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日常臨床における benzodiazcpinc

―過乗J。 長期投与と離脱の問題について一
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Since their introduction alinost 50 years ago,benzodiazepines(BDZs)haVe been in、 vide clinical use as anxlolytic or

hypnotic agents They have in effcct replaced barbiturates,、 vhich havc severc side effects and present a Hsk of addiction

Over the lastt、vo decades,ho、 ′ever,prescHption of BDZs has markedly dccreascd in mostindustHalised nations This is

due to thc growing a、varencss on thc part of gencral physicians and spccialists that BDZs havc some signiflcant,if not

severe,sidc cffects,cg.nOrmal― dose dependence aFter long― term use,withdrawal symptoms、vith diverse clinical rnani―

Fcstations,and occaslonal bchavioural side effects(disinhibition,aggression,mcmory disturbance)that can easily be

■listaken for either exacerbation ofthe onginal syrnptoms or additional novcl psychiatHc symptoms These unfavourable

aspects of BI)Zs havc not yet attractcd serious attcntion fronl Japanese physicians,who st‖ l prescribc some¥4 bi1lon―

、vorth of BDZs annually,a ngurc 6 to 20 times higherthan thatin the EU and the US The prescnt author attempts to call

attcntion to thesc hitherto neglectcd aspects of BDZs by revic、ving l)thc baSiC Pharmacological propcrties of BDZs,2)

thc clinical charactcristics and side effccts ofindividual BDZs,3)the adVerse reactions and abuse liabilities of BDZs,4)

the withdrawal symptoms and their managcmcnt it is noteworthy that l)BDZ prescription in Japan is still incrcasing,

whilst it has been constantly decreasing in other count● es,2)many Ofthe best― selling BDZs in Japan are not approved

elsewhere,3)some Ofthe adverse reactions to BDZs are not recognised in Japan as such even among psychiatrists

Suggestions for better rnanagement ofinsomnia and anxiety,for which most BDZ prescHptions in this country are madc,

arc then given in an attempt to rectifyr the ovcrpresc■ ptiOn of BDZ in Japan
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状などが問題化し,BDZの 処方は多くの先進国で激減じ

たの,一時,BDZで ある alprazolam(コ ンスタン①,ソ

ラナックス①)が抗不安薬として欧米でも例外的に頻繁に

用いられたが,199o年代以降は選択的セロ トニン再吸

収阻害薬 (seleCtiVe serotonin reuptake inhibito■ SSRI)の

抗不安作用が注目されるようになり,Jprazolamの処方

も減少 した。ところが本邦ではこうした BDZの問題点

は一 向に顧みられず,BDZの処方は却つて増加 してい

る.一般医家は抗精神病薬 に関 しては処方をためらって

精神科に委ねる傾向がある一方,BDZは極めて容易に処

方 して怪 しまないようにみえる.BDZの処方にはさまざ

まな留意点があ り,こ れを知らずに漫然と安易に長期投

は じ め に

Benzodiazepine系薬物 (BDZ)は ,1957年 に合成 され

た ch10rdiazepoxide(本 邦商品名 :コ ン トール①,バ ラン

ス③),1962年 合成の diazcpam(セ ルシン①,ホ リゾン①
)

を初めとして,その相対的な安全性と使 いやすさから,

それまで用いられてい た barbituratesに とって替わり,

広 く処方 されるようになった。1970年 頃に はdiazepam

は米国で最 も頻繁に処方 される薬物といわれた1).日 本

でも, 不眠や不安の対症療法 として,BDZは精神科以

外の臨床科でも広 く用いられ ている .

しかし,1970年代以降,依存や濫用,副作用,離脱症
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与することは慎むべきである。そこで,BDZの 一般的な

薬理学的事項 と,近年明らかになってきた BDZの有害

作用について総覧 し,対策を提言する.

I.BDZ処 方 の実態

1)米 国

米国における BDZ処方の大半は非精神科医による .

成人の 1～ 2%が BDZを 服用 してお り,1年間で成人の

10人 に 1人が 1度以上服用する計算になるというが
,

大半の服用は 1ケ 月以内にとどまっている.他方,長期

服用者はその 3分の 1が 7年以 上,3分の 2が 3年以上

服用 してお り,大半の機会的・短期服用者と,少数の長

期連用者とに二極化 してい る3).

