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1. BehavioralandPsychologicalSymptom

ofDementia(BPSD)とは

認知症の中核症状と言うべきものは記憶障害や

認知障害などであるが,その他に幻覚 ･妄想とい

った精神症状や俳掴 ･暴力といった周辺症状が伴

うことをしばしば経験する.これら周辺症状は,

中核症状より介護者の負担にむしろなる事実や,

中核症状に対する有効な治療法がない現状で,こ

れらには比較的対応が可能であるという事実から,

1995年国際老年精神医学会 (IPA)はこれらの

症状をBehavioralandPsychologicalSymptom

ofDementia(BPSD)として積極的に対応して

いくことを提言した.その提言の中で,薬物療法

的な対応は抗精神病薬や抗うつ薬を使用するもの

であるが,近年に開発された非定型抗精神病薬は,

高齢者である認知症患者への使用に対し,副作用

の少なさから期待が集まっている.

2.非定型抗精神病薬の薬理特性

定型抗精神病薬の薬理機序はドパミン神経の遮

断であるが,幻覚 ･妄想を起こすとされる中脳辺

縁系のドパミン神経以外の全てのドパ ミン神経を

も遮断してしまうため,それに伴う副作用が問題

であった.即ち,異質線条体系の遮断による錐体

外路症状や漏斗下垂体系の遮断による高プロラク

チン血症などの犠牲のうえに抗幻覚 ･妄想作用を

発揮していた.それに対し,非定型抗精神病薬は

薬理特性 としてドパミン神経遮断に選択性を持た

せたと言える.特に,異質線条体系の遮断を起こ

さずに中脳辺縁系を遮断することができるように

657

なり,錐体外路症状の発生を減少させることがで

きた.この薬理特性は,非定型抗精神病薬の雛形

となったクロザピンの特性を踏襲することにより

実現されている.最近発売されたドパミンパーシ

ャルアゴニストであるアリピプラゾ-ルは, ドパ

ミン神経の遮断ではなく伝達調整による薬理機序

にて働 くとされ,副作用発現の減少が期待される.

以下に非定型抗精神病薬の薬理特性についての仮

説を示す.

① TheSerotonin-DopamineHypothesis

タロザピンはドパ ミンD2受容体遮断作用の他

にセロトニン5-HT2受容体遮断作用を併せ持つ

Serotonin-DopamineAntagonist(SDA)とい

う特徴がある.この特徴は非定型抗精神病薬にも

踏襲され,ドパミン受容体遮断作用の他にセロト

ニン受容体遮断作用を各薬剤とも持っている.

異質線条体 ドパミン系路のシナプスは特殊な構

造 として,前シナプスにセロトニン神経が投射し

ていて,これはドパミン放出を抑制的に制御して

いるとされる (図1a,b).非定型抗精神病薬を

セロトニン受容体遮断がドパミン受容体遮断より

相対的に強い濃度で使用すると,セロトニン神経

による抑制が解除され,ドパ ミン放出が促進され

る. ドパミン受容体の遮断は相対的に低いので,

ドパ ミンは遮断をすり抜け伝達され,錐体外路症

状は起きない (図 1C,d).一方,このシナプス

構造を持たない中脳辺縁系ドパ ミン系路でのドパ

ミン受容体遮断は起き,抗精神病作用は保障され

る.しかし,用量を上げていくとセロトニン受容
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図 1 TheSerotonin-DopamineHypothesis

鵜野線条体 ドパ ミン系路のシナプスは特殊な構造として,前シナプスにセロトニン神経が投射 していて,これはドパ

ミン放出を抑flirJ的に制御 しているとされる (a,b).非定型抗精神病薬をセロトニン受容体遮断が ドパ ミン受容体遮

断より相対的に強い脱皮で便mすると,セロトニン神経による抑制が解除され, ドパ ミン放出が促進される. ドパ ミ

ン受容体の遮断は相対的に低いので, ドパミンは遮断をすり抜け伝達され,錐体外路症状は起きない (C,d).

体遮断とドパ ミン受容体遮断の相対的関係が崩れ,

異質線条体 ドパ ミン系の遮断が生じ,錐体外路症

状が出現 してくる.従って,この仮説をふまえれ

ば,非定型抗精神病薬は,セロトニン受容体遮断

が ドパ ミン受容体遮断より強い用丑で使用すべき

ことがわかる.この性質を色濃 く持つ薬物として,

リスペ リドン,ペロスピロンがある.

