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日本で市販されているベンゾジアゼピン系およ

び類似薬の一般名,主な商用名は表 1の とおりで

ある.ほ とんどのものは,抗不安,鎮静,睡眠導

入に使われるが,ク ロナゼパムは抗てんかん薬 と

して使われる.

最近 10年間のベンゾジアゼピンによる死亡者

数は表 2の とおりで,増えつつある.

この人数はバルビッール酸による死亡 (p339)

とほぼ等 しく,ブロムワレリル尿素による死亡

(p343)よ りやや少ない。しかし,ベンゾジア

ゼピンは他の薬やアルコールと一緒に摂取される

ことが多 く,単独摂取による死亡者数は表の数字

よりはるかに少ない.米国中毒センター協会に4

年間に報告された中毒事故の総数は 2980643件

で,死亡者 1122人 のうちベンゾジアゼピンを飲

んでいたものは 66人であったが,単独摂取は 5

人のみであった (Litovitz 1987)。 スウェーデン

での調査によれば,14年間に薬物中毒で入院 し

表 l ベンブジアゼピン系薬および類似薬

■1般1名 主|な1商 1用1名 ■般1名 主|な1商1用 1名

アルプラゾラム

エスタゾラム

塩酸 リルマザホソ

オキサゾラム

クアゼパム

クロキサゾラム

クロチアゼパム

クロナゼパム

クロラゼプ酸ニカリ

ウム

クロルジアゼポキシ

ド

ジアゼパム

トフィソパム

トリアゾラム

ニ トラゼパム

ニメタゼパム

ハロキサゾラム

コンスタン,ソ ラナッ

クス

ユーロジン

リスミー

セレナール

ドラール

セパゾン

リーゼ,エモレックス

リボ トリール,ラ ン ド

セン

メン ドン

コン トール,バ ランス

セルシン,ホ リゾン

トフィルシン

ハルシオン

ネルボン,ベンザリン

エリミン

ソメリン

プラゼパム

フルジアゼパム

フルタゾラム

フルトプラゼパム

フルニトラゼパム

フルラゼパム

塩酸フルラゼパム

ブロチゾラム

ブロマゼパム

ミダゾラム

メキサゾラム

メダゼパム

ロフラゼプ酸エチル

ロラゼパム

ロルメタゼパム

エチゾラム

ゾピクロン

セダプラン

エリスパソ

コレミナール

レスタス

サイレース,ロ ヒプ

ノール

インスミン

グルメー ト,ベノジー

ル

レンドルミン

レキソタン,セニラン

ドルミカム

メレックス

レスミット

メイラックス

ワイパ ックス

エバミール,ロ ラメッ

ト

デパス

アモバン



表 2 ベンブジアゼピンによる

死亡者数 (人 口動態統計)

年 1死|=1者 1数|(人 )
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うのが実状である。前述の 18人の死亡者も,2/3

は 60歳以上,中には糖尿病による腎不全の末期

だったとか,慢性閉塞性肺疾患をもつがん患者だ

ったというのが含まれている.ベンゾジアゼピソ

については,ヒ トの致死量 というものがわかって

いない .

ベンゾジアゼピンが何故そんなに安全かという

ことは,その作用機序から説明できる。中枢神経

の中に抑制性の神経伝達物質 GABAの受容体が

あり,ベンゾジアゼピンはこの受容体と結合 して

作用を現わす。しか し,GABAが 結合する部位

とベンゾジアゼピンが結合する部位 とは別で,ベ

ンゾジアゼピンは受容体に結合することによっ

て,GABAの 抑制作用を増強させる.GABAが
なければ,ベンゾジアゼピンの作用は減殺され

る.したがって,ベンゾジアゼピンが大量にあっ

ても,GABAの 量に限 りがあれば,効果にも限

りがある.し かも,GABAの 作用を増強するベ

ンゾジアゼピンが大量にあると,代償作用によっ

て GABAは減少すると考えられるから,ベンゾ

ジアゼピンの作用にはブレーキがかかる.中枢抑

制作用があるにもかかわらず,その抑制が濃度 と

平行 して進行しない理由はこんなところにあると

考 え られる。ジアゼパムを 2 000 mg服 用する

と,血中のジアゼパムおよびその活性代謝産物で

あるデスメチルジアゼパム,オキサゼパム,テマ

ゼパムの濃度は,12日 後にも相当高値を示す .

しか し,患者は 2曰 くらいで覚醒する.耐性が

急速に生 じるためと考えられる.GABA受 容体

におけるGABAの量が減少するためと考えると

理解 しやすいし,ベンゾジアゼピンのきわめて高

い安全性の説明にもなる。

バルビツール酸 も,GABA受 容体に作用 して

抑制作用を示す.しかし,ベンゾジアゼピンと異

な り,GABAの 作用を増強するという間接的な

作用ではな く, とくに高濃度の場合には,GABA
と同 じく直接作用を示す.したがって,GABA
に関係な く,濃度に応 じて強い抑制を示す.作用

部位がほとんど同じでありながら,臨床上の結末

が異なるのは,こ のような理由によると考えられ

ている.

