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Abstract

This review contains that by using literatures it is considered the relationship between

drug blood concentrations and therapeutic, toxic or lethal levels of the persons intaked

drug(S)in whiCh 18 1nedicines include hypnotics,antidepressants and antipsychotics.In ad‐

dition,some examples in practical autopsy cases are presented。  
′
rhis includes to give atten‐

tion to sample pretreatrrlents and analytical lnethods.

Key words:]Drug blood concentration,Therapeutic,toxic or lethal level,Hypnotics,

Antidepressants,Antipsychotics

抄  録

このレビューは 18種の睡眠導入剤,抗 うつ薬,精神神経用剤について,薬物血中濃度と身体の受け

る影響との関係 (治療,中毒,致死 レベル)に ついて文献的に考察 した.加えて,実際の剖検事例につい

ても提示 した.さ らに薬物分析時の試料取扱および分析時の注意点についても触れた.

緒    言            死 レベルは表 1に 示 した。

薬毒物関連死の多 くは諸臓器のうっ血以外,特徴的な   項目

所見は一般的に少ない。従 って,薬毒物そのもの及びそ   1.催 眠・鎮静薬,ト リアゾロベンゾジアゼピン系薬物・

の代謝物を同定 (定性)し ,血液や諸臓器中から検出され   トアゾラム

た物質の定量を行い,そ の濃度の評価により法医中毒学   2.催 眠・ 鎮静薬,イ ミダゾピリジン系薬物・ ゾルピデム

的診断をする必要がある。これらの中で一番重要な項 目   3.催 眠・鎮静薬,シ クロピロロン系誘導体薬・ ゾピク

は薬物濃度 と身体の受ける影響の関係 (治療,中毒,致死   ロン

レベ ル)D～
助および死亡直後からの薬物の死後変化 (死後   4.催 眠・ 鎮静薬,ベ ンゾジアゼピン系薬物・ フルニ ト

拡散を含)の問題→～0が あるが,後者の部分は引用 した文   ラゼパム

献を参照されたい.                   5。 催眠・ 鎮静薬,ベ ンゾジアゼピン系薬物・ ニ トラゼ

ここでは医薬品関連死事例を中心に,個 々に事例を挙   パム

げながら薬物濃度とその薬物による身体の受ける影響の   6.催 眠・鎮静薬,ト リアゾロベンゾジアゼピン系薬物・

関係について考察する。医薬品は多 くの種類があるが,  エスタゾラム

ここでは睡眠導入剤,抗 うつ薬,向精神薬などから,日 本   7.催眠・鎮静薬,プ ロムヮレリル尿素

で比較的死亡事例の多い下記の 18種類の医薬品のみに   8。 催眠・鎮静薬,ベゲタミン (ク ロルプロマジン,プ ロ

限定する.個 々で記載した薬物の推定血中治療,中毒,致   メタジン,フ ェノバルビタールの合剤)
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表 1。 薬物の推定血中治療,中毒および致死レベル

血中濃度 (μg/gま たはμg/mL)

物薬 致死 レベ ル
治療 レベル   中毒 レベル

単 剤 複 合

1.ト リアゾラム

2.ゾルピデム

3.ゾ ピクロン

4.フ ルニ トラゼパム

5.ニ トラゼパム

6.エスタゾラム

7.プ ロムヮレリル尿素 (プ ロミソバル)

8-1.ク ロルプロマジン

8-2.プ ロメタジン

8-3。 フェノバルビター‐ル

9.エチゾラム

10。 ジアゼパム (急性)

ジアゼパム (慢性)

H.リ スペ リドン

12.オ ランザピン

13Dハ ロペ リドール

14.ア ミトリプチリン

アミトリプチリン十ノル トリプチリン

15。 フルボキサ ミン

16.パ ロキセチン

17.ミ アンセ リン

18.カ ルバマゼピン

そ の 他

プロマゼパム

プロチゾラム

アルプラゾラム

アモバルビタール

ペントバルビタール (経口投与)

レボメプロマジン (メ トトリメプラジン)

スルピリド

ビペ リデン

クロミプラミン

イミプラミン

イミプラミン十デシプラミン

ノル トリプチリン

トラゾドン

アモキサピン

アモキサピン十代謝物

マプロチリン

フェニ トイン

エフェドリン

アセ トア ミノフェン (パ ラアセタモール)

<0。 01

<0.12

<0。 13

<0.01

<0。 08

<0。 1

<6
<0.5

<0。 1

<40
<0.025

<1
1-4

<0.01

<0。 028

<0。 12

<0。 16

<0。 4

<0.2

<0.06

<0.1

<7

<0.15

<0。 017

<0.06

<8。 7

<5
<0.1

<0.38

<0.026

<0.15

<0.1

0。 15-0。24

<0.2

<1.6

<0。 1

0.2-0.4

<0,72

<20
<0.2

<50

0。01-0,04

0.1-0。 7

0。 1-0.6

0.01-0.05

0308<

0.1-1.3

10-40

0.5-2

0.1-1.8

40-60

(0。 02-0.1)

1-20

(0。02-1)

0,05-1

0。04-0.5

0.4-3

0.1-1.4

0。 06-1.9

0。 1-0.8

8-50

<538

0.08-0.6

8-21,(43-66)

<28

2.1

<0,75,2.84

<4.996.0

0.2-0。 9

<19,26
1。 6(0。3-2。 9)

0.24-0.8

<112
<15-23

0.04-0.1

0,7-4

0。4-2.3

0.2-1

0。5<
23-41

0。8-2.4

0.6-1.8

30-75

5-30

0.1<

4<
1。2<

(0.1<)

1<

44-114

3-12

1.8-12

75-116

(0。 15<)

5-19

(1.8<)

lD2<

1。2<
2<
2.8<

2。0<
1.6<

35<

5

(0。 19<)

O.6(0.12-2.1)

47(29-68),81,163

29(10-51),40(12-112)

2.6(0。 8-4。 1),8

3.9-39

1.6-3。 3

7.3(0。 3-30)

11(6.5-16)

0。9<
18(15-23)

6。 9(0。9-20)

5.4(1.3-13),45

94(45)

9.7(3。 5-21)

248(160-387)

1<
0。5<

0。8<
1。4<(0,4<)
0。7<
10<

0。25-0.66

0.6-5

1.2-2.8

9。 1-33

170(90-320)

9.抗不安薬,チ エノジアゼピン系薬物・ エチゾラム

10.抗不安薬,ベ ンブジアゼピン系薬物・ ジアゼパム

11.抗精神病薬,新世代 (非定型)・ セロ トニ ン・ ドパ

ミン拮抗薬・ リスペリドン

12.抗精神病薬,新世代 (非定型)・ クロザピン類似薬・

オランザピン

13.抗精神病薬,ハ ロペ リドール

14.三環系抗うつ薬,ア ミトリプチリン

15。 抗 うつ薬,選択的セロ トニ ン再取 り込み阻害薬

(SSRI),フルボキサ ミン

16。 抗 うつ薬,選択的セロ トニ ン再取 り込み阻害薬

(SSRI),パ ロキセチン



17.四環系抗うつ薬,ミ アンセリン

18。 抗てんかん薬,カ ルバマゼピン

さらに,比較的検出事例の多い薬物 (プ ロマゼパム,ブ

ロチゾラム,ア ルプラゾラム,ア モバル ビタール,ベ ント

バルビタール,レ ボメプロマジン,ス ルピリド,ビペ リデ

ン,ク ロミプラミン,イ ミプラミン,ノ ル トリピチ リン,

トラゾ ドン,ア モキサピン,マ プロチリン,フ ェニ トイン,

エフェドリン,ア セ トアミノフェン)に ついて資料を表 1

に追加 した.

1。 催眠・ 鎮静薬,ト リアゾロベンゾジアゼビン系薬物 0

トリアプラム

ベンゾジアゼピン系薬物の一誘導体である トリアゾロ

ベ ンゾジアゼピン系薬物・ トリアゾラムは,「ハルシオ

ン」として催眠・鎮静薬の主要な薬物とし使用されてい

るほか,違法薬物としての使用 も含まれ法医学領域の中

で重要な薬物の一つである.ト リアゾラムは,旧来のバ

ル ビタール系薬物よりも微量で作用 し,使用量 も通常

0。 125-0。 25 mg(最大 0。5 mg)と 少ない。超短期作用薬

に分類されている。トリアゾラムは,抑制性神経伝達物

質であるγ‐ア ミノ酪酸 (GABA)受容体 (GABAA)に 結

合 し,そ の GABAA受容体 と塩素イオンチャネルが複合

体 (GABAA受容体・ ベ ンゾジアゼピン受容体・ 塩素イ

オ ンチャネル複合体)を形成 していることから,塩素イ

オ ンの細胞内流入を増強 し,そ の結果,細胞膜が過分極

し,神経の興奮が抑制されるη.ト リアゾラムには依存性

がある。大過剰摂取において,傾眠3錯乱,協調運動障害 ,

言語障害などを生 じ,呼吸抑制,無呼吸,痙れん発作や死

亡に至る場合 も報告 されている助.ト リアゾラムは主に

CYP3A4で代謝される。

トリアゾラムの血中治療レベルは平均最高血漿中濃度

で 3.O ng/mL(0。 25 mg投薬時)お よび 4。4 ng/mL(0。 5

mg投薬時)でありそれらの範囲は1.7-9.4 ng/mLで あっ

たり。従って血漿中トリアゾラム治療レベルは 10 ng/mL

以下である。薬物影響下で逮捕された自動車運転者 8人

で血中 トリアゾラム濃度は平均 23 ng/mLで その範囲

は 4-40で あった9。 また,5 mgを服用 し8時間以内に

意識を回復した女性の入院時の血清 トリアゾラム濃度は

31 ng/mLと 報告されている1°。従って,ト リアゾラムの

血中中毒 レベルは 10-40 ng/mL程度と推定される。ト

リアゾラムによる中毒死例で平均血 中濃度 は 39

ng/mL(範囲 10-57)お よびエタノールも同時に検出さ

れた トリアゾラム中毒死例では平均血中濃度は 62

ng/mL(範 囲 10-220)と 記載されているり.ま た総括的

に トリアゾラム中毒死例の平均心内血濃度 は 119

ng/mL(範 囲 84-153),大 腿血濃度 77 ng/mL(同 62-

91),脳組織濃度 161 ng/g(同 106-216),肝 臓濃度 394

ng/g(同 92-583),腎 臓濃度 197 ng/g(同 71-293)お
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よび尿中濃度 270 ng/mL(同 24-741)と 報告されてい

るlL以上致死的 レベルについてまとめると,心 内血 トリ

アゾラム濃度 100 ng/mL以 上で致死的 レベルであり,

それ以下 (40-100 ng/mL)の範囲であれば,検出された

トリアゾラムは死因となり得る共同因子と考えられる:

即ち トリアゾラムと身体維持に不利益な状態が複合 した

状態 (例 えば,エ タノール,そ の他の薬毒物,窒息 もしく

は酸素欠乏状態,低温,過度のス トレスなどが同時に存

在する場合 ).し か し,心内血 トリアゾラム濃度が概ね

60-100 ng/mLの 範囲は今後の事例の積み重ねにより

致死的レベルに入る可能性 もあり,合わせて致死的共同

死因の範囲 も 20-60 ng/mL程 度になる可能性 も否定

できない.

