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アルコール依存症治療の動向

賓 藤 利 和 (札幌医科大学医学部神経精神医学講座)

Ⅰ.は じ め に

アルコール症の回復の核心は,｢生活体験を通

しての社会性の再獲得｣にあり,患者がしらふで

の生活をする上で直面するあらゆる問題について,

その解決を支援することが治療の基本である.し

たがって,アルコール依存症の治療 (回復)は医

療機関で完結するものではない.たとえば,保健

福祉の行政機関 (保健所,福祉事務所)でも様々

な活動を通して患者の回復を支えている.一方,

断酒会やAAなどの自助集団への参加 もアルコ

ール依存症の治療 (回復)にとって大きな意味を

持つ3,8).最近,医療機関では集団療法のほか,

内観療法や認知療法など様々な試みがなされてい

る.また,精神科医ばかりではなく,内科医も地

域ネットワークに関わることが多くなっている.

一方,身体的な管理も,合併症の治療という意味

だけではなく,精神症状のマネージメントという

視点からも重要となっている.薬物療法をはじめ

とする生物学的な治療も大きく変貌を遂げること

が期待されている.本稿ではこれらのアルコール

依存症の治療 (回復)の現代の動向について概説

を試みた.

Ⅱ.自助グループと精神療法的試み

現代の動向として特徴的なことは自助グループ

との連携であろう3,8).アルコール依存の治療成

績は自助グループの誕生までは惨惰たるものであ

ったことを我々精神科医は率直に認める必要があ

る.換言すれば,かつての種々の個人精神療法や

薬物療法のみではなかなか治療効果は上がらなか
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ったのである.筆者が医学校を出た当時は現在に

比べ断酒会の数も少なく,AA(alcoholicanon-

ymous)の活動はみられなかった.当時 ｢アル

中｣は治らないという認識が医療側に少なからず

あったように思える.しかし,アルコール依存の

自助グループや自助グループと医療との連携の発

展と共に回復者も増え ｢治療効果｣も上がるよう

になったのである.この点に関して最近,米国精

神医学会が医療としての治療活動と自助グループ

の活動との統合を勧めていることも注目に値す

る16).すなわち,我が国にも紹介されている米国

精神医学会 (APA)治療ガイドラインシリーズ

の中の一冊,｢物質使用障害｣の61頁には ｢(外
莱)治療は,患者が自助プログラムに参加するこ

とを促し,自助プログラムと統合されるべきであ

る｣という記載がみられる.以上のことは物質依

存症の治療活動が従来の医療の枠を超え患者の自

主的な活動や参加をも視野に入れているという点

で画期的であり,アルコール依存症の治療にとど

まらず,医療一般の未来像を示しているよう思え

る.このことも,現代の治療の動向として見逃せ

ないことである.APAが勧めるように治療 と自

助プログラムとの連携の下に効果的な治療を推進

するためには自助グループの活動状況,集会の場

所,時間などを把捉しておく必要がある.さらに,

診察の際には自助集団に参加した感想を聞くこと

も必要である.

アルコール依存症の精神療法としては集団精神

療法が極めて有効である.アルコール依存症者は

情緒的に他から孤立しているために仲間集団との
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交流を通してこれを打破する必要があること,断

酒の動機付けがなされる場合にも治療者よりもお

なじアルコール依存症者の発言のほうが共感しや

すく受け入れ易いことがその理由として考えられ

る.さらに,集団精神療法が自助グループへの参

加を容易にすることなどから,集団精神療法はア

ルコール依存症の治療技法として優れていると考

えられている.また,医療機関で行われているこ

れらの集団精神療法も自助グループのミーティン

グの影響を強 く受けていることも忘れてはならな

い.したがって,アルコール依存症の治療を志す

療法家は自らの技量の向上のためにも自助グルー

プの集会に繰 り返し参加することが重要と思える.

集団精神療法にとどまらず多彩な精神療法的アプ

ローチが試みられていることも現代の治療的動向

として見逃せない.そのひとつである認知行動療

法は今までの出来事,物事に対する認知に注目し,

その認知を修正することによって行動,感情,坐

活の改善をはかろうとする治療法である.最近回

立久里浜病院では特に,アルコール依存症の前段

階にある人々に対して ｢酒は上手に付き合うこと

ができ,うまく飲めるもの,飲酒によって何の障

害も受けていない｣というそれまでの認知を自分

自身で検討し,断酒という行動を目指すような認

知行動療法に基づく治療プログラムを開始してい

る4).内観療法は浄土真宗の一派に伝わる入信前

の一種の洗脳法である ｢身調べ｣を吉本伊信氏が

宗教的,苦行的要素をできるだけ省略して万人向

きのものとしたものである8).内観者となる患者

には身近な人について ｢してもらったこと｣,｢し

てかえしたこと｣,｢迷惑をかけたこと｣を調べる

ことが求められる.この際,印象や感情で包まれ

たあいまいな回想ではなく,その人との間で起き

た事実を調べるよう事前に話をしておく必要があ

る.面接者は内観者が自主的,自力的に内観を行

えるよう ｢聞かせていただく｣といった態度で面

接することが重要である.内観療法によってアル

コール依存症者は自らの飲酒問題を客観的に見つ

めなおすことができるようになる.これによって,

認知のゆがみが矯正され,自己批判力や断酒への
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動機付けが高まる.しかし残念ながら内観の効果

は時間と共に薄れていく傾向がある.内観の効果

を持続させるために ｢日常内観｣が推奨されてい

るが,筆者はこれまでの臨床経験からこの効果の

持続は自助グループへの継続的な参加によっても

可能であると考えている.

