力作りに良いですね。CM 料はもらっていませんよ。