② The Loose Bindillg Hypothesis〔The

TransientD2 0ccupancy (Fastoff) Hy-

pothesis〕

クロザピンは内在性の ドパ ミンに比較 してD2

受容体に対する親和性が低いとされている.従っ

て,クロザピンは受容体に結合しても即座に離れ

る性質を持つが,抗精神病作用の発現に薬物の
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図2 TheLooseBindlngHypothesis
異質線条体 ドパミン系路には内在性の ドパミンがJa苗にあり,薬物 と置き換わることで ドパ ミン伝達ができ,雛体外

路降雪を起こさないとされている.

D2受容体占有率は70% 程度で十分 とされ4),中

脳辺縁系 ドパミン系路では充分抗精神病作用を発

揮するとされている (図2).また,異質線条体

ドパ ミン系路には内在性の ドパミンが豊富にあり,

薬物 と置き換わることで ドパ ミン伝達ができ,錐

体外路障害を起 こさないとされている (図2).

この性質を持つ薬剤として,クエチアピンがあり,

錐体外路症状の発現率は極めて少ない.

@ DopamineReceptorPartialAgonist

ドパ ミンD2受容体パーシャルアゴニス トは,

ドパ ミンD2受容体に対 して親和性を有 し,その

固有活性は内在性のフルアゴニス トであるドパミ

ンに比 して小さい物質と定義される.アリピプラ

ゾ-ルはドパ ミンD2受容体に対 し内在性 ドパ ミ

ンより強い親和性を有することが特徴である.幻

覚 ･妄想症状を呈しているような中脳辺縁系 ドパ

ミン系路では,過剰な内在性 ドパ ミンに置き換わ

ってアリピプラゾ-ルが受容体に結合することに

より,活性の低下をはかりアンタゴニス ト様に振

る舞う.一方,内在性 ドパ ミンが正常な異質線条

体系や漏斗下垂体系等では,アリピプラゾ-ルは

ドパ ミン受容体に結合し,安定した神経伝達をも

たらすと考えられ,錐体外路症状や高プロラクチ

ン血症等の副作用を回避すると考えられている.

3. BPSI)に対する非定型抗精神病薬の効果

リスペリドン,オランザピン,クエチアピン等

の非定型抗精神病薬は,定型抗精神病薬に比べ錐

体外路症状などの副作用発現が少なく,高齢者に

も使用 しやすい.従って,認知症の BPSDに対

して非定型抗精神病薬の臨床治験がいくつかなさ

れてきた (表 1).これらの成績より,各薬剤の

使用立は常用立の1/2以下あるいは1/3以下に抑

えられているが,概ね各薬剤はBPSDに有意な

効果があり,かつ認知症の中核症状を悪化させる

ことはないことが示されている.只,残念なこと

は,これらの研究では定型抗精神病薬との効果あ

るいは副作用の比較が殆どなされていないことで

ある.また,非定型薬間での比較検討のデータも

少ない.

4. 米国食品医薬品局 (FDA)の発表

上記のような治験成績を踏まえて,非定型抗精

神病薬はBPSDに対 し期待を持って使用が開始

された.しか し,2005年,その動向に水 を差す

ような出来事が起 こった.米国食品医薬品局

(FDA)は,認知症を有する高齢者の行動障害即

ち BPSDに対する17件の臨床試験を再検討した

ところ,以下のような結論を得たと発表した.1)

認知症を有する高齢者での行動障害に対する17
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図3 DopamineReceptorPartialAgonist

ドパミンD2受容体パーシャルアゴニス トであるアリピプラゾ-ルは,ドパミン (過剰)存

在下 (図ではドパミン+アリピプラゾ-ルと表記)ではアンタゴニスト様に振る舞い, ドパ

ミンが定常状態 (図ではアリピプラゾ-ル単独と表記)ではアゴニストとして安定したドパ

ミン神経の伝達を行う. ドパミン刺激反応率とは,ファルスコリン刺激によって蓄積された

cAMP量を100% として,薬剤によるcAMPの残存率を逆数にして示している.(小山

司:日精協誌,23,別冊;322-326,2004を一部改変)

の臨床試験において実薬投与群での死亡率がプラ

セボ投与患者に比較して約 1.6-1.7倍高かった.

