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特 集 ベンゾジアゼピン，ちょっと待った！

（1159）

東京女子医科大学神経精神科　村岡�寛之　稲田�健

ベンゾジアゼピン依存に
させないために

はじめに

　ベンゾジアゼピン（benzodiazepine：BZ）系薬は，

精神科診療において使用される頻度が高く，抗不安作

用，鎮静催眠作用，筋弛緩作用，抗けいれん作用1, 2）

を有することから，不眠症，不安障害，うつ病と多

岐にわたる疾患に用いられている。

　しかし，その有用性の一方で，BZ系薬の使用によ

る奇異反応，離脱症状，依存性などの問題が指摘さ

れている 3-5）。本稿ではBZ系薬およびその依存性に

フォーカスを当てて説明し，同薬の適正使用を解説

する。精神科の臨床に携わる方々の理解の一助とな

れば幸いである。

診療報酬での多剤併用対策

　2014年度診療報酬改定において「1回の処方にお

いて，3種類以上の抗不安薬，3種類以上の睡眠薬，

4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬

を投与した場合，精神科継続外来支援・指導料は算

定できないこととし，処方せん料，処方料，薬剤料

については減算する」とされ，多剤併用療法の是正

はじめに

診療報酬での多剤併用対策

に努めるよう注意喚起がなされた。この動きは

2018年度の診療報酬改定でさらに進み，減算対象は

「3種類以上の抗不安薬，3種類以上の睡眠薬，3種

類以上の抗うつ薬，3種類以上の抗精神病薬」または

「4種類以上の抗不安薬および睡眠薬の投薬を行った

場合」に変更された。

　2018年度改定では医師だけでなく多職種の関わり

も重要視されている。具体的には「不安の症状又は

不眠の症状に対し，ベンゾジアゼピン系の薬剤を

12月以上，連続して同一の用法・用量で処方されて

いる場合」について，減薬したうえで薬剤師または

看護師と協働して症状の変化などの確認を行ってい

る場合の評価として「向精神薬調整連携加算」が新

設された。このような多職種の関わりは各医療施設

にて適宜行われていると思われる。東京女子医科大

学神経精神科での連携に関しては17頁，「押さえて

おきたい！　ベンゾジアゼピン系薬剤の服薬指導と

傾聴のキホン」を参照されたい。

ベンゾジアゼピン系薬の
作用機序

　BZ系薬は，GABAA受容体を介してCl－の流入が

ベンゾジアゼピン系薬の
作用機序

1
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起こり，抑制性アミノ酸であるGABAを増加させる

ことで抗不安作用，鎮静催眠作用，筋弛緩作用，抗

けいれん作用を出現させると考えられており，作用

時間により分類されることが多い（表1）。過去に鎮

静催眠作用を期待され使用されていたバルビツール

酸系薬もまた，GABAA受容体を介して効果を発揮

すると考えられているが，その作用機序には違いが

ある。バルビツール酸系薬がCl－流入を直接増加さ

せる作用をもつのに対し，BZ系薬はGABAとBZの

両方が存在するときにCl－の流入を増加させるアロ

ステリック調整作用をもつ。これによりバルビツー

ル酸系薬は用量依存的に強力に中枢神経系を抑制す

るのに対し，BZ系薬は一定の用量で効果がプラトー

になる。

　臨床における効果としては，バルビツール酸系薬は

過量服薬時に呼吸抑制から死亡に至る可能性がある

のに対し，BZ系薬は用量を漸増しても死亡に至るほ

どの呼吸抑制には達しにくいという特徴と関係する。

分　類 一般名 主な商品名

睡
眠
薬

長短時間型

ゾピクロン
エスゾピクロン
ゾルピデム
トリアゾラム

アモバン
ルネスタ
マイスリー
ハルシオン

短時間型
ブロチゾラム
リルマザホン
ロルメタゼパム

レンドルミン
リスミー
エバミール，ロラメット

中時間型
エスタゾラム
ニトラゼパム
フルニトラゼパム

ユーロジン
ネルボン，ベンザリン
サイレース，ロヒプノール

長時間型
クアゼパム
ハロキサゾラム
フルラゼパム

ドラール
ソメリン
ダルメート

抗
不
安
薬

短時間型

アルプラゾラム
エチゾラム
クロチアゼパム
フルタゾラム

コンスタン，ソラナックス
デパス
リーゼ
コレミナール

中間型 ブロマゼパム
ロラゼパム

セニラン，レキソタン
ワイパックス

長時間型

オキサゾラム
クロキサゾラム
クロラゼプ酸二カリウム
クロルジアゼポキシド
ジアゼパム
フルジアゼパム
フルトプラゼパム
メキサゾラム
メダゼパム
ロフラゼプ酸エチル