エタノールもベンゾジアゼピンの作用を増強す
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た患者 3430人のうち,ベンゾジアゼピンを飲ん

でいたもの 702人 , うち死亡は 5人であるが単

独摂取は 2人 のみであった (Hojer 1989).ま

た,米国とカナダで司法解剖をしたジアゼパム中

毒による死亡 1239人 のうち,単独摂取によるも

のは 2人のみ,他は,アルコール,麻薬,バル

ビッール酸,その他の睡眠薬,アスピリン,三環

系抗 うつ薬な どを一緒 に飲んでいた (Finkle

1979).こ のように,ベンゾジアゼピン単独によ

る死亡 と確認されたのは,後述のミダゾラムを除

き,世界中で 1990年現在 18人 しか報告されて

いない。

1960年 頃,プロムワレリル尿素で年間 4000

人近 く (p343),バ ルビツール酸で 500～ 600人

が死亡 していたことを考え,ま たベンゾジアゼピ

ンの消費量 と消費人口の多さを考えると,驚 くべ

き少なさである.睡眠薬中毒は多いが,ベンゾジ

アゼピン単独の死亡は,詳 しい症例報告を必要 と

する例外的な出来事であるといってよい.ジアゼ

パムを 500 mg(常 用量 1回 2～ 5 mg)飲んで ,

治療 らしい治療をせずに 24時間後に覚醒 したと

か,2 000 mg飲んで同様に 48時間後に覚醒 した

とか (Greenblatt 1978),750 mg飲んだが抑制

は軽度で 24時間以内に退院 したとか,ク ロルジ

アゼポキシド2 500 mg(常 用量 1回 10～20 mg)

を飲んで 2日 以内に退院 したというような報告

は数多 く,ベンゾジアゼピンでは死ねない, とい
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る。

ベンゾジアゼピンは,こ のように,まれにみる

安全な薬物である。しかし,安全だからといって

安心 して使用できる薬物かというと,そ うではな

い.思わぬ落とし穴があったのである。

74-2 禁断症状

ベンゾジアゼピンを睡眠薬 として使った場合の

1つの問題は,朝起きた時に,薬の効果が残って

いてふらふらするというような,持ち越 し効果で

ある。例えば,ジアゼパムの場合,血中半減期は

14～ 61時間,活性代謝産物のデスメチルジアゼ

パムは 51～ 120時間 と長い.ジアゼパムのよう

に脂溶性の高いものは,まず血流の多い脳に急速

に取 り込まれて作用を現わすが,脂溶性が高いた

め脂肪組織や筋肉に再分配され,脳内濃度が低下

して作用が消退する。しかし,半減期が長 く,脳

内濃度は下がっても体内には蓄積 してい く.こ の

関係は,超短時間作用性の静脈麻酔薬 と似てい

る。ともに,脂溶性が高 く分解が遅いので,覚醒

は早いが脂肪や筋肉に残る。ベンゾジアゼピン

は, しばしば血中半減期の長いもののほうが効果

の持続時間が短い.ま た,血中濃度 と効果の間に

相関がみられない .

こうしたことから,半減期が短 く持ち越 し効果

のないもの,活性代謝産物を生 じないものの開発

が待たれ,そ こで登場 したのが トリアゾラム (ハ

ルシオン③)である。多 くのベンゾジアゼピンが

市場に出たあとでもあり,“ すっきりした目覚め"

“さわやかな朝"がセールスポイン トとなった .

とくに,海外旅行の時差ボケ対策によく,飲むと

す ぐにぐっすり眠れ,翌朝はすっきり目覚め,着
いた翌日からの会議などでは “ボーッ"と するこ

とな くすむようになり,多 くの愛用者が出た .

ベンゾジアゼピンは,麻薬にみられるような古

典的な依存は少ない.大量服用の場合には,前述

のように急性耐性を生 じるが,常用量では普通み

られない.長期連用で,量が増えるということも

普通はない.しかし,突然の服用中止によって ,

発汗,耳鳴,不安,消化器症状,昏迷,不眠,頻

脈,発熱,血圧上昇などの禁断症状が現われ,死

亡例 も報告されている。禁断症状は血中半減期の

短いものほど強 く,また,量が多いほど,服用期

間が長いほど,現われやすい.服用を中止 してか

ら症状が出るまでの期間は,半減期の短いものほ

ど短 く,長いものほど長い。ロラゼパムのように

半減期が比較的短いものでは,服用中止後 24時

間 くらい,ジアゼパムのように長いものでは 3～

8日 してから現われる.ではいったい,禁断症状

が出る最小量,最短服用期間はどれ くらいか ?

また血中半減期の一番短いものは,最短どれ くら

いで症状が現われるだろうか ?半減期の短い ト

リアゾラムの場合 ,0.5 mgを 1晩飲んだだけ

で ,続 く2晩 ,反 動 的 な 不 眠 が 現 わ れ る

(Mamelak 1990)。 1～2週間連用すると,早朝不

眠が現われる (Kales 1983).ア ルコールを飲ん

でぐっすり眠 り,早朝 日覚めて,あ と眠れない ,

というの と同じである。0.5 mgを 3週間続けて

飲むと, 日中不安感が現われ,週が進むにつれ ,

ひ ど くな る。 0。 125 mgを 1週 間飲んだだけで

も, 日中,不安。焦燥感,感覚過敏が現われる

(田代 1990).知覚異常 も現われる (関根 1993).

夜はよく眠れるが, 日中は,禁断症状が不安感 と

なって現われると考えられる.半減期の長いもの

では日中の不安感はな く,抗不安作用が持続する

(Morgan 1982).早 朝不眠や反動的な不眠の頻度

は, トリアゾラムがフルラゼパムに比べて高い .

