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ベンゾジアゼピン系薬物の功罪

ベンゾジアゼピンが認知・運動機能に及ぼす影響

高瀬　勝教　奥jrr　　学　吉村　匡史
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はじめに

ベンゾジアゼピン系薬物はそれまで使用され

てきたパルビタール系薬物に比べ，高い安全性

が認められており，また投与量の調整がしやす

く，不安，不眠に対し即効性もみられる。その

ため，初期治療の段階より広く「般的に用いら

れてきた。パルピタ二）レ系薬物は連続投与に

よって耐性形成が比較的早く，依存症に陥る可

能性が高い。また高眉量運用した後急激を中止

により退薬症状（不眠，けんれん，せん妄など）

が起こりやすいことがあげられる。1980年代に

はベンゾジアゼピン系薬物においても耐性や離

脱症状などの副作眉の存在が認識されるように

なった。さらに1990年項には認知や精神運動

機能に影響することが示されてきた。

そのため欧米ではベンゾジアゼピン系薬物の

処方件数は減少してきた。しかし，日本では依

然として多用されており（図1）10），ベンゾジア

ゼピン系薬物の副作用，特に認知や連動機能に

ついて，欧米と比べ本邦においても十分な認識

が必要であると感じられる。

分野　正賞　斉藤　幸子．木下　利彦

本稿では，・ベンゾジアゼピン系薬物が認知機

能や運動機能に及ぼす影響について検討された

文献を中心に概説する。

ベンゾジアゼピン系薬物が認知機能

に与える影響

ベンゾジアゼピン系薬物の投与初期では鎮

静，眠気や前向性健忘，精神連動の緩慢などの

副作用が認められる4）。投与初期の副作用は医

師，患者ともに注意し，副作用発現時の因果関

係が明瞭であるが　長期投与している場合には

副作用の明確な判断が困難となっていると思わ

れる。Barkerらは1980－2000年の13の報告か

ら，ベンゾジアゼピン系薬物の長期技与が認知

機能に与える影響についてメタ解析を行ってい

る2）。表に示すような視空間，注意／集中，問

題解決，一枝知能，精神運動速度，感覚処理，

非言語性記憶，思考速度，動作制御／遂行，言

語性記憶，作業記憶，言語性推論などの12項

目の能力について調査した。患者群の平均人数

は33．5±28．9名（10－96名）対象群27．9±19．6

名（10－56名）患者韓iの平均年齢47．6歳（21－75

歳）服薬期間は平均9．9年（1－34年）であった。

diazepam換算で1日平均投与量は17．2±9．86

mgであった。いずれにおいても機能の低下が

認められた（図2）。エフェクトサイズが0．20で

Ef托ctsofbenzodiazepinedrugsoncognidonandmortaI・血nc宜on

Z雅4SERdisunori，OKUGA閥Gaku，YOSHHuURAMdsqhmi，・肱KENOMasataha，S4ITO挽kihoandKTNOSH馳
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図1主な神経症性障害に対する抗不安薬と読うつ薬の処方箋数にみる日米の比較（文献10より）

表　各認知機能に富市る評価検査の一覧

感覚処理（Sensoryprocess）

SeashorerhyHmtest，WitkinsRodandFrameTest

非言語性記憶（Nonverbalmemory）

GoninPictureComple丘on，BenderGestalt，Tac血alPerformanceTest，SpadalRecognihonTask，

MemoryforDesigns

処理速度（Speedofprocessing）

ForChoiceReac丘onTime，LeedsPsychomotorTestApparatus，Reac宜onTimeTes TmilsB

注意／集中（AHention／concentration）

VigilanceTestParadigm Thed2Test，Cancella宜onTask，TrailsA，SensorymresholdDetecdon

Test

一般知能（General而e用gence）

Vocあ／InIoScore，Ⅵ払ISScore／SRBScore，NadonalAdultReadingTest

作業記憶（Workingmemory）

RecognidonTest．DigitSpan，DigitSpanBackwards，DigitSpanForwards

清祥運動速度（Psychomotorspeed）

DigiiSymboI－Subsdtudon，SymboICopy

視空間（Visuospatial）‘

VisualPerceptualAnalysis，KohIsBlocks／BlodIDesign

問題解決（ProblemsoIving）

TowerofHmoi，WCST／BexleyMaudsleyCategorySortingTest，CategoryTest

言語性記憶（VerbaImemory）

SelecGveRemindingTest，WbrdHsts，Lc直calMemory／ProseRecaH／StoryMemory，VhrdStem－

Compledon／PrimingTask，PairedAssociates，PairedAssociateInter氏renceTask，

運動制御／遂行（Motorcontrol／performance）

BallrBearingTest，FingerTapping佳pingRate

言語性推論（VerbaIreasoning）

ControlledOralWordAssocia丘onTest／WbrdFluency，Synonyms

（文献2より一部改定）
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図2　ベンゾジアゼピン系薬物の長期技与における

