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睡眠に関する最新の知見睡眠に関する最新の知見

(1) 筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構
(2) 茨城県立こころの医療センター睡眠・覚醒障害外来

医師　千葉　　滋 1, 2　

教授　神林　　崇 1, 2　

機構長　柳沢　正史 1

私たちの生命に不可欠な睡眠
　睡眠は私たちの生活のおよそ 3分の 1を占め
るとても身近な存在です。昔から睡眠は覚醒の対
極にある単に不活発な状態と考えられてきまし
た。しかし、1989 年に行われた断眠実験で、睡
眠を阻害され続けたラットは摂食量が増えたにも
かかわらず体重が減少し、毛が抜け落ちて皮膚が
損傷してしまい、結局のところ自律神経の異常や
多臓器不全を起こして 10 ～ 20 日間で命を落と
しました1)。この研究を筆頭にして、現在ではさ
まざまな研究から睡眠は私たちの脳神経系が積極
的に行う、生存のために必要不可欠な生理現象で
はないかと捉えられ始めています。

私たちの睡眠には 2種類ある
　「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」という言葉は
お聞きになったことがあるのではないでしょう
か。私たちの睡眠を構成する両者は脳波によって
区別されますが、眠りにつくと通常はまずノンレ
ム睡眠があらわれ、しばらくして夢を見やすいレ
ム睡眠に移ります。この 2つの状態が約 90分周
期で一晩に 4-5 回繰り返されて朝を迎えること
になります。
　ノンレム睡眠中は覚醒時に比べて脳波活動は低
下し、脳波の振幅と周波数に応じて深さが 1か
ら 3まで変化します。一番深いノンレム睡眠 3
では振幅の大きい、ゆっくりとした脳波が認めら
れ徐波睡眠とも呼ばれますが、この徐波睡眠中に
は身体機能の回復を促す成長ホルモンの分泌が盛
んに行われます。また、脳脊髄液の流れがスムー
ズになり、脳内に蓄積された老廃物が除去されや
すくなることが分かっており2)、睡眠は脳と身体
の回復に重要な機能を担っていると考えられてい
ます。
　一方でレム睡眠中には脳波はノンレム睡眠に比
べて活発化し、心拍数や呼吸数も変動しやすくな
ります。脳の活動に応じてはっきりとした夢をよ
く見ますが、夢に反応して睡眠中に体が動いてし

まわないように骨格の筋肉には力が入らなくなり
ます。キリンやゾウなどの哺乳動物にもノンレム
睡眠とレム睡眠がありますが、ノンレム睡眠中は
立ったまま眠ることがある一方で、レム睡眠では
体の筋肉が弛緩するので必ず体を地面に横たえて
眠るのです。また、「レム睡眠行動障害」という
睡眠障害では、夜間のレム睡眠中にこの筋肉の弛
緩がうまく働かず、夢の内容に合わせて手足をば
たつかせたり布団から出て立ち上がったりしてし
まいます。
　このように、ノンレム睡眠もレム睡眠もどちら
も私たちの睡眠を特徴づける大事な要素なのです
が、脳内では両者の間の素早い切り替えがどのよ
うに行われているのか、そして特にレム睡眠が私
たちの生命維持のためにどのような生理的な役割
を持っているのかについては、これまで多くが謎
に包まれてきました。今回は、最近の研究で分かっ
ていることをいくつかご紹介したいと思います。

ノンレム睡眠とレム睡眠の切り替えを担う
機構
　そもそもレム睡眠とノンレム睡眠とを交互に切
り替えて睡眠を取るのは複雑で発達した大脳を持
つ鳥類と哺乳類のみであると現在のところ理解さ
れています。1960 年代にネコの脳幹（大脳を支
える幹のような構造のためこう呼ばれます）以外
の脳部位を大きく破壊しても覚醒・レム睡眠・ノ
ンレム睡眠に近い状態が保たれていることが分か
り、おそらく脳幹を構成する細胞がノンレム睡眠
とレム睡眠の切り替えの一部を担っているのでは
ないかと考えられていました。
　2015 年、筑波大学の林悠先生らの研究グルー
プはレム睡眠が、脳が急速に発達する新生児期に
多く出現することに注目して発生学の知識を応用
しました。成体で脳幹部に位置する神経細胞群の
うちの一部が、発生過程において胎児期の小脳菱
脳唇という部位に由来することを逆手に取って、
胎児期にこの領域に認められたおよそ 10の細胞



