
不眠症の診断と治療の注意点 
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１） 不眠症の診断について 

２） 不眠症の治療 

３） 最近問題となっている睡眠剤の使用法についてのポイント 

４） 特に厚生労働省，日本睡眠学会から減薬の勧告が出ているので Q&A を中心に解

説した。 

 

睡眠に関する多彩な主訴 

１） 寝付けない，途中で目が覚める，ぐっすり眠れない 

２） 朝起きれない，昼夜逆転 

３） 夢が多い，悪夢 

４） 日中の眠気，倦怠感 

５） 集中困難，頭重感 

６） いびき，無呼吸，窒息感 

７） 感覚や運動の異常，ムズムズ，ピクつき，寝汗，動悸 

８） 行動異常：寝言，夢の行動化，過食行動 

睡眠障害？精神障害？それとも両者の合併？が主要な鑑別点となる。 

＜睡眠障害の分類＞として 

① 不眠症 

② 概日リズム障害睡眠：睡眠相後退症候群 

③ 睡眠関連運動障害：レストレスレッグス症候群（ムズムズ足症候群），周期性四肢

運動障害 

④ 睡眠随伴症：REM 睡眠行動異常 

⑤ 睡眠関連呼吸障害：睡眠時無呼吸症候群 

⑥ 中枢性過眠症：ナルコレプシー，特発性過眠症 

 

不眠症の診断不眠症の診断不眠症の診断不眠症の診断    

A 睡眠の質や維持に関する訴えがある。 

  入眠困難，中途覚醒，早朝覚醒，熟眠障害 

B 訴えは適切な睡眠環境下において生じている。 

C 以下の日中の機能障害が最低限１つ訴えられる。 

  １）倦怠感  ２）集中力，注意，記憶の障害  ３）社会機能の低下 



  ４）気分障害  ５）日中の眠気  ６）気力，意欲の低下 

  ７）仕事中，運転中のミスや事故の危険  ８）睡眠不足に伴う頭痛，消化器症状  

９）睡眠に対する不安 

      総て QOL 障害の有無に注目！ 

 

不眠症と治療が異なるレストレスレッグス症候群（ムズムズ足症候群）が注目されてい

て，症状をあげると 

A 脚の不快な感覚により，脚を動かしたいという欲求の存在。 

B 訴えは安静状態で生じるあるいは増悪する。 

C 症状は歩く，脚を伸ばすなどの運動により軽快する。 

D 症状は夕刻から夜にかけて生じる，あるいは増悪して不眠症状となる。 

E 他の疾患の除外。 

 

主要な睡眠障害と精神障害との鑑別が必要なものは 

１）不眠症 → うつ病，その他精神障害の症状としての不眠 

２）概日リズム障害睡眠  → うつ病，適応障害，引きこもり，回避傾向 

３）睡眠関連運動障害  → アカシジア，心気症 

４）睡眠随伴症  → せん妄，レビー小体型認知症 

５）睡眠関連呼吸障害  → 倦怠感，意欲低下 → うつ病，適応障害 

  → 肥満，向精神薬の服用 → 統合失調症患者さんのいびき 

６）中枢性過眠症，特発性過眠症  → 過眠型うつ，回避傾向，薬物依存（リタリン） 

 

不眠症治療の前に不眠症治療の前に不眠症治療の前に不眠症治療の前に睡眠衛生指導睡眠衛生指導睡眠衛生指導睡眠衛生指導が必要だが理想的な生活で実行はなかなか難しい。が必要だが理想的な生活で実行はなかなか難しい。が必要だが理想的な生活で実行はなかなか難しい。が必要だが理想的な生活で実行はなかなか難しい。    