半減期が短いがため,また活性代謝産物がないた

めに,普通なら長期大量服用後でなければみられ

なかった禁断症状が,早朝不眠や,翌晩も続けて

飲まなければ眠れない, といった身近な問題 とな

って現われた.ト リアゾラムを飲んで, ぐっすり

眠った翌日, 日中頭が冴え,緊張が持続 していた

と感 じたのは,軽い禁断症状であって,重症化す

れば,い らいらから不安感に進んでいたかもしれ

ない.翌晩も飲まないと眠れないというのは,海

外旅行で毎度経験することである.

しかし,早朝不眠や日中の不安感は,半減期の

短さだけでは説明できない.ベンゾジアゼピンで

はないが,同 じく半減期の短いクロルメチアゾー

ル (日 本未発売)やゾピクロンでは,反動的な不

眠, 日中の不安感の程度 と頻度は, トリアゾラム

より低ヽヽ (Bayer 1986,Fontaine 1990).



トリアゾラムを毎 日7～ 10 mg連用 していた人

が,薬が切れて 2時間後 に入院 した.入院時の

症状は,昏迷,四肢の知覚異常,不穏,頻脈,発

汗などであった.こ れら禁断症状の治療のため ,

入院後 12時 間にクロルジアゼポキシ ド600 mg

を経 口投与 したがよくならず,さ らにジアゼパム

75 mgを 静注 した。にもかかわず,入院 13時間

後に全身の強直性間代性けいれんが現われ,15
～20分間続 き,ジアゼパム 40 mgの 静注で治ま

った (Schneider 1987).禁 断症状を抑えるのに

必要だったベンゾジアゼピンの量の多さは, トリ

アゾラムの受容体 との親和性の強さを示唆するも

のである。

ミダゾラム (ド ルミカム③)は , トリアゾラム

と並んで半減期のもっとも短いベンゾジアゼピソ

である.ミ ダゾラムを小児の人工呼吸中の鎮静薬

として 7～ 17日 間使用 したところ,中止後 24時

間してから,興奮,幻視などの禁断症状が現われ

た (Sury 1989)。 これ らの禁断症状は,ク ロル

プロマジンや抱水クロラールではコン トロール不

可能で,ジアゼパムで可能であった.半減期の短

いベンゾジアゼピンの禁断症状が,半減期の長い

ものによって治療できた,と いうのがミソであ

る。ミダゾラムを人工呼吸中の鎮静に使っていた

45人の小児について調べた ところ,こ のうち 5

人に,使用中止後,禁断症状 とみられる脳神経障

害が認められ,症状が消退するのに 5～ 28日 か

かった (Bergman 1991).成人でも,人工呼吸

中の鎮静に使っていたミダゾラムを急に中止する

と,激 しい不安,興奮,神経過敏,全身けいれん

な どが現われる (Mets 1991,Rampton 1984).

中止によって現われた頻脈や不安を鎮めるためミ

ダゾラムを再び投与 し,その後漸減 して治療 した

というのもある (Finley 1989).

妊娠中にベンゾジアゼピンを長期間服用 してい

ると,新生児に,成人と同じような禁断症状が出

ることがある.

74-3 健  忘

トリアゾラムには,も う1つ特徴的な症状が

ある.ニ ューヨークからストックホルムに向かっ
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た 43歳の神経内科医が,機中で若干のアルコー

ルを飲んだあと,夜 11時 にトリアゾラム 0.5 mg

を飲んだ.同行 した神経内科医の奥さんや空港で

会った神経内科医達からみれば何の異常も感 じら

れなかったにもかかわらず,本人は空港に着陸し

たのも,空港での両替 も,ホテルにチェックイン

したことも,飲んでか ら8時間 くらいの間の出

来 事 を ま った く思 い 出せ なか った (Morris

1987).60歳の男性が, トリアゾラム 0。 5 mgを

午前 2時に飲んで,7時に目を覚まし,朝食をつ

くって食べ,車を 40マイル運転 したが,そ の間

のことを思い出すことができなかった (Ewing

1988)。 49歳の整形外科医が, トリアゾラム 0。 5

mgを飲み,翌朝,車を運転 して市内の病院まで

行き回診をすませたが,その後病室に行ってみる

まで,回診をすませたことを思い出せなかった .

46歳の女性が, トリアゾラムを飲んで就寝,翌

朝おいしそうなケーキが台所にあるのをみつけた

が,夜中に起きて新 しい方法で初めからつ くって

焼いたのを覚えていなかった (Morris 1988)。

29歳の男性医師が,焼酎を 2～ 3杯飲んで トリア

ゾラム 0。 5 mgを 服用 したが寝つかれず,近 くの

食堂へ行って食事をして帰った.翌 日,食事をし

た記憶はあるものの何を食べ,い くら払ったか ,

どうやって自宅まで帰ったか,ま った く記憶がな

いのに気付いた.こ の医師は,1年あまり前から

不眠のためブロマゼパム 5 mgま たはハロキサゾ

ラム 5 mgを 週 1回 くらいの害J合で飲んでいた

が,健忘を残すようなことはなかった。32歳の

男性医師が,午後 自宅に帰 リトリアゾラム 0.5

mgを飲んで 3時間あまり寝た.起 きてから,そ
の日の午前中の記憶がまったくないことに気付い

た.ま た,覚醒後の記憶 も非常にあいまいで,部

分健忘を残 していた.ま た,他 日当直の日に, ト

リアゾラム 0。 5 mgを 飲んで寝たが,夜半に起こ

されて行った医療処置を,あ とからまったく思い

出せなかった.不眠のため,ジアゼパム 5 mgを

服用することはあったが,かつてこのようなこと

は経験 しなかった (稲見 1987).

