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奇異反応と統合失調症の精神症状との鑑別に難渋した 1例

福 中 優 子
*

宇都宮 健lli*  中 本す 純
*

抄録 :解体
'11の

統合失調症における頑EAjな 不Hkに 対してベンゾジアゼピン系菓剤 (以 ド

BZ系薬却lと 略す)を 投与したところ,幻覚・妄想,興奮,滅裂な行動が出現し,増悪を

認めた1例 を経験した.BZ系 薬剤の追加投 rJ後 に出現し,減量・中111に て改善したこと

から奇)(反応と考えられたが,統合失調l.L自 体のJi状 との鑑別が困難であつた。奇共反応

は,BZ系業剤に期待される効果と逆の反応がイLじ るため,診断を誤り,対応が遅れ問題

が大きくなることが多い=そのため奇異反応の診断には,薬剤投与と症状を経時的に十分

に観察することが重要と考えられるこ統合失JJJ■i患者において,CYP3 A4を 代謝酵素に

持つ薬剤との相互作用によるBZ系薬剤の血中濃度上昇や,BZ系 薬却1の 長期服用による

BZ系受容体感受性の変化, また脳萎縮等の形態学的変化による中枢神経系の脆弱性は,

奇異反応出現のリスクファクターになる可能性がある。よって統合失調Jiに BZ系薬剤を

使用する場合には,奇異反応の出現に注意する必要がある。
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I. は じ め に

統合失調症の治療において,特に不眠に対 して

は,ベ ンゾジアゼピン系薬剤 (以下 BZ系楽剤 と

略す)が広 く併用されている
Ⅲ
。

BZ系 薬剤 は,BZ系受容体を介 して作用す る

薬剤の総称であ り,抗不安作用,催眠・鎮静作

用,筋弛緩作用,抗けいれん作用など多彩な効果

を示すが,そ の副作用の 1つ に奇異反応 (para

doxical reacaon)が ぁる。これは,本来鎮静作用

を示すはずの BZ系 薬剤の投与により,か えって

不安,焦燥が高まり,気分易変性,攻撃性,興奮

2)08年 7月 18日 受IP
お
Pr業 医科大学精神医学教

=
〔〒8078555 福1司 県北九州市人幡西区医生ヶ丘1-1〕

Yuko Fukunaka,Kcnsuke Utsunomiya,Jun Nakamura:Depalt

inent of Psychiaty, Universiけ of OcCupational and Envlron―

nlental Health l-1, Iseigaoka, Yahatanishi ku, ICtattushu,

Fukuoka,807 8555,Japan

などを呈する反応である2'。
発生頻度は0.2～

0。 7%と 極めて低いが',い ったん発症すれば非特

異性が前景に立ち,そのことが診断の困難さを招

く。今回我々は解体型の統合失調症患者の不眠に

対しBZ系薬斉1の投 与を行ったところ,奇異反応

を呈し,精神症状の悪化との鑑別に苦慮した症例

を経験したので報告する。

Ⅱ.症 例 提 示

症伊1 52歳 ,女性

診 断 :統 合 失 調 症,解 体 型 (DSM Ⅳ TR
295。 10)

家族歴 :姉が統合失調症で長期人院中。

現病歴 :中学卒業後,地方の紡績工場に 3年間

勤務したが,男性関係の トラブルを契機に退職し

ている。その後は飲食店,衣料店等で勤務したが

18歳頃から「悪口を言われる」「イ中間はずれにさ

れる」と訴え,いずれも長くは続かなかった。そ
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X年7月 9月 11月 X+1年 1月  X+1年 3月   X+1年 5月  X+1年 7月

