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認知症の数⼗万⼈｢原因は処⽅薬｣という驚愕
危険性指摘も医師は知らず漫然投与で被害拡⼤

薬剤で尊厳を奪われた⾼齢者が多数いる（写真︓freeangle／PIXTA）

⾃分の親が病院にかかった途端、別⼈のように変わり果てる――。

・⽣気がなくなり、歩くのもおぼつかなくなって、やがて寝たきりになってしまう
・落ち着きを失い、ときに激昂し暴⾔・暴⼒をふるう
・記憶⼒や思考⼒などの認知機能が低下する

医師から処⽅される薬剤が原因で、こんな症状に陥る⾼齢者が数⼗万⼈に及ぶかもし
れないとしたら信じられるだろうか。海外では早くから、その原因となる薬剤の危険
性が指摘されながら、⽇本では⻑い間、放置されてきた。最近になって学会が注意を
促し始めたが、改善される兆しはない。

薬剤によってこうした症状に陥ることを「薬剤起因性⽼年症候群」と呼ぶが、⾼齢者
にとって⼈⽣総決算の⼤切な時期に普段の⾃分を⾒失うことは、いわば尊厳を奪われ
るに等しい。注意を要する薬剤を適正に使っていない点では、まさに「薬害・廃⼈症
候群」と呼ぶべきだろう。問題を掘り下げていくと、⽇本の⾼齢者医療のひずみが⽣
んだパンドラの箱に突き当たる。計3回連載でその真実に迫る。

73

2021年卒向け「会社説明会」を開催しますお知らせ

1⽉22⽇（⽔） 週刊東洋経済プラス 四季報オン

トップ ビジネス 政治・経済 マーケット キャリア・教育 ライフ

ライフ 「薬害・廃⼈症候群」を知っていますか︖

 ／ 2020/01/22 5:20坂⼝ 直 : 医薬経済社編集部 記者 ⾠濃 哲郎 : ノンフィクション作家

 ツイート ⼀覧 8

ペ

https://toyokeizai.net/
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=148323531980790&display=popup&href=https%3A%2F%2Ftoyokeizai.net%2Farticles%2F-%2F325612&redirect_uri=https%3A%2F%2Ftoyokeizai.net%2Farticles%2F-%2F325612
mailto:?subject=%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%8D%81%E4%B8%87%E4%BA%BA%EF%BD%A2%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AF%E5%87%A6%E6%96%B9%E8%96%AC%EF%BD%A3%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E9%A9%9A%E6%84%95%20%E5%8D%B1%E9%99%BA%E6%80%A7%E6%8C%87%E6%91%98%E3%82%82%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E3%81%AF%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9A%E6%BC%AB%E7%84%B6%E6%8A%95%E4%B8%8E%E3%81%A7%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E6%8B%A1%E5%A4%A7%20%7C%20%E3%80%8C%E8%96%AC%E5%AE%B3%E3%83%BB%E5%BB%83%E4%BA%BA%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4%E3%80%8D%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%20-%20%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&body=%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%82%92%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A2%0A%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%8D%81%E4%B8%87%E4%BA%BA%EF%BD%A2%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AF%E5%87%A6%E6%96%B9%E8%96%AC%EF%BD%A3%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E9%A9%9A%E6%84%95%20%E5%8D%B1%E9%99%BA%E6%80%A7%E6%8C%87%E6%91%98%E3%82%82%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E3%81%AF%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9A%E6%BC%AB%E7%84%B6%E6%8A%95%E4%B8%8E%E3%81%A7%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E6%8B%A1%E5%A4%A7%20%7C%20%E3%80%8C%E8%96%AC%E5%AE%B3%E3%83%BB%E5%BB%83%E4%BA%BA%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4%E3%80%8D%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%20-%20%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%0Ahttps://toyokeizai.net/articles/-/325612
https://toyokeizai.net/articles/print/325612
https://toyokeizai.net/articles/-/325612?page=2
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/toyokeizai.net/articles/-/325612
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/toyokeizai.net/articles/-/325612
https://corp.toyokeizai.net/recruit/list?utm_campaign=MK%20hr_recruit2021int1&utm_source=edTKO&utm_medium=banner_top
https://premium.toyokeizai.net/
https://shikiho.jp/
https://toyokeizai.net/
https://toyokeizai.net/list/genre/business
https://toyokeizai.net/list/genre/economy-and-politics
https://toyokeizai.net/list/genre/market
https://toyokeizai.net/list/genre/career-and-education
https://toyokeizai.net/list/genre/life
https://toyokeizai.net/list/genre/tetsudosaizensen
https://toyokeizai.net/list/genre/jidoshasaizensen
https://toyokeizai.net/list/genre/life
https://toyokeizai.net/category/phytotoxicity-crock-syndrome
https://toyokeizai.net/list/author/%E5%9D%82%E5%8F%A3_%E7%9B%B4
https://toyokeizai.net/list/author/%E8%BE%B0%E6%BF%83_%E5%93%B2%E9%83%8E
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&original_referer=https%3A%2F%2Ftoyokeizai.net%2Farticles%2F-%2F325612&ref_src=twsrc%5Etfw&related=Toyokeizai&text=%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%8D%81%E4%B8%87%E4%BA%BA%EF%BD%A2%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AF%E5%87%A6%E6%96%B9%E8%96%AC%EF%BD%A3%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E9%A9%9A%E6%84%95%20%E5%8D%B1%E9%99%BA%E6%80%A7%E6%8C%87%E6%91%98%E3%82%82%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E3%81%AF%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9A%E6%BC%AB%E7%84%B6%E6%8A%95%E4%B8%8E%E3%81%A7%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E6%8B%A1%E5%A4%A7%20%7C%20%E3%80%8C%E8%96%AC%E5%AE%B3%E3%83%BB%E5%BB%83%E4%BA%BA%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4%E3%80%8D%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F%20-%20%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Ftoyokeizai.net%2Farticles%2F-%2F325612&via=Toyokeizai
https://twitter.com/search?q=https://toyokeizai.net/articles/-/325612
https://toyokeizai.net/
MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ



2020/1/22 認知症の数⼗万⼈｢原因は処⽅薬｣という驚愕 | 「薬害・廃⼈症候群」を知っていますか︖ | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新…

https://toyokeizai.net/articles/-/325612 2/4

この連載⼀覧はこちら

1  2  3  4  5  コメント（8）

万引きを繰り返したのは認知症のせい

兵庫県⽴ひょうごこころの医療センター認知症疾患医療センター⻑の⼩⽥
陽彦医師のもとには、認知症やそれに付随するさまざまな問題を抱えた患
者がやってくる。

70歳代の⼥性患者が「⾃分は認知症で
はないか︖」とやってきたのは2015年
11⽉だった。50歳代のころから、うつ
病で総合病院精神科での⼊退院を繰り返
していた。この間、万引きをする盗癖が
おさまらず、何度も警察沙汰になった。
本⼈は「やってはいけないとわかってい
る」と⾔う。認知症検査であるミニメンタルステート検査（MMSE）では
30点中24点。23点以下は認知症が疑われる。⼩⽥医師は「⾏動異常型前頭
側頭型認知症」を疑った。だが頭部をMRIで調べたが、萎縮などの症状は
⾒つからない。

「もしかしたら、薬剤起因性⽼年症候群かもしれない」

⽼年症候群とは、⾼齢者の⽼化現象が進むことを意味し、薬剤によっても
たらされることを薬剤起因性⽼年症候群と呼んでいる。認知機能の低下
（薬剤性認知障害）のほか、過鎮静（過度に鎮静化され寝たきりになるな
ど）や歩⾏困難などの運動機能低下、発語困難、興奮や激越（感情が激し
くたかぶること）、幻覚、暴⼒、さまざまな神経・精神症状のほか、⾷欲
不振や排尿障害といった副作⽤が表れることを指す。⽇本⽼年医学会など
も最近になって使い始めた⾔葉だ。
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認知症の数⼗万⼈｢原因は処⽅薬｣という驚愕
危険性指摘も医師は知らず漫然投与で被害拡⼤

この⼥性は5種類の薬剤を服⽤していて、精神科領域の薬剤として、抗精
神病薬を1種類、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬2種類を飲んできた。⼩⽥医
師は、これらの薬剤を⼀気に中⽌して様⼦を⾒ることにした。依存性のあ
るベンゾジアゼピン系薬剤の急な断薬は危険だが、窃盗の公判中で、また
万引きをすれば刑務所⾏きも免れないので決断した。