以上のような報告は数多いが,要するに,完全

な覚醒状態にあり,複雑な合目的行動や会話をす

ることはできるが,そのことをまった く記憶 して
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いないという一過性の全健忘が起きている。 トリ

アゾラムによるこうした全健忘は,“旅行者健忘 "

とも呼ばれ, 日本でもすでに 1981年 ,詳 しい自

験例が報告されている (狭 間 1981)。 トリアゾラ

ムを飲んでからの睡眠時間が不十分な場合にみら

れがちである。全健忘は トリアゾラムに特徴的な

ものではな く,量の問題であるとする意見があ

る。しかし,こ の意見は現在のところ説得力が弱

い.0.5 mgの トリアゾラムで全健忘を起 こした

経験のある医師が,2年後に 0.25 mgを 飲んで旅

行 したが,こ の時も,空港,税関,タ クシー,ホ

テルの出来事を思い出すことができなかった。

30歳 の医師 が ,午前 2時 頃 に トリア ゾ ラム

0。 125 mgを 飲み,翌朝起きて食事をし,新聞を

読み,車を運転 して 5kmほ ど離れた自宅に帰っ

たが,その間の記憶がまった くなかった。行動

は,ま った く正常であった といわれた (Silver―

man 1991)。 米国で発売されているトリアゾラム

(Halcion③)の添付文書によれば,常用量でも前

向性健忘や奇異反応が起 き,前 向性健忘の頻度

は,他のベンゾジアゼピンより高い。また,最大

常用量の 4倍 (2 mg)が 中毒量 とされている。

安全性の高いベンゾジアゼピンの中にあって,例

外的に安全域が狭い薬物である。

全健忘は,ミ ダゾラムでもよくみられる (Ra―

dack 1988)。 内視鏡操作に0.07～ 0。 l mg/kg使

用すると64～88%の頻度でみられる。

74…4 奇異反応

まれではあるが,昏迷,不穏,異常行動,強迫

妄想,敵意,闘争性など,奇異反応 と呼ばれる症

状が出ることがある。奇異反応と一ヽ 口にいうが ,

不安を取 り除き,鎮静を期待 して飲むのに,それ

とは反対の作用が出るのだから問題である。高血

圧の薬なのにまれに高血圧発作を起こすとか,鎮

痛薬ではあるがまれに痛みを増強させる, という

薬を想像すれば,い くらまれとはいえ,奇異とだ

けではすまされない。ベンゾジアゼピンの禁断症

状は前述のように,量が多いほど,ま た血中半減

期の短いものほど強 く現われる。したがって,半

減期の短いものを大量に飲んだ場合には,上述の

異常行動や不穏が,奇異反応によるものか,それ

とも禁断症状なのか判断がむずかしいことがあ

る。57歳の男性が,常用量の 10倍以上の トリア

ゾラムを飲み,8～ 12時間後に,不穏,錯乱,闘

争性,幻覚,失見当識,著 しい発汗,振戦などの

症状を呈したが (Trappler 1982),こ れなどは ,

禁断症状とみてよいだろう。エタノールの離脱症

候群に似ている (p41参照)。 症状の発現が早ヽ

のは,半減期の短さによるものであろう。神経症

な どの患者 44人 に,就眠時 トリアゾラム 2 mg

を投与 したところ,22人 に異常行動がみられた

(Ansseau 1992).6人 は夜中に廊下を歩 き回た

ったり,隣の病棟まで出かけたり,中には車を運

転 して帰って来たりし,6人は不安感 とパニック

発作に襲われた。5人は自殺を口にしたり,自 章

の真似をしたりしたが,いずれも既往歴にはなヽ

行動であった。一番多 くみられた行為は多食て。

病室の冷蔵庫を空にしてしまうので,“ トリア｀

ラム冷蔵庫症侯群"と 呼ばれた。どの患者も,三

朝これらの行為をまった く覚えていなかった。モ

尿病による食事制限のため空腹感に悩まされて、

た 44歳の主婦が,夕食後片づけておいた台手

に, とくにアルコールを飲んだ翌朝,起きてみを

と飲食の跡があることが再々あり,ま った く′と、圭

たりがなかったが,糖尿病が悪化 して,睡眠薬 二

して飲んでいた トリアゾラムが原因 とわかった

(前 田 1993).56歳 の女性が, トリアゾラム |,I

mgを 飲んで 30分 くらい眠ったあと,四肢に
~

モが這うような異常感覚を訴え,興奮 してじっ二

しておられず,大 きな声で人を呼ばわり,柵 C‐ ■

いたベッドから這い出し,カーテンを引っ張るな

ど異常行動がみられた (Einarson 1982)。 既住三

のない 71歳 の男性が,鼠径ヘルニアの手術て三

院 し, トリアゾラム 0。 125 mgを 飲んだ。1時 舌

くらいして,昏迷 と失見当識が現われ,柵の付

たベッドに寝かされたが,夜半に起き出し,ニ ン

ベーターで 1階に降 りて駐車場をうろついて

るのを発見された。66歳 の男性が, トリア ニ

ム 0。 125 mgを 飲んで 30分後,失見当識 と雲百

が現われ,他の病棟をうろついたり,他の病三 二

入るなどした (Patterson 1987)。 このような■

乱状態での夜間の彿径は,他 にも報告があを||´



共通 していることは,精神科的既往歴がないこ

と,0.125～ 0。25 mgの 1回投与で起 きているこ

と,年齢が比較的高齢であること,出来事を記憶

してないこと,な どである.