トリアプラム検出事例 :

50歳代の女性で,海岸の波打ち際で俯せ状態で浮遊 し

ているところを発見された日外表上明らかな損傷はなく,

気管・気管支内には泡沫を認め,両肺臓とも膨隆状であっ

た.直接死因は溺死.死後経過時間は約 12時間.ト ライ

エージ検査で,バルビツール酸系薬物およびベンゾジア

ゼピン系薬物陽性 .

ガスクロマ トグラフィー質量分析 (GC― MS)法 による

薬毒物スクリーニング11血
液,尿試料など約 0.5g分取 0

秤量後,内部標準液 (IS:バルビタール 12.5 μg,塩酸クロ

ミプラ ミン 2.5 μgお よびプラゼパム 2.5 μg)を添加 し

たものと添加 しないものを用意 し,0。 lMホ ウ酸ナ トリ

ウム緩衝液 (pH 10)を加え,ア ルカリ性にて,エ キス ト

レルー トNTカ ラムでジクロロメタン:イ ソプロパノー

ル混液 (85:15)で抽出し,GC―MS分析を行った.GCカ

ラムは Rtx-l MS(15m× 0.25 mm× 0。25 μm)ま たは

DB‐ l MS(同サイズ)カ ラムを用いた.そ の結果,ト リア

ゾラム,フ ェノバルビタールおよびカフェインが検出さ

れた。フェノバルビタールおよびカフェインの定量は上

記の ISを用いた試料で分析 した。

注記:ト リアゾラムの質量分析による定性分析はエチ

ゾラムとの異同に注意を要する:即 ち,ト リアゾラムお

よびエチゾラムとも近似 した溶出位置を持ち,通常の EI

陽性マススペク トルの主要 ピーク m/Z342,344,313,

315な どは共通であるが,主要ピークのなかで m/z238
は トリアゾラムに特徴的で,m/z266は エチゾラムで特

徴的に相対強度が高 く区別可能である.

トリアゾラムの定量分析は文献記載の方法勁:血液,尿

などの試料 lgを分取・ 秤量後,0。 lMホ ウ酸ナ トリウ

ム緩衝液 (pH 9)を加え,内部標準物質 (ア ルプラゾラム

1。 O μg)を加え混合後,エ キス トレルー トNTカ ラムに

アプライ.ク ロロホルムで溶出し乾固後,0。 lMク エン酸

緩衝液 (pH 5,0)を 加え懸濁 し,2mLn… ヘキサンを加え

混合.有機層は廃棄 し,水層は lM水酸化ナ トリウム溶

液で pH 10に 調整。再びエキス トレルー トNTカ ラムに
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アプライ し,ク ロロホルムで溶出し乾固。これをクロロ

ホルムで再溶出しGC‐MS分析 した.定量分析結果:ト リ

アゾラム濃度 (ng/g)は心内血 68.3,末梢血 77.2,尿 84。 8

であった。その他フェノバル ビタールとカフェインが治

療 レベル程度検出された.以上の結果か ら,本事例の血

中 トリアゾラム濃度は高濃度で 68-77 ng/gは 死因とな

り得る共同因子と考えられ,場合によっては直接死因と

なり得る可能性 もある.従 って本事例の血中 トリアプラ

ム濃度は本屍が溺死 した原因因子として矛盾のない濃度

であることが判明した.

2。 催眠・ 鎮静薬,イ ミダゾピリジン系薬物・

ゾルビデム

イミダゾピリジン系薬物 0ゾルピデム酒石酸塩は「マ

イスリー」という商品名で不眠症の薬物 (入眠剤)と し

て最近広 く使用されている。ゾルピデム酒石酸塩の通常

使用量は 5-10 mgで あり,ト リアゾラムよりもやや多

い.超短期作用薬に分類されている.ゾルピデムはイ ミ

ダゾピリジン系薬物ではあるが中枢神経ベンゾジアゼピ

ン系受容体 ωl(小 1図 ,嗅球,淡蒼球,大脳皮質第 4層 など

に多い)に対 して選択的な親和性を有 し,ト リアゾラムと

同様 GABAA系 の抑制機構を増強 し,睡眠鎮静作用を示

す1助 .ゾル ピデムは CYP3A4,一 部 CYP2C9,CYPlA2
で代謝される.

ゾルピデムの血漿中治療 レベルは 1.6時 間後に平均最

高血漿中濃度で 59 ng/mL(範囲 29-113,5 mg投 与時)

および 121 ng/mL(範囲 58-272,10 mg投 与時)であっ

た1ヽ

従って,ゾルピデムの血中治療 レベルは 120 ng/mL

以下と推定される10。 ゾルピデム影響下で自動車の運転

をして逮捕された 11人の平均血中濃度は 348 ng/mL

(範囲 100-730)で あった1｀ ゾルピデム 300 mgを 服用

したヒトの 3時間後の血漿中濃度は 600 ng/mLであ

り,そ のヒトの昏睡はフルマゼニル l mgの静注で回復

したと報告されている り.従 って,ゾルピデムの血中中

毒レベルは 100-700 ng/mL程 度と推定される.ア ルコー

ルとゾルピデムが同時に検出された二人の死亡事例では

死後の血中ゾルピデム濃度 0。 8-0。 9 μg/mLを示 し,ア ル

コール濃度は 2.4-2。5 mg/mLで あったと報告されてい

る坤.ゾル ピデムと少な くとも 1種類以上の薬物が検出

された急性中毒事例ではゾルピデム平均心内血濃度 2.8

μg/mL(範囲 1.1-4.5)で あった .゙更 に,ゾルピデム単独

大量服用 2事例では心内血濃度 4.3お よび 7.9 μg/mL

を示 した報告されている助n.従 って,ゾルピデムの血中

致死的 レベルは 4 μg/mL以 上 と考え られるが,0.7-4

μg/mLの範囲においては検出されたゾルピデムは死因

となり得る共同因子と考えられる:即 ちゾルピデムと身

体維持に不利益な状態が複合 した状態 (ト リアプラムと

同 じ).し か し,心内血 ゾル ピデム濃度が概ね 2。0-4.0

μg/mLの範囲は今後の事例の積み重ねにより致死的レ

ベルに入る可能性 もあり,合わせて致死的共同死因の範

囲も 0.6-2。 O μg/mL程度になる可能性 も否定できない。

ゾルピデムが検出された事例 :

50歳代女性は自宅のコタツの中で死亡発見された。死

後経過時間は約 32時間.外表状損傷等認めず.死因は急

性薬物中毒.ト ライエージ検査:ベ ンゾジアゼピン系薬

物,パルビタール系薬物,テ トラヒドロカンナビノール

およびアンフェタミン陽性。GC法 によるアルコール検

査 (mg/ml):心内血 0.15,末梢血 0。 17,尿 0。 91.

GC‐MS法 による薬毒物スクリーニングおよび定量方

法は トリアゾラムのスクリーニング項記載 と同様鴫.定

性分析結果:ゾルピデム,ゾ ピクロン,エ スタプラム,フ

ルニ トラゼパム,ロ ルメタゼパム,カ フェイン,ニ コチン

が定性的に検出されたが,覚醒剤などは検出されなかっ

た。ゾル ピデムの EIマ ススペク トルは m/z235,92,
219の主要 ピークと 307の分子 ピークが見 られる.定量

分析結果:ゾルピデム遊離塩濃度 (μg/g)は 心内血 2.02,

末梢血 1。04,尿 1.91,胃 内容 76.8で あった.さ らにエタ

ノール も検出され,そ の濃度 (mg/mL)は心内血 0。 15,

末梢血 0.17,尿 0。91で あったらなお,エスタゾラム,フ ル

ニ トラゼパムおよびゾピクロン濃度はそれぞれの項目に

記載されている.上記のゾル ピデムの基準か らすると,

本件の心内血および末梢血ゾルピデム濃度は致死的共同

因子の範囲に入る.ゾ ピクロンやその他の薬物濃度およ

びエタノール濃度等を総合的に考慮 して,本件の死因は

複合薬物中毒死と判定された.

3。 催眠・鎮静薬,シ クロピロロン系誘導体・

ゾピクロン

ゾピクロンもゾルピデムと同様不眠症などに適応され

る非ベンブジアゼピン系睡眠・ 鎮静薬で,「アモバン」と

して市販されているが,多 くのジェネリック薬品がある。

ゾピクロンの使用量は 7。5 mgま たは 10 mgで ある.健

康成人にゾピクロン 7.5 mgを 投与 した場合,平均最高

血漿中濃度 (Cmax)は 67.8 ng/mLで あり,そ の到達時間

(Tmax)は 1.17時間である10.さ らに半減期 (T1/2)は 3。66

時間である。またゾピクロン 10 mgを一回経口摂取 し

た時の Cmaxは 80。87 ng/mLで あったlQ。

従って,超短期

作用薬に分類されている.ゾ ピクロンはシクロピロロン

系誘導体ではあるが,ベ ンゾジアゼピンレセプターに結

合 し,GABAレ セプターに作用 し,GABA系抑制機構を

増強する.抗不安作用,抗痙れん作用,筋弛緩作用を有す

る。ゾピクロンの副作用 として,ゾルピデムとほぼ同様

であるが助
,呼吸抑制や依存性の記載もあり注意を要する.

