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ベンゾジアゼピンの奇異反応
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はじめに

奇異反応とは，本来鎮静作用を示すはずの

benzodiazepihe（BZ系薬剤）の投与により，か

えって不安，焦燥が高まり，気分易変性，攻撃性，

興奮などを呈することである。BZ系薬剤の奇

異反応は，1960年にchlordiazepoxideによるも

のが報告7）されて以来，多くの報告があり，代

表的な症状として，①抑うつ状憩，②精神病状

憩，躁状慰，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0．2－0．7％とさ

れている13）。環境や対人関係などでの著明を葛

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（精神病の既往，脳器質障害，小児，

高齢者など）に奇異反応は起こりやすいとされ，

midazolam投与にて小児では1．5％に奇異反応を

認めたとの報告がある11）。

BZ系薬剤の奇異反応の症状

1，抑うつ状態

抗不安作用を持つBZ系薬剤を技与すること
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ベンゾジアゼピン系薬物の功罪

により，奇異反応として抑うつ症状の発現や増

悪，希死念慮，自傷行為が出現したとの報告が

ある。抑うつ症状を認めていなかったパニック

障害患者46人に，alprazolamを3－10mgを投

与したところ，4－40週間で15人に抑うつ状

憲が出現したとの報告10）や，抑うつ症状を認め

ていなかったパニック障害患者30人に，loraヶ

epamを平均3．75mg／日没与したところ，3－6

週間の間に4人，3－6カ月の間に2人，6－9

カ月の間に2人に抑うつ状態が出現したとの報

告がある9）。

BZ系薬剤技与後の奇異反応として，希死念

慮，自傷行為の出現が出現するとの報告は，血

prazolam，diazepamなどでの報告があるものの，

3，217人のうつ病患者の希死念虞に対するdpra－

zolam，diazepam，抗うつ薬，Placeboの効果を

調査した報告では，薬物治療開始後に重篤を希

死念慮が出現した頻度は，abraZOlam（4．1％），

diazepam（2．2％），imipramhe（3．2％），ar止血－

pbTline（2．7％），Placebo（3．5％），希死念慮に

増悪が認められたのは，alprazolam（18．8％），

diazepam（25．8％），imipramine（12．7％），ami－

tripbTline（11．2％），placebo（21．5％）であり，一

方，希死念慮に改善が認められたのは，abra－

zolam（71．9％），aZePam（55．3％），imipra－

mine（72．9％），amitrip亙me（81．5％），placebo

Paradoxicalreacdonstobenzodiazepine
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（57．7％）で　重篤な希死念底の出現，希死念膚

の増悪，改善率ともに，alprazolamと抗うつ薬

で有意差は認められなかった8）。BZ系薬剤投与

後の抑うつ症状の発現や増悪，希死念慮，自傷

行為は，薬物投与による奇異反応ではなく，①

元来あった抑うつ症状が悪化した可能性がある
・こと，②境界性パーソナリティー障害の症例

において，alpra．zolam投与後に希死念慮，自傷

行為が生じたとの報告4）がある一方で　境界性

パーソナリティー障害の抑うつ症状，衝動行為

に関して，abrazolm投与が著効したとの報告3）

もあること，③三環系抗うつ薬のamitriptiline

でも，同様に希死念慮，自傷行為が生じたとの

報告5）があるなど　必ずしもBZ系薬剤により

特異的に誘発される現象とはいい難い点も指摘

されている15）。

2，精神病状態，躁状態

BZ系薬剤投与によ．る奇異反応として，せん

妄状態とは無関係に，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。皮膚

疾患患者の安静のためchlordiazepoxide25mg

を筋肉注射したところ45分後に幻視が出現し，

翌日には症状は改善していたが，翌日に再び

chlordiazepoxide25mgを筋肉注射したところ

1時間後に同様の症状が出現したとの報告があ

る18）。BZ系薬剤の奇異反応として出現する精

神病症状は，BZ薬系剤投与から1時間以内に出

現し，BZ系薬剤中断により症状は改善すると

されている。

また，BZ系薬剤を授与することにより，躁

状態が出現したとの報告があり，抑うつ症状を

伴ったパニック障害の54歳女性に対して，丸

prazolam2mg／日を技与したところ，3日後に

躁状態となり，alprazolamの減量と批正um投与

により3週間後に躁状態は改善したとの報告が

ある12）。BZ系薬剤投与後に生じる躁状憩の報

告はalprazolamに関してのものが多く，薬剤投

与から1日～3週間後に躁状態が出現するとさ

れている。双極性障害患者の調査では，約7％

にパニック障害が合併していたとの報告17）もあ
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り，BZ系薬剤投与後に出現した躁状態につい