セレナール
セパゾン
メンドン
コントール，バランス
セルシン，ホリゾン
エリスパン
レスタス
メレックス
レスミット
メイラックス

表1　ベンゾジアゼピン系薬一覧

（1160）
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特 集 ベンゾジアゼピン，ちょっと待った！

（1164）

さいたま市立病院精神科　仙波�純一

精神薬理からみた
ベンゾジアゼピン

はじめに

　「ベンゾジアゼピン」系薬物とはベンゾジアゼピン

（benzodiazepine ：BZD）と呼ばれる分子骨格をもつ

薬物の総称である。1960年代に抗不安作用をもちな

がらも副作用の少ない薬物として開発された。これ

らの薬物は抗不安薬や睡眠薬，時に抗痙攣薬とし

て使用される。

　抗不安薬の主な適応症は現在，主として不安症（不

安障害）と呼ばれる神経症や心身症である。最近で

は，不安症に対する薬物療法の第一選択はSSRI

（selective serotonin reuptake inhibitor）や SNRI

（serotonin norepinephrine reuptake inhibitor）と呼

ばれる新規抗うつ薬に替わりつつあるが，即効性や

忍容性の高さから，なお臨床場面でBZD系薬物は広

く用いられている。また，市販されている睡眠薬の

ほとんども，最近上市されたラメルテオンとスボレ

キサントを除き，BZD系の睡眠薬である。BZD系薬

物の作用機序はBZD受容体（結合部位）に対してア

ゴニストとして働くことである。したがって，広義

のBZD系薬物はBZD受容体アゴニストと呼ぶのが

適切であろう。

はじめに ベンゾジアゼピン系薬物と
GABA受容体

　BZD系薬物は，脳内のBZD受容体に結合し，ア

ゴニストとして作用して抑制性の神経伝達物質で

あるGABAの作用を増強する。図1に示したように，

BZD受容体はGABAのA型受容体（以下，GABAA

受容体）のアロステリックな調節部位（GABAが結合

する部位以外に存在して，GABA受容体の機能を調

節する部位）の一つである。GABAA受容体は，実は

塩素イオンチャネルと複合体を作っているので，

ベンゾジアゼピン系薬物と
GABA受容体

2

図1　GABAA受容体の模式図

ベンゾジアゼピン
受容体

GABA
結合部位

塩素イオン

β

β

γ

α

α

（Jacob TC, et al : Nat Rev Neurosci 9 : 331, 2008より一部改変）
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GABAA受容体は塩素イオンの細胞内流入を調節し