BDZの処方内容についてみると,1965年では ch10rdi―

azepoxidcが処方 BDZの 70%,diazcpamが 27%を 占め

ていた.1975年 には diazepamが BDZ全体の 70%に ま

で増加 して BDZ中首位 となったが,1984年 には loraze―

pam(15%),alprazOlam(13%)の 2剤が急速に売上を伸

ばし, 1987年 にはalpraz01amが diazepamを 抜 き首位に

踊 り出た.1990年代に入ると,薬理学的事実には反する

が,一般医家のあいだで diazepamはヘロインよりも嗜

癖の危険があると考えられるようになりl),BDZの処

方は減少 した.性別をみると,女性は男性の倍の頻度で

BDZを 処方されている→.な お,thazolam(ハ ルシオンq
が英国で禁止になった経緯は米国でもよく知 られていた

が,同薬が George Bush(父 )大統領 (当 時)の常用薬で

あつたこと,Na●onal lnsatute of Hcalthの 高官が Up」ohn

社 (tnazOlamの 製造販売元)の副社長になったことから
,

米国での禁止は見送られた5).

2)英 国

英国ではBDZ処方の pcakは 1979年で,1年間で 3100

万件の処方があった.しかし,そ の後 BDZ処方は減少

の一途を辿 り,1990年 には 1600万件 と,10年余で半

減 した.内訳をみると,不眠に対する BDZ処方は横ば

いで,専 ら抗不安薬としての BDZ処方が減ったためと

考えられる.こ こでは,tHazolam(ハ ルシオン①)に よる

意識障害や言ひ憶障害が大 きく報道され,遂に英国内で認

可が取 り消されたという事態が関係 しているが, この種

の有害反応は BDZ全般で生 じるという認識から,家庭

医 general pracutiOnerが BDZ処方を警戒するようになっ

たともいわれる.BDZ処方の 7割 は女性向けで,全 BDZ
処方の 6割が 40歳以上の女性向けである0 1986年 か

らは,薬物濫用を取締 まる法令によりBDZの処方に制

約が課され7), とりわけ長期投与については警告がなさ

れている .

3)日 本

昨今の日本の BDZ処方件数は欧米各国の 6～ 20倍 に

上る.1998～ 1999年 の 1年間でみても,米国では BDZ
の処方がなお減少傾向にあるのに対 し, 日本では却って

日大医誌

増加 している.こ れは, 日本での BDZの長期漫然投与

と,い わゆる常用量依存に対する医師の認識不足とを反

映するものと思われる8).

BDZの処方数・売上高は,医薬品全 体のなかでは突

出してはいないものの, 中枢神経作動薬業界ではBDZ
の市場占有率は高い.2002年 の向精神薬市場ではデパ

ス①は第 5位の売上高であった (113億円)こ の他,ハ
ルシオン①, メイラックス①, レンドルミン①などをあ

わせるとBDZ全体では年に 400億 円を上回る市場規模

で,向精神薬全体の売上の 4分の 1を 占めている9).

H,BDZの 薬理作用

1)薬力学的事項

一般に BDZは GABAA受容体一塩素イオンチャンネ

ルー BDZ受容体か ら成る複合体に作用する.全ての

BDZは抗不安作用 (不安の軽減),鎮静作用 (睡眠導入),

中枢神経を介 した筋弛緩作用, 抗痙攣作用 (痙攣閾値を

上昇させる)の 4つの薬理作用を共有するが,薬物に

よって各々の程度は異なるため,抗不安作用は抗不安薬

に,鎮静作用は睡眠導入剤に,筋弛緩・抗痙攣作用は抗

痙攣薬にそれぞれ臨床応用されてきた .

作用機序は,抑制性神経伝達物質で あるγアミノ酪酸

(γ
―aminobuty● c add,GABA)の 機能の全il的 な賦活化に

よる.作用部位は上述のように GABAA受容体一塩素イ

オンチャンネルーBDZ受容体であるから,こ の受容体

の分布する脊髄,脳幹,小脳,大脳辺縁系など広範囲に

作用する。臨床的には,睡眠障害,不安障害, 恐慌性障

害,強迫性障害などに対 して最 も頻繁に用いられる.急

性の不安に対 しては極めて有効であるが,長期投与下で

も同等の抗不安効果が維持 されるかどうかは明らかでな

ぃ7).