○定期的な運動 

なるべく運動のスケジュールを入れましょう。運動すれば寝つきやすくなりますし、睡

眠が深いものになりやすくなるでしょう。 

○寝室環境 

快適で騒音のない睡眠環境があれば、夜中に目が覚めてしまうことは減るでしょう。じ

ゅうたんを敷いたり、カーテンを替えたり、ドアをきっちり閉めることも手助けとなり

ます。寝室を快適な温度に保ちましょう。暑すぎたり寒すぎたりすれば、睡眠の妨げと

なります。 

○規則正しい食生活 

規則正しい食生活をして、すきっ腹で寝ないようにしましょう。空腹で寝ると睡眠は妨

げられます。睡眠前に軽い軽食（特に炭水化物）をとると睡眠の助けになります。ただ

し、脂っこいものや重い食べ物は避けましょう。 

○就寝前の水分 



夜に水分を取りすぎないようにしましょう。夜中にトイレに行く必要が減ります。脳梗

塞や狭心症など血液循環に問題のある方は主治医の指示に従ってください。 

○就寝前のカフェイン 

就寝４時間前以降はカフェインの入ったものは摂らないようにしましょう。カフェイン

の入った飲料や食べ物（例：日本茶、コーヒー、紅茶、コーラ、チョコレートなど）を

とると、寝つきにくくなったり、夜中に目が覚めやすくなったり、睡眠が浅くなったり

します。 

○就寝前のお酒 

眠るための飲酒は逆効果です。アルコールを飲むと一時的に寝つきが良くなりますが、

徐々に効果は弱まり、夜中に目が覚めやすくなってしまいます。 

○就寝前の喫煙 

夜は喫煙を避けましょう。ニコチンには精神刺激作用があります。 

○寝床での考え事 

昼間の悩みを寝床に持っていかないようにしましょう。自分の問題に取り組んだり、翌

日の行動について計画したりするのは、翌日にしましょう。心配した状態では、寝つく

のが難しくなるし、寝ても浅い眠りになってしまいます。 

 

不眠症の治療アルゴリズム不眠症の治療アルゴリズム不眠症の治療アルゴリズム不眠症の治療アルゴリズム    

 



 

 

睡眠薬一覧 

 

 

 

 

薬物療法 

A 睡眠薬は単剤投与が原則！であり（非ベンゾジアゼピン系 ＞ ベンゾジアゼピン系） 

B リズム異常を有するときはメラトニン受容体作動薬が第一選択。 

C 多剤併用例では副作用リスク・依存形成リスク ＞ 不眠改善効果 

D 睡眠薬が奏効せず，抑うつ症状があるときは抗うつ剤（テトラミド，デジレル，リフ

レックス，レメロン）が有効なときがある。 

  



 

不眠症の認知行動療法は入眠困難の改善効果，減薬促進効果がある。 

A 刺激制御法 

１）眠くなったときのみ寝室へ 

２）寝床は寝るために使用 

３）眠れなければ別の部屋に 

４）起床時刻は一定に 

B 睡眠制限法 

１）床上時間を実際の睡眠時間＋１５分に（＞５時間） 

２）昼寝の禁止 

３）５日ごとに睡眠時間を検討し，床上時間の９０％以上眠れたら床上時間を１５分増

やす 

C 漸進的筋弛緩法 

 

 

不眠症治療のポイント不眠症治療のポイント不眠症治療のポイント不眠症治療のポイント    Q Q Q Q ＆＆＆＆    AAAA    

 

睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドライン 

     ― 出口を見据えた不眠医療マニュアル ― 

厚生労働科学研究・障碍者対策総合研究事業「睡眠薬の適正使用及び減量・中止のため

の診療ガイドラインの関する研究班」 

日本睡眠学会・睡眠薬使用ガイドライン作成ワーキンググループ 編 

                          2013.6.13 

 

【【【【Q1Q1Q1Q1】睡眠薬によって効果が違うか？】睡眠薬によって効果が違うか？】睡眠薬によって効果が違うか？】睡眠薬によって効果が違うか？    

【【【【A1A1A1A1】作用時間の長さによって分類】作用時間の長さによって分類】作用時間の長さによって分類】作用時間の長さによって分類されるされるされるされる。。。。 

現在日本で用いられる睡眠薬には、ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系、およ

びメラトニン受容体作動系の睡眠薬があります。不眠症の改善効果は各薬剤間で大きな

差はありません。作用時間の長さ（効果の持続時間）によって、１）超短時間作用型、

２）短時間作用型、３）中間作用型、４）長時間作用型に分類されます。 

不眠症のタイプ（寝付きが悪い、夜中に目が覚めて二度寝がしにくい、朝早く目が覚め

るなど）に応じて適切な睡眠薬を使い分けます。副作用の種類や頻度にも薬剤間で差が

あります。 

 