ている。BZD受容体アゴニストがBZD受容体に結

合しているときに，GABAA受容体にGABAが結合

すると，塩素イオンチャネルはGABA単独時よりも

大きく開き，塩素イオンが流入して神経細胞の脱分

極は抑制される。しかし，GABAが結合していなけ

れば，BZD受容体アゴニスト単独ではチャネルの開

口を変化させない（図2）。これはBZDが過剰に作用

しても，致死的な呼吸抑制などが生じない理由とさ

れている。この意味でBZD系薬物は過量服用に対し

て比較的安全である。

　GABAA受容体にはアロステリックな調節部位と

して，BZD受容体以外にもピクロトキシンやバルビ

ツール酸が結合する部位がある。これらの結合部位

はGABAの存在と関係なく塩素イオンチャネルを開

口させるので，ピクロトキシンやバルビツール酸は

過剰に作用すると致死的となる。

GABAA受容体の構造

　GABAA受容体は，α，β，γ，δ，ρなどと呼
ばれる多くのサブユニットからなる五量体である。

それぞれのサブユニットの組み合わせで，機能が微

妙に異なるとされている。サブユニットはさらに種

類が分かれており，少なくともαは6種類，βは4種
類，γは4種類，δは1種類，ρは2種類ある。

　最も多く存在しているGABAA受容体は，2つの

α，2つのβ，1つのγのサブユニットからなってい
るものである。特にαサブユニットがBZDの作用
上重要である。それぞれのサブユニットの関連する

作用は表1のように想定されているが，遺伝子をノッ

クアウトしたマウスの行動実験などから推測された

もので，そのままヒトに外挿できるとは限らないか

もしれない。

GABAA受容体の構造

図2　GABAA受容体とベンゾジアゼピン受容体アゴニストの作用

GABA ベンゾジアゼピン受容体アゴニスト

塩素イオン 塩素イオン 塩素イオン 塩素イオンA B C D

5量体であるGABAA受容体から前面の2つのサブユニットを除いて作図している。

A： GABAA受容体にGABAもベンゾジアゼピン受容体アゴニストもどちらも結合してい
ないときは，塩素イオンチャネルは静止状態である。

B： GABAが結合するとイオンチャネルが開く。
C： GABAが結合した状態でベンゾジアゼピン受容体アゴニストが結合すると，さらにチャ
ネルは開き，GABAの作用が増強する。

D： ベンゾジアゼピン受容体アゴニストしか結合していないときは，チャネルはAの静止
状態と同じである。
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で見抜く

の

臨床推論

裏側

まずは，薬剤師からの一言

第2回

浣腸をください

マスカット薬局 臨床研究室 副室長　

小川�壮寛�【執筆】

社会医療法人清風会岡山家庭医療センター
奈義・津山・湯郷ファミリークリニック　

松下�明�【監修】 

どのような状況でしょうか？

小学生の息子の便秘がひどい
んです。学校ではトイレに絶
対行きたくないと言っている
し，朝も時間がなくてトイレ
に行きません。聞いたら，ト
イレに全然行っていなかった
んです。とにかく出さないと
いけないと思うので，浣腸を
ください。

 ❷

赤ちゃんが便秘で困っていて，
綿棒浣腸をしてみたけれど，
出ないんです。浣腸が必要では
ないでしょうか？

 ❶

単身赴任中ですが，急に便秘
になりました。食生活が不規
則なのが原因でしょうか？　薬
は試してみましたが，だめです。
お腹が張って苦しいので，取
りあえず浣腸をください。

 ❸

便秘で，便が全然出ません。
食事の量は最近減りました。
2日出ないと不安なので，今も
便秘薬を使っていますが，そ
れでも出ないので浣腸をくだ
さい。

 ❹

相談者の答えは……

TJ201806_033-036_rinsyo(03)-01.indd   33 2018/05/17   11:18



34 調剤と情報��2018.6（Vol.24�No.8）（1186）

　赤ちゃんの場合は「何日間出ていないか」だけでなく，「機嫌良く過ごして
いるのか」も気にする必要があります。食欲があり，2〜3日に1回でもス
ムーズに排便するなら，便秘とは考えなくてよいと思います。便秘であれば
“の”の字マッサージを行ったり，マルツエキスを飲ませてみましょう。

❶ 赤ちゃんの便秘

　便秘がちな小学生は多くみられます。その背景には，学校で排便して冷や
かされるなど，排便を避けるきっかけとなる経験があります。便秘がさらに
進行すると遺糞症になることもあります。遺糞（排便を我慢するあまり，無
意識に便が漏れてしまう状態）は，においや後始末が面倒なことから周囲に
与える影響が大きく，子どもたちのいじめや中傷に繋がるため，排便習慣を
身につけさせることが重要です。

朝の排便習慣が身についていない（遺糞症）❷

大腸がんの可能性も
　「排便の習慣が変わった」という場合は，器質性便秘の可能性があります。
器質性便秘は，腸そのものの病変が主な原因のため，精査により原因を特定
することをお勧めします。なお「昔から週に2日くらいしか出ていない」など，
習慣として便秘の状態がある場合は，腹部膨満感や食欲不振，腹痛，全身倦
怠感，めまいなどの自覚症状がなければ心配はいらないと思います。

❸

（刺激性）下剤の使いすぎ
　下剤は，便秘解消のために手軽に使用できますが，便が出なくなるたびに
下剤を使用すると，下剤を使わないと便が出ない依存症の状態になることが
あります。このような状態は，特に浣腸や刺激性下剤の場合によくみられま
す。その場合は食事指導や生活指導が必要であり，下剤を使用しないように
指導するほうがよいでしょう。

❹

そ
の
ま
ま
販
売
？
　
そ
れ
と
も
受
診
勧
奨
？
　
薬
剤
師
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？
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周辺症状への抗精神病薬投与には薬学的介入が不可欠！