2)死因は様々であったが,主に心臓障害 (心不

全,突然死等),感染症 (肺炎)等であった.3)

FDAは,上記リスクに関するBoxwarningを米

国添付文書に追加すること,認知症を有する高齢

者の行動障害の治療薬としては許可されていない

ことの注意喚起を要請.4)今回のFDAの要請

を受けたのはアリピプラゾ-ル,オランザピン,

クエチアピン,リスペリドン,タロザピン等であ

る.5) この作用はおそらく全ての非定型 (新規)

抗精神病薬共通の薬理作用に関連する.FDAの

発表を受けて,厚生労働省も非定型抗精神病薬の

添付文書に認知症を有する高齢患者に対する警告

を掲載するように指示した.FDAは更に付け加

えて,｢この死亡率上昇は従来型 (定型)抗精神

病薬でも同様に予想されるが,データが少なく現

在検討中である.｣とも発表している.しかし,

この部分が欠落して伝わり,恰も非定型抗精神病

薬のみがリスクを高めるかの如く誤解され,この

警告は定型抗精神病薬の添付文書には掲載されて

いないので,BPSDに関しては定型抗精神病薬

に回帰するといった奇妙な現象も見られ,臨床現

場に混乱が広がった.この混乱は,1)BPSDの

効果及び副作用についての非定型抗精神病薬と定

型抗精神病薬の比較検討のデータに乏しいこと,

2)非定型抗精神病薬及び定型抗精神病薬共に

BPSDに関しては適応外使用であることの2点

に元凶があると考えられる.
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RⅠS [1.1] HPD [1.2] 334名の認知症患者にRⅠS, RⅠSは BEHAVE-AD合計点で30%以上減少. DeDeyn,p.p.,etaL/ 1999HPD,placeboを二重盲検 RISは BEHAVE-AD攻撃性評点でHPDより減 Neurology,53(5):946
法で13週間投与. 少.RISはⅠiPDよりEPSの重症度少. -955

OLZ 5-10 - BPSDを呈 す るAD(平 均82.8歳,206例)にplaceboを対照に二重盲検法で固定用丑(5,10,15mg/d)を6週間投与. 5mgおよび10mg群では総合計点で有意な改善,5mg群では幻覚 .妄想の有意な改善,10mg群では焦燥感の有意な改善を認めた.高用量のOLZ15mg群では有意な改善は認められなかった. 歩行障害,眠気 Street,J.S.,etal./ArchGen Psychiatry,57:968-976 2000

OLZ modeldose:5 - BPSDを呈 す るAD(平 均83.4歳,105例)に6過 固定用 量(5,10,15mg/d),18週可変用量で投与. NPⅠ/NHス コ ア,BPRS,CGlSeVerity-of-Alzheimer'sscores,BarnesAkathasiascoresが有意に改善. 眠気,不慮の怪我,発疹 Jamie,S.S.,etaI_/lntJGeriatrPsychiatry,16(Suppll):S62-70 2001

OLZ 至適用量 :5 - BPSDを呈 す るAD(平 均83.2歳,165例)にplaceboを対照に二重盲検法で固定用 幻覚のない患者の場合,placeboで有意な幻覚の発症があり,既に幻覚のある患者では,placeboで幻 歩行障害,眠気 Clark,W.S.,etalノJClin 2001

塁(5,10,15mg/d)を6週間投与. 党の悪化をみた.妄想に関してはplaceboと有意な効果の差は見られなかった. Psychiatry,62:43-40

QTP 50-150 - BPSDを呈 す るAD(76±2歳,MMSE18.7±1,10例)にopen-1abelで12週間投与. NPⅠdelusion subscale,NPⅠaggression andagitationsubscaleの有意な改善.ADAS-cogは有意な変化なし. 噂眠状態,体重増加 Douglas,W.S"etal./AlzheimerDiseaseandAssociated Disorders,16:128-130 2002

QTP [58](PD), - 精神症状を伴 うPD(平均77読,87例)及びDLB(平均77精神症状の部分的或いは完全消失あり(PDで80%, 運動機能悪化(PDで32Hubert,H.F"eta1,/JClin Psychiatry,63:513-515 2002
[69](DLB) 読,11例)にopen-1abelで14ケ月投与. DLBで90%). %,DLBで27%)

RⅠS [0.95±0.03] - 337名認知症患者にplaceboCMAItotalaggressionscale(p<.001),CMAⅠtotalnon-aggression subscale(p<.002),BE-眠気,尿路感染 Brodaty,HリetalノJ 2003を対照に二重盲検法で12週 HAVE-AD total(p<.001),psychotic symp- Clin Psychiatry,