トリアゾラムは,当初常用量は l mgと されて

いたが,その後 0.5 mgと な り,さ らに現在では

0.25 mgと されている.錠剤は,米国では 1982

年から 0。25 mgと 0。 5 mgで あったが,1987年 か

ら0.5 mgの 錠剤がな くなって,代わ りに 0.125

mgが 発売 された .英 国では,発売当初 か ら

0。 125 mgと 0。25 mgで あった。 日本でも遅れて

1989年 か ら,0。 5 mgに 代わって 0。 125 mgが 発

売されるようになった.しかし,最小有効量 とさ

れる 0.125 mgで ,上記のような症状が出るとい

うことは,やはり安全域がきわめて狭いというこ

とだろう.

模範的な性格 とされていた 54歳の男性が, ト

リアゾラム 25～ 30錠を飲んだあと,アルコール

を飲み,隣人の首を絞めて殺 し,殺人罪で終身刑

に服 した.しかし,6年後の再審請求で, トリア

ゾラムとアルコールによる影響 とされ,10年に

減刑された。57歳の女性が, トリアゾラムを飲

んだあ と,母親の頭にビス トルを 8発打ち込ん

で殺人罪で逮捕 されたが,裁判所が依頼 した 2

人の精神科医が, トリアゾラムが激情的な行動の

原因だったと鑑定 し,無罪になった.アプジョン

社は裁判所のこの決定に激 しく反発 したが,こ の

あと婦人が起こした約 27億円の損害賠償の訴え

に対 し,公聴会開催の直前に賠償金を支払って和

解 した (Dyer 1991).こ のほかに も,1984年
に, トリアゾラム l mgを飲んで妻を刺 し,殺人

未遂の罪で刑務所に入った男が,のちに釈放され

るなど,殺人に関与 した事件が何件かある.そ も

そも,ジアゼパムなどは血中半減期が長 く蓄積作

用があるがために,乱用が避けられてきたという

面がある.半減期の短いものが出てきたがため

に,蓄積を気にせずに乱用が可能になったともい

える.

奇異反応は, しかしながら,他のベンゾジアゼ

ピンでもみられる.ミ ダゾラム静注後,大声を出

し,点滴を引き抜いて大暴れをした 74歳の女性

や (Burnakis 1989),ミ ダゾラム静注後,突然暴
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れ出し,叫び声をあげながら廊下を走 り回わり,

机を窓から放 り出すなど,6人がかりでも押え付

けることができなかった 31歳の男性などもいる

(Lobo 1988).ミ ダゾラムの静注後に四肢の異常

運動を示 し,ジアゼパムに対 しても同じような反

応を示 した双子の兄弟 も報告されている (Short

1987).アルプラゾラムでも,錯乱,激情的な行

動,敵意,躁状態などがみられることから,奇異

反応は, トリアゾラムやアルプラゾラムなど, ト

リアゾロベンゾジアゼピンに共通の性質と考えて

いる人もいる.奇異反応はこのように, トリアゾ

ラムに限ったことではないが,問題はその程度と

頻度である.

米国の食品医薬品局 (FDA)へ の年間約 4万

件の副作用報告の中から,フルラゼパム,テマゼ

パム, トリアゾラムについて比較 した報告がある

(Bixler 1987).副作用報告は発売初期に多 く集

まる傾向があり,販売量が多ければ多 く集まって

当然である.こ うした偏 りをな くすため,いずれ

の薬について も発売開始後 1年間の,処方 100

万あた りの副作用頻度について調べたものであ

る。偏 りをさらに避けるため,臨床研究からの副

作用報告は除外 してある.あ る特定の薬について

の臨床研究が,こ の期間に集中的に行われたとす

ると,その薬についての副作用報告が多 く集まる

のは当然だからである.外国からの副作用報告も

除外 してある.米国より先に外国で発売され関心

を集めた薬があるとすると,その薬について,外

国からの副作用報告が多 く集まる可能性があるか

らである。1件の副作用報告に多数の副作用が列

記されていることがある.こ れがある特定の薬に

集中してみ られるとした ら,こ れも偏 りの 1つ

とみなされる.しかし,こ の報告の場合,こ うし

た偏 りはみられなかった .

中枢神経全体の副作用についてみると, トリア

ゾラムが他の 2つの薬 より5倍以上多かった .

発売全期間を通 じてみれば,フ ルラゼパムの 51

倍,テマゼパムの 13倍であった。日中の眠気は

フルラゼパムが トリアゾラムより多 く,テマゼパ

ムははるかに少なかった.鎮静効果がまった くな

かったというのは,テマゼパムに圧倒的に多かっ

た.不穏の頻度は, トリアゾラムがテマゼパムの
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7倍 ,フ ルラゼパムの 14倍で,敵意と不安感は

トリアゾラムだけにみられた。錯舌Lは , トリアゾ

ラムがフルラゼパムの 6倍 ,テ マゼパムの 8

倍,幻覚は, トリアゾラムがテマゼパムの 4

倍,フルラゼパムの 16倍であった.依存と禁断

症状は, トリアゾラムがフルラゼパムの 6倍 ,

テマゼパムの 2倍で,と くにけいれんは, トリ

アゾラムがフルラゼパムの 6倍,テマゼパムの 8

倍であった。悪夢は, トリアゾラムとテマゼパム

が同程度で,フ ルラゼパムは少なかった.健忘

は, トリアゾラムがテマゼパムの 50倍 みられた

が,フルラゼパムにはなかった.0。 25 mgの トリ

アゾラムは 0。 5 mgよ り副作用が少ないが,そ れ

でも,15 mgの フルラゼパムの 3倍 ,テ マゼパ

ムの 13倍 多かった.こ こにあげた副作用のう

ち,不穏,錯乱,幻覚,敵意などが,奇異反応と

呼ばれるものである.奇異反応は,高齢者に多い

といわれている。しかし,患者の平均年齢は,テ
マゼパム, トリアゾラム,フルラゼパムの順に若

く, トリアゾラム群がとくに高齢者ではなかっ

た.ト リアゾラムにみられるこうした奇異反応

は,鎮静薬や睡眠薬の副作用としてはあまりに奇

異で, しかも健忘を伴うことが多いため,報告さ

れた数は実際より少ないと考えてよい.