HJoperidd 142ng

Levomepromazine 魃

―

Risperidone

Olanzapine

Brotizo:am

Fiunitrazepam

不眠

奇異反応

のため19歳頃より無職となり自宅で過ごすように

なった。家族以外の人との交流は無く,外出もほ

とんどしなくなり,入浴もせず失禁も認めるよう

になった。さらに時々誘因無く興奮してははさみ

を投げつける,意味も無くニヤニヤ笑う,「体の

中に蛇を飼っている」等言うようになった。興奮

状態が激しくなってきたため,21歳時に近医精神

科に入院し,抗精神病薬による加療を開始した。

しかし症状は一進一退であり,その後長期にわた

り入院加療を継続している。ここ数年間は 1日 の

ほとんどを幻覚・妄想に支配されており,認知機

能も障害され,疎通は大幅に限局された状態が続

いている。

X年 7月 (52歳)PANSS(陽性・陰性症状評価

尺度)陽性尺度46,陰性尺度41,総合精神病理尺

度80。 内月長薬は ha10perido1 42mg,levomeproma‐

zine 250mg, promethazine 25mg。

経過 (図 1):X年 7月 頃より夜間の不眠が目

立ち始めた。また,詰め所内に頻回に出入 りす

る,入浴を拒否する,つめを切ることを拒否する

等の行動が認められた。面接では視線は合わず,

こちらの質問にも首を振って答える程度であり,

疎通はかなり限られた状態であった。不穏時は

h」opeddolの筋肉注射を使用 していたが,回数

も増加 して きたためX年 8月 30日 ,眠前 に H針

図 1 経過図

peridone 2 mgを i旦 カロ

`ヒ

有1し , ha10pelilolか ら

nspendOneへ のスイッチングを開始 した。不眠

に対してはX年 9月 20日 brotizolam O.25mg,■ u‐

nitrazepaln 2 mgを 追加投与 した。RIspeHdoneを

増量していくも,独語,空笑,疎通性の悪さ等の

精神症状に変化無く,む しろ夜間には興奮し他患

者の部屋を歩き回る,ベ ッド上ではねるといった

行動が認められるようになった。X年 12月 13日 ,

nspendoneを 12mg使用するものの夜間の不眠,

常同行為,清潔保持の困難が継続していた。X+
1年 1月 17日 ,睡 眠 コン トロールのため fluni

trazepamを 4 mgに増量したところ,夜間に突然

走 り出し壁にぶつかる,裸になり洗面所で水浴び

をする,自 身の便を枕元に置き拝む等の意味不明

な行動が出現するようになった。このため BZ系

薬剤による奇異反応の可能性を考慮 し,brOdzo‐

lamは 中止 し,flunitrazepalnを 4 mgか らl mg

へ減量 した。なお luniけ獲 脚血 l mgだけとなっ

ても不眠の増悪は認めず,夜間の奇妙な行動も認

めなくな り,主剤 としては ola―pineへ のスイ

ッチングを施行し安定を保っている。

X+1年 8月 PANSS陽 性 尺 度46,陰 性 尺 度

41,総合精神病理尺度80。
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Ⅲ.考  察

1.奇異反応の診断・治療

上 i氾症例は,長期にわたり人院生活を送ってい

る解体型の統合失調嚇i患者の不眠に対 して BZ系

薬斉1の 追加投与を行ったところ,BZ系 薬剤の奇

異反応に基づ く精神運動興奮を認めた 1例 であ

るけ長j切 にわたり感情鈍麻があ り,思考にまとま

りがなく,疎通がかなり市1限 された状態であった

ため,本 人からの主観的な訴えを聴収することは

困難であったc他党的にはベ ッドか ら飛び降 り

る,11[に /Lり ながら衝突する,便 を枕元に|よ き拝

む等の減裂な行為があ り,統合失調症に

'1す

る主

剤をha10peridolか らrisperidoneへ変更中であっ

たことからも症状の悪化 との鑑別に苦慮 した 当

初は統合失調症による精倒1症状の増悪 ととらえ,

rispendoneの 増量および brotizolam O.251ng,lu

n■razepam 2 mgの 追加投与を行ったが症状は悪

化 し,Aspendoneを 最大量12mg使丹lす るも夜間

の減裂な行動は続いていた.不 1民のコントロール

のため lunitrazepamを 4 mgへ 1曽 量 したところ ,

減裂な行動はさらに悪化 したため,BZ系 薬剤に

よる‖1作 用 と考 え,brotizolamを 中止 し,nuni_

trazepamを l mgへ減itし たところ,翌 日から減

Zlな 行動を認めなくなったc以上の BZ系 薬斉1投

与と症状の経時的な観察により,今回のエビソー

ドは BZ系薬剤が引き起こした奇異反応 と診断し

た」¬
.

今 |口 |のソil例 では,減裂な行動等の症状を夜間に

著明に認めた.こ れは, 日中にも増悪傾向を認め

る統合失 :」可症自体の症状の出現パターンと異なっ

てお り,統合失調症の精神症状悪化の否定19根拠

とすることができるc

このように,薬剤投
′
1と 症状の経時的変化や ,

精神猛:状悪化の否定的根拠から考えると、この症

例における BZ系葉剤による奇異反応の診門iは 妥

当と考えられた。 しかし,統合失調症の奇異反応

に関する報告は非常に少なく,経時的観察以外の

奇異反応の診断ポイントは現状では不 |り |で あ り,

今回のりi:例 も精神症状の悪化を完/1Nに は否定でき

ないと孝えられる.