認知機能　　　　　　　　　　　　　（文献2より）

小さな影響，0．50で中等度，0，80で大きな影響

が認められると‘されており6），特に感覚処理の

エフェクトサイズは一1．30，精神連動速度は－

0．99，非言語性記憶は－0．91，視空間では－0，86

とこれらに大きな影響が認められた。全体の平

均では－0．74であり，認知機能全投に大きな影

響を及ぼしていることが示されている。

さらにBakerらは長期服属していたベンゾジ

アゼピン系薬物を中止し，その後に低下した機

能が改善するのか同様の手法で調べている3）。

患者数は平均29．7±26．6名（10－96名），患者

群の平均年齢47．1歳（21－75歳），dazepm換

算で1日平均投与量は15．3±18”9mg，平均服

薬期間10年（1－29年），服薬中止後の平均期

間10．6±19．6カ月（1－65カ月）である（図3）。

視空間でエフェクトサイズ0．70，注意／集中で

0．69，問題解決で0，64，一枝知能では0．62の改

1655

エフェクトサイズ

ー0．5－0．25　0　●0．250．5　0．7511．25

視雪間

注意／集中

問題解決

一段知能

精神運動速度

感覚処理

言語性記憶

非言語性記憶

処理速度

運動制御／遂行

作業記憶

言語性推論

i �ii 十〇－－○”－」 ● 十°葛■ 

図3　ベンゾジアゼピン系薬物中止後の認知機能

（文献3より）

善が認められた。全体の平均では0．41と改善が

認められた。しかし，いずれの項目においても

完全に回復している機能はない。ベシゾジアゼ

ピン系薬物の長期服用にて脳の形態学的異常が

引き起こされることは指摘されておらず5），受

容体レベルの神経伝達変化が可逆的に起こって

いる状憩と考えられるため，さらに長期間経過

すれば徐々に回復していく。しかし，一部の機

能は早期には回復しない可能性もある。これに

ついては，Barkerらは回復過程に6カ月もしく

はそれ以上の長期間を要することが考えられる

と結論づけている。このメカニズムについては

さらなる検討が必要であると思われる。

村崎らは，ベンゾジアゼピン系薬物の長期服

属者11名を対象として日中の眠気度の評価と

メモリースキャン，単語再生テストによる記憶

への影響を調査した11）。結果，女性患者では
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午前中の眠気を強く感じるようであった。メモ

