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これだ けは知 ってお きた い一一 精神科薬物療法 の上 手 な使 い方
薬物療 法 に関す るQ&A

精神科薬物療法 における嗜好品 へ の 留意点
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精神科患者 の喫煙率は,一 般 を対象に調査 した
もの と比較 して高 いことが知 られてい る。人が タ

CYPlA2の 代謝基質 となる主 な向精神薬
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バ コを喫煙す るのは,nicotineを 摂取す るためで
あるが ,タ バ コの煙 の 中にはそ の他 に も 3800種
類以上 の化学物質が含 まれてお り,向 精神薬 との

る。喫 煙 に よ り誘 導 さ れ る cytochrome P450

相互作用 は複雑 であると考えられるc
によって,満 足感,多 幸感,覚 醒効果,緊 張緩和

(CYP)と して, CYPlAl, CYPlA2, CYP2El
が知 られて い るが ,特 に CYPlA2が ,薬 物代謝
を考 える上で重要な もので ある 'c CYPlA2を 基

効果等 の 自覚効果が もた らされる。 これ らの効果

質 とする向精神薬 を表 1に 列挙 した。 これ らの酵

は,nicotineが 脳内の さまざまな神経伝達物質

素 で代謝 される向精神薬 は,喫 煙 により代謝が促

精神薬理学的作用 に関 しては,nた otineの 摂取

,

神経 ペ プチ ド,ホ ルモ ンな どの遊 離に影響 をお よ

進 される ことによって,血 中濃度が低下 し,臨 床

ぼす ことによ り生 じるもの と考え られてお り,特

効果が減弱す る可能性があるcま た,喫 煙 の薬力

にドパ ミン神経系へ の刺激作用が重要であるとさ

学的相互作用については,喫 煙 の覚醒効果 が,向

れて い る。

精神薬 による鎮静効 果 を減弱 させ る可能性がある。
さらに,nicouneが ,ド パ ミン神経系刺激作用 を
有す ることか ら,抗 精神病薬に よるパーキ ンソン

一般 に,薬 物 の相互作用には,薬 物 の体内動態
(主 に代謝)に 影響 をお よぼす薬物動態学的相互

作用 と,薬 物 の作用部位 (主 に受容 体)に おける

症状 を軽減 させ る可能性があ り,そ の一 方で,遅

薬物濃度 と効果 の 関係 に影響 をお よぼす薬力学的
,

発性 ジスキネジアの危険 因子 となった り,抗 精神
つ
病薬 の効果 を減弱 させた りす る ￨∫ 能性がある c

喫煙 の薬物動態学的相互 作用 としては, タバ コ

喫煙 は,強 力な酵素誘導に よる薬物の血中濃度
の低下や, ドパ ミン神経系刺激作用 によって,向

相互作用があ る。 後者 には,相 加作用 ,相 乗作用
措抗作用 がある。
に含 まれる多環芳香炭化水素 (polycychc aromadc

精神薬 の作用 を減弱 させ る可能性がある。 しか し

hydrocarbOns)が ,強 力 な酵 素誘導 を引 き起 こ

なが ら,現 実的に禁煙 を徹底 させ ることは困難で

し,薬 物 の代謝 を促進する ことが広 く知 られて い

ある ことか ら,医 療側が ,喫 煙が相互作用をもた
らす重要な因子である ことを認識 して,薬 物療法

かつ ひさとし,な かや ま かずひこ,わ くつ なおみ
・ 東京慈恵会医科大学精神医学講座
[〒 1058461東 京都港 lX西 新橋3258]

を行 う必要があ る。
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表 2 Ethanolの 血中濃度 と中枢神経系に対する効果
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い て,ア ルコール乱用や依存症が合併す ることが

