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Benzodiazepine系薬物により奇異反

応を塁したうつ病の 1例 *

武田隆綱
**

Benzodiazepine,Paradoxical reactions,Depresslon,Etizolam.Triazolam

こ患

はじめに

Benzodiazepine系 葉物 (以 下 BZ系薬物と略

す)は ,抗不安作用.鎮静・催眠作用,抗 けいれん

作用および筋弛緩作用を持つ臨床的に有ナΠな薬物

で,不安障害,睡眠障害だけでなく,多 くの精神

疾患の治療に用いられている=BZ系薬物の奇異

反応とは,薬物の効果として期待される作用とは

反対の反応を言い,具体的には.不安,焦燥,気

分易変性,攻撃性,敵意,興奮.幻覚,妄想など

を呈することである動
=筆 者は,clonazepam,

nitrazepam,lorazepam投与中には問題なかっ

たが,etizOlamお よびtriazolamの 追加投与によ

り奇異反応を呈したうつ病の 1例 を経験 したの

で報告し, 考察を加える。なお,報告にあたって

患者に日頭で説明し,同意を得ている.ま た忠者

が特定されないようにするため,文脈を損なわな

い範囲内で一部改変して記載しているこ

症例

〈症例〉当院初診時 45歳,女性c

家族歴および既往歴 特記すべきことなしt

病前性格 神経質,内向的.気が小さい:

生活史 中学校卒業後.バ ー ト1売 労 していた

19歳時に結婚 し,1■ をもうけた 25歳時から

バー ト就労を再開した

病歴と経過 X年 11月 (34歳 )に 意欲低 ド,抑

うつ気分,希死念慮,不眠などの症状が出現 し

たcl司年 12月 よりA病院精神科に通院し,う つ

病と診Lh‐ され,薬物療法が継続された.症状は 一

進一退で,ハ ー ト就労するものの。長続きせず,

1伝職を繰り返していた
:

A病院の社1当 医の退職に伴い,X+H l19サ |

(45歳 )か ら当院に通院するようになった「当院

初診時は,「 いらいらしてllkれ ない」,「仕 llや 家

事ができない」などと訴え,中等度のうつ状態で

あった=A病院で処方されていた litium carbo―

nate 600 mg/日 . clonazepam 3 rng/日 , nitraze―

panl 10 mg/[|. lorazepalll l mg/IJに sertl・ aline

25 mg/FIを 加|え たところ, うつ1ノt態 は次第に改

善 した=X+12111月 か ら家 事をするようにな

り,週 に 3日 の′`― 卜就労を始めた.同 116月

に うつ状態が再燃 したため,sertralineを 50

mg/日 に増量 したところ,改善 した.

X+13年 2月 に仕 1手 Lの ミスが多いという理

IHでパートを解雇になった」すると思者は「仕1「

Ｌ
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を解雇になったのがショック」,「死にたいJと 語

り,包丁でリス トカットをした。そこで etizo―

lam 3 mg/日 を加えた。すると3日 後に「頭の中

に人がいて『死ね,死ね』と聞こえてくる」と語

り,落ち着きなく家の中を徘徊し,幻聴,不穏が

出現した。Etizolamに よる奇異反応を疑い,た
だちに中止したところ,3日後に幻聴,不穏は消

失した。しかし,希死念慮が持続していたため,

paroxetine 20 mg/日 を加え,そ れまでの就労努

力を繰り返し評価したところ,希死念慮は消失し

た。同年8月 までにparOxetineを 40 mg/日 に増

量し,sertralineを 漸減中止した。地域の保健師

の勧めで,同年 9月 から精神障害者小規模作業

所に通うようになった。

X+14年 5月 に長男と口論になり長男が家出

したところ,「長男が無事か心配」と語り,不眠

が強まったため,triazolaln O.5 mg/日 を加えた:

すると,3日 後に「F死 ね」,『車に飛び込め』.

『ビルから落ちろ』などと男の声が頭の中で聞こ

えてくる」と語り,落ち着きなく家の中を徘徊

し,幻聴,不穏が出現したcま た道に落ちている

石を拾って「ダイヤモンドだ」と言うなどと,錯
視も出現した。そこで triazolamに よる奇異反応

を疑い,た だちに中止した。すると3日 後には

幻聴,錯視,不穏は消失した。同年 6月 に長男

は無事に戻ってきた。

X+16年 1月 に腰椎椎間板ヘルニアのため,B
病院整形外科に入院となった。入院中の同年 2

月に「気分が落ち込んでいらいらする」と訴える

ため,B病院で etizolam 3 mg/日 が追加された

ところ,3日 後に「『死ね』,『2階 から飛び降り

ろ』などと男の声が頭の中で聞こえるJ,「そこい

ら中に虫がいる」などと語り,落ち着きなく病棟

内を徘徊し,幻聴,幻視,不穏が出現したため,

B病院からの依頼で当院を受診した。Etizolam

による奇異反応と判断し,B病院に中止を要請し

たcす ると3日 後には幻聴,幻視,不穏は消失

した。同年 2月 末に退院した。その後は現在ま

で半年以上にわたって幻聴,幻視,錯視,不穏は

みられていない。軽度のうつ状態が持続してお

り,作業所に断続的に通所しているc

考察

BZ系薬物の奇異反応は,1960年 に chlordia―

zepoxideに よるものが報告〕されて以来,多 くの

報告があり,代表的な症状 として,①抑 うつ状

態,②精神病状態,躁状態,③敵意,攻撃性,興
奮などが生 じるとされるが,発生頻度は低 く,

02～ 0.796と されている.こ
原因は明らかでない1)

が,環境や対人関係などでの著明な葛藤下にある

患者や.も ともと敵意や攻撃性の強い性格の患

者。中枢神経系の抑制機構に脆弱性を有する患者

(精神疾患や脳器質障害の既往,小児,高齢者な

ど|に奇異反応|ま 起こりやすいとされているJ。

BZ系薬物による奇異反応として,せん妄とは

無関係に.幻聴.幻視,被害妄想,悪夢が出現す

ることが報告されている6c Bz系
薬物の奇異反

応として出現する精神病症状は,BZ系薬物中止

により改善するとされている°c BZ系薬物の中

でも.midazolam.triazolam,alprazolamな ど

のように高力価.短時間型・超短時間型のもので

奇異反応が出現しやすい3こ 投与法としては高用

量や静脈内投与で出現しやすい2)cま た,ア ルコー

ルとの併用も奇異反応のリスクを高めるD。

本症例は, うつ病という中枢神経系の脆弱性が

あることから,BZ系薬物の奇異反応のハイリス

ク患者であると言える=そ して高力価・長時間型

である c10nazepalll,中 力価・中時間型である ni―

trazepam,高 力価・中時間型であるlorazepam

を投与中は奇異反応はみられなかった。しかし
,

高力価・超短時間型であるtriazolamお よび高力

価・短時間型であるetizolamの 投与により幻聴 ,

幻視,錯視,不穏などの症状が出現し,両薬物の

中止により,速やかに改善した。したがって, こ

れらのエビソー ドは両薬物による奇異反応と考え

られる=ま た仕事を解雇になったり,長男が家出

したり,腰椎椎間板ヘルニアで入院したりするな

どの葛藤下にあったことも奇異反応を引き起こす

要因の一部になったと考えられる。

本症例の経験から, うつ病などの精神疾患を有

―
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する忠者に高力価,短時間型・超短時間型の BZ

系薬物を投与する際には,奇異反応を念頭に置 く

ことが重要と考えられる。
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