【【【【Q2Q2Q2Q2】睡眠薬は服用してからどのくらいで効果が出るか？】睡眠薬は服用してからどのくらいで効果が出るか？】睡眠薬は服用してからどのくらいで効果が出るか？】睡眠薬は服用してからどのくらいで効果が出るか？    

【【【【A2A2A2A2】服用当日から効果あり，服用後】服用当日から効果あり，服用後】服用当日から効果あり，服用後】服用当日から効果あり，服用後 20202020〜〜〜〜30303030 分で眠気分で眠気分で眠気分で眠気がががが出る出る出る出る。。。。 



大部分の睡眠薬は服用初期（初日〜１週間以内）から不眠症状の改善効果が実感できる

速効性の薬です。１〜２週間以上継続服用することで効果がより安定します。また、最

近登場した新しいタイプの睡眠薬であるラメルテオン（ロゼレム）の効果も服用初期か

ら得られますが、３ヶ月程度連続して服用することで効果が最も大きくなります。また、

服用してから効果が出るまでの時間は薬剤間でそれほど大きな差はなく、多くは服用し

てから２０分〜３０分後に眠気が生じてきます。そのため、就床直前に服用するのが最

適です。 

 

【【【【Q3Q3Q3Q3】睡眠薬、睡眠導入剤、安定剤の違いは何でしょうか？】睡眠薬、睡眠導入剤、安定剤の違いは何でしょうか？】睡眠薬、睡眠導入剤、安定剤の違いは何でしょうか？】睡眠薬、睡眠導入剤、安定剤の違いは何でしょうか？    

【【【【A3A3A3A3】睡眠作用が強いものが睡眠薬，緊張の緩和作用の強いが抗不安薬】睡眠作用が強いものが睡眠薬，緊張の緩和作用の強いが抗不安薬】睡眠作用が強いものが睡眠薬，緊張の緩和作用の強いが抗不安薬】睡眠作用が強いものが睡眠薬，緊張の緩和作用の強いが抗不安薬。。。。 

睡眠導入剤と睡眠薬の間に本質的な違いはありません。睡眠導入剤という名称は睡眠薬

のなかでも作用時間が短いタイプの薬剤の総称として便宜的に付けられたものです。睡

眠薬の作用時間（効果の持続時間、体から消えてゆく時間）はさまざまで、症状の強さ

や特徴により使い分けられます。これに対して（精神）安定剤は抗不安薬とも呼ばれ、

不安症状の緩和を目的として用いられます。 

睡眠薬にはベンゾジアゼピン系睡眠薬、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬、メラトニン受容

体作動薬などがあります。ベンゾジアゼピン系薬物は多種類あり、それぞれ不安や緊張

を緩和する作用、眠気を催す作用（催眠作用）、筋肉をほぐす作用の強さが異なります。

ベンゾジアゼピン系薬物の中でも催眠作用が強いものが睡眠薬として、催眠作用が比較

的少なくて不安や緊張の緩和作用が強いものが抗不安薬として使用されています。抗不

安薬は就寝前の緊張をほぐして眠りやすくするために睡眠薬代わりに用いられることも

あります。 

 

【【【【Q4Q4Q4Q4】睡眠薬はいつ服用すればよいでしょうか？】睡眠薬はいつ服用すればよいでしょうか？】睡眠薬はいつ服用すればよいでしょうか？】睡眠薬はいつ服用すればよいでしょうか？    

【【【【A4A4A4A4】就床直前に服用する。】就床直前に服用する。】就床直前に服用する。】就床直前に服用する。 

睡眠薬の注意書きには、就寝直前に服用し、服用したら就床するように書かれています。

睡眠薬を服用後に就床しないでいると、寝付くまでの間の出来事（行動や会話）の記憶

がなくなることがあるからです。また、一部の睡眠薬には脱力やふらつきなどの副作用

があります。睡眠薬を飲んだ後の転倒を避けるためにも、服用後は速やかに就床するよ

うにしましょう。睡眠薬によっては食後まもなくに服用すると血中濃度が影響を受け、

効果が出にくくなることがあります。夕食からある程度時間をおいて、就床直前に服用

するようにします。 

 