Ⅲ.家族に対するアプローチ

家族に対するアプローチについても医療機関や,

保健行政機関で最近積極的に行われるようになっ

てきた.このこともまた,現代における治療の動

向として挙げておかなくてはならない 3,8).

家族は時として家族内のアルコール関連問題を

直視しないばかりか,しばしばアルコール問題が

家族内にあることを認めようとしない (家族の否

認).アルコール依存症者の多 くの家族では情緒

的交流が失われ,家族内の役割 も変化していく.

たとえば,依存症者の妻は一家の支柱 としての役

割や子供に対してはアルコール依存症者である父

親の役割までも果たすようになり,子供と疎遠 と

なっていく父親 とは対照的に子供との関係を強め

ていく.また,依存症者の夫に対して妻はしばし

ば母親の役割をも果たすようになる.

さて,依存症者の回復のきっかけは所謂 ｢どん

底体験｣｢そこつき体験｣であることが多い.倭

存症者は酒を入手するために,借金したり,時に

よっては詐欺や窃盗までもしてしまう.また,社

会的責任を果たさず,無責任にふるまったりもす

る.こうした場合しばしば親兄弟や配偶者がその

後始末に走 りまわる.その結果,親兄弟や配偶者

の ｢本人のために｣という思いとはうらはらに依

存症者はいつまで経っても ｢そこつき体験｣をし

ないために回復のきっかけを失ってしまう.こう

した家族の世話焼き行動はイネイブリング (ena-

bling)と呼ばれ,結果として依存症 という病気

を支えてしまう.また,こうした家族のことをイ

ネイブラーという.こうした場合,家族は ｢この

人には私が必要なのだ｣という思いが強くなる反

面,依存症である家族に必要とされている役割を

失うことに無意識の内に強い不安を持つようにな
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る.こうした家族は依存症者以外との対人関係に

おいても上述したような不健康なパターンを示す

ようになる3) (共依存).したがって,家族がい

るアルコール依存症者を治療する場合,その家族

に対する治療的なアプローチが必要となる.まず,

家族の構成員との面接を行い,各家族構成員の果

たしている機能的役割と情緒的役割,コミュニケ

ーションパターンを評価 ･検討する.それらのゆ

がみの矯正を目標に各家族構成員に対するカウン

セリング,家族構成員全員が参加する家族セッシ

ョン,複数の家族を対象とした集団療法を行うこ

とが重要となる3).

Ⅲ.治療的連携 (ネットワーク)の重要壮

アルコール依存症に対する地域における系統的

な援助網 (地域ネットワーク)ができ,発展して

きたことも現代の動向 として重要であろう3･8).

既に述べたように,アルコール依存症者の回復に

は種々の生活レベルでの体験 ･訓練を必要とする.

換言すれば,医療機関は回復の一部を担当するに

すぎない.保健所,福祉事務所では様々な相談業

務,家族教室をはじめとする種々の教育的 ･集団

療法的な試み等や患者に対する訪問業務を通して

患者の回復を支えている.こうした活動を通じて

患者がしらふでの生活をする上で直面する問題に

ついての解決を支援している.その他,生活支援

施設や作業所等も必要とされることが多い.こう

したアルコール依存症者やその家族に関わる団体,

行政機関,医療機関がその連携を通して系統的な

援助飼 (地域ネットワーク)を作 りあげていくこ

とが重要になっている.今後は,むしろそうした

地域ネットワークの中で医療は何をしなければな

らないかを模索する段階にきている3).こうした

地域ネットワーク活動で最近の注目すべきことは

内科医をはじめとした精神科医以外の医師がアル

コール依存症の地域ネットワークに積極的に参加

し始めた事である5･12).地域によっては内科医が

ネットワークの中心になっている事すらある.ア

ルコール依存症はいうまでもなく肝臓をはじめと

して多 くの臓器障害が並存しており,依存症とと
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もに臓器障害の治療も大切である.さらに,長年

の大量飲酒による臓器障害が特に肝臓におけるア

ミノ酸代謝の異常がアルコール依存症の認知や離

脱症状をはじめとした精神症状の発現に関与して

いることがわかっており9),こうした視点からも

精神科と内科を中心とした他科との一層の連携が

求められている.さらに,即ちアルコール依存症

の治療は全身疾患としての視点が必要である事か

ら,内科医等の地域ネットワークへの積極的な参

加は注目に値する.最後に,地域ネットワークに

ついてひとつだけ言っておきたい.地域ネットワ

ークとはアルコール依存症に関わる団体,行政機

関,医療機関の連携であると述べた,こうした団

体,機関が連携することは地域ネットワーク成立

の前提ではある.しかし,実際の活動は団体,機

関のスタッフの個人的な連携によって成り立って

いる.つまり,｢顔の見える関係｣｢何時でも電話

で連絡を取り合える個人的な関係｣が成立してい

なければ地域ネットワークはその実を挙げること

はできない.