2)薬物動態学的事項

BDZは経口投与後,上部消化管でほぼ完全に吸収さ

れ,服用後 30～ 90分で最大血中濃度に達する.ほ とん

どは肝排泄である。血中濃度の半減期は年齢依存性だが

個人差が大きい.例えば 20歳台の成人で,あ るBDZの

半減期が 20時間であるとき,65歳では 40時 間と倍加

することになり,個人差を勘案すれば,65歳での半減期

は 30～ 100時 間 までばらつき得るという7).こ の点は
,

老人への BDZ処 方に際 して是非留意すべ き点であろ

う.肝臓で代謝されるため,肝機能障害時に体内からの

除去は遅れる.なお,quazcpam(ド ラール①)の吸収は食

事により促進 され,食後服用時の最高血中濃度は,空腹

服用時の 2～ 3倍 に達する10)の で,食事が BDZの吸収

に与える影響は無視できない .

本邦で 1ま diazcpam, midazolam(ド ル ミカム①
),

Ounitrazcpam(サ イレ ース①,ロ ヒプノール%の 3種類

の BDZが注射薬 として認可されている。 しか し,BDZ
は GABAΛ 受容体を介 した呼吸抑制作用を有するため

,
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急速一回静注 (boluS intravenous ilieC10n)に よって一時

自発呼吸が減弱～停止することがある.こ のため,BDZ
静注に際しては口手吸状態への留意が欠かせない.他 方,

「筋注では,静注ほどに血中濃度が急上昇しないから,

呼吸抑制も避けられ,経口投与よりは速く効く」と一般

的に考えられているためか,殊にdiazepamの 筋注は今

なお散見される.し かし,薬物動態学的には,筋注では

吸1又が著しくばらつき, しばしば経口投与よりも遅くな

る.加えて,diazepamの 注射製剤は強アルカリ性で局所

刺激性が極めて強く,頻回に筋注を反復すると組織破壊

の危険もある.日 本では「セルシン筋注」はありふれた

日常臨床処置であるが,先進国の精神科医でこれを行な

うものはいない。先年板橋病院を見学に訪れた豪州の精

神科専門医は,救急外来で diazepam筋注の行なわれる

のをみて絶句 していた.

なお,本邦では未認可だが, lorazcpam注 射液の筋注

では,吸収はよく,筋注も問題ないというll).

3)薬物相互作用

薬力学的相互作用としては,他の中枢神経抑制薬 (向

精神薬,麻酔薬,ア ルコールなど)と の併用による相

加・相乗効果がある。また,薬物動態学的相互作用とし

ては,①吸収速度に関するもの(ア ルコール併用によっ
て消化管からの吸J又が早まる),②代謝やり「泄に関するも
の, があげられる。

薬物動態学的相互作用についてみると,多 くの BDZ
(midaZOlam,面 azolam,alprazolam,brotizolam)は主として

cytochrome P450(CYP)‐ 3A4に よって代謝さ1■ , また
,

quazepam,diazepam,nunitrazepamも 3A4で者5分的代議|

を受ける。このため,CYP3A4を 阻害する薬物の併用に

よつて,BDZの血中濃度は上昇し,半減期は延長する。

代表的な CYP3A4阻害薬 としては,azOle系 抗真菌薬

(itraCOnazole,ketoconazolcな ど),macrolide系 抗生斉1

(erythromycin,clarisromycinな ど),calCium拮抗薬

(diltiazem,nicardipine,verapamil),H2遮 断薬の cimcd―

dincがあげられる!力.例えば,ketOcOnazoL服 用時には
,

tnazolamの 血中濃度は 9倍 に上昇する13).ま た,薬品以

外では,グ レープフルーツジュースに含まれる nanndinc

のCYP450-3A4阻 害作用がよく知られ,頻回のグレープ

フルーツジュース飲用によつて triazOlamの 半減期は

54%延長し,最高血中濃度は 25～ 40%増加する1●
.