3

系譜をそれぞれ調べたのです。その結果、そのう
ちの一つの細胞群を人為的にマウスの脳内で活性
化させたところ、レム睡眠がほとんどなくなって
ノンレム睡眠だけとなり、この細胞群がレム睡眠
を抑制してノンレム睡眠へと切り替える役割を持
つことを見つけました3)。また、同じ小脳菱脳唇に
由来するニューロン（神経細胞）の中には、活性
化させることで睡眠そのものを減少させて覚醒を
強く誘導するものがあることも突き止めました3)。
　そして、ノンレム睡眠をレム睡眠へと切り替え
る機構も同定され始めています。2022 年、同じ
く筑波大学の長谷川恵美先生、櫻井武先生らの研
究グループは扁桃体という脳の部位に着目しまし
た。扁桃体は恐怖や感情により活発化することが
以前より知られており、その際にはドーパミンと
いう神経伝達物質が興奮の伝達に関わります。同
研究チームは、ファイバーフォトメトリー法とい
う手法とドーパミン蛍光センサーを組み合わせ、
マウスの扁桃体内のドーパミンレベルの一日の中
での変化を観察しました。この結果、扁桃体の基
底外側核と呼ばれる領域におけるドーパミン濃度
がノンレム睡眠中に一時的に上昇すると、その直
後にレム睡眠が開始されていることを発見しまし
た。逆に、マウスのノンレム睡眠中に意図的に扁
桃体の基底外側核におけるドーパミン濃度を上昇
させると、レム睡眠がすぐに開始されることも分
かりました4)。
　ところで、覚醒のために必要なオレキシンとい
うホルモンの欠損により起こる「ナルコレプシー」
という睡眠障害では、突然眠ってしまう睡眠発作
の他にも、驚きや喜びなどの感情をきっかけに全
身の筋肉の脱力が生じる「カタプレキシー発作」
という症状が起こります。ナルコレプシーを発症
したモデルマウスに対して、チョコレートを与え
て喜ばせてカタプレキシー発作を起こさせたとこ
ろ、マウスの脳内の扁桃体のドーパミンレベルは
正常マウスのノンレム睡眠からレム睡眠へ切り替
わる直前に起こる上昇と同じパターンを示しまし
た。これらの研究結果から、ナルコレプシー患者
で見られるカタプレキシー発作は扁桃体における
レム睡眠の開始機構が覚醒時に不適切に働いて引
き起こされる筋肉の弛緩であることが明らかにな
りました。

レム睡眠の持つ役割の解明を目指して
　2017 年と 2020 年に米国で相次いで報告され
た中高年成人に対する追跡調査の結果では、レム

睡眠時間の割合が少ない人はアルツハイマー病な
どの認知症の発症リスクや十数年後の死亡リスク
が上がることが示されました5)6)。これらのことか
ら、レム睡眠が認知・記憶機能の維持に何らかの
役割を持っているのではないかと考えられるよう
になってきています。
　これまでご紹介した最新の研究により、外界か
らの物理的な強い刺激を与えることなくマウスの
ノンレム睡眠やレム睡眠の量を自在に調整するこ
とが可能になり、今後、記憶や自律神経系とレム
睡眠の関連や、レム睡眠中に脳内で起こるミクロ
なレベルでの活動も徐々に明らかになるのではな
いかと期待されています。
　2021 年、高精度の顕微鏡を用いて脳内の微細
な環境を観察することで、レム睡眠中には大脳皮
質の毛細血管への赤血球の流入量が覚醒やノンレ
ム睡眠中に比べて大幅に増えていることが分かり
ました7)。血液中の酸素や栄養を脳に送り届ける
ためにこの毛細血管の血流は重要な役目を果たし
ており、レム睡眠中は大脳皮質で活発な物質交換
が行われて脳がリフレッシュしていると考えられ
ます。
　レム睡眠は通常、ヒトの睡眠全体の約 20%を
占めますが睡眠の後半で持続しやすくなり多く認
められます。これまではノンレム睡眠が心身の回
復のために重視されていましたが、毎日規則正し
く十分な睡眠時間を確保してノンレム睡眠とレム
睡眠の両者を安定して取ることが、私たちの生涯
の健康をサポートするのには重要なのだと思われ
ます。
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精神科でよく対応する睡眠障害精神科でよく対応する睡眠障害
～不眠症とリズム障害を中心に～～不眠症とリズム障害を中心に～