【【【【Q5Q5Q5Q5】寝付けないときや、夜間に目を覚ましたときは何時頃まで追加屯用してもよいで】寝付けないときや、夜間に目を覚ましたときは何時頃まで追加屯用してもよいで】寝付けないときや、夜間に目を覚ましたときは何時頃まで追加屯用してもよいで】寝付けないときや、夜間に目を覚ましたときは何時頃まで追加屯用してもよいで

しょうか？しょうか？しょうか？しょうか？    

【【【【A5A5A5A5】服用の効果は】服用の効果は】服用の効果は】服用の効果は 6666〜〜〜〜7777 時間ある。時間ある。時間ある。時間ある。    



睡眠薬には寝付きを良くする作用もありますが、翌日に眠気が残る、頭の働きを悪くす

る、ふらつくなどの持ち越し効果という副作用もあります。なかなか寝付けない場合や

一度寝ても目が覚めてしまったときに頓服で睡眠薬を使いたい場合があるかもしれませ

んが、遅い時刻に内服すると翌日にこれらの持ち越しを生じる危険性が高くなります。

作用時間が最も短い睡眠薬であっても、服用後６〜７時間は眠気や頭の働きの低下が持

続することが示されています。従って、翌朝に睡眠薬が残らないようにするためには、

起床時刻より６〜７時間前（午前８時起床なら午前１〜２時、７時起床なら午前０〜１

時）までとし、もう少し遅くなる場合には錠剤を半分にして使うなどをお勧めします。

また、就床前に睡眠薬を内服した上に頓服を追加で内服する場合には翌日に持ち越しが

更に強くなる可能性があるので注意が必要です。 

 

【【【【Q6Q6Q6Q6】睡眠薬より寝酒の方が安心のような気がします。】睡眠薬より寝酒の方が安心のような気がします。】睡眠薬より寝酒の方が安心のような気がします。】睡眠薬より寝酒の方が安心のような気がします。    

【【【【A6A6A6A6】アルコールは睡眠に百害あって一利無し。】アルコールは睡眠に百害あって一利無し。】アルコールは睡眠に百害あって一利無し。】アルコールは睡眠に百害あって一利無し。    

アルコールには、一時的には寝付きが良くなり睡眠が取りやすくなったように感じる効

果があります。しかし、実はそうした効果は一晩の前半だけにしか生じず、後半になる

と逆に眠りが浅くなって頻繁に目が覚めるなど睡眠の質が悪化します。これは、夜間に

アルコールが体から抜けてゆく反動で眠りが浅くなるからです。また、睡眠をとるため

にアルコールを毎日飲んでいると、徐々に体が慣れてしまって効かなくなり、アルコー

ル性の不眠の原因になります（休肝日に眠れないのは要注意です）。また、アルコール依

存症に陥ってしまう危険性もあります。不眠が続くようでしたら、アルコールに頼らず

に医師と相談し、診断の結果、睡眠薬が必要であれば服用することをお薦めします。睡

眠をとるための（睡眠薬代わりの）寝酒は百害あって一利なしです。 

 

【【【【Q7Q7Q7Q7】睡眠薬は、晩酌後何時間くらい空けてから服用したらよいでしょうか？】睡眠薬は、晩酌後何時間くらい空けてから服用したらよいでしょうか？】睡眠薬は、晩酌後何時間くらい空けてから服用したらよいでしょうか？】睡眠薬は、晩酌後何時間くらい空けてから服用したらよいでしょうか？    

【【【【A7A7A7A7】アルコールとの併用は禁。】アルコールとの併用は禁。】アルコールとの併用は禁。】アルコールとの併用は禁。    

お酒（アルコール）を飲んだ時には睡眠薬は服用しないことが原則です。その理由は、

アルコールと睡眠薬を一緒に飲むと、ふらつき、物忘れ、おかしな行動をしてしまうな

どの副作用を生じやすくなるからです。お酒の酔いが醒めてから睡眠薬を服用するとい

うことも考えられますが、アルコールの影響が体から消失するには、一般に考えられる

より長い時間が必要です。成人男性で、コップ１杯のビールの代謝に約２時間を要しま

す。晩酌後には睡眠薬を服用しないことが無難でしょう。 

 