反対に,CYP3A4活性を誘導する薬物としては抗てん

かん薬 (carbamazepine,phenytOin,phenobarbital)や抗結

核薬 ‖t‐amptinが知られており,こ れらを併用 した場合

は BDZの血中濃度の低下と半減期の短縮が生じる。

Ⅲ.代表的な BDZと その特徴

代表的なBDZの 主作用と薬理学的特性をTabL lに ,

主な冨1作用の一覧をTable 2に 示す。

なお,原表がイスラエルのものであるため,estazolam

(ユ ーロジン動,c10xaz01am(セ パゾン③),c10tiazepam(リ
~ゼ①),edzolam(デ パス①),brOmazepam(レ キソタン①

),

quazepam(ド ラール①),● lmazafone(リ スミー①),10nso‐

pam(グ ランダキシン①)な どは含まれていない。これら

の BDZは 本邦の実地医家には極めて馴染み深いが,そ
の多く(い わゆる「後発プロ品」)が他の先進国で認可さ

れていないことは, 日本の薬事行政の問題の一端を示す

だろう。

作用時間で二大別 した BDZの特徴をTable 3に掲げ

る。短時間作用型の BDZほ ど有害作用が目立つ。この

点は,「短時間作用型の BDZは「切れがよく,翌日に残

らない」から使いやすく,副作用も軽い」など,従来よ

くみられた宣伝の文言と著 しい対照をなす。

Table l  Benzodiazepines and other hypnoticsi comparison of clinical cffccts and advcrsc rcactions

(1)main effects and pharlnacological properties15)

薬力学・薬物動態学的特徴
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Ⅳ .BDZの 有害作用 と離脱・減量の問題

(1)BDZ自体の有害作用

1)よ く知られているもの

もっとも頻繁にみられる有害反応は眠気や鎮静である

が,こ れらに関しては耐性が生 じるので,投与を継続 し

日大医誌

ていればほどな く消失する。次いで運動失調,構音障

害,複視,め まいがあるが, これらは用量依存性で,減

量によつて解決できる.但 し,少量投与であつても老人

では BDZ投与 によるふらつきが著 しくなり,転倒によ

る大腿骨骨折の危険が増す。その危険は,投与直後 と
,

慢性投与中 (継続投与から lヶ 月以上あと)と に大きいと

Table 2  Bcnzodiazcpines and Other hypnoticsi cOmparison of clinical cffects and adversc rcactions

(2)mttor advcrsc reaclons15)

「十分確立されていない副作用」の「○」は「特徴的とされる mOre charactcdま に」,「 ―」は「あまり特徴的でない Lss chalactedslc」

の意

Table 3 Differcnt profllcs of long― and short― acting BDZs16)

要 因 短時間作用型 長時間作用型

力価 低

一日あた りの服用回数 分 3～ 分 4(4～ 6時 間間隔 ) 分 1～分 2

間歌時の不安 しば しば生 じる 稀

蓄 積 ほとんどなし しば しば

睡眠作用の残遺

(hangOVer)

無～軽度 軽度～中等度

反跳性不安 しば しば生 じる 稀

依存の危険 大 /1ヽ

離脱症状の開始 1～ 3日 後から 4～ 7日 後から

離脱症状の持続期間 2～ 5 日 8～ 15日

離脱症状の程度 重篤 軽度～中等度

逆説反応 しば しば生 じる 稀

前向性健忘 しばしば生 じる 稀

筋注 吸収が速 くなる 吸収が遅 くなる

静注時の危険 /1ヽ 急速静注時は大

活性代謝産物 ほとんどなし 多
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され,短時間作用型の BDZで あっても安全とはいえな

ぃ 17).

次に,tnazolamに 関する mass mediaの 非難でよく矢日

られるようになった記憶障害の問題がある.こ れには高

用量の服薬後に生 じる急性前 向性健忘 (特 に静脈内投与

に際 して生 じる)と ,慢性投与例でより緩徐に発症する

想起障害とがある.前者に関 しては,夜勤に際 して仮眠

をとるために短時間作用型の BDZ(多 くの場合 t五 az01am)

を服用した医療従事者が,途中で起されて医療行為を行

い,翌朝その行為が全 く想起できず問題化 したことから

注目されるよ うになった。長時間作用型の lunitrazepam

でも,服用 した医師が脱抑市Jを 生 じ,未告知の患者に唐

突 に病名を告げるなどの異常行動を呈 した報告があるI騨
.