薬剤を⽌めて間もなく、表情が明るくなりよくしゃべるようになった。何
より盗癖がピタリとおさまったのには驚いた。MMSEも1カ⽉後には28点
に跳ね上がり、その後も満点近い数値で推移している。認知症の疑いはま
ったくない。

⼩⽥医師が薬剤起因性⽼年症候群の中で、最も疑っているのがベンゾジア
ゼピン系の睡眠薬・抗不安薬だ。

最も疑わしいのがベンゾジアゼピン系薬剤

1960年代に開発されたベンゾジアゼピン系薬剤は、感情などに関わるベ
ンゾジアゼピン受容体に作⽤して、睡眠薬・抗不安薬として使われてい
る。⽇本で発売されているもののほとんどがベンゾジアゼピン系で、後発
品を含めて約150種類ある。⾮ベンゾジアゼピン系の睡眠薬・抗不安薬も
あるが、作⽤機序は同じなのでベンゾジアゼピン系と同じような副作⽤が
ある。

ところが、1980年代に海外で⾼齢者への投与が問題となった。服⽤した
ベンゾジアゼピン薬剤を分解する代謝が悪いうえ、排泄する能⼒も低下し
ているので体内に蓄積され、効きすぎるリスクがある。過鎮静の症状や認
知機能、運動機能の低下などの副作⽤があることが明らかになり、海外で
は⾼齢者には「使⽤を避けるように」と指摘されている薬剤だ。

⼩⽥医師の元には、ベンゾジアゼピン系薬剤が原因と⾒られる患者が後を
絶たない。
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ベンゾ系の薬剤の⾼齢者への安易な
処⽅は、 廃⼈症候群を⽣んでいる
（筆者撮影）

 1  2  3  4  5  コメント（8）

精神科クリニックで認知症とうつ病と診断さ
れた80歳代の⼥性は、抗認知症薬に抗うつ
薬、ベンゾジアゼピン系薬剤などを服⽤し始め
て間もなく動作が緩慢になり、終⽇こたつで過
ごすようになった。認知機能はMMSEで17点
と低かったが、MRIでは海⾺の萎縮は⽬⽴たな
い。薬剤を徐々に減らしてみると、動作が速く
なって明るさが戻り、デイサービスに出かけら
れるまでに回復した。レビー⼩体型の認知症の
疑いは残るものの、MMSEは24点に戻った。
明らかに薬剤起因性⽼年症候群に該当する。

「薬を続けていたら、寝たきりになって意思
疎通もできずに亡くなっていた可能性が⾼い」
（⼩⽥医師）
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認知症の数⼗万⼈｢原因は処⽅薬｣という驚愕
危険性指摘も医師は知らず漫然投与で被害拡⼤

ベンゾジアゼピン系薬剤を減薬したら認知機能や過鎮静が改善したケース
は、あちこちで聞く。だが、こうした症例は、減薬に取り組んでいる医師
だから⾒抜くことができる。気づかずに⾒過ごされているケースがほとん
どではないだろうか。

例えば、通院の場合は認知機能が落ちたとしても、薬剤が原因とは医師も
患者本⼈も家族も考えない。急性期病院ではまずは治療すべき病気の治療
が優先されるから、ここでも医師が気づくことはほとんどない。転院先の
病院では元気な頃の患者を知らないから異常に気づかず、急性期病院の処
⽅を継続することが多い。

そもそも医師が薬剤の危険性を知らなければ、副作⽤が起きても「お年で
すから」と単なる⽼化現象で⽚付けられてしまう。たとえ薬剤を疑って
も、複数の薬剤を服⽤しているから、原因を特定することは難しい。薬剤
起因性⽼年症候群が、今の⽇本の医療システムの中で埋もれてしまってい
るのは、そういった事情がある。

認知機能低下の1〜2割が薬剤性という衝撃

私たちの関⼼事の1つは、認知機能が低下した患者のうち、薬剤によるも
のが、どれほどの割合を占めているかということだ。⼩⽥医師の⾒解は、
こうだ。

「認知症の疑いでやってくる患者の1〜2割は、薬剤が原因というのが実感
だ」

これはベンゾジアゼピン系薬剤だけでなく、同じように危険性が指摘され
ている向精神薬なども含めての割合だ。少し古いが、1987年にアメリカの
ワシントン⼤学医学部のチームが発表した論⽂では、認知機能の低下を招
いた65歳以上の308⼈の患者のうち、約11％に当たる35⼈に薬剤の影響が
あったと指摘している。
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2017年に⽇本神経学会が作成した「認知症疾患診療ガイドライン」で
も、1999年のアイルランドの論⽂を引⽤するかたちで「認知機能障害を呈
する患者の中で薬剤に関連すると思われる割合は2〜12％」と推測してい
る。