リースキャンによる短期記憶の検査では服薬に

よる有意を変化は認められなかった。また，単

語再生テストの直後再生においてはベンゾジア

ゼピン系薬物の服用前後で変化はみられなかっ

たが　服薬後における遅延再生数が有意に低下

していた。これらから，ベンゾジアゼピン系薬

物の服用による短期記憶障害には耐性が形成さ

れるが，長期記憶障害に対しては耐性が形成さ

れにくいことがわかった；

ベンゾジアゼピン系薬物が運動機能

に与える影響

ベンゾジアゼピン系薬物や選択的セロトニン

再取り込み阻害薬（SSRI）などの向精神薬服用と＿

車の運転については厳重な注意が必要である。

欧米では交通事故と薬物の関係が良く研究され

ており，運転能力とベンゾジアゼピン系薬物に

ついても比較的多くの研究報告がなされてい

る。

Barboneら1）はイギリスで1992－1995年の問

に初めて事故を起こした者を対象に三環系抗う

つ薬，ベンゾジアゼピン，選択的セロトニン再

取り込み阻害薬（SSRI）やそれ以外の向精神薬で

主に抗精神病薬の服用に関して服薬していない

者と比べ危険度がどのように異なるのか調べて

いる：対象者数は19，386名でうち1，731名が対

象薬物を服用していた。その内訳は793名が三

環系抗うつ薬，334名がSSRI，916名がベンゾ

ジアゼピン系薬物，138名がその他の向精神薬

であった。交通事故に対する危険度のオッズ比

は三環系抗うつ薬で0．93，SSHでは0．85で危険

度は増加していないが　ベンゾジアゼピン系薬

物では1．62と高かった。さらにベンゾジアゼピ

ン系薬物を抗不安薬と睡眠導入剤に分けて調べ

ると抗不安薬で2．18，睡眠導入薬で1．19のオッ

ズ比であった。アルコールの飲用していた者で

は抗不安薬で9．55，睡眠導入薬で5．03と上昇し

ており，ベンゾジアゼピン系薬物とアルコー

ルの飲用で危険度が跳ね上がることが示され

臨床精神医学　第35巻第12号

た。Versterら15・16）は，被験者に睡眠導入剤を2

日間眼前授与し，高速道路を一定速度で走行し

てもらい．，そのときの車両の横ゆれを測定し運

転能力を調べている。この方法でプラセボと薬

物を比較した試験をまとめている。長時間型の

乱lraZePam15mgや中時間型のⅡunitrazepam2

mgを眠前投与し翌朝10時間後および16時間後

の検査で横ゆれが大きく，障害が認め．られた。

また短時間型のlormetazepamlmgや超短時間

型のzopiclone7．5mgでも10時間後の検査で障

害を認めた。超短時間型のzoIpidemlOmgでは

翌朝10時間後には影響が認められないが　夜

中に授与した5時間後の翌朝では障害が認めら

れた。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬が認知lこ

及ぼす影響

ベンゾジアゼピン系超短時間作用型睡眠薬で

あるmazolmO．125mgを正常被験者に投与し

て，認知機能に対する影響を調べるため事象

関連電位（P300）を用いて経時的に測定した7）。

この結果，thazolm投与後1－4時間後までは

P300の頂点港晴の延長と振幅の減少がみられ，

認知機能の低下が起こっていると考えられた。

このとき自覚的には眠気の増加はみられず，6

時間後には過覚醒と思われる状態になってい

た。これらの結果から，ベンゾジアゼピン系薬・

物による認知の障害は眠気によって惹起される

ものではなく，薬物の直接的作眉メカニズムに

よって引‘き起こされることが示唆された。

またベンゾジアゼピン系睡眠薬が認知機能に

及ぼす影響として前向性健忘がある14）。・睡眠薬

を服薬してからの出来事や翌朝覚醒してからの

出来事に対する健忘が起こる。睡眠薬の用量依

存性に健忘作用も強くなる。また催眠作眉が強

く作眉時間の短いものほど起こり”やすい。アル

コールとの併用によって健忘が誘発されやすい

ため，ベシゾジアゼピン系睡眠薬とアルコール

の併用は避ける。高齢者にベンゾジアゼピン系

睡眠薬を投与する場合，せん妾を引き起こすこ

MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ

MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ

MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ

MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ



2006年12月

とがあるため注意を要する。高齢者のせん妄に

対しては，少量の抗精神病薬を技与する。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬の運動機能に及ぼ

す影響としてしばしば問題となるのは，筋弛緩

作用によるふらつきや転倒などである。作用時

間の長い睡眠薬で出現しやすい。特に高齢者で

は筋弛緩作用が出現しやすいため転倒による骨

折に注意を要する。このため，高齢者の不眠に

対しては症状に応じてより作用時間の短い睡眠

薬を用いる。睡眠薬の中でも，ZOIpidemは比較

的筋弛緩作用が少ない。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬とベンゾ

ジアゼピン受容体サブタイプ

ベンゾジアゼピン受容体には中枢型中pel

（の1）受容体，中枢型帥e2（の2）受容体，末

梢型（の3）受容体がある13）。ベンゾジアゼピン

系睡眠薬は001，の2受容体に対する選択性が

低いため，催眠鎮静作用，抗不安作眉と筋弛緩

作用の分離が効率的でないと考えられる。筋

弛緩作用は運動機能の低下を引き起こすため，

これらのの受容体に対する選択的結合親和性

の高い薬物の選択が好ましい。比較的新しい

zoIpidemとquazepam9）はの1受容体に対する結

合親和性が高いため睡眠作眉が強く，脱力，転

倒，健忘などのの2受容体に起因する副作眉が

少ない。従来のベンゾジアゼピン系睡眠薬から

quazepamに変更したことによって日中の眠気

ふらつき，脱力が出現しなくなった高齢者の症

例が報告されている8，12）。

ベンゾジアゼピン系薬物が認知機能や運動機

能を低下させることを示した。欧米ではすでに

抗不安薬に替わり認知・運動機能に影響しない

SSHの占める割合が高くなってきているが，日

本では依然抗不安薬が頻用されている。常用量

依存や離脱の副作用もあり長期投与となること

もあり，投与初期より必要最小限の用量および

1657

期間を念頭に置き治療していくべきである。さ

らに運動機能の低下も認められ車の運転に少な

からず影響がある。このため，ベンゾジアゼピ

ン系薬物を処方するときには患者に車の運転を

控えるよう説明する必要がある。また高齢者で

は代謝機能が低下しているため，ベンゾジアゼ

ピン系薬物の副作用が強く認められる可能性が

あるため注意を要する。

今後は認知や運動機能に対しより影響の少な

い抗不安作用，睡眠作用を有する薬物の開発が

期待される。
i
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第26回日本社会精神医学会

会期：平成19年（2007年）3月22日（木）・23日（金）

会場：横浜市開港記念会館（国重要文化財）〔〒231－0005横浜市中区本町1－6　TEL：045－201－0708〕

ホテルコンチネンタル横浜　※懇親会・ナイトカンファレンス会場

〔〒231－0023横浜市中区山下町50－1TEL：045－681－4111・HⅨ：0あー681－3136〕

会長：富岡　等（北里大学医学部精神科学教授，北里大学東病院清神神経疾患治療センター長）

大会メインテーマ：「チーム医療としての地域連携」

参加費　※当日受付のみです。事前登録受付は行いません。

会員8，000円，会員・非会員（学生）4，000円（抄録集含まない），非会員（医師）8，000円（抄録集合まかり，

非会員（非医師）6，000円（抄録集含まない），追加抄録集代．2，000円，懇親会3，000円，ナイトーカンファレ
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第26回日本社会精神医学会ホームページ　http：／／wwwiSeCretariat．ne．jp／jssp26／

お問合せ先：第26回日本社会清神医学会事務局
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