脈拍 ,呼 吸数の増加

0.1 ‑015%

抑制 の欠如
気が大 きくなる

不安薬 との乱用 もあるため,相 互作用の問題は深

易怒的

刻である。
飲酒 の効果 は,ethanolに よって もた らされ

015 ‐03%
,

酪酎効果 である。酪酎効果 は,ethanolの 血 中濃

失調歩行
同じ話 を繰 り返す

主たる効果は,中 枢神経抑制作用 によって生 じる

嘔気・嘔吐
0.3 ‐0.4%

起立不能

度 と相関す るとされ,表 2に 示す よ うな段階があ

支離滅裂な言動

り,精 神機能 ,運 動機能お よび自律神経機能 に様

意識混濁

々な影響 をお よぼす。

04%以 上

あ り,ア ルコール脱水素酵素 ,肝 ミクロソームの
として

CYP2El),お

よび カタラーゼが

昏睡
失禁

,95%以 上が肝臓で代謝 される。肝
細胞内の ethanolの 代謝 には,3つ の代謝経路が
Ethanolは

CYP(主

●

判断力,歩 行,言 語 の軽度の障害

感情障害が合併する ことや,多 くの精神障害にお
知 られて い る。 さらに,ア ルコールと睡眠薬 ,抗

多幸感

呼吸停止

Ethanolの 主たる作用 は,中 枢抑制作用 であ り
,

向精神薬 の多 くが中枢抑制作用 を有 してい ること
か ら,薬 力学的相互作用 も重要である。同時に服

ある。
Ethanolの 薬物動態学的相互作用 につ いて は

,

用す ると,相 加的相互作用が生 じて,互 いの鎮静

ethanolの 急性摂取時に薬物 を服用す ると,CYP

作用等が作用 を増強 して危険である。

を代謝酵素 として利用す る薬物 と競合阻害 を起 こ

して も血中濃度が上昇せ ず効果が減弱す るとされ
てい る 中。 このため,ア ルコール依存症患者 にお

,そ の酪酎効果が対 人交流 を円滑 に
するため,古 くか ら社会生活 の手段 として重要な
位置 を占めて きた。 しか しなが ら,向 精神薬 との
同時併用は,薬 物動態学的にも,薬 力学的にも中
枢抑制作用 の増強により,精 神機能 ,運 動機能お
よび自律神経機能に影響 をお よぼして,思 わぬ事
故や事件 ,生 命的危機 をまね く可能性がある。従
って,向 精神薬 を服用 して い る患者 に対 しては

い ては,CYPに よる代謝 を受 けず に直接 グ ル ク

これ らに留意 した断酒指導が必要になるであろう。

し,ethanolお よび薬物 の 代謝障害が 生 じて,互
いの血中濃度が上 昇す ることによって,効 果が増
強す る とされてい る。 一方 ,ethanolの 慢性摂取
時 には,逆 に

CYPの 酵 素誘 導が 生 じるため

,

ethanolお よび薬物 の代謝が尤進 し,薬 物 を服用

Ethanolは

,

ロ ン酸抱合 を主要 な代謝経路 とす る oxazepam,

lorazepam,lormetazepamな どを使用す ることが
有用 との考えもあ るが

D,ア ル コールがグルクロ

ン酸抱合 を減弱 させ るとも言 われてい るため注意
が必要である い。 また,動 物実験 にお い て,ア ル
コール によって,triazolamが 中枢 に移行 しやす
くなる とい う報告 もあ りい,同 薬 の乱用 との 関連
も指摘 されてい る。。

コー ヒー 1杯 には,約

50mgの

caffeineが 含 ま

れてい る。Caffeineも また精神科患者 にお いて

,

過剰摂取が多 く認め られることが知 られてい る。
精神科入院患者 の 22%に ,1日 量 にして 750mg
以上の過剰摂取 を認め,こ れ らの患者は不安 ,抑

￨
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うつ が,そ の他 の患者 と比較 して強 く,よ り多 く

醒作用が,向 精神薬 の鎮静作用や催眠作用 を減弱

の鎮静剤や睡眠薬 を使用 して い た とい う報告 もあ

させる可能性が考 えられる。

.。

Caffeineと 向精神薬 との相 互作用 の 問題点 は

る

,

コーヒー などによって摂取 された caffeineは

,

喫煙 と異な り,向 精神薬 の血 中濃度 を変動 させ る

ニ

をお よぼす。精神薬理作用 としては,中 枢神経刺

中濃度が影響 を受け,有 害作用が出現す るとい う

激作用 を有 し,気 分高揚作用,覚 醒作用 ,疲 労緩

ことが重要である。その有害作用には,不 安 ,焦

和作用 ,作 業能力向上作用 をもつ。そ の一方 で

燥等 の精神症状が多 く含 まれる ことか ら,向 精神

,

過剰摂取 によって,不 眠,不 安 ,焦 燥 ,精 神病症

薬 の効果判定に は,caffeine摂 取 の影響 を考慮 に

状 ,重 症 になると,け いれんやせん妄 を引 き起 こ

入れる必要がある。

す。 また,不 安症状やパニ ック発 作 を持 つ もので
は,特 に不安 ,恐 怖 ,パ ニ ックが 引 き起 こ されや
す い と さ れ る・ 。Caffeineの 代 謝 は,主 に

CYPlA2に よる とされ るが ,CYP2Elも 部分的
に関与 してい ると考え られてい る い
。
薬物動態学 的相互作用 としては,caffeineの 代
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とい うよ りも,併 用薬 によ り,caffeine自 体 の血
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