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抗精神病薬の副作用として生じる分裂病的
精神症状について*

坂本暢典
1)

岩橋正人
1)

精神分裂病に対する第一選択の治療は,抗精神

病薬による薬物療法であり,今日の日常臨床にお

いては,分裂病患者のほぼ全員が,抗精神病薬の

投与を受けている。また,分裂病においては薬物

の維持療法が必要とされており,抗精神病薬の投

与は,長期にわたるものとなる場合が多い。

その一方で,抗精神病薬の副作用として,内因

性分裂病症状 との鑑別が困難な精神症状が生じる

ことが報告されている。例えば,「悪性症候群」と

緊張病性昏迷の鑑別診断の困難さは有名である。

また,「paradOx反応」
1)な いしは「akathisia」 7、

「亜急性抑うつ反応」0,「 akinesia」 め
,「 tardive

akathisia」 2、 「挿話性病理現象」のなどの場合に

も, これらの抗精神病薬による精神症状 と内因性

分裂病症状の類似性は高く,鑑別診断は困難であ

る(表 )。 また「paradox反 応」ないしは「akathisia」

によって,自殺や殺人すら生じうることも報告さ

れている4ゝ

今回,我々は,治療開始時に幻覚・妄想 。緊張

病症状などを認め,分裂病と考えた症夕Jが ,「抗精

神病薬の投与にもかかわらず慢性化した」と思わ

れた時,逆に抗精神病薬の大幅な減量を行うこと

1991年 2月 25日 受理
* Antipsychotics― induced  Schizophrenia― like

Symptoms
l)北野病院神経精神科,NObumichi Sakamoto,

/ゝ1asato I、 vahashi:Department of NeurOpsy―

chiatry,KitanO Hospital

2)森病院,HirOshi TakamOri:MOri Hospital
3)天羽医院,Y面 i AmO:Amo Clinic
4)大阪市立大学医学部神経精神科,Kiyofumi Soe

jima:Department of Neuropsychiatry,School

ofヽ/1edicine,Osaka City University

国躙
輻田

高森 宏幼  天羽裕二 3)

副島清史→

によって,急速に回復に向かうという経験をした

ので, ここに報告したい。そして,こ れらの症例

を通して,抗精神病薬によって生じる分裂病的精

神症状に注意を喚起するとともに,抗精神病薬に

よる精神症状 と内因性症状の鑑別について考察を

加えてみたい。

灘症例

く症例 1〉 14歳 ,男性,中学 3年生。

現病歴 第 2子,長男として出生。幼少よりおとな

しく育てやすい子であったという。患者が 2歳の時 ,

母親が幻覚妄想状態 となり入院。以後 も十分には回復

せず 1年に 1～ 2回病的体験が悪化 し,家出をしたり

する状態が続いていた。母親は家庭内で も怒 りっぽ

く,患者に当たりちらすことも多かったという。X年
3月 (中学 2年の終わ り)頃から,患者は,「死ね」な

どという幻聴や「自分の部屋に知 らない女の人がいる

のが見える」などの幻視を体験するようになったが,

この頃は家庭内で も学校で もいつ もと変わ らぬ生活

を続けていた。しかし,中学 3年生 となった X年 5月

上旬に,友人 と「コックリサンJを したことをきっか

けに,急激に不安感が生じるようになった。これ とと

もに,不眠 。独語 。幻聴 。幻視 。作為体験などが悪化

し,「悪霊にとりつかれた」と言って興奮した りするよ

うになった。さらに 5月 下旬からは,全身を硬直させ

るなどの症状 も生 じ,登校 もできなくなった。 6月 に

入ると,症状はさらに悪化 し,終日数珠を離さず,奇

妙な祈備のような動作を続けるようになった。このた

め, 6月 13日 初診 となる。初診時には,「 もう一人の

自分 と格闘しているだけ」と治療に拒否的であり,奇
妙な祈薦様の動作を繰 り返 していた。しかし,こ の動

作の合間には,会話 も可能であり,食事などもとれて

いた。このような病歴から,緊張型分裂病ないしは破
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表 内因性分裂病症状と抗精神病薬による精神症状の対応

