●認知症の合図

睡眠障害とＤＬＢ

はじめに
夜間の睡眠・覚醒は︑脳活動によってもたら

藤 城 弘 樹

よる変化は睡眠・覚醒に影響を与え︑高齢者に

らず︑睡眠障害を高頻度に伴う︒とくに示唆症

heimer s diseaseＡＤ︶に次いで︑頻度の高い
変性性認知症疾患であり︑認知機能障害のみな

レ ビ ー 小 体 型 認 知 症︵ dementia with Lewy
bodiesＤＬＢ︶は︑アルツハイマー病︵ Alz-

は睡眠障害が多く認められる︒加齢により睡眠

状の一つであるレム睡眠行動障害︵ REM sleep

されるものである︒そのため︑脳機能の加齢に

構造の変化や睡眠リズムの変化を生じやすく︑
さらに︑高齢者特有の睡眠を妨害する随伴現象

behavior disorderＲＢＤ ︶は︑全臨床経過を
通じて︑約 ％の症例に認めることが報告され

知症高齢者と比較した場合︑睡眠構造や睡眠覚

な脳機能低下を認めることから︑同年代の非認

じる病態は複雑である︒認知症患者では︑病的

重要な臨床症状である︒

とが明らかとなっており︑早期診断の観点から

時あるいは認知症発症前にＲＢＤが先行するこ

ている︒さらに︑約半数のＤＬＢ症例では︑同

が併存することも多く︑高齢者の睡眠障害を生

醒リズムの変化が一層顕著となる︒
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①レビー小体型認知症患者における睡眠ポリグラフ検査
Terzaghi，et al（2013）2）

Pao，et al（2013）3）
29（21/8）

78（71/7）
平均年齢

75±5

71±8
閉塞性睡眠時無呼吸／低呼吸

34.8%

55%
中枢性睡眠時無呼吸／低呼吸

−

18%
60.9%

−
Probable RBD

34.8%

96%（75/78）
REM sleep without atonia（RWA）

46.1%

100%（65/65）

患者数（男／女）

周期性四肢運動障害
（Periodic limb movement index＞15）

本稿では︑ＤＬＢに施行された睡眠検査結果

の報告を概観し︑次にＤＬＢの臨床診断におけ

るＲＢＤの重要性について述べた︒

ＤＬＢにおける睡眠検査結果

最近︑ＤＬＢを対象とした睡眠ポリグラフ検

査︵
ＰＳＧ ︶を利用した研
Polysomnography
究がいくつか報告されている︵表①︶
︒その結

期性四肢運動障害をしばしば認めていた︒

果では︑ＲＢＤのみならず︑睡眠呼吸障害や周

2)
3)

らは︑ＡＤ︵ N=12
︶と比較し︑ＤＬＢ
Hibi

︵
︶において有意に周期性四肢運動指数が
N=9
高いことを報告した一方で︑ Ferman
らによる

群で有意に高頻度に出現していることが確認さ

意差は認められなかったが︑ＲＢＤは︑ＤＬＢ

障害に関する項目や睡眠効率では︑両疾患に有

なかった︒いずれの研究においても︑睡眠呼吸

と︑ＤＬＢ︵ N=61
︶とＡＤ︵ N=26
︶を比較し
て︑脚動に関連した覚醒指数では有意差を認め

5)
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(412)

4)

れている︒

ple sleep latency testＭＳＬＴ︶も実施してい
る︒ 分以内に入眠した割合は︑ＤＬＢ群で

た割合は︑ＤＬＢ群で ％︑ＡＤ群で ％であ

％︑ＡＤ群で ％であった︒５分以内に入眠し
った︒ＡＤ群では︑認知機能障害の重症度と日

ドパートナーに怪我を生じさせる︒
﹃睡眠障害

ＰＳＧを施行できる施設は限られるため︑簡便

な質問紙票などを用いた臨床診断の妥当性が検
討されている︒

らは︑ 項目から構成された自己
Miyamoto
記入式質問紙を用いて５項目以上﹁はい﹂の場

特異度 ％であったと報告している︒

Ｄの診断が認知症の鑑別診断において感度 ％︑

回す︑叫ぶ︶
？﹂という質問項目により︑ＲＢ

動をすることがありましたか︵殴る︑腕を振り

行動化し︑怪我を生じる危険性がある病態とさ

(413)

れるが︑非暴力的な内容も少なくない︒ Oudi-

度 ％と報告した︵表②︶
︒また︑ Boeve
らは︑
﹁今までに３回以上︑睡眠中に夢内容と同じ行

88

中の眠気が相関していた︒一方︑ＤＬＢ群の平

合︑健康成人との鑑別において感度 ％︑特異

13
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均睡眠潜時は︑認知機能障害の重症度︑前夜の
睡眠効率︑覚醒指数︑中核症状やＲＢＤと相関
していなかった︒つまり︑ＤＬＢにおける日中

7)

典型的なＲＢＤは︑夢内容に伴う精神活動が

98

の眠気は︑夜間の睡眠の断片化に伴うものでは
なく︑特有の症状と考えられた︒
ＲＢＤの診断について
ＲＢＤは︑レム睡眠期に出現するべき抗重力

6)

37

74

17

筋の筋活動抑制が欠如し︑夢内容に伴う精神活

81

国際分類﹄第２版では︑ＲＢＤの確定診断には︑
また︑ Ferman
らは︑ＤＬＢ︵ N=32
︶とＡＤ
ＰＳＧが必要であり︑ REM sleep without atonia
︵
︶を対象として︑
反復睡眠潜時検査
︵
N=18
multi︵ＲＷＡ︶所見の存在が必須となる︒しかし︑

5)