杏林大学保健学部臨床心理学科　教授
医学部　精神神経科学教室　兼担教授　中島　亨

１　様々な睡眠障害

　睡眠障害には不眠症をはじめとして多くのも
のがあります。睡眠障害に有効な薬物の多くが
精神科で扱われていることから、一般には睡眠
障害は精神疾患として認識されていますが、疾
病の国際分類 (ICD) などを見ると、睡眠障害の
多くは分類G、すなわち脳神経内科疾患に分類
されています。とはいえ、本邦の脳神経内科で
睡眠障害を直接扱っているところも多くはない
ので、睡眠障害の治療は精神科で行う、とのこ
とで間違いではないでしょう。
　さて、精神科と通常の診療科の最も大きな違
いはその主たる目的が違うことです。医学の最
も大きな目的は「生命予後の延長」ですが、精
神医学ではこれに加えて「生活障害の改善」が
大きな目的となっており、生命予後の延長と同
等の重みをもって扱われます。睡眠障害の中に
は生活障害を引き起こすものも少なくないので、
睡眠障害の訴えで精神科を受診した場合でも、
精神科医の多くは症状と同様に生活障害のこと
も考えて治療を開始するはずです。もっとも、
このあたりは精神科を標榜している睡眠障害専
門の治療機関の方が、どういうわけかあまり生
活障害を診ない傾向があるようです。
　現在の分類では睡眠障害は大きく、Ⅰ不眠症、
Ⅱ睡眠関連呼吸障害、Ⅲ中枢性過眠症、Ⅳ概日
リズム睡眠・覚醒障害、Ⅴ睡眠時随伴症、Ⅵ睡
眠関連運動障害に分類されます。このように分
類するのはよいのですが、表面的な診断ができ
あがったために、治療の段階でこれまでに研究
されてきた生理学的知見などが置き去りにされ
ている部分も少なからず見られてもいます。こ
こでは、それぞれの疾患の人が来院された時に
私が気をつけていることを中心に述べてみます。

２　不眠症とその治療

　不眠症はいろいろな報告がありますが、生涯
有病率は２０％程度とされており、一般の人の
中にも結構見られる病態です。不眠症になる原

因はいくつかあり、精神科的疾患や、心理的ス
トレスによるものが多いですが、そのほかに重
要な原因として、身体的問題、加齢による生理
学的変化、女性では月経に関連するイベント、
アルコールの影響などがあって、これらに気を
つけておくことが経過および治療に見通しをつ
けるうえで重要です。なお、一般に「不眠症」
というと「眠れない」「眠りが浅い」「早く目が
覚める」などの夜間の訴えを思い浮かべる方が
大部分と思いますが、実際はこれに加え、「不眠
のために日中に何らかの形で心身の機能が落ち
る」ことが診断には必要です。

加齢の影響
　加齢による変化としては「睡眠時間の減少」「夢
見の減少」「眠りが浅くなる」「睡眠覚醒リズム
の前進（早寝早起き傾向になる）」などがありま
す。ただし、これらは加齢による生理学的な変
化であって、「日中への影響」が出始めるのはあ
る程度このような睡眠の状態が進んでからです。
加齢による睡眠変化の初期では、「眠りが浅い」
「ぐっすり眠りたい」がしかし、「日中に問題は
ない」状態であり、これは前述のように治療の
対象とはなりません。それでも「眠りを深くし
たい」という方には睡眠についての認知行動療
法の一つである睡眠時間制限法を試みてもよい
でしょう。これは、「睡眠時間を必要以上に長く
すると睡眠深度が浅くなる」という実験結果か
ら行われるものです。実際、「深い睡眠をとりた
い」場合に「早く床に就く」という行動をする
人が多いですが、これを行うと逆に眠りは浅く
なるため、「ある程度の時刻まで夜は起きていて、
それから眠るよう」行動のコントロールを試み
るものです。

