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ピットフォールから学ぶ睡眠薬の適正使用
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一6o歳男性
【既往歴】高血圧症．糖尿病，陳旧性脳梗塞

【家族歴】特記事項なし

【生活歴】同胞2名中第2子。高等学校卒業後は会社員として勤務。 60歳で退職し現在は無職。挙児2名。

現在は妻と同居

【嗜好】日本酒2合／日，煙草 1 日 20本／日を 20年

【現病歴】 55歳時仕事上のストレスを契機に不眠が出現し，かかりつけ医より飲酒を控えるよう指導さ
れたうえでベンゾジアゼピン系睡眠薬であるトリアゾラム0.125mg／日を処方された。不眠は改善した

がその後も漫然と服薬を続けていた。 60歳で退職し，その後は睡眠薬を服用しながら飲酒をするように

なった。徐々に飲酒量は増加し，夜間に何度も目覚めるようになった。かかりつけ医に不眠の悪化を相談

したところトリアゾラムが0.25mg／日へ増量された。増量後も不眠が持続し， トリアゾラムが0.5mg／日

へ増量された。増量翌日から些細なことで激高し．攻撃的な発言をする頻度が増え．心配した妻に連れら

れ精神科を紹介初診した。元来の性格的な要因による反応の可能性を否定できないものの．アルコール併

用下でのトリアゾラム増量による奇異反応の可能性が考えられた。アルコールを控えるように指導したう

えでトリアゾラムをゾルピデムに置換した。中止後に敵意攻撃性；興奮は消失し．奇異反応であったと

判断した。その後睡眠衛生指導や認知行動療法的介入を継続したところ不眠の改善を認めた。ゾルピデ

ムを中止した後も不眠の再発を認めていない。

ぐ〗

沿只
Ql本症例の問題点
ゞ

解説

①不眠の改善後も漫然と睡眠薬が継続された。

②睡眠薬とアルコールの併用があった。

③奇異反応ともともとの性格的な要因による反応との鑑

別が困難であった。

攣漫然と継続されがちな
非ベンゾジアゼピン系・

1 ベンゾジアゼピン系睡眠薬
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不眠は臨床場面において遭遇しやすい症状の一つであ

る。一般成人を対象にした疫学調査によると， 日本人の
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46(1070)—闘薬事 2021.5 (Vol.63 No.6) 

..、-:-.,. ·,r... -•, •,,.., 
'>  ・ ・ ,’, ': ・謬タ・', ., •』 -= • •,. 

• •, 9・＊•．.........'. -.....  



' ,ゴ,..―. ..:.ユニーよよぷ~,·..:--ー；てー・―^ •こーて‘•— •c.·．ー・・・人・―. • ．'-"--•ここ＝二—ュ・タ••.,:··,--亡•ら 9・ニ＝ー”ー．：こ．，．ーで芯Z=',•-·_ -•:.ー-_,••: • ←．ー•,｀一・らぶこ←
• 
,, 

,j 

•·... :..•—· •. •..•'.. 

奇異反応
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表 1 国内で使用されている主な非ベンゾジアゼピン系・ベンゾジアゼピン系睡眠薬

”□言二［疇疇重1ここ三ここl
ゾルピデム

超短時問作用型 ゾピクロン

エスゾピクロン

超短時間作用型 トリアゾラム

エチゾラム

短時間作用型
ブロチゾラム

リルマザホン

ロルメタゼバム

フルニトラゼバム

中問作用型 エスタゾラム

ニトラゼバム

長時間作用型
クアゼバム

フルラゼバム

短時間作用型 ミダゾラム

中間作用型 フルニトラゼパム

約 5人に 1 人が不眠の症状をもち 1），約 20人に 1人が睡

眠薬を使用していると報告されている究睡眠薬はうつ

病や不安障害をはじめとした多くの精神疾患だけでな

く，手術や内視鏡検査などでの鎮静にも使用されており，

精神科のみならず内科などで処方されるケースも多い。

近年は筋弛緩作用による転倒，認知機能への影響など

からメラトニン受容体作動薬やオレキシン受容体拮抗薬

が処方されることが増えてきているものの，いまだ非ベ

ンゾジアゼピン系・ベンゾジアゼピン系睡眠薬の使用が

多い。非ベンゾジアゼピン系・ベンゾジアゼピン系睡眠

薬の長期服用は依存形成リスクを上昇させることもあ

り，「睡眠薬の適正使用・休薬ガイドライン」では睡眠

薬の漫然投与を控え，症状改善後には一定期間をおいて

減薬することが推奨されている3)。国内で使用されてい

る主な非ベンゾジアゼピン系・ベンゾジアゼピン系睡眠

薬を（表 1) に示す。

◎アルコールと非ベンゾジアゼピン系・
しベンゾジアゼピン系睡眠薬
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アルコールは少盤でも睡眠導入効果があるが，一方で