動が行動化を示し︑時に患者本人あるいはベッ

97

56

39

10

② RBD スクリーニング質問紙票（日本語版）
1

とてもはっきりした夢をときどき見る。

はい／いいえ

2

攻撃的だったり、動きが盛りだくさんだったりする夢をよく見る。

はい／いいえ

3

夢を見ているときに、夢の中と同じ動作をすることが多い。

はい／いいえ

4

寝ている時に腕や足を動かしていることがある。

はい／いいえ

5

寝ている時に腕や足を動かすので、隣で寝ている人にケガを負わせたり、自分
はい／いいえ
がケガをすることもある。

6

夢を見ているときに以下の出来事が以前にあったり、今もある。

6.1

誰かとしゃべる、大声で怒鳴る、大声で罵る、大声で笑う。

はい／いいえ

6.2

腕と足を突如動かす／ケンカをしているように。

はい／いいえ

6.3

寝ている間に、身振りや複雑な動作をする（例：手を振る、挨拶をする、何
はい／いいえ
かを手で追い払う、ベッドから落ちる）。

6.4

ベッドの周りの物を落とす（例：電気スタンド、本、メガネ）。

はい／いいえ

7

寝ていると、時に自分の動作で目が覚めることがある。

はい／いいえ

8

目が覚めた後、夢の内容をだいたい覚えている。

はい／いいえ

9

眠りがよく妨げられる。

はい／いいえ

10

以下のいずれかの神経系の病気を以前患っていた、または現在患っています
か？（例：脳卒中、頭部外傷、パーキンソン病、むずむず脚症候群、ナルコレ はい／いいえ
プシー、うつ病、てんかん、脳の炎症性疾患）
（文献６より作成）

18

らは︑ビデオ付きＰＳＧを施行し︑ 症例
ette
のＲＢＤの異常行動の内容を報告している︒性

60

行為︑摂食行為︑排泄行為︑笑う・歌うなどの

11

楽しい内容など様々であった︒また︑パーキン

ソン病︵ Parkinson diseaseＰＤ︶ 症例を対
象とした面接による検討では︑ 症例︵ ％︶

において︑非暴力的な異常行動が確認された︒

ＤＬＢの臨床診断におけるＲＢＤの重要性

ＤＬＢの臨床診断において︑ＲＢＤ症状を把

握することは︑２つの点から重要である︒

１点目は︑ＲＢＤの疾患特異性の高さである︒

認知症を呈した２３４例の連続剖検例を用いた

縦断的臨床病理学的検討では︑ＲＢＤを主要症

状とすることでＤＬＢの臨床診断率が向上する

(414)

ことが明らかとなった︒つまり︑ＲＢＤは︑Ｄ

74

ＬＢの３主要症状と同等の診断的意義を有して

いた︒病理学的にＤＬＢと診断された 例中

例で︑ＲＢＤの病歴を認めたのに対して︑病理

98

1)
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8)

24

38

1.4 ± 4.5 年

3.4 ± 3.3 年
尿失禁（30%）
1.5 ± 2.4 年
幻視（88%）
1.5 ± 2.1 年
パーキンソン症状（86%）

失神（17%）

学的にＤＬＢのない１３６例では５例のみにＲ

ＢＤの病歴を認めた︒しかし︑この５例のうち

ＰＳＧで確定診断された症例はなく︑ＲＢＤの

病態そのものがＤＬＢ病理と深く関係していた︒

さらに Boeve
らは︑ＲＢＤ を呈した高齢者
を対象として︑多施設における臨床病理学的検

討結果を報告している︒ＲＢＤの病歴が確認さ

れた１７０症例中１５８症例︵ ％︶において︑

93

またＰＳＧを施行されＲＢＤと確定診断された
98

-1.2 ± 6.5 年

立ちくらみ（33%）

9)

症例中 症例︵ ％︶において︑レビー小体
78

ことである︒ＤＬＢの発症に数年あるいは数十

状の出現が認知症発症と同時あるいは先行する

２点目は︑約半数の症例において︑ＲＢＤ症

断的意義が高い臨床所見といえる︒

において︑ＲＢＤは病理学的背景を意識した診

ることは一般的でないため︑認知症の鑑別診断

ていた︒多系統萎縮症において認知症を発症す

病︵ Lewy body diseaseＬＢＤ︶と多系統萎縮
症を含むシヌクレイオパチーの病理所見を有し

80

-4.5 ± 10.5 年

レム睡眠行動障害（66%）

Probable DLB
Prodromal DLB
臨床診断

-8.7 ± 11.9 年

嗅覚障害（44%）

(415)
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-9.3 ± 13.8 年

便秘（76%）

80
70
60
年齢

-4.8 ± 11.4 年

抑うつ（24%）

臨床症状

③ Probable DLB 90症例の臨床経過

74.9 ± 9.7 歳

記憶障害の発現

（文献10 より作成）

パーキンソン症状や認知症症状を認めない特
発性ＲＢＤ患者を対象とした追跡調査が報告さ
れつつあるが︑ＡＤと比較して︑ＤＬＢの早期
診断の知見は乏しいのが現状である︒必ずしも
ＲＢＤがＤＬＢ発症に先行しないことや︑ＲＢ
Ｄの出現時期によりＤＬＢの臨床亜型が存在す
ることから︑特発性ＲＢＤ患者のみを対象とし
た場合︑ＤＬＢの前駆状態の全貌は明らかにで
きないと考えられる︒ＲＢＤを手掛かりとして︑
睡眠センターと認知症センターが連携すること
で︑ＤＬＢの病態解明とともに︑早期診断・治
療の実現が期待される︒
︵名古屋大学大学院医学系研究科
睡眠医学寄附講座 講師︶
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