抗晰 薬によつて 悪性症状群

生じる分裂病的症状

Paradox反応 亜急性抑うつ   Akinesia    Tard市 e aka面‐挿話性病期 象

(原田)1)  反応(坂本)。   (Rifkinら )。   sia(西川ら)2)(佐藤)。

それに対応する内 緊張病性昏迷

因性分裂病症状  致死性緊張病

急性期の幻覚 Post psychotic 意欲低下を中心

妄想の悪化  depression    とした欠陥状態

不安感の強い 慢性分裂病の

欠陥状態   症状再燃

瓜型分裂病を疑い,halope五 dol(以 下 HPD)4 mgと

biperiden l mgに よる治療 を開始 した。治療開始後

10日 目の 6月 23日 までは,投薬により緊張が和 らぎ,

症状はいくらか回復に向かっているようであった。

症状遷延の時期 しかし,上記の服薬を続けていた

にもかかわらず,6月 24日 から,患者の状態は急激に

悪化した。患者は,ボ ーとして周囲に無関心 となり,

会話 もまとまらず,「呪いだ」「悪魔だ」とか「助けて

くれ」などの言葉を,抑揚なくブツブツと喋るように

なった。行動 もまとまらず,ウ ロウロと動 き回り,唾

液を吐き続けるようになった。睡眠・食事 も不規則 と

なり,診察時にも「笑い声が聞こえる,死ね とか苦し

めとか言って くる」などの幻聴の訴えや,「手をあやつ

られる」などの作為体験の訴えが多 くなった。これに

加えて,振戦は認めないが,仮面様顔貌 と軽度の筋強

剛を認め,前傾前屈姿勢をとり,上肢が屈曲位で固定

し歩行時にも振れないなどの所見から,parkinsonism

が生 じていると考えられた。このような症状悪化を,

分裂病過程の悪化 と考え,6月 26日 からHPD 18 mg

とbiperiden 6 mgに 増量 して治療を行 ったが,症状

の改善は得られず,む しろ状態はさらに悪化 していっ

た。 7月 に入ると,「死にたい」などと口にすることが

多 くなり,診察時の会話 もほとんどできな くなり,上

言己の ような parkinsonismは より顕著 とな り, 急性

dystoniaも 生 じるようになった。 7月 28日 の受診時

には,病院へ来ても,院内を走 り回った り,診察室で

も急にベ ッドに横たわった り,跳躍した りし,全 く落

ち着かなくなっていた。そして,7月 29日 には,自 宅

のベランダか ら飛び降 りようとするなどの行動 も認

められた。

抗精神病薬減量による回復 そこで,こ のような異

常行動の遷延 と錐体外路症状の悪化から考えて,HPD
よる paradox反 応1)の 可能性 もあると思い,8月 2日

か らHPDを 3 mgに 減量する一方,biperiden 6 mg

を継続 し,prOpericiazine 80 mgと promethazine 50

mgを追加することとした。この結果,8月 に入ると,

激 しい異常行動は消失したが,な お幻聴などの病的体

験 と錐体外路症状は持続 し続け,ま た患者の入院希望

も強かった。このため,入院による詳 しい経過観察の

もとで,抗精神病薬 を大幅に減量 しparadox反 応を

取 り除 くことを目的として,9月 13日 から入院加療を

行った。入院時には,患者は幻聴 。作為体験について

「苦しい」と訴え,上記のような parkinsonismに 加え

て oral dyskinesiaも 認めた。まず, 9月 20日 までに

propericiazineと HPDを 中 止 し,抗 精 神 病 薬 を

sulpinde 300 mgの みとした。また,錐体外路症状に

対 して『|ま , trihexyphenidy1 6 mg, amantadine 150

mg,promethazine 150 mgの 抗パーキンソン薬のほ

かに,akathisiaを軽減するために clonidine O.225

mgと clonazepam 4 mgを投与 した。このような抗精

神病薬の減量の結果,10月 になると患者の病状は好転

し,幻聴・作為体験 も弱まり,特にこれらの症状に対

する苦痛が著 しく軽減 した。また,錐体外路症状 もほ

ぼ消失した。そして,患者は 10月 11日 に退院 し,そ

れ以後は休みは多いものの,何 とか登校 し中学を卒業

した。X+1年 4月 現在においては,抗精神病薬の投

与をしな くとも,幻聴などの病的体験 は消失 してお

り,自発性の低下がやや認められるものの,定時制高

校に通いながら通院を続けている。

〈症例 2〉 42歳,独身女性,家業手伝い。

現病歴 21歳初発で,そ れ以後 7回 にわた り,緊張

病性昏迷・錯乱状態・幻覚妄想状態のため入院を繰 り

返 している患者である。これまでの入院は,い ずれも

3カ 月以内のものであり,退院後は目立った欠陥を残

さず,元気に家業手伝いを続けてきた。今回は,X年
10月 初旬頃から,「世界が変わってきた」感 じが始ま

り,不眠・活動性の低下などが生じてきた。そして,

10月 25日 の友人の交通事故をきっかけとして,急速

に緊張病性昏迷が生 じ,10月 27日 に 8回 目の入院 と

なった。入院時には完全な緊張病性昏迷状態にあり,

会話 も全 くできず,食事 もとれない状態であった。こ

のため,ま ず HPD 20 mgと biperiden 10 mgの点滴

静注によって治療を開始 した。この治療によって,昏

迷状態は数日で消失したが,な お「悪口を言われてい

るのが聞こえる」「自分の考えが他人に分かってしま

う」などの病的体験を,ひ どくおびえた表情で訴える
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状態が続いた。そこで,HPD 20～30 mg,biperiden 6