【【【【Q8Q8Q8Q8】睡眠薬を服用した翌朝に運転しても大丈夫ですか？】睡眠薬を服用した翌朝に運転しても大丈夫ですか？】睡眠薬を服用した翌朝に運転しても大丈夫ですか？】睡眠薬を服用した翌朝に運転しても大丈夫ですか？    

【【【【A8A8A8A8】自動車運転は控える。】自動車運転は控える。】自動車運転は控える。】自動車運転は控える。    

ほとんどの睡眠薬の説明書に共通して記載されている基本的注意事項として「本剤の影

響が翌朝以後に及び、眠気、注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあ



るので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作に従事させないように注意する」こ

とが上げられます。このことからも分かるように、睡眠薬を服薬した翌朝には自動車等

の運転を控えていただく必要があります。逆に、不眠症自体が日中の眠気、眠気、注意

力・集中力・反射運動能力の低下を招くため、不眠症の治療を受けないままでいること

も事故の危険を増大させる可能性があります。 

 

【【【【Q9Q9Q9Q9】認知症の不眠や昼夜逆転に睡眠薬は効果があるでしょうか？】認知症の不眠や昼夜逆転に睡眠薬は効果があるでしょうか？】認知症の不眠や昼夜逆転に睡眠薬は効果があるでしょうか？】認知症の不眠や昼夜逆転に睡眠薬は効果があるでしょうか？    

【【【【A9A9A9A9】高齢者は作用と副作用が強くなる。】高齢者は作用と副作用が強くなる。】高齢者は作用と副作用が強くなる。】高齢者は作用と副作用が強くなる。    

認知症では中途覚醒や早朝覚醒など不眠症状がしばしばみられるほか、午睡が増え、昼

夜逆転に陥るなど睡眠リズムが乱れます。また、不眠に伴って夜間徘徊やせん妄（意識

混濁による興奮）などの異常行動もみられます。しかし、認知症の不眠や異常行動に対

して十分に有効で、かつ安全な薬物療法はありません。睡眠薬や抗精神病薬などの催眠

鎮静系向精神薬の効果は限定的で、長期間服用すると、むしろ過鎮静のため午睡が増加

することがあります。また、転倒や骨折、健忘などの副作用の危険性が高まるため高用

量や長期服用は避けるべきです。 

 

【【【【Q10Q10Q10Q10】】】】トイレが近く、眠れません。睡眠薬を服用すべきでしょうか？トイレが近く、眠れません。睡眠薬を服用すべきでしょうか？トイレが近く、眠れません。睡眠薬を服用すべきでしょうか？トイレが近く、眠れません。睡眠薬を服用すべきでしょうか？    

【【【【A10A10A10A10】原因疾患の治療を優先。】原因疾患の治療を優先。】原因疾患の治療を優先。】原因疾患の治療を優先。    

頻尿があると、尿意により寝付けない、睡眠中に何度も目覚める、目覚めると再び尿意

を催してトイレに行かないと寝付くことが出来ない、など不眠の原因となることがしば

しばあります。頻尿で眠れない場合はその原因となる疾患の治療を行うことが最も大切

です。しかし、原因疾患により精神的な問題点をきたし、不安や尿意切迫感から頻尿と

なった場合、さらに睡眠障害が原因ですぐに目が覚めてそのためにトイレが気になって

しまうような場合などそのためにおこる不眠にも睡眠薬を使用する場合があります。睡

眠薬の効果はさまざまですが、適切な治療により不眠が解消されることも報告されてい

ます。 

 

【【【【Q11Q11Q11Q11】】】】睡眠薬を服用中に妊娠に気づきました。胎児に影響はないでしょうか？睡眠薬を服用中に妊娠に気づきました。胎児に影響はないでしょうか？睡眠薬を服用中に妊娠に気づきました。胎児に影響はないでしょうか？睡眠薬を服用中に妊娠に気づきました。胎児に影響はないでしょうか？    