体温と睡眠
　女性の更年期や身体疾患での不眠では、深部
体温の変動を考えます。女性の更年期初期の不
眠では月経停止とともにホルモンバランスの乱
れから深部体温が高止まりになることが知られ
ており、これが不眠と深く関係していることが
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種々の研究から知られています。それで、いわ
ゆる更年期におけるホットフラッシュの対策を
行うことで、不眠が改善することもあります。
体温について、最近ではコロナウイルス罹患後、
コロナワクチン後に不眠が時に訴えられること
があります。しかし、よく問診してみると、体
温の変化を訴える人も少なくなく、その一部は
コロナ関連のイベント後に軽度の炎症が残存し
( 血液検査では正常範囲内～ギリギリ正常を逸
脱する程度の炎症反応 (CRP) 増加が見られたり
する )、それで体温コントロールがよくなくなっ
て睡眠悪化を経て日中の覚醒度悪化などの場合
もあるのではないか、などとも考えたりします。

アルコールの影響
　アルコールの習慣的摂取は睡眠に大きく影響
します。アルコールは連用すると、その依存性
と耐性の影響で「睡眠自体は長期的には浅くな
る」「しかしアルコールを中止するとさらに睡眠
が悪化する」という悪循環に陥ってアルコール
を中止できなくなります。アルコールの睡眠へ
の悪影響についてはまた別の機会があれば解説
を行いたいですが、「不眠に寝酒」というのは最
悪の選択であることだけは覚えていただきたい
です。

精神生理性不眠
　不眠の中でもっとも多いとされているのが古
くから「精神生理性不眠」と名付けられている
ものです。これは、心理的なことが原因となる
不眠なのですが「精神生理性不眠」では「これ
から眠れるだろうか」など「睡眠できないこと
そのもの」が心的原因となるのです。この場合
に近年行われるのが、睡眠についてのもう一つ
の認知行動療法である「刺激コントロール法」
です。これもやることは極めて単純で、１．睡
眠以外に寝床を使用しないことを決めておき、
そのうえで、２．眠くなったら布団に入る、３．
布団に入って眠れなかったら、一旦起きて座っ
て別のことなどをして眠くなるのを待つ、とい
う行動を眠れるまで繰り返すものです。これら
不眠に対する認知行動療法については治療の
パッケージ化がなされつつあるので、興味があ
る方は睡眠障害専門の医療機関（行っていない
ところもあるので先に問い合わせてから）を受
診されてもよいでしょう。ここで、不眠につい
て最後に一つアドバイスを行うと「日中普通に
動けていれば、睡眠のことは気にしない」とい

うくらいの気持ちでいてほしい、ということで
す。「睡眠」そのものに意識が強く向くと、実際
には存在しない「完全な睡眠」などを追い求め
たりする心理状態になりかねず、あまり良い影
響があるとは思えないためです。