2)あ まり知 られていないもの一精神機能の変調 (主 と

して情動面)

ちょうど抗不整脈薬の副作用 として prOarrhythmiaが

認識されにくかったのに似て,BDZの精神面での有害作

用は精神科医の間でさえも未だに充分知られていない
,

しかし,既 に 1980年代前半までに,当時抗不安薬 とし

て急速に処方が増えていた dpraz01am(ソ ラナックス①
,

コンス タン①)に よって脱抑制 と衝動性 19)や 敵意

hostility2oの生 じることが報告 されていた。u画 Ohn社

(alprazolam製 造販売元)の助成を得た Coに ら21)は これ

に反論 して,alprazolamよ りも旧来の BDZの方が怒

り,暴力,衝動性 ,自 傷,自 殺念慮,抑 うつ,離脱症

状 ,身 体依 存 ,i監 用 な どを起 しやすい と したが ,

Jprazohmで脱抑制や躁状態が増えたことは追認 した。

現在では,中 ～長時間作用型の BDZを長期投与 した場

合,易怒性,衝動性,攻撃性に関する脱抑制の生 じるこ

とはほ ぼ公認されてお り,こ の有書作  用を例外的に

生 じないBDZは clonazepam(リ ボ トリール①, ランドセ

ン①)の みとされている22).ま た,老人では,BDZ長期

投与は認知機能の低下の危険因子ともな る23).さ らに
,

BDZに よって精神遅滞患者のH～ 25%に行動障害 (焦燥

感,攻撃性 ,怒 り,敵意,多動,多幸感)が誘発 されると

ぃぅ24).

以上の臨床で観察された BDZの有害作用は実験研究

でも広 く確認 されている.た とえば,健常成人男性 に

diazcpam 10 mgを 1回経口投与 しただけでも攻撃性の

増大傾向が認められ,こ の傾向は,元来の性格特性にお

ける攻撃性の程度 と相関 したとする報告がある25〕 .ま

た,一連の実験心理の研究では,BDZに よって一様に攻

撃性が増すとはいえないが,投与前の不安が軽度な者 ,

元来攻撃的な性格傾向の目立つ者において脱抑制や易怒

性が嵩 じやすいとしている2o.こ の BDZに よる易怒性

の発現は,BDZの脱IP制効果によって攻撃衝動の表出が

容易になるためと考えられている.以上の行動薬理学的

特徴は動物実験においても認められている20.

465

近年,児童・思春期における精神障害が耳目を集めて

いる。こうした患者に対 しても向精神薬の投与されるこ

とが多いが,中枢神経系の可塑性の残る児童・思春期の

患者に長期間 BDZを投与 し続けた場合,上述の薬剤起

因性の脱抑市1(正確には,衝動性の続御の劣化)が非可逆

的に生 じるのではないか, と懸念 される27).こ ぅした薬

剤性の精神症状の変容によって,躁 うつ病 (双極性感情

障害)が人格障害と誤診され,適切な治療を受けられな

い例 も散見される詢
.

3)依存・舌L用 の危険

BDZは ,耐性が形成されず,従って服用量を増さなく

とも一定の効果が続 くので,そ の乱用は,専 ら他の向精

神薬やアルコールに対する依存を生 じた患者による場合

が多く,BDZ自体の依存・乱用の危険は少ないと考えら

れてきた。しか し,下記のように,常用量であっても長

期連用後の断薬によって離脱症状が生じ,こ の離脱症状

を避けるために服用が中止できなくなる常用量依存 (臨

床用量依存,低用量依存,治療的依存ともいう)の 問題

が明らか になってきた。離脱症状が,投薬当初 の標的

症状 (不安,不眠)を 含むことから,標的症状の再燃と離

脱症状 とは主観的には区別がつかない。従って,患者の

主訴からでは,離脱症状の発現と標的症状の再燃とは医

師にも鑑別 し難い29).こ の場合,依存状態が形成 され

ているという認識を医師も患者も欠いたまま,原疾患が

治癒 していても長期間連用が行なわれることになる30.

投与期間としては 2～ 3ケ 月が臨界期で,こ れを超える

連用では精神依存が生 じるといわれる31).短期間に限っ

た,BDZの頓用処方が望まれる所以である .

4)BDZの離脱に伴う症状

全ての BDZは依存や離脱症状を生 じ得る。たとえ治

療用量であってもBDZを長期 (1年以上)投与 した患者

の 10～ 15%に ,必ず しも重篤ではないが臨床的に無視で

きない明瞭な離脱症状が生 じるとの報告がある32).ま

た,退薬症候群は,BDZの用量が多いほど,ま た同じ用

量なら投与日数の長いほど発 生頻度が増すといわれてい

る.BDZの 頻度別の離脱症状を Tabに 4に ,離脱症状の

症候学的な詳細を Tabに 5に 示す .