ゾピクロンは CYP3A4,CYP2C8で 代謝される。.相互

作用として筋弛緩薬とは作用を増強する,ま たその他の

相互作用 もゾルピデムの場合と類似
助

.



ゾピクロンを 8人の健常人に一回 7。5 mgを投与され

たヒトの最高血清中濃度 (1。 1時間後)は平均 76 ng/mL

であり,さ らに,12人 のヒトにおいて 15 mgを投与さ

れたヒトの最高血清中濃度 (1。6時間後)は 平均 131

ng/mLで あったと記載されているD。 従って,ゾ ピクロ

ンの血中治療 レベルは 130 ng/mL以 下と推定される.

また,若い男性は 300 mgを 意図的に服用し,そ の血漿

中ゾピクロン濃度は 1,6 μg/mL(服用後 4.5時間)で あ

り,半減期 3.5時 間で減少 し回復 したと記載されてい

る助動。以下記載の致死例も考慮 して,ゾ ピクロンの血中

中毒レベルは 0。 1-0.6 μg/mL程度と推察される。ゾピク

ロン中毒死 した 22人 の死後大腿血濃度は平均 0。9

μg/mLで あったと記載されている助.さ らに,ゾ ピクロ

ン200-350 mgの服用後死亡発見された老人女性の大

腿血濃度は 1.3 μg/mLで あったと報告されている助η
B

ゾピクロン過剰服用で死亡 した 9人の死後の平均濃度

(μg/mLま たはμg/g)は血液 1。3範囲 (0。 4-3.9),脳 2.8

(範囲 2.8),肝 臓 4.7(範 囲 0.8-8.7),腎 臓 1.7(範囲 1。 7),

尿 9.2(範 囲 7.3-11),お よび胃内容 88(範囲 14-150)で

あったD.ゾ ピクロン中毒死 4例の大腿血濃度 (μg/mL)

は平均 0.7範囲 (0.6-1。8)であり,ゾ ピクロン以外の薬物

やアルコールなどが検出された 16例ではゾピクロン大

腿血濃度 (μg/mL)は 平均 1.2範囲 (0,4-2.3)で あった .゙

従って,ゾ ピクロンの血中致死的レベルは 1。 2 μg/mL
程度以上と推定される.さ らに,0。4-1.2 μg/mLの 範囲

においては検出されたゾピクロンは死因となり得る共同

因子と推定される.ゾ ピクロンの血中中毒レベルと致死

レベルは一部 (0.4-1。 2 μg/mL)重複 しているためここ

で記載した基準は変更される可能性がある。

ゾピクロンが検出された事例 :

前記のゾルピデムが検出された事例に同時に記載され

ている:ゾ ピクロンの EIマ ススペク トルは m/z143,

217,245,H2,99,191な どの主要ピークが見られる.

本例の心内血および末梢血中ゾピクロン濃度は各々

0.659 μg/gお よび 0.267 μg/gで あり,薬物中毒 レベル

から致死的共同因子レベルに相当する.従 って前記のご

とく,本件の死因は複合薬物中毒死と判定された.

4.催眠・鎮静薬,ベンプジアゼピン系薬物・

フルニ トラゼパム

ベンゾジアゼピン系薬物 0フ ルニ トラゼパムは不眠症

や麻酔前投薬として「サイレースJ「 ロヒプノールJな ど

の名前で広 く使用されている.フ ルニ トラゼパムの使用

量は就寝前または手術前に一回 0。5-2 mgで ある。フル

ニ トラゼパムは大脳辺縁系および視床下部において,抑

制性 GABAニ ューロンのシナプス後膜に存在するベン

ゾジアゼピン受容体にアンタゴニストとして高い親和性

で結合 し,GABA親 和性を増大 させ ることにより,
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GABAニ ューロンの作用を特異的に増強させ,強力な睡

眠・鎮静作用を示す。健康成人にフルニ トラゼパム 2

mgを投与 した場合,平均最高血漿中濃度 (Cmax)は 11.5

ng/mLであり,そ の到達時間 (Tmax)は 1.3時間であるり
.

さらに半減期 (T1/2)は 6。8時間であり1動

"よ
って中期作用

型とされている.

フルニ トラゼパム経口2 mgを 投与された 7人の成人

の最高血清中濃度 (2時 間後)は平均 8 ng/mLであり,

24時間で 1.5 ng/mLに減少.代謝物の 7‐ アミノフルニ

トラゼパムは 9時 間で 2 ng/mLに ,24時 間で 0。8

ng/mLに 減少 .ノ ルフルニ トラゼパムは 24時 間で

l ng/mLで あったと報告されているD2o。 毎日2 mgを

経口服用したヒトのフルニ トラゼパム最高血清中濃度

(5時間以内)は 10-20 ng/mL範囲であり,平均 19時間

の半減期を持っていたと報告されているD20。 また,フ ル

ニ トラゼパム経口2 mgを投与されたヒト6-24時間以

内に,尿中フルニ トラゼパム濃度は 0.5-3 ng/mLで あ

り,7‐ アミノフルニ トラゼパム濃度は 50-500 ng/mL

であった助.さ らに,48-72時 間後で尿中 7¨ アミノフルニ

トラゼパム濃度は 20-70 ng/mLで あったと報告され

ているり。従って,経 口服用の場合,フ ルニ トラゼパムの

血中治療レベルは 10 ng/mL以下と推定される.130人

の中毒運転者の血中フルニ トラゼパム濃度は 10-50

ng/mLの範囲であったと報告されているD.よ って,新

鮮な試料におけるフルニ トラゼパムの血中中毒レベルは

10-50 ng/mL程度と推定される。一方,28 mgの 薬物

の服用で死亡 したヒトの腎臓フルニ トラゼパムおよび

7-ア ミノフルニ トラゼパム濃度は各々 0。5 mg/kgであっ

た1ヽ

致死的薬物過剰服用例でフルニ トラゼパム自身は血

液,肝臓および尿中には検出されなかったが,7‐アミノフ

ルニ トラゼパムは 0◆01-1.6 μg/mLで 検出されたと報

告されている。2D。 このように,フ ルニ トラゼパムは 7‐ ア

ミノフルニ トラゼパムに分解され,両者とも不安定かも

しれない。この不安定さは温度上昇,パ クテリアの存在,

フッ化ナ トリウムの不存在とヘモグロビン存在によって

加速されるD2a.従 って,フ ルニ トラゼパムの血中致死的

レベルは判断する資料が不足しているため特定できてい

ない.し かし,上記中毒レベルから推定すると,新鮮な試

料におけるフルニ トラゼパムの血中致死的レベルはおそ

らく,100 ng/mL以 上と推察されるが,今後の研究を待

ちたい。

フルニ トラゼパムが検出された事例 1:

事例はゾルピデムの項に記載されたもの。フルニ トラ

ゼパムの EIマ ススペクトルは m/z286,285,245,312,

238,239,183な どの主要ピークと分子・イオン313が見

られる.フ ルニ トラゼパム濃度 (ng/g):心内血 79.5,末

梢血 68.9,尿 3。35,胃内容 553で あった。

フルニ トラゼパムが検出された事例 2:
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うつ病,不眠症で通院 していた 40歳台男性は朝自宅

の玄関先路上で俯せ状態で唸っているのを通行人に発見

され,病院に搬送されるも死亡.外表上,表皮剥脱等の軽

微な損傷以外はない.死因は急性薬物中毒。死後経過時

間は約 7時間.GC‐MS法による薬毒物スクリーニ ング

方法および定量方法共 トリアゾラムの項記載 と同様
H).

分析結果:ゾル ピデム,ゾ ピクロン,フ ルニ トラゼパム
,

フェノバル ビタール,ク ロルプロマジン,プ ロメタジン
,

カフェイン,ニ コチンが定性的に検出された.フ ルニ ト

ラゼパム濃度 (ng/g):心 内血 35.4,末梢血 45.6,尿 49。4,

胃内容 527で あった.

以上 2事例の結果から,血中 30-80 ng/gの 範囲にお

いて検出されたフルニ トラゼパムは死因となり得る共同

因子と推察されるが,今後の研究を待ちたい。

注記:フ ルニ トラゼパムが疑われる事例はなるべ く速

く分析すべきである.前記のようにニ トロベンゾジアゼ

ピン系薬物は時間・条件によリアミノ体やその誘導体に

変化する可能性が高 く,変化する前に分析する必要があ

る.保存のため試料を速やかに凍結すべきだが,凍結融

解は繰 り返さないこと.死後経過期間が長い事例ではフ

ルニ トラゼパム自身は検出されない可能性があり,分析

結果は慎重に判断する必要がある。

5.催眠・鎮静薬,ベ ンブジアゼピン系薬物・

ニ トラゼパム

ベンゾジアゼピン系薬物・ ニ トラゼパムは不眠症薬や

抗てんかん薬として「ネルボン」「ベンザ リン」などの名

前で広 く使用されている.ニ トラゼパムの使用量は就寝

前または手術前に一回 5-10 mgで あり,異型小発作群

および焦点性発作に一 日 5-15 mgを分服する。ニ トラ

ゼパムは大脳辺縁系 (特 に扁桃核9海馬)お よび視床下部

において,抑制性神経伝達物 GABAの シナプス後膜 に

存在する作用部位 GABAA受容体と塩素イオンチャネル

複合体上のベ ンゾジアゼピン部位に結合 し,GABAの
GABA受容体への親和性を増大させ,塩素イオン透過性

の充進,シ ナプス後膜の過分極を経由して,神経抑制性

に働き,鎮静,催眠,抗不安,筋 弛緩,前行性健忘,抗痙れ

ん作用などを示す
2助

.