３　その他の睡眠障害

　他の疾患も解説したいのですが、紙面の関係
もあるので、ごく簡単にまとめるとⅡ睡眠関連
呼吸障害（睡眠時無呼吸症候群が有名）は必ず
眠気が出るとは限りませんが、放置すると循環
器系を含む身体疾患に確実に影響します。Ⅲ中
枢性過眠症では夢が病的に増加するナルコレプ
シーと長時間眠っても日中に眠気が出現する特
発性過眠症の大きく２つのタイプに分かれます。
Ⅴ睡眠時随伴症、Ⅵ睡眠関連運動障害の２つは
夜間に悪夢に伴う行動や四肢の異常運動などが
みられるもので、悪夢に伴う行動が起こった場
合は早めの受診が勧められる、という点がポイ
ントになるでしょうか。
　ここでは、最後に比較的通常の生活でも遭遇
しやすいⅣ概日リズム睡眠・覚醒障害（リズム
障害）についてやや詳しく触れて稿を終えたい
と思います。一般にリズム障害の最も多いタイ
プは睡眠・覚醒相後退障害と称されるもので、
「朝、社会的な決まった時刻に起きられない」と
いうものです。これは「夜更かしや自堕落な生
活を送った上の自業自得の病態」ととらえられ
ることも多いですが、実際はそうではなくて「身
体の生理学的変化」がみられる病態です。通常
の人では非常に疲れたりすると睡眠に入ること
ができるのに対し、リズム障害の人では「身体
が眠れる時刻になるまで睡眠に入れない」とい
う睡眠上の特徴があります。なお、このような
睡眠覚醒リズムの力は非常に強く、「眠る時間が
遅いのであれば早くすればよいではないか」と
の発想で睡眠薬を投与しても「ぼうっとはする
が眠れず」、結局いつもの眠る時刻まで眠れな
かったりもします。睡眠覚醒リズムのコントロー
ルはメラトニンというホルモンを介して行われ
るので、近年ではこのホルモン系に作用する薬
物を用いて治療を行うこともあります。また、
一般にリズム障害では生活形態の影響も強く、
集団生活（集団生活が可能なところは少ないの
で入院をお勧めするのが一般的です）で速やか
に本来のリズムに戻ることも知られています。
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睡眠時無呼吸症候群とその治療睡眠時無呼吸症候群とその治療

東京医科大学睡眠学講座
教授　中山　秀章

　あなたの周りにも睡眠時無呼吸症候群といわ
れ、治療を受けている人はいませんか？日本で
も非常に多い病気で、その程度の差はあれ、４
人に１人はこの病気にかかっているという報告
があります。睡眠時無呼吸症候群について最近
の話題も含め、お話しさせていただきます。

1.  睡眠時無呼吸症候群とは

　睡眠時無呼吸症候群は、寝ている間に息の止
まる病気です。その多くが、のどで舌が落ち込
むことで呼吸の通り道である上気道を塞ぐこと
で生じます。呼吸をしようとしても空気が肺に
行かず、体に酸素を取り込めない状態が、目が
覚めるまで何回も繰り返すことになります。肥
満や、アゴが小さいという身体的な要因や、男
性や、歳をとることで生じやすくなります。また、
女性では、閉経を契機に男性並みに頻度が高く
なることが知られています。
　では、なぜ睡眠時無呼吸症候群を治療する必
要があるのでしょうか？２つの大きな理由があ
ります。１つはこの病気によって、夜中に何度
も目が覚めたり、ぐっすり眠った感じがしない
といった原因になったり、または、昼間の眠気や、
集中力の低下など日常生活に支障が出ることが
知られています。もう１つは、睡眠時無呼吸症
候群は、特に重症な場合には、高血圧、心筋梗塞、
不整脈、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病を生
じやすくするということがわかっています。
　従って、これらの症状を改善するためや、生
活習慣病にならないようにするためにもきちん
と治療することが大事です。