Tabie 4で は意識障害 (詣妄)は 稀な離脱症状とされて

いるが,BDZ離脱に伴う詣妄が老人で顕著に増加してい

るとする内科,老年科からの報告が多い33.34、 BDZの離

脱症状自体があまり知られていないことを考えると,実
際には,BDZ離脱による老人の詣妄が他の理由に帰せら

れ,対症療法 として BDZが処方 されて,結果的に請妄

が軽減 したかにみえる場合が少なくない可能性が想像さ

れる。

(2)BDZの 離脱症状への対応一BDZの減量 。他剤への

置換の実際

1)BDZ退薬症状群への対処

急激な断薬に伴う真性のBDZ離脱症状は,断薬後 4～

日常臨床の benzodlazepinc



Table 4 BDZ wihdlawal symptoms in tcrins of frcqucncyl)

1)頻繁に生 じる症状 :不安,不眠 (反跳1生不l民 :I垂 眠潜

時の増大,全睡眠時間の 減少),焦燥,筋緊張

2)少ないがよくあるもの :悪 ,tヽ ,鼻汁,1巻怠感,発汗 ,

聴覚過敏,霧視,抑 うつ, 悪夢,1建反射克進,i菫

動失調,消化器症状

3)稀 なもの :幻 覚,妄想,痙撃,耳鳴,意識障害

Table 5  Ciinical dctails of bcnzodiazcpinc withdra、 val

syrnptorns29)

離脱症状群  l 症 状 の 詳 細

全身症状

情動面の変化

知覚異常

心血管系

腹部症状

意識変容

1民 気,疲労感,虚脱感,身体的不調

苛立ち,恐慌,感情の動揺,抑 うつ

感,不安

頭痛,下肢の倦怠感,耳 鳴,知覚過

敏,知覚鈍磨

動悸,頻脈

腹鳴

離人感,記憶障害,睡眠障害

12週以内に自然に完全寛解する。 しかし,慢性服用者の

10～ 15%は数ケ月～数年に互る遷延性の離脱症1大 を生 じ

るといわれ,こ れは,BDZで誘導された脳内受容体の変

化が正常に復するのにそれだけの期間を要するためと

されている.英国 Newcastle upon Tyne大学医学部の

Ashton教 授 (精神薬理学)は BDZ離脱外来を設けて
,

BDZの 中止に 6～ 10ケ 月をかけているが (その詳細は

websiteで供覧されている)3",慢性投与者でもその 50%
は何 らの離脱症状 なくただちに中断でき,離脱症状が出

た場合でもその程度や期間には個人差が大きいため,あ

くまで個々の患者の協力度や主観的な離脱症状の程度に

よ って離脱の進め方を決定すべきだという。

諸家の意見を総合すると16.3o,BDZの 離脱症状の発生

が予想 される患者での BDZの減量では,以下の 2法 を

とるべ きであろう。

2)薬用量の漸減 gradual dose tapenng

現行の BDZの用量の 50%は急 速に減量 してよい.あ

との 25%に ついては,3～ 5日 毎に投与量をlo～ 20%ずつ

itFl減 する。その後は, さらに緩徐に (Ashton35)に よれば

5～ 10ケ 月かけて)減らしていき中止する。なお,半減期

の短い高力価の BDZ(tnaZOhm,alprazolam,lorazepamな

ど)は 殊にi斬次・緩徐に減量する必要がある。薬物別で

は,10razepamの 離脱症状は特に重篤になり得るという,

3)代替薬物による置換

THazohm,alprazolam,lorazepamな ど高力価で半減期

の短い BDZでは,離脱症状の発現頻度が高 くその程度

も重篤になりやすい.こ のため,ま ずはこれらの薬物

を,高力価で半減期の長い BDZ(diaZepam,chlordiazep―

oxide,clonazcpamな ど)|こ 一旦置き換えたのち,こ れを

日大医誌

lllr次減量・中断する方法がとられる。これらの中では
,

Ashton35)は ,剤型が複数あつて用量の微調整がしやすい

点,血中濃度の半減期が最も長い点からdiazepamが最

も適 しているとしている.