健康成人にニ トラゼパム 5 mgを 投与 した場合,平均

最高血漿中濃度 (Cmax)は H-66 ng/mLであり,そ の到

達時間 (Tmax)は 005-4時 間である221.さ らに健康成人 6

名にニ トラゼパム 10 mgを 投与 した場合,Cmaxは 84

ng/mLで あり,そ の Tmaxは約 2時間であるl1231.半
減期

(T1/2)は 20時間 (非高齢男子)お よび 27時間 (非高齢女

子)で ありD20,ょ って中期作用型とされている.ま た,15

人にニ トラゼパム 5 mgを 一回投与後,2時間で平均最

高血清濃度 35 ng/mLを 示 し,そ の後半減期 25-28時

間で減少 したり20。
毎日ニ トラゼパム 5 mgを慢性投与 し

た場合,そ の安定 レベルは 39 ng/mLを示 したD.

ニ トラゼパムの有効治療濃度域は外国例で 40-180

ng/mL,日本での報告は 20-50 ng/mLと記載されてい

る251.さ らに,ニ トラゼパムの中毒域は 200 ng/mL以上

とされている2o.前
記の血中濃度から,ニ トラゼパム血中

治療 レベルは 0。08 μg/mL程度であり,同 中毒 レベルは

それ (0.08 μg/mL)以上 と推察される.さ らに,ニ トラゼ

パムによる中毒死例では,ニ トラゼパム濃度は血液 1.2-

9。 O μg/mL,肝 臓 濃 度 0。 7-4。 O μg/g,尿 濃 度 1-10

μg/mLと 記載 されている。2o。 また,88歳の男性 と 83

歳のその妻による安楽死の事例では,男性血中ニ トラゼ

パム濃度は 0。 168 μg/mLで,女性同は 0.646 μg/mLで
あったと報告されている2η.従 って,ニ トラゼパム血中致

死 レベルは l μg/mL程度以上であり,0。 2-l μg/mLの

範囲では死因となり得る共同因子と推察される。

ニ トラゼパムもフルニ トラゼパムと同様,分子中のニ

トロ基がア ミノ基に代謝されるが,死後においてもバク

テ リアなどの影響で変化する可能性があり詢
,な るべ く

速 く分析すべきである.ニ トラゼパムの分析方法は トリ

アゾラムの項に記載の方法
lD或 いは文献 D2励～2η

を参照さ

れたい.な お,ニ トラゼパムの EIマ ススペク トルは m/z
280,253,206,234な どの主要ピークと分子イオン281

が見 られる。

6.催眠 0鎮静薬,ト リアプロベンブジアゼピン

系薬物・ エスタプラム

トリアゾロベンゾジアゼピン系薬物・ エスタゾラムは

不眠症や麻酔前投薬として「ユーロジン」などの名前で

広 く使用されている。エスタゾラムの使用量は就寝前ま

たは手術前に一回 1-4 mgで ある。エスタゾラムは トリ

アゾラムやニ トラゼパムなどと同様の働きを持つが,特

に睡眠作用は速やかに発現 し,そ の作用は強 く,安定 し

ている29。 ェスタゾラムを 17人 の健康な男性に一回 1

mg投 与 した時,2時 間後 に最 高血漿濃度平 均 55

ng/mL(範 囲 42-70)を 示 し,同 じヒトに各一回 2 mg

投与 した時,同 98 ng/mL(範 囲 75-137)であったD30。

エスタゾラムの半減期 (T1/2)は 約 24時間であり,よ っ

て中期作用型 とされている助.エ スタゾラムの副作用は,

ニ トラゼパムなどと同様で,連用により依存傾向が見 ら

れ注意を要する助.エ スタゾラムは CYP3A4で代謝され

る31、

上記の報告から,エ スタゾラム血中治療 レベルは 0。 1

μg/mL程度以下である。自殺企図に失敗 した女性は約

60 mgを服用 し,傾眠,錯乱,興奮を示 し,服用 2日 後の

血中エスタゾラム濃度 1.25 μg/mLを示 したと報告さ

れている。.従 って,エ スタゾラム血中中毒 レベルは 0.1-

1.3 μg/mL程度である。エスタゾラムとアルコールを同

時に大量 に服用 し死亡 した男性のエスタゾラム濃度



(μg/mLま たはμg/g)は血中 0。48,胆汁 0。21,肝臓 0:80

で,血中エタノール濃度は 300 mg/mLで あったと報告

されている助.エ スタゾラム血中致死的レベルは報告され

ていないが,上記のように,0.5 μg/mL以上では死因と

なり得る共同因子と推察される。

エスタゾラムが検出された事例 1:

ゾル ピデムの項での記載事例 .エ スタゾラム濃度

(ng/g〉 心内血 344,末梢血 244,尿 458,胃 内容 16,100

であった。なお,エ スタゾラムの EIマ ススペク トルは

m/z259,205,239,293,136な どの主要 ピークと分子

イオン294が見 られる.

エスタゾラムが検出された事例 2:

30歳代男性は車両火災で死亡.直接死因は焼死。トラ

イエージ検査ではベンゾジアゼピン系薬物陽性.死後経

過時間約 12時間.

GC‐MS法による薬毒物スクリーニング方法および定

量方法共 トリアゾラムの項と同様
Hヽ

分析結果:エ スタゾ

ラム,ゾルピデム,エ チゾラム,カ フェイン,テ オブロミ

ンおよびニ コチ ンが検 出された。エスタゾラム濃度

(ng/g):心 内血 857,末梢血 929,尿 170であった.

以上の結果は前記「エスタゾラム血中 0.5 μg/mL以

上では死因となり得る共同因子と推察される」の記載を

支持する.

7.催眠・鎮静薬,プ ロムワレリル尿素

非ベンゾジアゼピン系および非バルビツール酸系薬物,

プロムヮレリル尿素 (別 名プロミソバル (BromiSOVal)

とも呼ばれる)は 日本で 1915年 から販売されている古

典的な睡眠薬である。現在でも日本で良 く使用され,「ブ

ロバ リン」として市販されているが,一般 OTC薬「 ウッ

トWutt」 など合剤の成分にも含まれている.プ ロムヮ

レリル尿素の使用量は就寝前に一 日一回 0.5-0。8gであ

るa.プ ロムワレリル尿素は大1図皮質の機能を抑制すると

共に,上行性脳幹毛様体賦活系を抑制 して,睡眠・ 鎮静

作用を示す3助。プロムワレリル尿素は作用発現が速 く,持

続時間が短い.短期作用型に分類 されている.副作用と

して,依存性が指摘されている助3o.

プロムヮレリル尿素を一回 200 mgを 経 口投与され

たヒトの 20分後の最高血漿中プロムヮレリル尿素濃度

は 0.78 μg/mLで ,半減期 3時間で減少 したl1331.3人 の

ヒトが各 300 mgを 経 口服用 した場合,0.5-0。 8時間後

に最高血清中濃度平均 5。 l μg/mL(範囲 4.8-5.5)で あっ

たD30.従 って,プ ロムヮレリル尿素血中治療 レベルは

6 μg/mL程度以下である.急性中毒患者 15例 において,

服用量 5-30g以上のとき,最高血中臭素イオン濃度は

H8-363 μg/mLで あったと記載 されている321.昏
睡に

陥った 2人 (19-20g意識的服用)の血清プロムヮレリ

ル尿素濃度は 32と 115 μg/mLであった3o.下記の致死
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的事例も考慮して,プ ロムヮレリル尿素血中中毒レベル

は 10-40 μg/mL程度と推定される.但 し,治療対応が

速く耐性がある場合は上記のようにプロムヮレリル尿素

血中濃度 115 μg/mL以上でも生存できるのかもしれな

い .

プロムヮレリル尿素による致死的 3事例では血中濃

度 44-94 μg/mLが 351,ま た別の 40歳台女性の一例では

同 114 μg/mLが測定されている30.従 って,プ ロムヮレ

リル尿素血中致死的レベルは44 μg/mL以上である。ま

た,多 剤服用例ではプロムヮレリル尿素濃度 23-41

μg/mL程度で,致死的共同因子とされている3η3助
.

GC‐MS法による薬毒物スクリーニング方法および定

量方法共 トリアゾラムの項と同様
Hヽ なお,プ ロムワレリ

ル尿素の EIマ ススペク トルは m/z180,182,83,44,

143,137な どの主要ピークが見 られる。

8。 催眠・鎮静薬,ベゲタミン (ク ロルプロマジン,

プロメタジン,フ ェノパルビタールの合斉1)

「ベゲタミン」は塩酸クロルプロマジン,塩酸プロメタ

ジン,フ ェノバルビタールの合剤であり,統合失調症,老

年精神病,う つ病,う つ状態,神経症における鎮静 。催眠

薬として使用されている3助.ベ ゲタミンロA錠 (赤色錠剤 )

とベゲタミン‐B錠 (白 色錠剤)がある3助.用量は鎮静薬と

して成人一 日3-4錠を分割投与
3助.特徴として,含有する

クロルプロマジン,プ ロメタジン,フ ェノバル ビタール

三者 とも中枢神経抑制作用を示 し,ク ロルプロマジンと

フェノバルビタール両者は鎮静作用を相乗的に発揮 し,

クロルプロマジンとプロメタジン両者はカタレプシー惹

起作用において拮抗的に作用する助.以下ベゲタミンとし

ての資料はないため,各成分の資料を参考にする.