2.  診断と治療について

　いびきや無呼吸があるだけでは、必ずしも睡

眠時無呼吸症候群ということにはなりません。
無呼吸やそれに近い状態（低呼吸といいます）
がどの程度あるかを評価することが必要です。
そのため、しっかりした診断のためには、睡眠
ポリグラフ検査（PSG）というものを受けてい
ただく必要があります。これは、睡眠を評価す
るための脳波センサー、呼吸を評価するための
鼻口の気流センサーと胸腹部のバンド、体内の
酸素の状況を評価するためのパルスオキシメー
ター、足の動きを評価するための筋肉センサー、
また心電図や体の向きを評価する体位センサー
をつけて検査をします。これだけ多くのセンサー
をつけるため、検査のために一泊入院が必要で、
実施できる施設が限られています。そのため、
検査とはいえ、入院ということになるとハード
ルが高いかもしれません。その場合には、自宅
で行う在宅睡眠時無呼吸検査というものがあり
ます。これは、センサーが鼻の気流センサーと、
パルスオキシメーターだけのもので、自宅で検
査できるものですが、脳波を測定していません
ので、きちんと睡眠中に起きていることなのか
を評価できません。また、多くはプログラムで
機械的に判定しているため、評価が正確でない
場合もあります。従って、いびきや無呼吸の指
摘だけで検査をし、自覚的に困った症状が少な
い場合には、PSGを行う方が良いでしょう。な
ぜなら、治療をしっかり継続的に行っていただ
くことが大事ですが、自覚的には困っていない
場合、きちんと治療に取り組めない方も多くみ
られるからです。
　治療は、病気の程度により選択されます。こ
の病気の程度を評価する指標が、無呼吸低呼吸
指数 (AHI) というもので、睡眠中 1時間に何回
息が止まったり、弱くなったりしているかの回
数です。日本の医療保険制度では、AHI 20 以
上では、CPAP( シーパップ ) という器械を使っ
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た治療が治療としてまず考慮されます。これは、
通常、鼻マスクをつけて、器械の本体から空気
を出して圧をかけることで、上気道の閉塞を解
除し、無呼吸を起こさないようにするものです。
とりわけ、重症の睡眠時無呼吸の患者さんでは、
心疾患や脳卒中等の合併症の予防のためには、
CPAPをしっかり使用することが重要です（少
なくとも 4時間以上、週 5日以上使うことが目
安とされています）。そのためには、CPAPを使
う上で、障害となる諸々のことに対応すること
が大事になります。例えば鼻づまりや、大きな
空気の漏れは、鼻マスクをつけにくくしますの
で、薬や耳鼻科による治療や、マスクの装着の
仕方の修正などすることが必要です。
　次にCPAPで治療するほどでもない程度の場
合や、CPAPを試したがどうしても継続できな
い場合には、マウスピースが治療として用いら
れます。これは、下アゴを前方に出すようにし
た上下のアゴを固定させる口腔内にいれる装置
です。しかし、効果は半数程度と言われており、
作成してみないと有効性があるかわからないと
ころがあります。特に肥満や、病気が重症であ
ると効果が乏しいとされています。
　さらに睡眠を含む生活習慣を改善することも
行われます。肥満は睡眠時無呼吸になりやすく
しますので、減量や、のどの閉塞を起こしにく
くするために横向き寝が有効な場合もあります。
また、一部の睡眠薬や、アルコールは無呼吸に
なりやすくするため、控えるか、やめることで
軽減できる場合があります。
　以上が、今までの睡眠時無呼吸症候群に行わ
れてきた大人の患者に対する主な治療です。

3.  睡眠時無呼吸治療の課題と新しい動き

　新幹線やバスの運転手の居眠り運転事案が
あったように今までに睡眠時無呼吸では、眠気
が一番問題にされていました。しかし、実は、
睡眠時無呼吸の患者さんの３割位にしか日中の
眠気の自覚がありません。この眠気の多くは、
CPAPによる治療により軽快しますが、中には、
CPAPを十分に（少なくとも 6時間以上）使っ

ていても、眠気が残存する場合もあります。そ
のような眠気が残って困るような場合には、睡
眠専門施設で検査、治療をしていただくのが良
いでしょう。また、不眠症として睡眠薬で治療
をされている患者さんの３割位に睡眠時無呼吸
の方がいるとの報告もあります。睡眠中に頻回
に息が止まると、防御的に呼吸を再開するため
に目を覚ますこととなり、夜中に何度も目が覚
めるといった症状を生じることがあります。こ
のような場合には、睡眠時無呼吸の治療が有効
なこともあります。つまり、不眠症で睡眠薬を
もらっているけれども、あまりよく眠れていな
いなどの症状が残っている場合には、この睡眠
時無呼吸症候群が隠れていないかを検査してい
ただくのが良いでしょう。
　さらに最近、日本でも認められるようになっ
た新しい治療法があります。それは、舌下神経
刺激療法というもので、睡眠中の舌の動きを調
節して、のどの閉塞を生じないようにする治療
法です。具体的には、心臓のペースメーカーの
ような機器を胸の皮下に植え込み、呼吸するタ
イミングを呼吸筋のセンサーで感知して、舌を
コントロールしている舌下神経を電気的に刺激
します。ただ、全ての睡眠時無呼吸症候群の患
者さんにできる治療ではありません。CPAPを
試したが、どうしても使えず、太りすぎていな
いことや、のどの閉塞のパターンによる制限が
ある等、適用する条件があります。2022 年から
実際に行われるようになったばかりで、実施可
能な施設は全国でも 10箇所程度です。現在のと
ころ、患者さんをかなり選別した上で、実施さ
れています。無呼吸の治療はしたいが、どうし
てもCPAPが使えない場合に代わる治療法にな
ると思われます。