奇異反応は,禁断症状と同じく半減期の短いも

のに多くみられる.しかしそれだけでは説明がつ

かず, トリアゾラムと受容体との親和性が高いこ

とから,受容体との親和性と,半減期の両方の因

子が関与していると考えられている.ま た,未知

の毒性代謝産物によるものではないかとか ,

GABA受容体の トリアゾラムに対する親和性が

体の部位によって異なり,あ る機能はまだ薬の影

響下にあるのに,他の機能はすでに離脱状態にあ

る,と いうようなことが起きているのではないか

という説もある (Adam 1989)。

74-5 中  毒

過量摂取の時の中毒症状は,傾眠,構語障害 ,

複視,失調,知的障害などである.ベンゾジアゼ

ピンの場合も,アルコールやブロムワレリル尿素

の場合と同じように (p39,p345参 照),中毒

症状 と禁断症状 とを区別することが重要である.

短時間作用性の場合には, とくに紛 らわしく (前

述), しばしば混同されている.禁断症状ならべ

ンゾジアゼピンが治療薬だが (後述),中毒症状

なら病状を悪化させる。

スウェーデンでの調査によれば,ベンゾジアゼ

ピン単独摂取による中毒患者 144人 のうち,入
院時に,強い痛み刺激に対 してわずかに反応する

程度,ま たはそれ以上の昏睡だったのは 71人で

あった.こ のうち,24時間以上昏睡が続いたの

は 14人 ,48時間以上は 5人,死亡者は 3人であ

った。しかし,こ の 3人のうち 1人は 88歳の肺

がん患者で,い ったん回復 し,のちに肺炎で死亡

したものである (Hojer 1989).こ の調査は集中

治療室で治療を受けた患者についてのものなの

で,昏睡の割合が他の報告より格段に高いが,一
般的には,痛み刺激に反応 しない昏睡の場合に

は,一緒に摂取 している他の睡眠薬,三環系抗う

つ薬,アルコールなどの原因物質を探るべきとさ

れている。

ベンゾジアゼピンは,前述のように急性中毒に

関する限 り安全性がきわめて高 く,常用量の 100

倍飲んでも保存的治療だけで回復することが多

い.しかし,こ れは経 口摂取の場合であって,静
注の場合には著 しい呼吸抑制をみることがある.