クロルプロマジン (フ ェノチアジン誘導体に属す)単

独では抗精神病薬 として統合失調症,躁病,神経症にお

ける不安・ 緊張 0抑 うつ,悪心・ 嘔吐,催眠・ 鎮静など

に適応される助.ク ロルプロマジンの抗精神病作用は脳内

ドパ ミン神経,ノ ルア ドレナリン神経およびセロ トニン

神経のシナプス後受容体を遮断することによる.有効血

中濃度は 30-350 ng/mL40。

プロメタジン (フ ェノチアジン誘導体)単独では抗 ヒ

スタミンおよび抗パーキンソン薬として,振戦麻痺,パー

キンソニズム,感冒等の くしゃみ・ 鼻汁,ア レルギー性

鼻炎などに適応される助.プ ロメタジンの抗 ヒスタミン作

用は効果器官細胞の Hl受容体においてヒスタミンと競

合的に措抗 し,ヒ スタミンと Hl受容体結合によって生

ずる反応を抑制するが,ヒ スタミンの遊離を抑制する作

用はない41、

フェノバルビタールはバル ビツール酸系薬物で,単剤

では睡眠・ 鎮静および抗痙れん薬である.不眠症,不安

緊張状態の鎮静,て んかんの痙れん発作,自 律神経発作 ,
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神経運動発作に用いられる.フ ェノバルビタールは通常

成人一 日 30-200 mgを投与
40。 フェノバル ビタールは

GABAA受容体・ ベンゾジアゼピン受容体・塩素イオン

チャネル複合体の塩素イオンチャネル部へ働き,塩素イ

オンの透過性を上昇することおよびカルシウムチャネル

を抑制することによると考えられている4幼.抗痙れん作

用 として,有効血中フェノバル ビタール濃度は 10-25

μg/mL42、

クロルプロマジンの経口25 mg一回投与では2.8時

間後平均最高血漿中濃度 l ng/mLを示 した助.同 150

mg投与では 3時間後同 18 ng/mL(範囲 10-26)を示

したり.数週間毎日600 mgを 投薬されていた 5人の患

者の血漿クロルプロマジン濃度は 20-80 ng/mLの 範

囲であり,さ らにその活性代謝物であるノルクロルプロ

マジンと 7‐ ヒドロキシクロルプロマジンはクロルプロ

マジン濃度に対して各々平均 17%お よび34%存在 し

てぃたり4o。 血漿 中クロルプロマ ジン濃度 150-300

ng/mLを持った精神病患者は最も良い臨床的向上を示

したが,し かし同 750 ng/mL以 上を示 した多くの患者

は振戦や痙れんが見られたと報告されている1瀑4、

従って,

クロルプロマジン血中治療 レベルは 0.5 μg/mL程度以

下である場Jク ロルプロマジンを 1。6-198gを 意図的に服

用 し回復した 3人の血清中濃度は 0。 55-1.46 μg/mLで

ぁった助4助.従 って,ク ロルプロマジン血中中毒レベルは

0。5-2 μg/mL程度と推測される.

「フェノチアジン突然死」として知られている症候群

は毎日大量のクロルプロマジンや他のフェノチアジン系

薬物を摂取している精神病患者の間で注目される。その

機構は痙れん発作中の窒息,心室細動,低血圧クリーゼ

中の心臓血管不全を含むと考えられている⊃.急性中毒で

死亡 したヒトのクロルプロマジン濃度 (μg/mLま たは

μg/g)は 心内血 6。6,脳 12,肝臓 84,腎臓 34,尿 1.2,胃

内容 21 mgで あったD.別 の文献も含めて,ク ロルプロ

マジン血中致死 レベルは 3-12 μg/mL程 度であろう動
.

さらに,血中クロルプロマジン濃度 0。8-2.4 μg/mL程度

では死因となり得る共同因子と推察される助
.

プロメタジン経日30 mgを投与されたヒトでは,2時

間後最高血漿中濃度 1l ng/mLを示 し,さ らに 50 mg

を投与された二人では,3時間後最高血清中濃度 8お よ

び23 ng/mLを 示した1).20人のボランティアにプロメ

タジン50 mgを 投与した場合,平均 3.3時間後に,平均

最高血清中濃度 29 ng/mL(範囲 6-99)を示したり.従っ

て,プ ロメタジン血中治療 レベルは 0.l μg/mL程度以

下であるa。
1。5ヶ 月の乳児が colic(癌 痛)の ため数回 25

mgの プロメタジンの投薬を受け,被刺激性,腹部膨満,

低体温,傾眠を生 じた例で,そ の子の血清プロメタジン

濃度は 170 ng/mL(最 終投与後 7時間後)で あった劫。

従って,プ ロメタジン血中中毒レベルは 0.1-1.8 μg/mL

程度と推測される。前記の「 フェノチアジン突然死」と

ほぽ
「

lじ 「 Fatal neuroleptic inalignant syndrome」

も記載されている⇒.3人のプロメタジン中毒により死亡

したヒトの大腿血濃度は 1.8-5.4 μg/mL(平 均 2。4)と

報告されているl131。 またプロメタジン以外の薬物やアル

コールなどが一緒に検出された 9例 での大腿血プロメ

タジン濃度は 0。6-11.8 μg/mL(平均 5。2)と報告されて

いる助.他の 3例のプロメタジン中毒死亡例での平均プ

ロメタジン濃度 (μg/mLま たはμg/g)は血液 6.5(範囲

2。4-12),肝臓 66(範囲23-143),尿 10(範囲 6-14)で あっ

たと記載されている。.従 って,プ ロメタジン血中致死レ

ベルは 1.8-12 μg/mL程度であろう.さ らに,血中プロ

メタジン濃度 0.6-1.8 μg/mL程度では死因となり得る

共同因子と推察される.

フェノバルビタール 30 mgを一回経口服用した 3人

の平均最高血清濃度は約 0.7 μg/mLで あり,同量を 21

日間連続服用 した後の平均最高血清濃度は 8。 lμg/mL
であった 1ヽ またフェノバルビタール大量 600 mgを一

回経口服用した人は4.5時間後,平均最高血中濃度は約

18 μg/mL(範 囲 12-26)で あった1).て んかん患者が毎

日200 mgを 経口服用 した人の血中フェノバルビター

ル濃度は平均 29μg/mLで,16-48 μg/mLの 範囲であっ

た.抗てんかん薬としてフェノバルビタールを摂取して

いる患者は一般的に血漿濃度 10-30 μg/mLの 範囲が

望まれている1ヽ 従って,フ ェノバルビタール血中治療レ

ベルは 40 μg/mL程度以下である幼.フ ェノバルビター

ルを大量服用 して生存 したヒトの血漿中濃度は 253

μg/mLを示 した⇒.文献助および下記の致死レベルも考

慮 して,フ ェノバルビタール血中中毒 レベルは 40-60

μg/mL程度である.急性フェノバルビタール中毒死例

の血中濃度 78-116 μg/mL,肝臓 89-266 μg/gと 記載

されているD。 別の 9例の中毒死例では,大腿血フェノバ

ルビタール濃度平均 75 μg/mL(範 囲 55-114)であっ

た助.従 って,フ ェノバルビタール血中致死 レベルは 75

μg/mL程度以上である。フェノバルビタール以外の薬

物やアルコールなどが一緒に検出された 4例での大腿

血 フェノバル ビ
｀
タール濃I難 は 25.5-47 μg/mL(平 均

36.5)と 報告されている°。よって,血中フェノバルビター

ル濃度 30-75 μg/mL程度では死因となり得る共同因

子と推察される。

ベゲタミン成分を検出した事例 :

フルニ トラゼパムが検出された事例 2に記載された

事例:ク ロルプロマジンの EIマ ススペクトルはm/z58,

86,83,272,232な どの主要 ピークおよび分子イオン

m/z318と 320が見られる。プロメタジンの EIマ スス

ペクトルはm/z72,180,213,198,152な どの主要ピー

クおよび分子イオンm/z284が 見られる.フ ェノバル

ビタールの EIマ ススペク トルは m/z204,117,115,



161な どの主要 ピークおよび分子イオ ンm/z232が見

られる。

定量分析結果:ク ロルプロマジン遊離塩,プ ロメタジ

ン遊離塩およびフェノバルビタール濃度 (μg/g)は この

順で,心内血 (0。 131,0.106,4.83),末梢血 (0。 085,0。 092,

5。43),尿 (0。 123,0.301,27.9)お よび胃内容 (4。93,2.33,

H.5)で あった。以上の結果はベゲタ ミン成分の各個の

濃度は治療 レベル程度ではあるが,他の検出薬物 も合め

て何れも中枢神経抑制作用があり,急性複合薬物中毒死

としても矛盾 しないと考えられた。

注記:フ ェノチアジン系薬物の左右心内血濃度は大き

く異なる場合があるので,そ の濃度評価には末梢血濃度

も含め考慮する必要がある。

9.抗不安薬,チエノジアゼピン系薬物・ エチプラム

抗不安薬,チ エノジアゼ ピン系薬物・ エチゾラムは ト

リアゾロベンゾジアゼピン系薬物 トリアゾラムなどと化

学構造的に類似 し,広義のベンゾジアゼピン系薬物に分

類 される。エチゾラムは神経症,う つ病などにおける不

安,緊張,抑 うつ,神経衰弱,睡眠障害や筋緊張などに適

用 され,抗不安薬「デパス」や多 くのジェネ リック薬 も

含めて広 く使用されている旬.エ チゾラムは 0。5 mgや 1

mgの錠剤などとして使用され,そ の使用量は神経病・

うつ病で,一 日3 mg(3回 ),心身症,腰痛症などでは 1.5

mg(3回)である40。 ェチゾラムは視床下部および大脳辺

縁系 (特 に扁桃核)のベンゾジアゼピン受容体に作用 し,

不安・ 緊張などの情動異常を改善する40。 ェチゾラムの

代謝は CYP2C9お よび CYP3A4が 関与 している40。

健康成人にエチゾラム 2 mgを 経口投与 した場合,約

3時間後,そ の平均最高血漿中濃度は 25 ng/mLで ,半

減期 6。3時間で減少 した40。

従って,エ チゾラム血中治療

レベルは 25 ng/mL程 度以下である.エ チゾラム血中中

毒 レベルは報告されていない。死亡例では,母 に絞殺 さ

れた男性か らエチゾラム血中濃度 21.3 ng/mLを 示 し,

さらにその母は溺死 したが,そ の血液からも7.4 ng/mL

のエチゾラムが検出された4η.別の 2異状死事例中,一例

では血中濃度 25。8 ng/mLを 示 したが,別の一例では血

中濃度 263.7 ng/mLを 示 した倒.前者はエチゾラム血

中治療 レベルであるが,後者の直接死因は溺死とされて

いるが,お そらくエチゾラム血中致死 レベルに達 してい

る可能性がある。これ らの報告か ら推察すると,エ チゾ

ラム血中中毒 レベルは 20-100 ng/mL程 度で,エ チゾ

ラム血中致死 レベルは 150 ng/mL程度以上ではないか

と考えているが,確定はしていない。

エチプラムを検出した事例 :

20歳代の女性は池の中で浮遊 して,死亡 しているのを

発見された.外表上表皮剥脱などは認められたが,重大

な損傷などはなかった.内景は両肺 とも膨隆状で,明 ら
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かな器質的疾患や奇形など認められず.ト ライエージ検

査陰性.死後経過時間 3-5日 .直接死因は溺死.薬物スク

リーニングおよびエチゾラムの定量方法ともトリアゾラ

ムの項記載 と同様
l D121.ェ チゾラムは EIマ ススペク トル

の主要 ピーク m/Z342,344,313,315な どは トリアゾ

ラムと共通であるが,m/z266は エチゾラムに特徴的で

ある。心内血および尿からエチゾラムを検出.エ チゾラ

ム濃度 (ng/g)は 心内血 1739尿 204.こ の心内血エチゾ

ラム濃度はおそらく重篤な中毒 レベルか致死的レベルと

推定される.