　睡眠は、食事、運動とともに健康を維持する
上で重要な生活習慣であり、睡眠時無呼吸症候
群はとりわけ中高年男性や閉経後女性の方では、
非常に頻度の高い疾患です。少しでも気になる
ようであれば、かかりつけの先生に相談するか、
睡眠専門施設を受診してみてください。
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睡眠とベッド睡眠とベッド
パラマウントベッド睡眠研究所　所長　木暮　貴政

1. マットレスとフレーム

　マットレスとフレームをセットにしてベッドと呼
ぶことが多いと思います。フレームはマットレスを
設置する台のことで、マットレスの代わりに布団を
フレームに設置することもあり、一方で、マットレ
スを床に設置することもあると思います。
　ここで紹介する「睡眠とベッド」に関する知識が
皆様の快適な眠りに少しでもお役に立てば幸いで
す。

2. 良く眠れるマットレスを選ぶには？

マットレスの寝返りしやすさと寝心地が睡眠に影響
するという研究があります。温度調節や血流を良くす
るなどの役割があるので、寝返りは睡眠中に欠かせな
い行動です。一方で、寝返り時は一時的に睡眠が浅く
なるので、寝返りしにくいマットレスでは目が覚める
確率が高くなると考えられます。寝心地が睡眠に影響
するのはイメージしやすいかと思います。
　かたすぎず・やわらかすぎない適度なかたさと寝
返りに十分な幅が必要です。宣伝や口コミに頼るの
ではなく、寝返りしやすさと寝心地を自分で試して
選ぶことをおすすめします。寝心地は「寝つく時の
姿勢」「あお向け」「横向き」で確認しますが、睡眠
中の多くの時間を占める「寝つく時の姿勢」が特に
重要と考えられるので、「寝つく時の姿勢での寝心
地」と「寝返りしやすさ」を中心に選びましょう。
寝返りしやすいと感じるものは寝心地も良いと感じ
ることがほとんどのようです。
　「かたいマットレスが腰痛に良い」などの「○○
が△△に良い」という文句も散見されますが、真偽

を吟味する必要があります。かたいマットレスより
も中くらいのかたさのマットレスのほうが使用後の
腰痛の改善率が高かったという研究があります。

3. フレームを使うと何が良い？

　マットレスや布団をフレームに設置した場合と床
の上に直に設置した場合の睡眠を比較した研究は見
当たらないのですが、フレームを使うことにはいく
つかの長所があると考えられます。短所としては、
スペースを有効活用できない、寝相が悪いと転落す
る、が考えられます。
　第一に、立ったり横になったりしやすい点です。
眠いときに床から起き上がるのは大変なだけでな
く、運動機能や判断力の低下により、立ち上がると
きにバランスを崩して転倒しやすいこと、床にある
布団につまずいて転倒しやすいこと、も知られてい
ます。
　第二に、フレームで床から布団を離すことは保温
性と結露対策で有効です。寒い時の床は特に冷たい
ので、布団の中の熱が床から逃げてしまいます。掛
け布団を増やすよりも敷き布団を増やすほうが、保
温性が高いという研究もあります。窓ガラスで結露
するように、体温で温められた空気が冷たい床で結
露しカビが発生しやすくなります。
　第三に、ホコリを避けることができます。床には
ホコリがたまりやすく、空調に限らず、睡眠中の体
や布団の動きでもホコリは舞ってしまいます。
　最後に、床からの音や振動が伝わりにくくなりま
す。家族や隣人、車や電車、室外機や空気清浄機な
ど床からの振動は意外と多く、睡眠を妨害すること
もあります。
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