Ⅳ.薬 物 療 法

アルコール依存症の薬物療法の現代の動向とし

て最初に挙げておかねばならないことは病的飲酒

欲求を標的症状 とする薬剤が欧米では臨床的に使

用されていることである6).アルコール依存の中

心的な症状は病的飲酒欲求であるが,これに有効

な薬剤は本邦では未だにない.欧米では動物実験

を中心とした生物学的な研究から得られた仮説を

基にして進められてきた.エタノールの報酬効果

についてのオピオイド仮説から〟オピオイ ド受

容体の括抗薬であるナル トレキソンが,また,

NMDA受容体がエタノールに対して高い感受性

を示し,側座核のドパミン放出の促進がエタノー

ルの同受容体に対する作用を介しているとの可能

性からNMDA受容体括抗薬であるアカンプロセ

- トが病的飲酒欲求を減少させる薬剤として開発

された.

ナル トレキソンはこの内因性オピオイド受容体

である〟オピオイド受容体の括抗薬15)であり,
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脳内報酬系を構成するオピオイド神経系の働きを

抑制する.ナル トレキソンの短期の治療効果につ

いては再発までの日数を延ばす,飲酒した日,飲

酒した日の飲酒量を減少させたという治療効果を

認める報告が多数なされている2).通常使用され

る用量 (50mg/日)を越 えると肝障害が出現す

ることが報告されている.肝炎あるいは肝不全に

対しては禁忌となっている.服用患者には,最初

の3ケ月は毎月,その後は3ケ月に一度肝臓のト

ランスアミナーゼを測定すべきとされている11).

アカンプロセ-トはNMDA受容体の働きを抑

制すると考えられているが,明確な作用機序は不

明である.15研究のsystematicreview7)では,

アカンプロセ- トは心理社会的治療を組み合わせ

て短期間および長期間 (6ヶ月以上)の両方でア

ルコール依存の再発率を低下させた.この薬剤は

腎機能低下,肝硬変患者には,使用するべきでは

ないが,肝機能の低下がみられる患者でも安全に

使用できるといわれている1).アルコール依存に

ついての生物学的研究の成果が結実したこれらの

薬剤は我が国では販売されておらず,早急な導入

が望まれる.

Ⅴ.生物学的研究と今後の治療の展望

アルコール依存症の生物学的基盤に関しては現

在のところまだ不明の部分も多い.ここでは,秤

経細胞障害性の観点からのアルコール依存症の研

究を簡単に紹介する.エタノールの慢性投与は脳

内の促進性Gたんぱく質の低下を引き起 こし,

これによる細胞内cAMPの産生低下によるリン

酸化CREBの低下を介して脳由来神経栄養因子

(BDNF)をはじめとする多くのたんぱく質の遺

伝転写に影響を与えていると考えられる.こうし

たBDNFの低下は神経幹細胞の分化を抑制した

り,未熟な神経細胞から神経ネットワークへの発

達を阻害することによって神経回路網が重大な影

響を受けると考えられる10).

我々も最近,エタノールの神経幹細胞から神経

細胞への分化抑制作用が,BDNFやinsulin-like

growthfactor-1(IGF-1)といった神経栄養因

539

子を同時に投与することで減弱することを見出し

た13-14).こうしたエタノールの慢性摂取による脳

神経回路網の障害は感情や認知といった脳の高次

機能障害を引き起こすことが推測される.エタノ

ールの慢性暴露による神経幹細胞から神経細胞へ

の分化抑制作用はこの分化が活発に起きている胎

児の脳においてより深刻な影響を脳内神経回路網

に与えると考えられる13･14).現にアルコール依存

症の母親を持つ子供は家庭や,学校等における問

題行動が観察されることが多 く,そのすべての原

因を環境要因に求めることには無理がある.した

がって,こうした子供たちに対して神経幹細胞移

植療法の可能性が期待される.われわれは,マー

キングした神経幹細胞を胎児性アルコール症候群

モデルラットに移植し,脳内で移植した神経幹細

胞が着床 し,神経細胞に分化することを確認 し

た17).また,モデルラットの異常行動が神経幹細

胞移植によって改善することも見出した17).この

試みが将来の新しい治療につながることを期待し

ている.
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