mg,promethazine l15 mgの 経口投与を続けたとこ

ろ,X年 12月末には,こ れらの幻覚妄想の訴えはほぼ

消失した。しかしX+1年 に入って,日 立った病的体験

が消失 してからも,患者は抑 うつ的であり,「 自分でも

のを決めることができない」「考えがまとまらない」

「身体がダル くて何 もする気がしない」などの分裂病

の陰性症状ないしは薬物による過鎮静を思わせる訴

えが続いた。このため,HPDを 中止 し,抗パーキンソ

ン薬はそのままにして,perphenazine 30 mgな どの賦

活作用のある薬物をX+1年 3月 まで試みたが,改善

はあまり認められなかった。

症状遷延の時期 このような状態が続 くため,X+1
年 4月 の時点で,症状の再評価を行ってみた。すると,

意欲の低下・抑 うつ気分のほかに,「世界が何 とな く違

つていて,不安が襲ってくる」「病院の玄関に入ろうと

すると,み んなが来てはいけないと言っているような

気がする」などの妄想気分・関係妄想 と考えられる症

状がなお強いことが明らか となった。このため,や は

り意欲の低下・思考のまとまりのなさは,こ れらの病

的体験に伴 う内因性の分裂病陰性症状ではないか と

考え,再び HPDを 増量して経過を観察することとし

た。 しかし,HPD 20 mgと biperiden 8 mg前後の投

与で,X+1年 10月 に至っても,症状の改善は認めら

れなかった。患者の意欲低下・抑 うつ気分はむしろ悪

化 し,患者は終日横になり,「考えがまとまらない」「何

もする気がしない」と訴え続けていた。また「病気が

また悪 くなってしまわないか」「対人関係に自信がな

い」「先生助けてください」などの不安。自己不全感。

依存性が目立つようになってきた。そこで,こ のよう

な症状遷延に hospitalizationの 関与 している可能性

も考え,X+1年 10月 にいったん患者を退院させ,経

過をみたが,意欲の低下・不安 。自己不全感などはな

お悪化 し,X+2年 2月 に再入院 となった。そして,

X+2年 7月 まで,こ のような状態が続き,分裂病性の

欠陥状態が固定 したのではないかとも考えられた。

抗精神病薬減量による回復 しかし,X+2年 7月

の時点で,も う一度症状の再評価を行い,こ の患者の

意欲低下の訴えが,治療者に助けを求める姿勢の強い

ものであることに注目した。また振戦や筋強岡」は認め

ないが,軽度の前傾前屈姿勢 と仮面様顔貌を認め,歩
行時 に腕が屈曲 し振れない ことな どか ら,parkin‐

sonismが存在 していると考えられた。そして,こ れら

のことから「亜急性抑 うつ反応」9が関与している可能

性を考え,抗精神病薬の減量を開始 した。すると,X+
2年 8月 に HPD 3mgと biperiden 3 mgの 投薬 とな

った頃から,患者の意欲低下・不安などは急速に回復

に向かい,ま た関係妄想・妄想気分様の訴えも消失し

た。患者は,生 き生 きとした活動性を取 り戻 し始め,

X+2年 10月 に HPD l mgと biperiden l mgに まで

減量 した頃からは,分裂病性欠陥を感 じさせない状態

となり,面接時の会話のまとまりも良 く,新聞なども

集中して読めるようになった。それからも,HPD l
mg,biperiden l mgと lithium 600 mgの 投与で安定

した状態が続 き,外泊を繰 り返 しながら,家業の手伝

いを行い,X+3年 3月退院 となった。

鼈考察

1.症例の分析

ここに呈示した症例の初期症状には,症例 1で

は,作為体験 。幻聴・幻視・緊張病性興奮が,症
例 2では,緊張病性昏迷 。被害関係妄想・幻聴が

認められている。これらの症状をみて,ま ず分裂

病ないしは非定型精神病を疑い,抗精神病薬を第

一選択の治療 として用いたのは適切な処置であつ

たと考えられる。しかしながら,抗精神病薬の投

与にもかかわらず,こ れらの症例の分裂病的な症

状は遷延した。症例 1では,幻覚・妄想・興奮な

どの陽性症状が悪化を来し,症例 2では,は っき

りとした陽性症状は軽快したものの,軽度の妄想

気分・関係念慮の訴えは持続し,意欲の低下・感

情の平板化 。思考のまとまりのなさなどの陰性症

状が強まっていった。このため,こ れらの症例の

遷延期の症状は,抗精神病薬抵抗性の慢性分裂病

症状ではないかと,一時我々は考えた。