取材で知り合った関東の特別養護⽼⼈ホームに勤務する50歳代の看護師
も、療養型病院に勤める40歳代の職員も、薬剤によるとみられる過鎮静や
認知機能の低下をきたした患者が「2割〜3割、あるいはそれ以上」と証⾔
する。

いずれも1〜3割というところで⼀致している。

認知機能が低下した1〜2割が薬剤起因性⽼年症候群だと仮定しよう。厚⽣
労働省の研究班が推計した2020年の認知症患者は602万〜631万⼈だ。こ
の患者の1割が薬剤を原因としたものだとすると60万⼈、2割だと120万
⼈。とんでもない⼈数になる。

次ページ ありえない数値だとは誰も反論できない
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認知症の数⼗万⼈｢原因は処⽅薬｣という驚愕
危険性指摘も医師は知らず漫然投与で被害拡⼤

⼩⽥医師は、「認知機能の低下の原因に薬剤が関わっている患者が、それ
くらいいてもおかしくはない」と話す。

認知症患者の全員が薬剤を服⽤しているわけではないので、これは⼤雑把
な推計にすぎない。だが、これがありえない数値だとは誰も反論できな
い。こういった副作⽤の本格的な研究がなされてはいないからだ。わかっ
ているのは、さまざまな薬剤が認知機能の低下などを招く薬剤起因性⽼年
症候群は、けっして過⼩評価できるものではないということだ。それが半
年にわたって、この問題を取材してきた私たちの実感でもある。

海外では以前から危険性指摘

海外では、このベンゾジアゼピン系薬剤の危険性が早くから指摘されてき
た。

1982年にカナダの保健福祉省が「The Effects of Tranquillization :
Benzodiazepine Use in Canada」（精神安定薬の効果︓カナダでのベン
ゾジアゼピン使⽤）と題する解説本を公表している。この中で「（ベンゾ
ジアゼピン系薬剤の）ジアゼパムによる強いふらつきや過鎮静は若者と⽐
べて⾼齢者に2倍以上発現する」などと注意を促したうえで「⾼齢者に使う
場合は注意深いモニタリングがとくに重要だ」などと警鐘を鳴らしてい
る。

アメリカで⾼齢者医療のバイブルともいわれている「ビアーズ基準」で
は、1991年の初版からベンゾジアゼピン系薬剤について注意を喚起してい
る。2003年版の改訂版では危険性が「high」（⾼い）にランクされ、安全
のためには「少量からの投与」を勧めている。2012年版では「使⽤を避け
るように」と警告している。

⽇本でベンゾジアゼピン系薬剤の危険性を初めて公的に指摘したのは⽇本
⽼年医学会だ。欧⽶と⽐べるとだいぶ遅いが、2005年に作成した「⾼齢者
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の安全な薬物療法ガイドライン」の中で『とくに慎重な投与を要する薬
物』のリストを公表、「中⽌・変更を考慮する」と注意喚起している。ベ
ンゾジアゼピン系薬剤は、このリストには当然、含まれている。

2015年の改訂版では、⻑時間作⽤が続くベンゾジアゼピン系は「使⽤す
るべきではない」と踏み込んだ表現で危険性を訴えている。

だが、この学会の注意喚起は医師に伝わっていないようだ。

厚労省が毎年、⽇本の医療関連データをまとめている「社会医療診療⾏為
別調査」という統計がある。2003年以降の「催眠鎮静剤・抗不安剤」の1
カ⽉間の薬剤料（⼊院・⼊院外と調剤の合計）が年齢ごとに集計されてい
る。

75歳以上に限って集計すると、2003年は1カ⽉間に15億9561万円。その
額は年を追うごとに増え、10年後の2013年には25億円を突破。その後は
少し減ったものの、最新の2018年は18億8994万円だ。ただし、主な先発
品の単価は、この間の薬価改定で3割前後引き下げられていることを考える
と、実際の使⽤量はあまり変わっていないことがわかる。