また短時間作用性のものは経 口摂取でも必ずしも

安全ではない.ト リアゾラム 5 mgの 経 口摂取で

無呼吸 ,昏睡 を きた した症例 があ る (01son

1985).血中アルコール濃度が 230 mg/dLあ る

と,3。 5 mgで も死亡する (Uemura 1995)。 最大

常用量の 7倍 で死亡 とい うのは,た とえアル

コールがあったにせよ,ベンゾジアゼピンとして

は異例のことである。

短時間作用性のミダゾラムは,作用の発現の早

さとともに,水溶性で静注も筋注もできるのが特

長の 1つ である.こ うした便利さが好まれて ,

外来での内視鏡操作や骨髄穿刺時の鎮静などに多

く使われた.しかし,作用の発現が早いというこ

とは,血中濃度が急上昇することを意味 してい

る。ミダゾラムは呼吸抑制作用が強い.0。 l mg/

kgを 15秒間で静注すると,1回換気量 も分時換

気量 も,2分 くらいで 50%減少する.同量を 5



分間かけてゆっくり静注しても,減少の早さはゆ

っ くりなが ら,結局は同程度 にまで減少す る

(Alexander 1992).循環の抑制 も起 きる。こう

したためであろう,米国では 1986年 5月 の発売

以来 6ヵ 月間に,呼吸抑制や心停止による 13人

の死亡が FDAに 報告 された。翌 87年 11月 に

は,使用量がそれまでの成人 0。 10～ 0。 15 mg/kg

から,0。 07 mg/kgに 改められたが,88年 1月 ま

での 1年 9ヵ 月に 66人 ,90年 3月 末までに81

人の死亡が報告された。英国では,当初から成人

で 0.036～ 0.107 mg/kgと されていたが,1987

年 11月 までに呼吸抑制,血圧低下,心停止など

による4人 の死亡のほか,呼 吸抑制 ,呼 吸停

止,血圧低下,不整脈などが 14例報告された。

実際の数は,こ れらの数字よりはるかに多いとい

われている。安全性をうたわれたベンゾジアゼピ

ンとしては,誠に心外な,異常な出来事である。

ミダゾラムの危険性は,チオペンタール,チアミ

ラールなどの超短時間作用性のバビルツール酸に

似ている。チオペンタールも外来での小手術など

に使われて,随分事故が起きた。ベンゾジアゼピ

ンの性質からいって,抗不安作用や鎮静作用が主

であるのに,意識をとる目的や,ま してや麻酔薬

代わりに使用すると,大量を使うことになり,事

故が起きるのは当然である。鎮静作用を補 うため

に麻薬などを併用すると,呼吸停止などはさらに

起きやす くなる (Burtin 1991,Yaster 1990)。 少

な くとも,経験を積んだ医師が,モニターや麻酔

器を手許において使 うべきものである。

ベンゾジアゼピンは,中枢抑制に比べ,血圧低

下など循環の抑制をみることは少ない。長時間の

圧迫による皮膚や筋肉の圧迫損傷,神経麻痺,横

紋筋融解 とそれによるミオグロビン血症,腎障害

なども発生する。肺水腫や急性呼吸窮迫症候群の

報告もある。

ベンゾジアゼピンは胎盤を通過 して胎児に移行

し,ジアゼパムなどの場合,母体の血中濃度の3

倍に達する。生まれた児は,嗜眠,呼吸抑制や無

呼吸,体温低下,筋緊張低下,哺乳障害などの症

状を現わす (Speight 1977,Gillberg 1977,Sakai

1996).肝臓のミクロソーム酸化系による代謝の

影響を受けず抱合解毒されるロラゼパムは,比較
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的安全 とされている。ベンゾジアゼピンは母乳中

にも移行 し,乳児に影響が出る。

ベンゾジアゼピンとバルビツール酸 との間に

は,相乗作用がある。アルコールとの間にもある

と考えられる。急性のアルコール摂取は,肝臓の

ミクロソーム酸化系での代謝を抑制 し,ク リアラ

ンスを低下させ,血中濃度を上昇させる。 しか

し,実際のベンゾジアゼピンとアルコールの相乗

作用は,こ の作用よりも中枢における作用のほう

が大きいと考えられる。 トリアゾール系抗真菌薬

(イ トラコナゾールタフルコナゾール)は , トリ

アゾラムの代謝を阻害 して作用の増強を招 く。シ

メチジンも肝臓のミクロソーム酸化系を抑制 し,

ここで代謝を受けるジアゼパムなどの半減期を長

引かせる。しかし,こ の系で代謝を受けずに抱合

解毒されるロラゼパムは影響を受けない。ジスル

フィラムは,ベンゾジアゼピンの代謝を抑制 し,

その作用を増強させる (Hardman 1994)。 ベン

ゾジアゼピンは,ア ミトリプチリン (三環系抗う

つ薬)の毒作用を増強させる。アミトリプチリン

の血中濃度が 4.3 mg/Lの 時 50%が死亡 してい

るが,ベンゾジアゼピンを飲んでいると致死率は

75%に なる。

∈落療方針)

飲んで 30分以内だった ら,催吐を試みる。2

時間以内だったら胃洗浄を行うが,それ以上経っ

ていたら効果は期待できない。ベンゾジアゼピン

は塩基なので,pHの低い胃よりも腸からよく吸

収される。したがって,下手に胃洗浄をすると薬

物を腸に押 しやってしまい,吸収を促進させる。

活性炭 と下剤を投与する。初期治療以外は,誤熙

の防止,呼吸の補助など,保存的治療がすべてで

ある。代謝解毒はほとんどすべて肝臓で行われ ,

タンパク結合率も高いから,強制利尿や血液透析

は無効である。吸着型血液灌流の効果について

は,は っきりした結論が出てはいないが,おそら

く効果はない。保存的治療だけで 24時間以内に

覚醒するのが普通だから,吸着型血液灌流のよう

な高額で侵襲的治療をする合理的な理由はない。

フルマゼニル (ア ネキセー ト③)は ,ベンゾジ
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アゼピンの受容体における特異的な競合的拮抗薬

で,単独投与でほとんど薬理作用を示さず,めま

いのほか,顔面の紅潮や紅斑,不安,頭痛などが

わずかに認められる程度である。ベンゾジアゼピ

ン過量投与による意識 レベルの低下に対 し,す ぐ

れた拮抗作用を示す。気を付けなければならない

のは作用の持続時間が短いことで,い ったん意識

が回復 しても,再び元に戻ることがある.ま た鎮

静作用や前向性健忘にも拮抗するので,内視鏡操

作後や手術後で鎮静を必要 とする場合や,不快な

記憶を残さないほうが良い場合には望ましくな

い.鎮静作用に対 してはよく拮抗するが,呼吸抑

制に対 して拮抗するか否かについては議論が分か

れている.少な くとも,常に改善するとは限らな

い (Mora 1989)。 とくに,麻薬を併用 している

と,改善されないどころか悪化することがある.

以上の点に留意 して使えば,フルマゼニルは有

効な拮抗薬であるが,それでも落 とし穴がある.

