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短時間作用型睡眠薬の動向
―triazolam storyを通して一

オす山奇 光 非「  北里大学医学部精神科学教授
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はじめに

アメリカの NIMHの 調査によると17、 夜眠れない人の数は全人口の1/3に も達 し,

その1/2は 自分の不眠症を重篤なもの とみなして医者を訪ねている。受診者の半分 (全

人口の7.5%)は睡眠薬を処方され,う ち60%(全人口の 5%)は 年に 1カ 月以上服薬 し,

そのうちの20%(全人口の 1%)は毎日服用している。このように,不眠症患者の数は

驚 くほど多 く,同時に毎日睡眠薬を服用せざるをえない患者がいかに多いかが NIMH

などの調査で明らかにされている。わが国にはこうした調査は行われていないが,1988

年度の半年間に北里大学東病院精神神経科を初診 した患者1,070名 のうち調査に応 じ

た807名 の57%は 不眠を認めているように16),事
1青 はアメリカと変わ りがないもの と考

えられ,ス トレス社会にあって多 くの人々が睡眠薬の服用を余儀な くされている。

現在,わ が国で用いられている睡眠薬は benzodiazepine(BZ)受 容体作動薬系のもの

が中心であり(表 1), このうち triazolalllが全睡眠薬の37%の シェアを誇っている。

triazolanlの処方頻度はきわめて高いのである。昨今,マ スコミに triazolamの 有害反

応がとりあげられて,各診療科でその対応におおわらわであると考えられる。ここで

表 l Benzodiazepine受 容体作動薬系睡眠薬

睡 眠 薬     臨床用量 (mg) 作用時間(半減期・時間) 承認年ＩＬ
benzodiazepines

ntrazepam

estazolam

flurazepam

nimetazepam

haloxazolam

triazolam

flunitド azepam
mida201am(,主 )

rilmazafone

lormetazepam

thienodiazepines

etizolam

brOuzOlam

cyc10pynolone

|   _聖画d°ne   _75- ll  __

5～ 10

1-4
10-30
3～ 5

5～ 10

0 125ヘン0.25

1～ 2

0.15～ 0 3 kg

l-2
1-2

1-3
0 25-0 5

中  (28)
中  (24)
長  (65)
中  (21)
長  (85)

超短 (2～ 4)

中  (9～ 25)

超短 (2～ 3)

短  (0)
短  (10)

短  (6)
短  (3～ 6)

超短  (4)

1967

1975

1975

1976

1980

1982

1983

1988

1989

1990

1983

1988

1989
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告や,単なる言己隠障害のみでなく,意識障害を伴った異常言動を呈するといった報告