奇異反応の治療では,BZ系薬斉1を 中 lLす るこ

とが原貝1と 考えられる。その他,手 lY時など速や

かな改善を必要 とする場合は,BZ系押i抗薬であ

る lumazenllの 投 与 が 有 効 とす る 報 告 が あ

る 'Htま た,BZ系 薬斉1に よって誘発 されやす

いせん妄や奇異反応を ■防するうえで,セ ロ トニ

ン5H■受容体措抗作りllお よびヒスタミンHI受容

体 l li抗 作用が強い抗 うつ来である trazodoneや

mianserinを 使用することも有用と考えられる・ .

2.統合失調症における奇異反応のリスクファク

ター

Hallら・は奇異反応の多彩な症状を①抑うつ状

態,②精神病状態 (玄J党 ,妄想,躁状態),①敵

意・攻撃性・興奮,の 3つのパターンにまとめ,

③が中核をなすとしている。今回の症例では幻覚

・妄想,減裂な行動を:il体 とし,②の精神病状態

の悪化を主に認めた。また統合失調ソi:患者の不眠

に対して BZ系 薬斉1を投 与したが,今回の症例で

認められた幻覚 ■妄想,減裂な行動などは統合失

調・Iiの症状でも起こり,副作用である奇サ(反応と

の鑑別を要した。

奇ツ(反応はもともと敵意や攻撃性の強い1生格の

患者,中枢神経の抑制機構に脆弱性を有する患者

(精 利1病 の既往,脳 気質障害,小 児,高齢者な

ど)に起こりやすいとされている「・｀
=統合失調

症忠者には脳萎縮等の形態学的変化を示す例があ

り,中 lX神 経系に脆弱性を有することが知られて

いるため,こ のことはイi異 反応出現のリスクファ

クターになる可能性がある.

薬物動態から推測すると,BZ系薬却lの 代謝は

主にCYP3A 4が深く1月
′
チしてお り,今 ||:|の ケー

スで もCYP3 A4を 代謝酵素に持つ h」operidol

が使り||さ れており,その相互作用によるBZ系 薬

剤の面L中濃度の L昇や血L中 半減期の延長のため,

奇異反応の出現が促進された可能性が考えられ

るい
.

それ以外にも,統合失調症患者において長期に

BZ系 薬剤 を服用 している場合には,BZ系 受容

体の感受性が変化 している可能性が考えられるc

この場合,BZ系受容体の感受性が尤進 している

状態で,BZ系薬剤の増 F[や 種類の変更が ::秀 因と

臨床精利1薬 llll VoLll No 10,20()8 1923(123)



なり,奇異反応を惹起する可能性が考えられる。

また今回の症例のように,統合失調症における

抗精神病薬のスイッチング中にBZ系薬剤を投与

することは,奇異反応と精神症状の悪化との鑑別

をより困難にするため,診断を誤 り,対応が遅れ

問題が大 きくなる恐れがあ り,注意が必要であ

る。

Ⅳ。ま と め

奇異反応と統合失調症の精神症状の悪化との鑑

別に苦慮した症例について報告 した。BZ系薬剤

により幻覚 。妄想,興奮,滅裂な行動などの奇異

反応を呈したが,統合失調症自体の症状との鑑別

が困難であった。奇異反応は,BZ系薬剤に期待

される効果と逆の反応が生じるため,診断を誤

り,対応が遅れ問題が大きくなることが多い。よ

って奇異反応の診断には,薬剤投与と症状を経時

的に観察することが重要と考えられる。

統合失調症患者において,CYP3 A 4を 代謝酵

素に持つ薬剤との相互作用によるBZ系薬剤の血

中濃度上昇や,BZ系 薬剤の長期服用によるBZ

系受容体感受性の変化,脳萎縮等の形態学的変化

による中枢神経系の脆弱性は,奇異反応出現のリ

スクファクターになる可能性があり,統合失調症

にBZ系薬剤を使用する場合には,奇異反応の出

現に注意して加療する必要がある。

統合失調症の奇異反応に関する研究報告はこれ

まで非常に少なく,診断・治療,リ スクファクタ

ーに言及した今回の症例報告は貴重であると考え

られる。

尚,本文中の症例については経過に支障のない範

囲で患者のプライバシーにかかわる部分は削除。改

変した。
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