三環系抗うつ薬 とクロルジアゼポキシド,テマゼ

パムを飲み,昏睡状態の 31歳の女性に,フルマ

ゼニルを静注 したところ,意識が戻った途端,全
身けいれんが現われ,け いれん重積状態になっ

た.けいれんを抑えるため,ベンゾジアゼピンを

静注したが効果な く,他の抗けいれん薬の静注で

止まった。ところが,フルマゼニル静注後 90分

して徐脈から心停止を起 こし,25分後に死亡 し

た (Burr 1989).こ れは,フルマゼニルの悪い

使い方の例である.ベンゾジアゼピンの過量投与

に対 し,拮抗薬のフルマゼニルを静注 し,出現 し

たけいれんを止めるために,ベンゾジアゼピンを

静注せざるをえなくなり,フルマゼニルの効果が

切れた頃に,ベンゾジアゼピンと,おそらくは一

緒に投与 した抗けいれん薬の作用とが重なって死

亡 したものである。

フルマゼニルの使用にあたっては,以下の 5

点に注意すべきである。

第 1は ,ベ ンゾジアゼピソ以外の薬物を一緒

に飲んでいて,ベンゾジアゼピンによってその薬

の作用が隠されている時フフルマゼニルを静注す

ると,その薬の毒作用が急激に現われる.三環系

抗うつ薬の場合には,全身けいれん,けいれん重

積 ,心室性頻脈な どが発生する (Burr 1989,

Marchant 1989,Mordel 1992,Prischl 1988).抱

水クロラール,Caチ ャネル遮断薬などの場合に

は,心室性不整脈やブロックが現われる (Herd

1991,Short 1988).GABAB刺 激薬である鎮痙薬

のバクロフェンが投与されていてもけいれんが現

われる (Chern 1996).アルコールを飲んでいる

と,興奮,発汗などがみられる (Prischl 1988)。

フルマゼニルを,中毒や昏睡の鑑別診断に使用す

るとしたら,余程の思慮分別が必要である.

第 2は ,ベ ンゾジアゼピンによりけいれん発

作が抑制されている場合,フルマゼニルを投与す

ると,当然ではあるがけいれんが誘発される (伊

藤 1994,左津前 1997,瀧 1996).

第 3は ,手術前の不安や恐怖感に対 し,ベ ン

ゾジアゼピンが投与されているような場合,術後

にフルマゼニルを投与すると,心悸克進や血圧上

昇を伴 う不穏状態が再現する (山 口 1997).

第 4は ,ベ ンゾジアゼピンの大量投与を受け

ていた場合,その効果を急に断ち切ってしまうた

め,禁断症状が出ることがある.ロ ラゼパム 100

mgを飲んだ 15歳 の男子に,フ ルマゼニルを静

注 したところ,激 しく興奮 して暴れ,4人で押え

付けることができず,ジアゼパム 30 mgを 投与

して,な お不十分で,チオペンタール 500 mgの

静注でようや く興奮を抑えることができた (Lo―

pez 1990)。 この場合にも,ベンゾジアゼピンの

過量投与に対 し拮抗薬を静注 し,現われた副作用

を抑えるためベンゾジアゼピンを投与する, とい

う愚かな行為を強いられている.禁断症状 とし

て,ミ オクローヌス発作や高血圧発作がみられる

こともある.

第 5は ,治療量であっても,ベ ンゾジアゼピ

ンの投与を受けたあとにフルマゼニルを静注する

と,吐き気,嘔吐,ふ るえ,興奮,不安感,軽度

の錯乱な どがみ られる (Luger 1990).こ れ ら

は,いずれもフルマゼニル単独投与の場合には普

通みられない症状で,禁断症状 と考えてよい.手

術後,集中治療室でミダゾラムで鎮静されていた

患者にフルマゼニルを使用 した場合,15人中 5

人に,不穏 ,い らい ら感がみ られた (Breheny

1992).て んかん発作を誘発する場合もある。心

室性頻脈から心停止をきたした例 もある (Katz
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1992)。 ベンゾジアゼピンは,急性中毒に関する

限リミダゾラムを例外 として,前述のようにきわ

めつきの安全性の高い薬である。拮抗薬を投与 し

たがために,おかしくなる, という愚を犯 しては

ならない。賢い勉強のうえでの使用でなければ ,

“やが医者にフルマゼニル"になりかねない。

禁断症状に対 しては,ま ず長時間作用性のジア

ゼパムに切 り替える。量は,現在服用 しているベ

ンゾジアゼピンと等価の量とする。等価の量は ,

常用量から計算 して決める。症状が強い時には ,

ジアゼパム 0。 1～ 0.3 mg/kg(20 mgま で)を静

注する。症状が安定 したら,1日 の服用量を半分

程度に減 らし,そ の後 3～ 5日 ごとに 10～ 20%

ずつ減 らしていく。禁断症状が現われたら漸減を

止めて,その量を維持 して経過をみる。離脱を終

了するのに,4～ 8週間必要である。禁断症状の

治療に,ク ロニジンを補助に使 うこともできる

(p3902参 照).

1961年 に,ベンゾジアゼピンが初めて臨床で

使われるようになってから30年,ヒ トの脳に内

因性のベンゾジアゼピンが発見された。肝性昏睡

の原因物質の 1つ と考えられる。劇症肝炎で死

亡 した患者の脳には,ジアゼパムとデスメチルジ

アゼパムが正常の 2～ 10倍あり (Basile 1991),

肝性昏睡の患者の 69%は ,フ ルマゼニルの静注

で覚醒する (Bansky 1989).効果は 30秒 くらい

で現われるが,1時間 くらいしか持続 しない。肝

臓の治療に役立つ薬でもな く,予後を左右するも

のでもないが,治療の過程で昏睡の鑑別診断など

に役に立つこともある。何より,肝性昏睡の発生

機序の解明に,グπυグ加 や動物実験の段階からフ

ルマゼニルは大きな役害1を果たした。肝性昏睡の

患者にフルマゼニルの経 口投与を開始 した とこ

ろ,48時間後 くらいから,不安,い らいら感 ,

不眠,叫び,他の患者に対する攻撃的な言動,パ
ニック,失見当識,幻覚などが増強 し,投与中止

12時間以内に,こ れ らの症状は消退 した (See…

bach 1992)。 内因性のベンゾジアゼピンに対す

る禁断症状 と考えられる。
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