もあって,triazOlam健忘の症例報告が増えていった (表 3).こ れをみても明らかなよ

うに,ほ とんどが0 5mg以上の高用量であり,飲酒を重ねたものが多い。したがって,

tnazolam健 忘は高用量の場合が多 く,かつアルコールとの相互作用が強いというの

が一般的見解であり,臨床薬理学的試験でも証明されている.しかし,アルコールを

重ねていない0.25mgの 低用量でも,翌朝起 きてから半 日間の記憶がないなどの自験

例 もあって,レ ポー トとして報告されていない症例の方がはるかに多いと思われる。

benzodiazepine受 容体作動薬は海馬に作用する以上は,そ のすべてが健忘作用を有 し

ている可能性が高 く,partial agonistと いえども例外でないとさえ考えているが,tri‐

azolamに はこの健忘作用が強いとの印象は確かにある。Bixlerら 3)の tHazolam o.5

mgと temazepam 30mgと の比較試験では,被験者が各群 3名 という少数で,し かも

睡眠障害の程度 (夜間の全覚醒時間が temazepam群 に有意に長い)に差がみられると

いった片寄 りがありながら,それについてのコメン トが全 くな く,0 5mgと いう tri‐

azolamの 用量にも問題があ り,そ の成績に公正 さを欠 くとの批判はある。しかし,

triazolamが とっくに血中から姿を消 している |ま ずの翌日の記憶機能になお障害を残

したとする報告 も無視できない。ただ,わ が国では,Kalesら が躍気になって数え上げ

ているような triazolamに よる精神症が反応を呈する臨床報告例が小ないものの, も

うろう状態を呈 したとの記載が多いのが気になるところである。

van der Kroefが 最初に言己載 し20,Oswaldや Kalesら がまとめた triazolamに よ

る多彩な精神症状 については,triazolam特 有の ものでな く,古 くか らbenzOdiaze‐

pineに よる奇異反応 paradoxical reactionと してよく知 られている7,10.そ の発生頻

度は0.2～ 0.7%と の報告 もあるが0,実際にはそれよりはるかに少ないと考えられる。

今回の一連の騒動の中でとり上げられた triazolamに よるこれらの副作用の頻度ある

いはその強度 。重篤度が他の benzodiazepine系 薬物によるものよりも高 く,強いの

か,あ るいは単に tnazolamの 処方頻度が高いために多 く報道されているにすぎない

のかが問題 となる。triazolamが 世界90カ 国以上の国々で発売されてベス トセラー と

なり,わが国でも37%も のシェアを誇っているように,確かにその処方頻度はきわめ

て高い。しかし,beneit to―五sk ratioの幅が狭いとの印象はぬぐえない。用量依存的

にこれらの反応が増加 してくる事実からみて,こ れらは奇異反応 とみるべきものでは

な くて,benzodiazepine本 来の持つ作用であるとの考え方もしておかねばらない
.

Kalesら は,

①半減期がきわめて短かいこと,

② benzodiazepine受容体への親和性が高く,mg力価が強いこと,

③ triazolo環 が独特の作用を持っている可能性,

などをあげて,triaz01amに これらの望ましくない作用が強いと主張している3,1の 。

アルコールとの相互作用も強い。同じ超短時間作用型の zopicloneに こうした報告例

がみえ始めていることは,作用時間の短かさが大きい要因の 1つ であることを意味し

ていると考えられる。なお,作用時間が短かく,benzodiazepine受 容体への親和性が
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強く,triazolo環を有するものとして,と もにthienodiazepine誘導体のetizolamと

brotizolamがある。etizolamは 抗不安薬のベス トセラーでありながら,睡眠薬として

も有効な薬物で,わが国でも処方頻度はきわめて高く,しかも日中の服用の方が多い。

brotizolamは わが国ではtriazolamに 次 ぐ第 2位の売 り上げを誇る睡眠薬であり,

triazolamに 比ぶべくもないが,処方頻度は決して低 くはない。ともにtriazolamに 類
｀

するような副作用の報告はほとんどないe triazolamに は,い まだ解明しきれない何か

が,そ れも受容体レベルに存在する可能性が考えられるが,今後の大きな研究課題 と

いえよう。

おわりに

現在,わが国で発表されている benzodiazepine受 容体作動薬系睡眠薬は13品 目に

のぼっているが (表 1),こ れらの薬物の承認年をみてわかるように,triazolamが承認

された1982年以降に開発されたのは flunitrazepamを 除 くと,いずれも超短時間～短

時間作用型ばか りであ り,さ らに現在開発中の zolpidem(imidazopyridine系 睡眠薬

で,benzodiazepine type l受 容体に特異的に結合する)と CL-284846(cyanopyrazolo

骨格 を基本 とする benzodiazepine受 容体作動薬)は ともに超短時間作用型 に属 して

いる.こ うした事実から明 らかなように,睡眠薬の開発は持ち越 し効果がなく,日 中

の精神運動機能に影響 を及ぼさないものとして作用時間の短い ものの方へ向いてい

る。作用時間が短いものには,反跳性不眠や 日中不安が出やすい とする Kalesら や

Oswaldら の主張 とは裏腹に,処方する医師も服用する患者 も作用時間の短いものへ
,

短いものへ と向き,したがって,睡眠薬の開発 も同じ方向へ向 くことにならざるをえ

ないのが現状である。           ・

超短時間作用型睡眠薬の代表である triazolamに みる副作用の頻度は,わが国で行

われた臨床試験成績にみる限 りでは最 も低いことは事実であるし,健忘症状発現につ

いての報告が最 も多いことも事実である。第 1次および第 2次の triazolam stor)7に

みてきたような,triazolamの有害反応にまつわる大騒動がわれわれの日常の臨床場

面にどのようにはね返って くるのか,今後の動きを見きわめてい く必要があるが,適

正目的による適正使用によって薬物の持つ長所を生かすという基本線は守るべきであ

ろう。日本でのマスコミの幸艮道は triazolamの 舌L用 によるものがほとんどである。乱

用による有害反応はどの benzodiazepine系 薬物 も抱えている問題で,triazolamの乱

用への potencyは強い可能性が大 きいとはいえ,マ スコミの取 り上げ方は興味本位に

ならざるをえないのであり,こ れに惑わされてはならないのである。
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