睡眠後半の睡眠を浅くし，中途覚醒・早朝覚醒の原因と

なる4)。また，アルコールによる睡眠導入効果は耐性が

生じゃすく，摂取量増加の危険性があるため睡眠導入効

果目的の欽酒はすべきではない。また，アルコールと非

ベンゾジアゼピン系・ベンゾジアゼピン系睡眠薬はとも

に GAB心受容体に作用することから，効果も副作用も

増強されるため併用しないことが原則である。

◎見逃しやすい副作用一一奇異反応
i (paradoxical reaction) 
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非ベンゾジアゼピン系・ベンゾジアゼピン系睡眠薬は

抑制系神経伝達物質である GABAの受容体上に存在す

る結合部位に作用することで，鎮静・催眠作用，抗不安

作用，抗てんかん作用および筋弛緩作用など多彩な薬理

作用を示す。これらの作用が過剰になると眠気やふらっ

きなどの副作用が生じる。 1960年に Ingram らによって

ベンゾジアゼピン系薬の一つであるクロルジアゼポキシ

ド投与後に本来期待される抗不安作用や鎮静作用ではな

く，攻撃性．焦燥が生じたケースが報告された5)。以降

同様の報告が相次ぎ，攻撃性や焦燥だけでなく抑うつ状

,
.
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國置園）
ピットフォールから学ぶ睡眠薬の適正使用

態，精神病状態，躁状態，敵意・攻撃性・興奮などが生

じ，時に暴力や自殺企図につながるケースも報告され

た6),7)。この重大な副作用は奇異反応(paradoxical

reaction), または逆説反応や脱抑制とよばれる8)。一度

出現すると危険な状況を招き，身体的加療にも影響を及

ぽすことがあるため，病態について十分な理解が必要で

ある。以下に奇異反応について知っておくべき知識をま

とめる。

(1) 原因

奇異反応の原因はいまだ明らかでないが，ベンゾジア

ゼピン系薬の中枢神経系への作用による脱抑制によって

生じると考えられている9)。過去の研究結果から中枢性

の抗コリン作用，セロトニン神経系への作用， ドパミン

神経系への作用，遺伝的要因の4つの仮説がある。しか

し， どの仮説も稟づけに乏しく，今後の研究の蓄積が期

待される。

(2) 発生頻度・危険因子

奇異反応の発生頻度は 0.2~0.7％とされる 10)。現在ま

でに知られている患者側の危険因子として，環境変化や

対人関係などでの著明な葛藤状況下にある場合").12),

パーソナリティ障害など潜在的な敵意や攻撃性の強い性

格や衝動制御が不良な場合12), 精神疾患やアルコール

依存症，脳器質性疾患，小児や高齢者など中枢神経系の

抑制機構に脆弱性を有する場合12) があげられている。

また，奇異反応が生じやすいベンゾジアゼピン受容体作

動薬の特徴として商力価，高用量，早い効呆発現，短時

間作用型，静脈内投与が知られている9),12)-14)。アル

コールとの併用も発症の危険性を高めるため，欽酒習慣

の把握が重要である。

(3) 症状

奇異反応は大きく①抑うつ状態，②精神病状態・躁状

態③敵意・攻撃性・興奮の3つに分類される9)。同薬

でも出硯する症状は患者ごとに異なり，予測は困難であ

る 12)。報告例は少ないが，非ベンゾジアゼピン系睡眠

薬であるゾピクロンによる報告16) もあり，非ベンゾジ

アゼピン系睡眠薬においても注意が必要である。
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①抑うつ状態