【【【【AAAA11111111】】】】服用のメリットの判断がいる。服用のメリットの判断がいる。服用のメリットの判断がいる。服用のメリットの判断がいる。    

睡眠薬が人間の胎児に及ぼす影響を実験的に明らかにすることはできないため、その危

険性や安全性について明確な結論が出ていない睡眠薬が大部分です。睡眠薬を服用中に

妊娠が気づき不安な場合、妊娠中もやむをえず睡眠薬を飲む必要がある場合には、服用

中の睡眠薬の種類と量、不眠の重症度やその原因疾患などを総合的に判断して胎児への

影響や服用継続の是非を判断することになります。睡眠薬が胎児に及ぼす影響の有無や

特徴は今後も知見が積み重ねられ、判断が変わることもあります。「妊娠と薬情報センタ

ー」という厚生労働省管轄事業の相談窓口があります。 



妊娠と薬情報センター 

ＴＥＬ：03-5494-7845 

受付時間：平日 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 

ホームページ：http://www.ncchd.go.jp/kusuri/index.html 

 

【【【【Q12Q12Q12Q12】夜勤明けに眠りたいのですが、睡眠薬を服用してもよいでしょうか？】夜勤明けに眠りたいのですが、睡眠薬を服用してもよいでしょうか？】夜勤明けに眠りたいのですが、睡眠薬を服用してもよいでしょうか？】夜勤明けに眠りたいのですが、睡眠薬を服用してもよいでしょうか？    

【【【【A12A12A12A12】服用を試してみる。】服用を試してみる。】服用を試してみる。】服用を試してみる。    

夜勤明けでは、普段は目覚めている時間帯（日中）に眠らなければなりませんが、生体

リズム（概日リズム）の影響で脳を覚醒させる力が働いているうえに、勤務時間中の精

神的な興奮（緊張）が持続していることなどのため、いくら疲れていても全く眠れない

人も存在します。夜勤明けに眠れるかどうか、眠れないときに睡眠薬の効果があるかど

うかには大きな個体差が存在します。実際には、夜勤明けに通常量の睡眠薬を服用し、

有効な場合は続けてよさそうです。しかし、効果が乏しい場合にも無理に増量を行わず、

光療法の利用や夜勤中の午睡の確保など、睡眠薬以外の対応法も検討した方がよいでし

ょう。 

 

【【【【Q13Q13Q13Q13】睡眠薬を服用しても眠れません。増量すれば効果が出ますか？】睡眠薬を服用しても眠れません。増量すれば効果が出ますか？】睡眠薬を服用しても眠れません。増量すれば効果が出ますか？】睡眠薬を服用しても眠れません。増量すれば効果が出ますか？    

【【【【A13A13A13A13】副作用も増える事に注意する。】副作用も増える事に注意する。】副作用も増える事に注意する。】副作用も増える事に注意する。    

通常用いられる用量の範囲内であれば、睡眠薬の服用量を増やすことで治療効果が強く

なることがあります。少量の睡眠薬で効果が不十分な場合には増量すべきか主治医とご

相談ください。ただし、服用量が増えると翌日の眠気やふらつきなどの副作用の頻度も

高まるため、通常量を超えて安易に増量すべきではありません。生活習慣や寝室での過

ごし方、就寝環境などに問題がないかどうか、本当に睡眠薬が有効な不眠症であるのか

主治医と一緒によく検討した上で、睡眠薬の増量が適切かどうか検討してもらいましょ

う。 

 

【【【【Q14Q14Q14Q14】】】】睡眠薬を服用しても眠れません。何種類か組み合睡眠薬を服用しても眠れません。何種類か組み合睡眠薬を服用しても眠れません。何種類か組み合睡眠薬を服用しても眠れません。何種類か組み合わせれば効果がでますか？わせれば効果がでますか？わせれば効果がでますか？わせれば効果がでますか？    

【【【【A14A14A14A14】保険でも】保険でも】保険でも】保険でも 2222 種類に制限される事がある。種類に制限される事がある。種類に制限される事がある。種類に制限される事がある。    