さらに、75歳以上の⾼齢者に使われているベンゾジアゼピン系薬剤の錠剤
数を⾒てみる。厚労省が医療関係の統計をまとめたナショナルデータベー
ス（NDB）によると、精神神経⽤剤としてよく知られる「デパス」は、後
発品も含めた2015年度の処⽅量は、75歳以上の⾼齢者で約4億5660万錠
にのぼる。2017年度は4億2157万錠で、かなりの使⽤量を維持している。

⽇本⽼年医学会がベンゾジアゼピン系薬剤の注意喚起したのが2005年と
2015年だから、これらのデータからみると、医師の処⽅⾏動には影響を与
えておらず、⼀向に減っていない実態がうかがえる。
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認知症の数⼗万⼈｢原因は処⽅薬｣という驚愕
危険性指摘も医師は知らず漫然投与で被害拡⼤

では、海外ではどうか。国ごとに医療制度が違うので単純に⽐較できない
が、よく使われているのが国連の国際⿇薬統制委員会（INCB）がまとめて
いる報告書がある。ここにベンゾジアゼピン系薬剤を含む睡眠薬の⼈⼝当
たりの消費量をまとめた統計がある（※注1）。

表に⽰すように、2015年の⽇本の消費量は67.8ミリグラムで国別では最
も多かった。2018年公表分では、イスラエルやアイルランドなどの消費量
が急増し、⽇本は5番⽬になっているが、それでもその消費量は極めて多
い。アメリカは、⽇本の半分以下、英国は⽇本の10分の1以下だ。

（※注1） 数値は過去3年間の平均値で、単位は「統計⽬的のための1000
⼈当たりの1⽇投与量」。各国が提出した製造量や輸出⼊などのデータをも
とに、INCBが独⾃の計算式で算出している。ただ、⽇本で最も多く使われ
ているデパスは統計には含まれていないなど、必ずしも実態を正確に反映
しているとはいえない。

医師の「不勉強」への驚き
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なぜ医師は危険性が指摘されるベンゾジアゼピン系薬剤の処⽅を漫然と続
けるのか。実は、この問いの先に1番の問題が潜んでいる。

⼩⽥医師は、ベンゾジアゼピン系の危険性を知らない医師が多いことを挙
げる。患者のかかりつけ医と⼿紙でやり取りをする中で感じることだとい
う。

「医師が⾃分の処⽅した薬剤によって認知機能低下などを招いていること
に気付いていない。昔、先輩から教えてもらった薬の使い⽅を、いまだに
アップデートしていないのだろう。⾔ってみれば不勉強。まずは⾃分の薬
が原因で悪くなっていないか、犯⼈は⾃分かもしれないという感覚が必要
だ」

⽼年医学会理事⻑で学会の薬物療法ガイドラインを作成した東京⼤学⼤学
院医学系研究科⽼年病学の秋下雅弘教授の⾒解も、⼩⽥医師とほぼ同じ
だ。そのうえで、「ガイドラインは、所属する学会員以外にはあまり読ま
れていない」と嘆く。臓器別に専⾨が分かれる⽇本では、⽼年病学などと
いう横断的な分野のガイドラインに注⽬する医師は多いとはいえない。つ
まり危険性を「知らない」医師が多いということを指摘しているのだ。

古い研究だが、こんな報告書がある。2011年の厚労科学研究費で国⽴精
神・神経医療研究センターの三島和夫⽒らがまとめた「⾼齢者に対する向
精神薬の使⽤実態と適切な使⽤⽅法の確⽴に関する研究」で、睡眠薬・抗
不安薬の処⽅の8割が、精神・神経科以外の「⼀般⾝体科」からのものであ
ると報告されている。

⽇本では医師免許さえあれば、専⾨外であっても処⽅できるのだが、専⾨
外の分野の薬剤を処⽅するなら、それ相応の知識と情報を得ることが⼤切
だ。専⾨外だと論⽂などに⽬を通す機会が減るなど情報量は格段に少なく
なる。危険性も知らなければ、副作⽤にも気付かないという恐ろしい事態
に陥っている可能性もある。

この危険なベンゾジアゼピン系の薬剤、医療現場でどのように使われてい
るのか。その驚くべき医療現場の使⽤実態が明らかになっていく。

（第2回に続く）
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