10。 抗不安薬,ベンブジアゼピン系薬物・ ジアゼパム

抗不安薬,ベ ンゾジアゼピン系薬物・ ジアゼパムは神

経症,心身症,う つ病などにおける不安・ 緊張 0抑 うつ

や痙れんの抑制などに適応され,「 セルシン」「ホリゾンJ

などとして広 く使用 されている.ジ アゼパムは 2,5,10

mg錠剤などとして成人一回 2-5 mgで一 日 15 mgを

限度で処方される助
“ジアゼパムはベンゾジアゼピン受容

体に高い親和性を有 し結合することにより,ベ ンゾジア

ゼピン受容体は GABAA受容体・塩素イオンチャネルと

複合体を形成 し,共役 していることから,GABAA受容体

を活性化させ,さ らに塩素イオンチャネルを介 して神経

細胞の興奮を抑制する491.ジ ァゼパムは主に肝臓で代謝

され,CYP3A4お よび CYP2Cサ ブファミリーの関与が

示唆されている491.

ジアゼパムを一回 5 mg経 日投与されたときの平均最

高血漿 ジアゼパム濃度 (Cttax)は 250 ng/mL(朝投与時)

および 165 ng/mL(夜投与時)で Tmaxも 各々約 1時間

と 2時間で有意さがあったが,血中半減期 (T1/2)は 各々

69時間と 59時間で差はなかった491.48人 の男性への試

験では,ジ アゼパムを一回 10 mg経 口投与されたとき,

0.5-2.5時 間後の平均最高血漿 ジアゼパム濃度 は 406

ng/mL(範囲 253-586)で あり,半減期平均 44時間 (範

囲 6。5-132)で あったD.ジ アゼパムー日30 mg慢性投与

患者 の安定状態 の血漿 ジアゼパ ム濃度 は平均 1.03

μg/mL(範囲 0。70-1.50)で あり,ノ ルジアゼパム濃度は

平均 0.43 μg/mL(範囲 0。35-0.52)で あったD。 また,5
人の精神病患者に毎日l mg/kg(70 mg/70 kg)を 経口

投与 した患者の安定状態の血清ジアゼパム濃度は 2-4

μg/mLで あ り,同 ノル ジア ゼ パ ム濃 度 は 1-2

μg/mLで あり,同 テマゼパム濃度は 0。 1-0.6 μg/mLで
あり,同オキサゼパム濃度は 0。05-0.40 μg/mLで あっ

たD5o。 従って,ジ アゼパム血中治療 レベルは l μg/mL
程度以下であるが,慢性患者の場合には同レベルは 1-4

μg/mL程度になる幼.ジ アゼパム過量服用による中毒症

状は嗜眠,失調,筋疲弱になり,小児においては心停止が

注目される。軽い昏睡を示し入院した患者の血清ジアゼ

パム濃度は 20 μg/mLま での範囲であった11従 って,ジ
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アゼパム血中中毒 レベルは 1-20 μg/mL程度である.

ジアゼパムのみの服用により死亡 した 2例の死後の

血中ジアゼパム濃度は 5お よび 19 μg/mLであったl1511

ジアゼパム大量服用により死亡 したヒト(ア ルコールを

含む)の ジアゼパム濃度 (μg/mLま たは μg/g)は 血液

30,肝臓 16,腎臓 0。8,尿 3,で あリノルジアゼパム濃度

(同 )は血液 4,肝臓 4,腎臓 0,尿 7で あった坤5a.ま た,ジ

アゼパムとその他の薬物やアルコールを検出した 67死

亡例では,ジ アゼパムとその他の薬物の場合平均血中ジ

アゼパム濃度 18 μg/mL,ジ アゼパムとアルコールの場

合平均血中ジアゼパム濃度 5.2 μg/mL,ジ アゼパムのみ

の場合の 3例 では平均血中ジアゼパム濃度 4.8 μg/mL
でぁったD5助 .ま たジアゼパムの血中致死 レベルは 30

μg/mL程度以上 とういう報告 もある場。従 って,ジ アゼ

パム単独の血中致死 レベルは 5-19 μg/mL程度である

が,そ の他 の薬物 や アル コールを含 む例 では 5-30

μg/mL程度であり,中毒 レベルと重なる範囲が多い.こ

の原因は判然 としないが,慢性疾患患者では定常血中ジ

アゼパム濃度が高いなどの要因が影響 しているかもしれ

ない。今後の研究を待ちたい。

薬物スクリーニングおよびジアゼパムの定量方法とも

トリアゾラムの項と同じ1助.ジ アゼパムは EIマ ススペク

トルの主要 ピーク m/Z256,283,221,257及 び分子イ

オンm/z284が ,そ の活性代謝物ノルジアゼパムは EI

マススペク トル主要 ピーク m/Z242,241,269,234及
び分子イオンm/z270が検出される。

11.抗精神病薬,非定型・ セロトニン・

ドバミン拮抗薬・ リスペリドン

リスペ リドンはベンズイソオキサゾール骨格を有 し,

統合失調症に適用される非定型・ セロ トニン・ ドパ ミン

措抗薬に属す500主
作用は ドパ ミンD2受容体拮抗作用お

よびセロ トニン 5‐HT2受容体拮抗作用に基づ く中枢神

経系の調節によるものと考えられている助50。

リスペ リドンの通常用量での血中濃度:健康成人 21

人にリスペ リドン l mg錠 を経口服用 し,血漿中 リスペ

リ ドン濃度 は約 1時 間で最 高値 に達 し,平均 7.01

ng/mLであり,半減期は平均 3。9時間であった。この時

リスペ リドンの主代謝物,9-ヒ ドロキシリスペ リドンは

平均 3.3時 間後 に最高濃度 に達 し,そ の濃度 は 5,2

ng/mLで ,半減期は平均 22時間であった50.リ スペ リ

ドンー 日 1-6 mg(平均 4.5 mg)を少な くとも3ヶ 月間

経口服用 した 24人の患者では,リ スペ リドン血漿中濃

度 4-8 ng/mLを ,ま た 9‐ ヒドロキシリスペ リドン濃度

は 10-25 ng/mLを 示したと記載されているD5励 0従 って,

リスペリドン血中治療レベルは 10 ng/mL程 度以下で

ある.21歳の女性は意図的にリスペリドン100 mgを

過服用し,頻脈,嗜眠状態および錐体外路症状を示し,入

院時の血清 リスペ リドン濃度 1070 ng/mLお よび 9‐ ヒ

ドロキシリスペ リドン濃度は 100 ng/mLを 示 し,そ し

て 48時間後にはそれぞれ 74と 50 ng/mLを 示 したと

記載されている。5o.従 って,リ スペ リドン血中中毒 レベ

ルは 20-1000 ng/mL程度と推定される。自殺歴のある

45歳の患者は死亡発見され,血中リスペ リドン濃度 1。8

μg/mL,尿中 リスペ リドン濃度 14。 4 μg/mLお よび 9‐

ヒ ドロキ シリスペ リ ドン濃度 は 17。 8 μg/mLを 示 し

たり5η 。従 って,リ スペ リ ドン血 中致死 レベル は 1.8

μg/mL以上と推定される.

リスペ リドンの分析は LCや LC―MS‐MSな どで行わ

れている,詳細は文献を参照のことl1381.