一般的に睡眠薬の使用量はごく限られているため、１剤を使って効果が出ない場合には

多剤併用になりがちです。作用時間が短い睡眠薬は入眠効果に優れている反面、夜間中

途で効果が切れてしまうため、中途覚醒や早朝覚醒に対しては効果が不十分な場合があ

ります。そのような睡眠前半と後半の両方に不眠症状のある方では作用時間の長い睡眠

薬を併用する場合もあります。ただし、睡眠薬の種類や服用量が増えると治療効果も強

くなると考えがちですが、必ずしも正しくありません。増量した割には効果が出ず、副

作用ばかりが目立つ場合もあります。したがって、睡眠薬の高用量処方や多剤併用を防

止する観点から、一部の診療科では三種類以上の睡眠薬を同時処方することが制限され



ています。副作用を防止するためにも、どうしても睡眠薬を何種類か組み合わせて服用

する必要があるときには、同じ系統の睡眠薬を多種類併用するのではなく、作用が異な

る睡眠薬を併用する、うつ症状のある方であれば睡眠促進効果を持った抗うつ薬を併用

するなどの工夫も行います。 

 

【【【【Q15Q15Q15Q15】抗うつ薬も不眠症に効果がありますか？】抗うつ薬も不眠症に効果がありますか？】抗うつ薬も不眠症に効果がありますか？】抗うつ薬も不眠症に効果がありますか？    

【【【【A15A15A15A15】効果があり，併用で有効。】効果があり，併用で有効。】効果があり，併用で有効。】効果があり，併用で有効。    

うつ病患者の大多数では不眠が認められます。うつ病の治療薬である抗うつ薬は気分の

落ち込みだけでなく、不眠症状にも効果を発揮することがあります。ただし、抗うつ薬

の種類によって不眠に対する治療効果に違いがあります。うつ病治療の第一選択薬であ

る選択的セロトニン再取り込み阻害薬（SSRI）は不眠の治療効果は乏しく、別のタイプ

の抗うつ薬（トラゾドンやミルタザピンなど）がより有効であることが分かっています。

気分の落ち込みなどうつ症状を伴う不眠がある場合には主治医とご相談ください。ただ

し、一般の不眠症（原発性不眠症）に対する抗うつ薬の効果はしっかりと確認されてい

ません。したがって抑うつ症状のない不眠症の方が抗うつ薬を睡眠薬代わりに服用する

ことはお薦めできません。 

 

【【【【Q16Q16Q16Q16】】】】市販の睡眠薬も不眠症に効果があるでしょうか？市販の睡眠薬も不眠症に効果があるでしょうか？市販の睡眠薬も不眠症に効果があるでしょうか？市販の睡眠薬も不眠症に効果があるでしょうか？    

【【【【A16A16A16A16】一時的使用だけ。】一時的使用だけ。】一時的使用だけ。】一時的使用だけ。    

市販の睡眠薬には錠剤(ドリエルなど)や漢方など種々ありますが、不眠症患者さんを対象

にした臨床試験（治験）で長期的な治療効果と安全性がしっかりと確認されたものはあ

りません。したがって、これらの市販薬の注意書きにも記載してありますが、「一時的な

不眠に使用すること」、「不眠症の診断を受けた人は使用しないこと」が原則です。一時

的な不眠とは旅行や心配事などで数日程度眠れないことをさします。一方、不眠症は眠

れないことのために日中の眠気や倦怠感など心身の不調がでたときに診断されます。不

眠が長引く場合には市販の睡眠薬で対処することはお薦めできません。不眠の原因は人

によってさまざまです。不眠症状が続く場合には、主治医や産業医、睡眠専門医に相談

しましょう。 

 

【【【【Q17Q17Q17Q17】】】】睡眠薬を止められなくなるのではないか心配です。睡眠薬を止められなくなるのではないか心配です。睡眠薬を止められなくなるのではないか心配です。睡眠薬を止められなくなるのではないか心配です。    