なお,退薬症状の多くが自律神経系の機能充進にもと

づ くことから, β遮断薬 prOpranololに よる置換も提唱

されており,焦燥,発汗,頭痛,′酬季克進,不安などの

離脱症状の軽減に有効とされている.但 し用量や効果は

一定せず,徐脈や低血圧の危険もある.

V.不安,不眠 を日常臨床でどう扱 うか～

現時点での推奨

不安や不眠は一月1臨床で頻繁に患者の訴える問題であ

るが,その過半は重篤でも永続的でもない。専門的な精

神医学的診療を求める前に,先ず第一に医師は共感的支

持を以って接し,不 安や不眠の誘因を検討し,見立てを

説明して必要な対策一 その多くは非薬理学的なもので

済む― を講じて,そ れでもなお訴えが続 く場合に限っ

て向精神薬投与を検討すべきである.こ の過程をないが

しろにして向精神薬を次々投与し,改善しないとして精

神科に依頼する医師が急増 しているが,そ うした患者の

大部分では,身体的な原疾患に関するごく正当な不安が

あり,医師の充分な説明によって解決している。

その上でなお抗不安薬ないし睡眠導入剤の処方が必要

であると判断した場合には,以下のことを念頭におく.

1)抗不安薬として BDZの処方を考慮する場合

① 不安の治療としては薬物は第一選択でなく,対症療

法に過ぎないことを銘記し,患者にもそのように説

明する .

② 背景や状況,不安の内実― そもそもそれは「不安」

であるか, どの ような「不安」なのか― を重視す

る.不安が前景に立ったうつ病は しばしば「不安

障害」と誤診されるが,躁 うつ病の不安は,BDZ
単独投与によってしばしば悪化する.

③ できるだけ低用量を短期間のみ,必要時のみ間歌的

に用いる。

④ 用量は症状に応じて柔軟に調節する。

③ 機会を提えて常に減量を考慮する.

⑥ 患者が不安を訴えた際は,それが症状の再燃・増悪

なのか,BDZに よる有害反応ないしその離脱に伴

う副作用であるかを鑑別する.

⑦ BDZを lヶ 月以上投与せざるを得ないほどの不安

症状がある場合は,精神科に診察を依頼する。

2)不眠に対 して投薬を考慮する場合

① 投与に先立って,不眠の原因,要因の検索を済ませ

ておく.

② 不眠に対する限定的 一時的対症療法のひとつとし

て薬物療法を位置づけ,こ の旨を患者にも明言す

る .
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③薬物としては半減期の短い非BDZ(zoぃ dem(マ イ
スリー①),zOplclone(ア モバン①))を 優先 し,つ い

で短時間作用型の BDZか BDZ以外の向精神薬

(抗 うつ薬の trazodonc(レ スリン①,デジレル①
)

や,抗 ヒスタミン薬でもある hydrOxidine(ア クラッ

クス①)な ど)か ら選択する.Zolpidcmや zopiclone

でも認知機能の低 下や離脱症状を生 じる危険は絶無

ではないが,BDZと 異なり,反跳性不眠や日中の

眠気を生 じず,投与開始後 6ケ 月以、上でも有効性を

失わない16).耐性形成は弱 く,乱用の危険も小 さ

いといわれている37).

④ 合剤 (ヴ ェゲタミン①)や barbituratesは 極力使わな

い (ヴ ェゲタミンの含有する phenobarbitalな どの

barbiturateは 薬物代謝酵素を誘導するので,他の薬

物の代謝を促進し,薬効を減弱させる。長期的には

不利益である).

お わ り に

「根拠に基づ く医学」evidence_based medcine;EBMな

る標 語が流行 している。以上述べた如 く,漫然と安易に

BDZを 処方することには何 ら根拠がないばか りか,そ
の有害性に関する根ltlは 十三分に存在する。それらは

1980～ 1990年代に欧米の主要学術誌に報告されてお り,

これにもとづ いて,日 本以外の先進国の,少 なくと も

教育病院水準以上の医療では,BDZの漫然長期処方は姿

を消 した.従って,日 本で蔓延 している旧態依然たる

BDZ処方は,EBMが 単なる掛け声に過ぎな いことの一

例である。実証的根拠をもとに診療を進めるという考え

方に真に共鳴するのならば,BDZ処方の再考は,比較的

容易になしうる第一歩であろう。諸賢の注意を喚起する

所以である .
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