　認知症は65歳以上の4人に1人，75歳以上の3人に1人が罹患するといわれている疾

患です。認知症の症状は中核症状（記憶障害，見当識障害など）と周辺症状（興奮，暴

力，うつ，徘徊など）に大きく分けられます。中核症状の治療では，認知症のタイプや

重症度に応じて，コリンエステラーゼ阻害薬やNMDA受容体拮抗薬が用いられます。

一方，周辺症状の治療は非薬物療法が原則ですが，症状に応じて抗精神病薬が用いら

れることがあり，その際は副作用発現や漫然投与に十分注意する必要があります。

　海外では2005年に，認知症の高齢者に抗精神病薬を使用すると死亡率がおよそ1.7倍

高くなる（死因は主に，心血管イベントによる突然死と肺炎）と報告されています1）。

また，アルツハイマー型認知症の周辺症状（攻撃性）がみられる患者に非定型抗精神病

薬を使用した場合，費用対効果分析において，長期的には有効性がないとの報告もあ

ります2）。しかし一方で，抗精神病薬の中止群と継続群との間で周辺症状の悪化率（悪

化した人の割合）に有意差がみられたとも報告されています3）。

　これらを踏まえると，周辺症状に抗精神病薬を使用するにあたっては，患者さんの

症状や副作用の確認，漫然投与の防止などを実践するため，薬剤師の積極的な介入が

より一層重要となってくるでしょう。今回は，認知症の周辺症状に使用される抗精神

病薬の注意すべき副作用と相互作用について解説していきます。

　
副作用・相互作用（薬力学的）は遮断する受容体などで予測

　認知症の周辺症状に用いられる主な抗精神病薬を表1に示しました。これをみると抗

精神病薬は周辺症状のなかでも，不安，焦燥性興奮，幻覚・妄想に使用されることが

わかります。これらの薬剤の副作用を把握するうえで重要となるのが，各薬剤の受容

第6回   認知症患者さんへの抗精神病薬処方に
薬剤師はどう関わる？

杉山薬局　前原 雅樹

TJ201806_037-043_seishinka(03)-03.indd   37 2018/05/17   11:18



45調剤と情報��2018.6（Vol.24�No.8） （1197）

この薬は腎排泄型薬剤？
─添付文書の落とし穴＜その2＞─

熊本大学大学院生命科学研究部・薬学部 薬剤情報分析学分野 助教　近藤�悠希

第6回

2．尿中排泄
　進行性癌患者5例に14C-薬剤A 1000mg/m2を点滴静注した後に，7日間採取し
た尿・糞中から92～98%の放射活性が回収された。そのうち99%以上が尿に回収
されたので，薬剤Aの主な排泄経路は尿とされた。尿中総放射活性は未変化体の放
射活性とウラシル体代謝物の放射活性の和に等しいことより，ヒトの主な代謝物はウ
ラシル体と考えられた。尿中未変化体量は投与量の10%未満であった。

今月の問題

以下は，ある薬（薬剤A）の添付文書の【薬物動態】の欄における記載で
ある。この薬は腎排泄型薬剤だろうか？　ただし，薬剤Aの体内から
の消失半減期は1時間未満であり，また，代謝物であるウラシル体に
薬理活性はない。

答えは…？
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新薬くろ～ずあっぷ新薬くろ～ずあっぷ

（1246）

新薬くろ～ずあっぷあっ～ず ぷく

マヴィレット配合錠
（グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル）

医薬品名 ：マヴィレット配合錠

一般名� ：�グレカプレビル水和物・�

ピブレンタスビル配合剤

薬価基準収載日�：2017年11月

薬価� ：24210.4円/錠（2017年11月時点）

製造販売� ：アッヴィ合同会社

 効能・効果
　C型慢性肝炎またはC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善

 用法・用量
・セログループ1（ジェノタイプ1）またはセログループ2（ジェノタイプ2）のC型慢性肝炎の場合

　通常，成人には1回3錠（グレカプレビルとして300mgおよびピブレンタスビルとして120mg）を1日1回，

食後に経口投与する。投与期間は8週間とする。なお，C型慢性肝炎に対する前治療歴に応じて投与期間は12週

間とすることができる。

・セログループ1（ジェノタイプ1）またはセログループ2（ジェノタイプ2）のC型代償性肝硬変の場合

・ セログループ1（ジェノタイプ1）またはセログループ2（ジェノタイプ2）のいずれにも該当しないC型慢性肝

炎またはC型代償性肝硬変の場合

　通常，成人には1回3錠（グレカプレビルとして300mgおよびピブレンタスビルとして120mg）を1日1回，

食後に経口投与する。投与期間は12週間とする。

マヴィレット配合錠の概要

第205回

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院薬剤部　川名�真理子
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