【【【【A17A17A17A17】止め方も相談しましょう。】止め方も相談しましょう。】止め方も相談しましょう。】止め方も相談しましょう。    

睡眠薬を服用していると、依存症になってやめられなくなるのではという心配を伺うこ

とは少なくありません。しかし、あなたが睡眠薬の服用を始めたばかりなら、先々やめ

られなくなるかどうかを心配するより、まず医師の指示通りに服用して症状を改善させ

ることを最優先にすべきです。現在用いられている大部分の睡眠薬には強い依存性はあ

りません。したがって、服用を始めてから短期間でやめられなくなることはありません。



現在すでに睡眠薬を服用して不眠が治っている方については、休薬に向けて少しずつ服

用量を減らして行く方法、ときどき服薬を休む日を作る方法などがあります。ご自分の

判断で急に中止すると、不眠が悪化することがあるので、必ず主治医とご相談ください。 

 

【【【【Q18Q18Q18Q18】】】】睡眠薬はいつまで服用すればよいのでしょうか？服用すれば眠れますが、治っ睡眠薬はいつまで服用すればよいのでしょうか？服用すれば眠れますが、治っ睡眠薬はいつまで服用すればよいのでしょうか？服用すれば眠れますが、治っ睡眠薬はいつまで服用すればよいのでしょうか？服用すれば眠れますが、治っ

ているのでしょうか？ているのでしょうか？ているのでしょうか？ているのでしょうか？    

【【【【A18A18A18A18】睡眠薬は症状があるときだけで，止めていく。】睡眠薬は症状があるときだけで，止めていく。】睡眠薬は症状があるときだけで，止めていく。】睡眠薬は症状があるときだけで，止めていく。    

基本的に、睡眠薬は無期限に長く服用する薬ではありません。不眠症が治ったら、適切

な時期に減薬もしくは休薬するべきです。ご自身の不眠症が治っているか判断するポイ

ントには二つあり、一つ目は夜間の不眠症状が改善していること、二つ目は（良眠でき

たおかげで）日中の心身の調子が良いことです。この二つが揃っていることが休薬を成

功させるコツです。 

不眠症が十分に治らないうちに睡眠薬をやめてしまうと、不眠が再発したり、悪化した

りすることがあるので注意しましょう。 

不眠症患者さんの中には、さまざまな理由により睡眠薬を長期間にわたり服用する必要

がある方がいます。その場合には、副作用に注意しながら睡眠薬を長期服用する治療法

もあるので、主治医に相談しながら治療方針を決めてください。 

 

【【【【Q19Q19Q19Q19】睡眠薬の減量法を教えてください。】睡眠薬の減量法を教えてください。】睡眠薬の減量法を教えてください。】睡眠薬の減量法を教えてください。    

【【【【A19A19A19A19】減量は少しずつ，一気に止めると反動がある。】減量は少しずつ，一気に止めると反動がある。】減量は少しずつ，一気に止めると反動がある。】減量は少しずつ，一気に止めると反動がある。    

睡眠薬を長期間服用した後に、一気に中断すると不眠症状が一時的に悪化することがあ

ります。時には日中にも不安感やイライラ感、知覚過敏などを感じることがあります。

これらの症状の多くは一過性で、徐々に軽減しますが、数日〜数週間持続することもあ

ります。睡眠薬を徐々に減量することでこれらの不快な症状を避けることが可能です。

１種類の睡眠薬を４分の１錠ずつ減らし、１〜２週間経過をみて問題がなければさらに

４分の１錠減量するなど時間をかけて減量します。特に、２錠以上あるいは、２種類以

上服用している方、長期間服用している方は、緩やかな減量が必要です。減量する睡眠

薬の順番も決まっています。したがって睡眠薬の減量は自己判断で行わず、必ず主治医

に相談してから行ってください。また、最近開発された睡眠薬の中にはこれらの減薬時

の問題がない、もしくはごく軽いものもあります。 

不眠症が治っていれば睡眠薬は減量、中止できます。睡眠薬を減量した直後は睡眠の質

が若干悪く感じることもありますが、多くは数日で回復します。減薬後の不眠症状が強

い場合、長期間持続する場合には不眠症が治っていない可能性が高いので、減量は一時

中止して主治医に相談してください。 

 

 