ても，双極性障害が合併していた患者に躁状態

が認められた可能性も考えられる。

3，敵意，攻撃性，興奮

BZ系薬剤の敵意，攻撃性，興奮などの症状

に対する効果は，多数の検証により明らかで

あるが　これらの症状に対して処方されたBZ

系薬剤により，期待された効果とは反対に，

攻撃性，興奮が出現，増悪したとの報告があ

る。BZ系薬剤投与により，敵意，攻撃性，興

奮などの症状が生じたとの報告は，Chlordiaz－

epoxide，diazepamに関しての報告が比較的多

い15）。敵意，攻撃性，興奮などの症状のため

入院治療が必要となった25名の患者に対して

＿Chlordiazepoxide60－70mgを技与した報告で

は，15名に症状改善を認めたが，1名は著明に

攻撃性が増悪し，治療を中断せざるを得なかっ

たと報告されている2）。入院患者を対象とした，

alprazolam服用群（n＝108人），Clonazepam服用

辞（n＝111人），BZ系薬剤非服用群（n＝104人）で

の調査報告では，自傷行為の発生率がそれぞれ，

1．9％，1．8％，2．9％，敵意の発生率が，0％，0．9％，

1．0％であり，3洋間で有意差は認められず，ま

た，合計7人に自傷行為を認めたが，6人には

治療前より自殺企図歴があり，自殺企図歴がな

く入院中に自傷行為が出現した症例は，BZ系

非服用韓の症例であった14）。

BZ系薬剤による敵意，攻撃性，興奮の増悪

には，病前の性格傾向や患者を取り巻く環境が

症状の発現に大きく影響すると考えられてお

り，もともと衝動性コントロールに問題のある

患者，敵意や攻撃性の強い患者にのみ生じると

の意見や，BZ系薬剤投与によ亘ヒ較的多く認

められる症状ではあるが，多くは軽度であるた

め見逃されたり，ある患者では症状が改善した

と認識されたり，元来の性格傾向と“誤診されて

いるため報告が少ないとの意見もある6）。
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奇異反応の治療

奇異反応の治療は，BZ系薬物を中止するこ

とが原則である。その後，低酸素症を予防する

ため酸素を吸入させながら∴丑mazemlを0．1－

0．2mg程度の量を静脈投与する。FhlmaZenilの

効果は数分で発現し，6分程度で最大になるた

め，ⅡumazenHの静脈投与は，1分ごとに繰り返

す。けいれん発作をBZ系薬物でコントロール

している患者には，十分な注意が必要である。

その他，pmsosdgmineの投与が，意識障害を

伴った奇異反応に対して効果がある場合がある

が，徐脈，嘔吐などの副作用に注意が必要であ
l

る。

2，617人の18歳未満の小児の内視鏡検査の前

処置としてmidazolamの静脈注射後に，頻脈，

深、い悲しみ，絶叫，不穏，失見当誠などの奇異

反応を生じた36人に対して，Physostigmine静

脈内投与により6人が平均17分で，Ⅱumazenil

の0．01mg／kg静脈内投与により30人が平均14

分で奇異反応が改善したと報告されている11）。

奇異反応の成因

奇異反応の機序としては，Physostigmineが

BZ系薬剤の奇異反応の興奮などの一部の症状

に対して効果があることから抗コリン作眉の関

与や，セロトニン神経系の関与が考えられてい

るが不明を点が多い。また，midazolam投与に

より，奇異反応として，落ち着きのなさ，不快

感等の症状が生じる28歳女性の一卵性双生児

の症例が報告16）され，遺伝的な要因も奇異反応

出現と関連していると考えられるようになりつ

つある。

脳内には，2種類のGABA受容体（GABAA受

容体とGABAB受容体）が存在し，GABAA受容

体には多くの中枢作用薬が働き，①GABAが結

合するl部位，ベンゾジアゼピン●が結合するα

部位，パルビツール酸やピクロトキシンが結
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合する塩素イオンチャネルに分類されている。

GABA応答は，さまざまな薬剤および生体内物

質によって影響を受けるが，GABAやベンゾジ

アゼピンを除く物質がどのサブユニットに結合

するのかは，不明な部分が多い。抗不安作用を

持つベンゾジアゼピン受容体はタイプ1受容体

と呼ばれ，α1，12，γ2のサブユニットで構

成され，鎮静や失調と関連するタイプ2受容体

は，α2，13，γ2で構成されている。近年，

ベンソジアゼピン受容体機能に影響を及ぼす遺‘

伝子変異が多数報告されるようになり，GABA

受容体α1サブユニットのArglOIHis遺伝子変

異は，GABAへの反応性は低下させないが，di－

azepamへの反応性を滅弱させるとの報告1）もあ

ることから，ベンゾジアゼピン受容体の遺伝子

変異による機能変化も奇異反応の発生に関連が

あると考えられている。

奇異反応は，本来鎮静作用を示すはずのBZ

系薬剤の服用により，期待された効果とは正反

対の症状が生じるため，発生すると対応が遅れ

問題が大きくなる場合が多い。BZ系薬剤の種

類による奇異反応の発生頻度，重症度などに関

するエビデンスは乏しく，まだ　症状について

もBZ系薬剤の薬理作眉から合理的な説明がつ

かない部分も多いなど　奇異反応については不

明を点が多いのが現状である。
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