12。 抗精神病薬,新世代 (非定型)・

クロザピン類似薬・ オランザピン

オランザ ピンは新世代,非定型の抗精神病薬「 ジプレ

キサ」として最近良 く使用されている。オランザピンは

チエノベンブジアゼピン骨格を有する,多元受容体標的

化抗精神病薬 (MARTA:Multiacting Receptor Tar`
geted Antipsychotic)に 分類 され,ドパ ミンD2タ イプ

(D2,D3,D4),セ ロ トニン 5‐HT2A,2B,2C,5‐ HT6,α l‐ ア ドレ

ナリンおよびヒスタミンHl受容体へほぼ同じ濃度範囲

で高い親和性を示す
5助口脳内の ドパ ミンD2受容体を遮断

することで,ドパ ミン神経系の機能克進により起こる陽

性症状 (幻覚,妄想,興奮)を おさえる.ま た,セ ロトニン2

(5‐HT2)受容体を遮断することで,ドパ ミン神経系の働

きがよくな り,陰性症状 (無感情,意欲低下,自 閉)が改善

する.さ らに,ア ドレナリンやヒスタミン,ム スカリンな

どいろいろな受容体に作用することから,多受容体作動

薬 (MARTA)と 呼ばれている59。

成人男子に食後オランザピン5 mgを単回投与 した時,

最高血漿中濃度 (Cmax)は 10。 3 ng/mLで ,最高血中到達

時間 (Tmax)は 4。6時間,お よび半減期は 31.8時間であっ

た5助。外国成人にオランザピン 10 mgを 連続投与 した場

合,約 1週 間で定常状態に達 し,Cmaxは 28。 l ng/mL,

Tmaxは 5時間,半減期は 34。7時間であった,但 し単回投

与では Cmaxは 11。 6 ng/mL,Tmaxは 5時 間,半減期は

32.6時 間り.従 って,血 中オランザピン治療 レベルは 28

ng/mL以下と推定される.55歳の女性は 100 mg以 上

のオランザピンを服用 し,生存 した事例では初期の血清

オランザピン濃度は 250 ng/mLを 越えていた1輝の.他 の

7人では 150-1000 mgの オランザピンを服用 し生存 し,

血清オランザピン濃度 54-1000 ng/mLを 示 したり。従っ

て,血 中オランザピン中毒 レベルは 50-1000 ng/mL程

度 と推定される.600 mg以 上のオランザピンを意図的

に服用 した 43歳の男性の死後の血中および尿中オラン

ザピン濃度は各々1.2お よび 7。 O μg/mLで あったlFt従 っ

て,血 中オランザピン致死 レベルは 1.2 μg/mL程度以
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薬物スクリーニングおよびオランザピンの定量方法と

もトリアゾラムのスクリーニ ング項 と同じ11ヽ オランザ

ピンの EIマ ススペ ク トルの主要 ピークは m/z242,

229,213,198及 び分子イオンm/z312が検出される.

13.抗精神病薬,ハ ロペリドール

抗精神病薬,ハ ロペ リドールはブチロフェノン誘導体

で,定型抗精神病薬の高力価群に属する.作用機序は中

枢神経系における ドパ ミン作動系およびノルア ドレナリ

ン作動系などに対する抑制作用によって効果を発現す

る6an「 セレネース」や多 くのジェネリック薬として広 く

使用されてお り,治療量は初期には一 日 0。25-2.25 mg

で徐々に増加 させ,維持量 として一 日 3-6 mgを 使用 .

治療上有効な血中濃度は個人差が大きく,3-10 ng/mL,

8-18 ng/mL,5-20 ng/mL6動ゃ 0.3-20 ng/mL,20-50

ng/mL助などの記載がある.ハ ロペ リドールの半減期は

14-41時間 0。

ハロペ リドール 10 mgを 一回経口服用 した 7人の平

均最高血清中濃度は 5時間で 3 ng/mLで あったり。毎 日

平均 5.7 mg(範 囲 1-90)を服用 している患者の平均安

定血清中濃度は 6 ng/mL(範囲 0.5-121)であったD。 従っ

て,血 中ハロペ リドール治療 レベルは 120 ng/mL以 下

と推定 される。二人の子供 (体重 16と 17.8 kg)はハロ

ペ リドール 12-20 mgを 服用 し昏睡状態に陥 り,2時間

後の血中ハロペ リドール濃度は 42と 67 μg/mLで ,24

時間後,そ の濃度は 18と 31 μg/mLに減少 した的。しか

しこの単位は ng/mLではないかと記載 している均.従 っ

て,血 中ハロペ リドール中毒 レベルは 40-500 ng/mL

程度と推定される助.ハ ロペリドールなどを意図的に服用

して死亡 したヒトの死後のハロペ リドール濃度 (μg/mL

またはμg/g)は血中 1.9,肝 臓 44,胆汁 3。4,尿 6.6で あ

り,ほ ぼ同レベルの還元ハロペ リドールも検出され,さ

らにベラパ ミルも検出されているlЮ

・ .そ の他の事例 も含

め,血中ハロペ リドール致死 レベルは l μg/mL以上 と

推定される助
.

薬物スクリーニングおよびハロペ リドールの定量方法

ともトリアゾラムのスクリーニング項 と同じ11).ハ ロペ

リドールの EIマ ススペク トルの主要 ピークは m/z224

と 237の ピークが強 く,そ のFIL 123,206,95な どが検

出される。

14。 三環系抗うつ薬,ア ミ トリプチリン

三環系抗 うつ薬 (TricyCliC antidepressant,TCA)に

はジベンゾシクロヘプテン誘導体のア ミトリプチ リン,

ノル トリピチリンの他に,イ ミノジベンジル誘導体のイ

ミプラ ミン,ト リミプラミン,ク ロミプラミンやその他

ドスレピン,ア モキサピン,ロ フェプラ ミンなどがある
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が,こ れ らは文献助などを参照のこと.さ らに,四環形抗

うつ薬セチプチリンやマプロチリンも同様文献助などを

参照のこと口三環系抗うつ薬で問題になっている点は自

殺企図による致命率が他の抗精神病薬やベンゾジアゼピ

ン系薬物に比 して高い欠点がある (特 に若者 (18歳また

は 24歳以下)への注意事項の記載有 りP.

アミトリプチリンは脳内におけるノルア ドレナリンお

よびセロ トニンの再取 り込みを抑制する結果,シ ナプス

領域にこれらモノアミン量が増加することにより抗うつ

作用を示すと考えられている6o.ァ ミトリプチ リン塩酸

塩は「 トリプタノール」やジェネリック薬として広 く使

用 されてお り,治療量初期は一 日 30-75 mgで ,一 日

150 mgま で漸増でき一 日300 mgま で増量可旬.治療上

有効な血中濃度はアミトリプチリンとその主要活性代謝

物ノル トリプチリンとを合わせて 80-200 ng/mLと 記

載されている6励ぅ

ア ミトリプチリン50 mgを一回経口服用 したヒトの

最高血清中ア ミトリプチ リン濃度は 2-4時 間で 16-35

ng/mL,ノ ル トリプチリン濃度は 14 ng/mL以下であっ

たり.毎 日ア ミトリプチリン 150 mgを経口服用 してい

る患者 の安定血 漿 中ア ミ トリプチ リン濃度 は 95

ng/mL(範囲 38-162),ノ ル トリプチ リン濃度 は 106

ng/mL(範囲 22-242)で あったり.従 って,血中アミトリ

プチリン治療 レベルは 160 ng/mL以下およびその活性

代謝物ノル トリプチリンは 240 ng/mL以 下 (両者合算

すると400 ng/mL以 下)と推定される。ア ミトリプチ

リン2gを過量服用 した患者の血漿ア ミトリプチリン

濃度は 2 μg/mLを僅かに越える濃度を示 し,昏睡,痙れ

ん,お よび心臓異常を示 したlЮO。 よってア ミトリプチリ

ンの血中中毒 レベルは活性代謝物ノル トリプチリンも含

めて 0.4-3 μg/mL程度 と推定される。ア ミトリプチ リ

ンを 0。6g以上過量服用 した成人の多 くで死亡 してい

る1ヽ 3-5gの アミトリプチリンを服用 し死亡 したヒトの

血中アミトリプチリン濃度は平均 9 μg/mL(範囲 3-15)

であったり.ア ミトリプチ リン過量服用 32死亡例で,心

筋アミトリプチリンおよびノル トリプチリン濃度は各々

H.3お よび 6.4 μg/gであり,こ れ らの値は平均血中濃

度の約 5倍であったD6η.4人の死亡例での組織・体液中

ア ミトリプチリンおよびノル トリプチリン濃度 (μg/ml

または μg/g)は 各々血中 3.7(範囲 2.7-4.7)お よび 1.1

(範 囲 0.5-1。 7),脳 11(範 囲 2.6-18)お よび 3.9(範 囲

0-7.7),肝 臓 130(範囲 13-317)お よび 25(範囲 7.5-64),

腎臓 22(範 囲 12-31)お よび 13(範囲 1-25),尿 3.4(範

囲 0.4-7.9)お よび 0。3(範 囲 0-0。 6)で あったD.従 って ,

血中ア ミトリプチリン致死 レベルは活性代謝物ノル トリ

プチリンも含めて 2 μg/mL程度 (ア ミトリプチ リンの

みでは 1.2 μg/mL程度)以上と推定される。
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アミトリプチリンおよびノル トリプチリンを検出した

事例 :

20歳代の男性:駐車場の乗用車の中で死亡発見された.

一年前からうつ病で通院 していた。右手首に陳旧性の切

倉J(いわゆるリス トカット痕)を認める以外,外表状明ら

かな損傷認められず.左右両肺臓は膨隆状以外特段のも

のは認められず.ト ライエージ検査で三環系抗うつ薬陽

性.死後経過時間 7-10日 .薬毒物検査は トリアゾラムの

スクリーニングの項に記載の方法
1°。検査結果は下記.ア

ミトリプチ リンの EIマ ススペク トルの主要 ピークは

m/z58の 強いピークと,そ の他 202,203,215な どが

検出される。ノル トリプチ リンの EIマ ススペク トルの

主要 ピークは m/z202,203,220,215,189な どが検出

される.

検査結果:ア ミトリプチ リンおよびノル トリプチ リン

が検出され,各 々の濃度 (μg/g)は末梢血 (3.03,1.66),

尿 (18。4,12.8),胆汁 (301,14.7)で あった。以上の結果か

ら,本事例はア ミトリプチリンおよびノル トリプチリン

による中毒死として矛盾 しないと考えられた。

15。 抗うつ薬,選択的セロトニン再取 り込み

阻害薬 (SSRI),フ ルボキサミン

抗うつ薬フルボキサ ミンはベンズケ トオキシム構造を

有 し,セ ロ トニ ン再取 り込みを選択的に阻害するが,ア

ドレナ リン,ム スカリン,ヒ スタミンなどの受容体親和

性が殆どない6816助 .さ らに,強迫性障害や社会不安障害に

対 しても適応される選択的セロトニン再取 り込み阻害薬

(SSRI)で あり,「ルボックス」や「デプロメールJと して

現在広 く使用されている060。 通常一 日50-150 mgを 2

回に分けて経目的に処方されている.

