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表 59 BZD系抗不安薬の副作用 (村崎,1997)54)

し|ま しば認められる

眠 気

ふらつき

失 調

めまい

脱力感

倦怠感

もうろう感

もの ときに認められるもの  |ま れに認められるもの

食欲不振       1 黄 疸

1 悪心,嘔吐      1 発疹,かゆみ

1 使秘その他の胃腸症状   血液障害

口 渇

排尿困難

頭 痛

低血圧

振 戦

手足しびれ

,発 汗,熱感,のぼせ感

1 乏尿,尿蛋白
1 興奮錯乱などの奇異反応 1 浮腫,月経異常

抗不安薬が禁忌とされるもの :1 重症筋無力症,2 急性狭隅角緑内障.

表 60 BZD系抗不安薬の副作用 (村崎,1997)54)

心血管系    低血圧,血栓性静脈炎,動脈|ヽ 投与時の血栓 と壊死

呼吸器     呼吸抑制 (特に呼吸器疾患を有する高齢者)

内分泌・代謝系 新生児低体温 (妊娠末期に母親が BZD系薬物摂取時),女性

化乳房,甲状腺ホルモン遊離抑制

血小板減少症,顆粒球減少症

胆汁うっ滞性肝障害,口 渇,便秘,悪心

発疹,じ んま疹

排尿障害

精神運動機能の障害,健忘,奇異反応,遅発性ジスキネジア,

脳室の拡大

催奇形性    催奇形性,新生児への影響,授乳への影響

急性中毒    自殺目的による過量服用

依存性     高用量依存,臨床用量依存,退薬症状

血液系

肝 。消化器系

皮膚系

泌尿器系

中枢神経系

てもWoodsら は概説しているが,有意な変化

を示していない。例えば alprazolan■ 9 chlordia‐

zepoxide, clorazepateで は反復投与 |こ よっ

て精神運動機能に影響を与えない。つまり, こ

のことは抗不安薬初回投与時には鎮静作用によ

る副作用が認められやすいが,反復投与の回数

を重ねるに従って, こういった副作用は軽減し

ていくと考えてよいであろう。

I).奇異反応

BZD系薬物は抗不安薬 として精神を安定さ

せるという本来の薬理作用と反対に,かえって

不安・焦燥感を強めたり,抑うつ感や自殺念慮・

自殺企図を誘発したりする場合があり, このよ

うな症状を奇異反応 と呼ぶ.奇異反応の症状は,

①抑うつ状態,②幻覚・妄想・精神運動興奮

を呈する精神病状態,お よび,③敵意・攻撃

といった症状にまとめられる。

奇異反応は 1960年代にすでに chlordiaze

poxide投与中の “急性激怒反応 acute rage

reaction"と して記載されているが,BZD系

薬物による奇異反応の発生頻度は 0.2～0.7%

とあまり高 くはない。BZD系薬物の中枢神経

系への作用による脱抑制によって起こるとの考

えが支配的だが,高い攻撃性・衝動性を潜在的

にもつ個体や抑制機構に何らかの脆弱性をもつ

個体が BZD系薬物による脱抑制作用によって

顕在化したとする考え方もある。
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I〕 Zl)系其物による健忘

]ID系 薬物による記憶の障害が起 こること

l ii■ zepamの静注製剤使用の際に気づかれ

■.三可 |ま 麻酔の前投薬 として diazepamの

■三二弓いられ,鎮静効果とともに, この健忘

1三 二千:用 して手術中の出来事が記憶に残らな

こ うことが有利に働 くという考え方もあり,

TI■■としての認識はなかった。その後,静

三 二ヽならず,筋注,経口投与でも健忘が生ず

:二
`ti明

らかになってきた。特に近年 BZD
r ifI員 真で半減期が短いものが多 く用いられる

〔
‐

[■ つてから,BZD系薬物による健忘が

こ ]i■ されるようになった.

II■ 薬|・

7」 による健忘は薬物投与後の記憶

==き '1る
という前向1生健忘の形をとるのが

三「―
■ ぅろ. lN/1ckayと Dulldeeに よ″し

'ゴ

,

][二 ≡Fり による記憶障害は用量依存的であ

:二 ]:Iさ れている.BZD系薬物の力価や薬
~■

」事li特徴と健忘作用との関連について多

千三■・行われているが,健常被験者を用い

:_[T三:|や 編床報告では,triazolamや lora‐

‐■1 ような力価が高 く,半減期が短いも

iI I≡が強いとtゝ う.

3 抗 不安薬 の依 存 お よび退薬症 状

二 Iう 1二 BZD系薬物による鎮静効果に

~三 二三=ろ が,そ の抗不安作用には耐性が

1 . しかし,BZD系薬物の退薬症状

´ ―三I■ ら報告されている。例えI土 Hol
‐  =ミ

=で
|ま ,100～ 600 mg/dayと いう

:三 rdiazepoxideを 1～ 7か 月投与 し

I三
=:ミ

ヤ:中 11例 の投薬をプラセボに

I_´ [二 二ろ,そ の 11例中 10例 に不眠 ,

こ  ~・ つ.■神症状の悪化,食欲低下,嘔
― 「 _圭′七などの退薬症状 と思われる症

― T~ :F_■。 また, Bartenは 1965行1に
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20～ 60 mg/dayの diazepamの退薬症状 とし

て多彩な幻覚を伴ったせん妄状態を記 iさ して

いる。

初期には BZD系誘導体による依存 |ま このよ

うに大量を長期1珂服用すること:こ よって形成さ

れると考えられていたが,19711i代 半 |ま 以降 ,

常用量による依存の
「

」の報告か栢次 き,BZD

系誘導体依存 |二 対する考え方 も変化してきた.

つまり,BZD系薬物に |ま 高用量により形成さ

れる依存 と,臨床用量により形成される依存が

あることが明 らかとなってきた。さらに BZD

系誘導体は不安,不眠に対して使用されること

が多いわけだが,退薬症状のなかにも不安,不

眠が含 まれており,BZD系誘導体の減量,中

止によってこれらの症状が現れても退薬症状 と

は考えず,治療の対象となっていた症状の再燃

と捉えることが多いため,なかなか気づかれな

かったものと考えられる。

BZD系誘導体の運用例における退薬症状の

出現率は,二重盲検法による研究でも44%,

100%と 報告によって差がある。また一般に,

BZD系薬物の投与期間が長いと,退薬症状の

出現率は高 くなる傾向があり,4か月以上の連

用ではその リスクが高 くなるとされている。

BZD系誘導体の退薬症状の出現時期や出現頻

度はその当該薬物の薬物動態学的特
′
性と密接な

関係がある。つまり,親化合物および薬理活性

をもつ代謝産物の半減期が長いものでは 7日

以内,半減期の短い薬物では 2～3日 以内に生

ずる。また diazepalnと lorazepamを 比較 し

た場合,半減期の短い lorazepamの ほうが退

薬症状の出現頻度が有意に高いことを示唆する

幸長告があ り, brOmazepam, lorazepamを 上ヒ

較した場合,反跳性不安は半減期の短いほうか

ら1贋 に多いという報告もある。

BZD系薬物依存はバルビツール酸型依存 と

して分類されている。退薬症状は初期には不安
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