ところが,症状を再評価し,抗精神病薬によっ

て生じた精神症状を疑って,抗精神病薬の大幅な

減量を試みたところ,こ れらの遷延していた症状

は急速に回復へと向かっていった。このことから

すると,症例 1の興奮や幻聴 。作為体験の悪化は

「paradox反応」
1)であり,症例 2の意欲低下。自

己不全感・思考のまとまりの低下は「亜急性抑う

つ反応」つの遷延であったと考えられる。つまり,

これらの症例においては,治療期間の大部分にお

いて前景を占めていた分裂病的症状のほとんど

755
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が,抗精神病薬の副作用として生じた精神症状で

あったのである。

2.抗精神病薬によって生じる分裂病的症状の

鑑別の問題一症状に対する患者の姿勢 と錐

体外路症状の重要性

では,こ れらの抗精神病薬による分裂病的症状

は, どのようにして内因性の症状から鑑別するべ

きなのであろうか。まず,精神医学用語で症状を

記載するかぎり,内因性症状 と薬物原性症状を鑑

別することは困難である。しかし,患者がこれら

の症状を訴える態度に注目すると,抗精神病薬に

よる精神症状を鑑別する手がかりが得られる。例

えば,症例 1では患者は「苦しい,助けてくれ,

助けてくれ,入院させてくれ」と叫び,症例 2で

は「先生何 とかしてください」と治療者に対する

顕著な依存性が認められた。このように抗精神病

薬によって生じた分裂病的症状には,症状に対す

る苦痛が強 く,症状を積極的に治療者に訴え,治

療を求めてくるという特性がある。これに対して,

内因性の分裂病症状の場合には,一般に症状の自

己違和性が低 く,訴えは消極的となりやすく,治

療要求もはっきりとは表明されないことが多い。

抗精神病薬によって生じる分裂病的症状が,苦

痛が強 く,自己違和的であり,積極的治療要求を

もたらすという特徴をもつことは,こ れまでもし

ばしば指摘されている。例えば,原田1)は “para‐

dox反応"の鑑別のためには,患者の自覚症状を

詳しく聞 くことが必要であるとし,「積極的訴え,

医療的援助を進んで受け入れる,身体がイライラ

する,一人でいるのが辛い」などの点が,paradox

反応の特徴であるとしている。また,坂本5)は“亜

急性抑うつ反応"の特徴として「苦痛・異物感が

強 く,治療を求めてくる」ことをあげ,Van Putten

らつは“akinesia"の特徴 として「鎮静作用を受け

ているという主観的な感覚」を,西川らのは“tar―

dive akathisia"の特徴 として「いらいら感・不安

感などの自覚的不穏」を,佐藤のは“挿話性病理現

象"の特徴 として「自己違和性と体験に対する距

離」をあげている。

さらに,も うひとつの抗精神病薬による分裂病

的症状の特徴 として,錐体外路症状の共存をあげ

ることができる。 ここに呈示した症例でみると,

症例 1では,oral dyskinesia o parkinsonism・

akathisia。 急性 dystoniaが ,症例 2では,歩行時

の腕の振 りの減少などの軽度の parkinsonismが

認められている。これまでの報告でも,“paradox

反応"では akathisiaが ,“亜急性抑 うつ反応"で

は 姿 勢 の 異 常 な ど の parkinsonismが ,

“akinesia''で は座っている時に足を組 まないこと

などの parkinsonisrnが , ``tardive akathisia"で

は oral dyskinedaが ,“挿話性病理現象"で は眼球

上転や焦燥感が共存することが指摘されている。

このように,分裂病的症状に錐体外路症状が共存

する場合には,抗精神病薬によって生 じた精神症

状の可能性を考える必要がある。

以上のことから,抗精神病薬を投与 している分

裂病患者の症状 を観察するにあたっては,症状を

精神医学用語で記載するだけでは不十分であり,

患者の症状に対する姿勢 と錐体外路症状に注目す

る必要があることが理解できる。そして,症状が

自己違和的で,苦痛が強 く,錐体外路症状 と共存

している場合には,症状が分裂病性のものであっ

ても,抗精神病薬の副作用 として生 じた可能性を

検討する必要があるのではないかと考えられる。
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