成人男性 12人ヘフルボキサ ミンマレイン酸塩を経口

50ま たは 100 mgを 投与 し,そ の最高血漿中濃度は平

均 17 ng/mL(範囲 8.4-28)お よび 36 ng/mL(同 21-

60)で ,各々4.8お よび 4.5時間後に達 したり.7人の健常

成人ヘフルボキサ ミンマレイン酸塩 50 mgを 12時間

ごとに 28日 間経口投与 したヒトの安定最高および極小

血漿中フルボキサ ミン濃度は平均 93お よび 73 ng/mL

であった助.従 って,フ ルボキサ ミン血中治療 レベルは

200 ng/mL程度以下と推定される.フ ルボキサ ミンに

よる中毒を起 こし生存 した 8人の最高血漿 中濃度 は

115-746 ng/mLで ,服用 6-24時 間後に示 した1)。 フル

ボキサ ミンマレイン酸塩 3gと テマゼパム 250 mgを

服用 した女性 は最 高血 漿 フル ボキサ ミン濃度 1.4

μg/mLを示 したが回復 したり.よ って,フ ルボキサ ミン

血中中毒 レベルは 0。 1-1。4 μg/mL程度と推定される.フ

ルボキサ ミンマレイン酸塩 10gを 服用 した男性は入院

時血清フルボキサ ミン濃度 3.5 μg/mLを示 したが,数

日後に死亡 した。.致死的過量服用の 4例 における死後

の血 中フルボキサ ミン濃度 は平均 5。O μg/mL(範 囲

3.4-11)を示 した以3.別 の男性死亡発見例では血中フル

ボキサ ミン濃度は 2.8 μg/mLで あった⇒.従 って,フ ル

ボキサ ミン血中致死 レベルは 2.8 μg/mL程度以上と推

定される。

フルボキサ ミンの分析はの トリアゾラムのスクリーニ

ングの項に記載の方法
11)で

抽出後,抽出物を無水 トリフ

ルオロ酢酸で トリフルオロアセチル化後 GC‐MS分析を

行う。フルボキサ ミン‐TFAの EIマ ススペク トルの主要

ピークは m/z71,140,55,226,258な どが検出される.

16.抗 うつ薬,選択的セロ トニン再取 り込み

阻害薬 (SSRI),パ ロキセチン

パロキセチンはフルボキサ ミンと同様,選択的セロト

ニ ン再取 り込み阻害薬 (SSRI)で あり,「パキシル」とし

て現在広 く使用されているη.う つ病やうつ状態に加え,

パニ ック障害や強迫性障害にも適応される.パ ロキセチ

ン塩酸塩水和物 として通常一 日一回 10-40 mgを 経口

的に処方されている。

パロキセチンを一回 20 mg経 口投与されたヒトの最

高血漿中パ ロキセチン濃度は 1l ng/mL(範 囲 0。8-33)

で 3-8時間後に達 したD.15人の健常成人男性に一 日一

回 30 mgを 30日 間経口投与 した場合,安定血漿中パロ

キセ チ ン濃度 は最 高平 均 62 ng/mL,極 小平 均 31

ng/mLで,排泄半減期は平均 21時間であったり,従 って,

パロキセチン血中治療 レベルは 60 ng/mL程 度以下と

推定される。パロキセチン2gと クロザピン lgを服用

した女性は 4日 後血清パロキセチン濃度 1.9 μg/mLを

示 し,半減期 195時間であったり.パ ロキセチン3.6gを

服用 した男性は 28時 間後血清パロキセチン濃度 1。8

μg/mLを示 し,回復 した1ヽ よって,パ ロキセチン血中中

毒 レベルは 0。 06-1。9 μg/mL程度 と推定される。過量服

用で死亡 した 4人の事例で,死後の血中パロキセチン濃

度は平均 2.7 μg/mL(範囲 1.4-4.0)を 示 し,そ の内 2名

は比較的高濃度のイ ミプラミンとモクロベ ミドが同時に

検出されたD7o7助.従 って,パ ロキセチン血中致死 レベル

は 2。 O μg/rrlL程 度以上 (但 し多剤併用では 1.4 μg/mL
程度以上)と推定される.

パロキセチンの分析は トリアゾラムのスクリーニング

の項に記載の方法で行う
1°.パ ロキセチンの EIマ ススペ

ク トルの主要 ピークは m/z192,70,138,109お よび分

子イオン329な どが検出される。

17。 四環系抗うつ薬,ミ アンセリン

ミアンセリンはピペラジノ・ アゼピン系に属する四環

系抗 うつ薬で,シ ナプス前 α2‐ ア ドレナ リン受容体を阻

害することによリシナプスにおけるノルア ドレナリン放

出を促進 し,受容体への刺激を増加させる,ま た抗 ヒス



タミン作用が強い助70。 ミアンセリン塩酸塩は「テ トラミ

ド」として,一 日30-60 mgを一回または分服して経口

投与されている。

4人の成人男性に一回 20 mgミ アンセリン塩酸塩を

与えられたヒトの平均最高血漿中ミアンセリン濃度は

26 ng/mL(範囲 23-30)で平均 1。7時間で到達 した。
.

そして平均排泄半減期は 17時間であった.ミ アンセリ

ン塩酸塩 60 mgを毎日服用している患者の安定状態の

血漿中 ミアンセリン濃度は 62 ng/mL(範囲 17-158)

であった。.さ らに安定状態の至適血漿中ミアンセリン濃

度は 15-70 ng/mLと されている.ミ アンセリンの血液

/血漿濃度比は 0.66D.従 って,ミ アンセリン血中治療レ

ベルは 100 ng/mL程 度以下と推定される。ミアンセリ

ン塩酸塩 580-900 mgを 服用 し3.5-5.0時 間後の血漿

ミアンセリン濃度は 0。439-0。 700 μg/mLであった11よ っ

て,ミ アンセリン血中中毒レベルは 100-800 ng/mL程

度と推定される。過量服用で死亡した 3人の死後の血中

ミアンセ リン濃度は 5.8 μg/mL(範囲 1。6-13)で あっ

た1動 .従 って,ミ ア ンセ リン血 中致死 レベルは 1.6

μg/mL程度以上と推定される。

ミアンセリンの分析はトリアゾラムのスクリーニング

の項に記載の方法で行うHLミ アンセリンの EIマ ススペ

クトルの主要ピークはm/z193,220,71,178お よび分

子イオン264な どが検出される。

18。 抗てんかん薬,カ ルバマゼピン

抗てんかん薬,カ ルバマゼピンはイミノスチルベン骨

格を持つ化合物で,ドパ ミン作動神経系,ノ ルア ドレナ

リン作動神経系,ア デノシン受容体およびGABA作動

神経系との神経化学的な機序を介して中枢作用を発揮す

る74、 ヵルバマゼピンは「テグレトール」やジェネリック

薬として,て んかん,躁病,躁 うつ病,統合失調症および

三又神経痛に適応される助口通常一日200-600 mgが処

方される。

カルバマゼピンを 5人に 6 mg/kg(420 mg/70 kg)

投与 した場合,3.2時 間後に平均最高血漿中濃度 6.5

μg/mLを示し,平均半減期 31時間で減少した。.カ ルバ

マゼピンの至適血漿中濃度は 4-8 μg/mLと されてい

る。.代謝物カルバマゼピン‐10,H"エ ポキシドも類似の

抗痙れん作用を持ち,血漿半減期は平均 6。 1時間。カルバ

マゼピンを 25人 の患者に毎 日 5.3-20 mg/kg(平 均

12。5)投与 した場合,カ ルバマゼピン血漿中濃度は平均

5。4 μg/mL(範 囲 1。4-12)を ,代謝物カルバマゼピン"10,

11‐ エポキシドは平均 1.l μg/mL(範囲 0.2-2.0)を示し

たD.カ ルバマゼピンの血液/血漿濃度比は 0.59そ して

脳/血漿濃度比は平均 1。 1り,従 って,カ ルバマゼピン血中

治療 レベルは 7 μg/mL程度以下と推定される.意図的

に 5.8gを服用 し昏睡に陥ったヒトの,そ の 36時間後
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の血漿カルバマゼピン濃度は 10 μg/mLを示 した。別の

一例では意図的に 20gを服用 し昏睡に陥 ったヒ トの
,

その 60時 間後の最高血 中カルバマゼ ピン濃度は 25

μg/mLを示 し,6日 後に覚醒 し,そ の時カルバマゼピン

濃度は 9 μg/mLに減少 した.26人の死亡 しなかった過

剰服用事例では最高血漿カルバマゼピン濃度は 12-77

μg/mL,カ ルバマゼピン‐10,H‐エポキシ ド濃度は 4-34

μg/mLで あったD.よ って,カ ルバマゼ ピン血中中毒 レ

ベルは 8‐50 μg/mL程度と推定される.

19歳 の男性がカルバマゼピン50gを服用 し低血圧

と痙 れんを示 し,血 漿 カルバ マゼ ピン濃度 は 120

μg/mLで あり,14時間後に心停止で死亡 した.そ の血

漿カルバマゼピン濃度は 90 μg/mLで あったlL 34歳の

男性がカルバマゼピンを過剰服用 し6時間以内に血清

カルバマゼピン濃度は 54 μg/mLで あり,4日 後に死亡

した。20歳のてんかん患者はベ ッドで死亡発見され,血

中カルバマゼピン濃度は 53 μg/mL,同 アルコール濃度

は 1.9 mg/mLで あった。7人のカルバマゼピン過剰服

用で死亡 した事例で,大腿血濃度は平均 45 μg/mL(範

囲 35-70)で あったD助.よ って,カ ルバマゼピン血中致死

レベルは 35 μg/mL程度以上と推定される。

カルバマゼピンおよびカルバマゼピン‐10,11‐ エポキ

シドの分析は トリアゾラムのスクリーニングの項に記載

の方法で行 う1lLカ ルバマゼピンの EIマ ススペク トルの

主要 ピークは m/z193,192,165,191お よび分子イオ

ン236な どが検出される.ま た主要代謝物カルバマゼピ

ン‐10,11‐エポキシドの EIマ ススペク トルの主要ピーク

は m/z179,207,178,151な どが検出される.
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