ベンゾジアゼピン系抗不安薬であるアルプラゾラムの

投与後に抑うつ症状や希死念慮が認められたとの報告が

ある 16)。一方で，アルプラゾラムによる重篤な希死念

慮の出現率は，抗うつ薬によるそれと有意差がなかった

という報告もあり，ベンゾジアゼピン系薬による抑うつ

状態の出現に関しては否定的な意見もある 17)。また，

不安が軽減されたことで，抑うつが目立ってくることを

奇異反応と見誤ってはいけないとの意見もある 10)。

②精神病状態，躁状態

せん妄などの意識障害は認められないものの，幻聴・

幻視・被害妄想などの幻覚妄想や躁状態が認められる。

ベンゾジアゼピン系抗不安薬であるアルプラゾラムやク

ロナゼパムで報告されている 18), 19)。

③敵意・攻撃性・興奮

最も報告例が多い症状である。投与後早期から突然の

敵意，攻撃性が生じ，時に暴力行為や自傷行為に至るこ

とがある。ベンゾジアゼピン系抗不安薬であるクロルジ

アゼポキシドやジアゼパム以外に，ベンゾジアゼピン系

睡眠薬であるトリアゾラム，フルニトラゼバム，ミダゾ

ラムで報告されている 13).14).20)。本来の病状の悪化やも

ともとの性格に起因した症状との鑑別が必要だが，鑑別困

難なことが少なくない。奇異反応の可能性を考慮し，非

ベンゾジアゼピン系・ベンゾジアゼピン系睡眠薬の開始・

増最時期と症状の時間的関連性について確認する必要が

ある。

(4) 予防

過去に非ベンゾジアゼピン系・ベンゾジアゼピン系睡

眠薬を投与された際に奇異反応を起こしていない場合で

も，別の非ベンゾジアゼピン系・ベンゾジアゼピン系睡

眠薬で生じる可能性があることには注意する。不眠症状

を有する場合は，閉塞性睡眠時無呼吸， レストレスレッ

グス症候群，概日リズム睡眠・覚醒障害など不眠を呈す

る睡眠障害の除外を十分に行う。そして，睡眠衛生指導

や認知行動療法的介入のみで不眠の改善が難しいと考え

られる場合にのみ薬物療法を検討すべきである。

非ベンゾジアゼピン系・ベンゾジアゼピン系睡眠薬で

の治療が必要な場合には不眠症状のタイプによって睡眠

薬を使い分ける。非ベンゾジアゼピン系・ベンゾジアゼ



-•-疇
ふ
・
ら

i9 

C•こ， :や一ー ＝匹＇·- ~;.. •--'-----"'••ー・～．．~一一→こ--'"●―~· □―·:. _--；．と· --`‘’• -̀  ·、 ら.:..c・疇-..9ら· _—1 1’2.-, ~ ̀ ●，ーベ：ヽ
i 

; 
奇異反応

・· • • •. • ｷ • -•····· 

i

.

 ,
1
,
.
’

こ
i

ピン系睡眠薬は消失半減期により，超短時間作用型，短

時間作用型，中間作用型，長時間作用型の4つに分類さ

れる。入眠困難には超短時間作用型ないし短時間作用型

を，中途覚醒に対しては中間作用型を，早朝覚醒に対し

ては長時間作用型を選択することで，作用を最大限に活

用でき，処方最を最小限にとどめることができる21)。

不眠症状およびそれに起因した日中の機能低下の十分な

改善が少なくとも 4~8週続いている場合は，睡眠薬の

減謙を検討し翌短期間の使用にとどめることが予防上

重要である。

(5) 治療

治療の原則は原因薬剤の中止である。しかし，興奮が

著しく早急な改善が必要な際はフルマゼニルやハロペリ

ドールの投与を検討する。フルマゼニルは中枢神経系の

ベンゾジアゼピン受容体拮抗薬であり．ベンゾジアゼピ

ン系薬の奇異反応に有効であったことが報告されてい

る22)。即効性はあるものの．半減期が50分程度と短く

奇異反応が再度生じる可能性があるこ．とや，ベンゾジア

ゼピン系薬の常用者では離脱症状が出現する可能性があ

ることには注意が必要である。長期間ベンゾジアゼピン

系薬が投与されているてんかん患者においてはけいれん

発作を誘発する可能性があり推奨されない。ハロペリ

ドールには強力なドバミン恥受容体遮断作用があり，

興奮や暴力が激しい奇異反応に対して静脈内投与が著効

したとの報告がある 14)。投与後に錐体外路症状や悪性

症候群などの副作用を生じる可能性があることについて

は十分注意が必要である。

まとめ

•不眠は高頻度に遭遇する症状であり，非ベンゾジアゼ

ピン系・ベンゾジアゼピン系睡眠薬が処方されること

が多い。

•非ベンゾジアゼピン・ベンゾジアゼピン系睡眠薬の投

与後に抑うつ状態精神病状態，躁状態，敵意・攻撃

性・興奮が生じることがあり，これらは奇異反応とよ

ばれる。

•奇異反応は原病の増悪や元来の性格傾向に起因した症

状との鑑別が難しいことがある。奇異反応が疑われる

場合には，非ベンゾジアゼピン系・ベンゾジアゼピン

系睡眠薬の開始・増最時期と症状との時間的関連性，

これらの薬剤の作用を増籠させる欽酒の習慣について

確認することが重要である。

・治療の原則は被疑薬の中止であるが，興奮が著しい場

合は必要に応じてフルマゼニルやハロペリドールの使

用を検討する。
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