間投与. toms subscale(p-.004),CGⅠ-S,CGⅠ-C(p<.001)がRⅠSで改善. 64(2):134-143

RⅠS [1.47] - 興否状態を呈する認知症愚者39名に二重盲検法で14日間投与. 両剤ともCGⅠや NPⅠのスコアの改善が有意にみら 眠気,転 倒.軽 度EPSが出現するものもあった Fontaine,C.S.,etalノJClin Psychiatry,64:726-730 2003
OLZ [6.65] れ,両剤間の差はなかった. が,最終的には有意ではなかった.

QTP [185] - 精神症状を伴うパーキンソン ParkinsonPsychosisRatingScaleスコアの有意 一過性の眠気 Francesca,M.,etal./ 2004病怠者(69.4±8.6歳,35例)な改善(110mgで幻覚消滅,265mgで妄想消滅). Clin Neuropharmacol,
にopen-1abelで12ケ月投与.MMSEの変化なし. 27:33-37

PER 8-12 - BPSDを呈 す るAD(72-76Behave-ADの著名な改善.MMSEの変化は少な 軽度ふらつき,動作緩慢 佐藤 ら/精神医学,46: 2004
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図4 抗精神病薬による脳血管性副作用 (CVAEs)

5.非定型抗精神病薬と

定型抗精神病薬のリスク比較

認知症を有する高齢患者の死亡 リスクに対する

非定型抗精神病薬と定型抗精神病薬を比較した論

文はまだまだ少ない.Wongらは,ペンシルバニ

ア州高齢者保険給付プログラムのデータを元に,

非定型抗精神病薬もしくは従来型の抗精神病薬を

服用した65歳以上の高齢患者 22,890人の死亡リ

スクについて,レトロスペクティプコホー ト解析

を行った5).抗精神病薬投与開始 180日以内の死

亡率は非定型抗精神病薬で14.6%,定型抗精神

病薬で17.9% となり,定型抗精神病薬で有意に

高い結果となった.また,投与開始後 180日以内,

40日未満,40-79日,80-180日,それぞれの

期間での死亡リスクについて検討した結果,どの

期間においても定型抗精神病薬の死亡リスクは非

定型抗精神病薬に比べ有意に高いことが示された.

さらに,定型抗精神病薬の高用量投与時,および

投与開始後早期 (40日以内)での死亡リスクが

最も高い結果となった.従って,高齢者に対する

定型抗精神病薬投与時の死亡率の増加は,少なく

とも非定型抗精神病薬投与時と同等以上のリスク

があることが示され,FDAの警告に対応して非

定型抗精神病薬を中止したとしても,その代替品

として定型抗精神病薬を使用すべきではないこと

が強調されている.

FDAの報告は死亡原因として心臓障害を挙げ

ているが,米国6州のナーシングホームにおいて,

入院を必要とするような心室性不整脈や心停止な

どの重篤な心臓障害の発現頻度についてケースコ

ントロールスタディが行われた2).定型抗精神病

薬の使用は,心室性不整脈あるいは心停止などで

入院を余儀なくされるリスクを2倍に上昇させる

が,非定型抗精神病薬ではそのようなリスクの上

昇は観察されなかった.この心臓障害のリスクは,

心疾患を元々持っている高齢者に定型抗精神病薬

を使用したときに最も高くなったが,心疾患の発

症と定型抗精神病薬使用の相乗効果は認められな

かったとしている.また,抗精神病薬は元来,

Torsadedepointesにつながる心電図上のQTc

延長を起こすとされているが,非定型抗精神病薬

リスペリドン,オランザピンやクエチアピンは定
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型抗精神病薬ハロペリドールと同等あるいはそれ

以下のQTc間隔が計測されている1).

突 然死 の原 因 とな る脳 血 管 系有 害事 象

(CVAE)に関しても,米国6州のナーシングホ

ームにおいて,入院を必要とするような脳梗塞や

一過性脳虚血発作などの重篤な脳血管障害の発現

頻度につOてケースコントロールスタディが行わ

れた3).入院を要するような重篤な脳血管性障害

のオッズ比は定型抗精神病薬使用で1.24であっ

たのに対し,リスペ リドンで0.87,オランザピ

ンで 1.32,その他の非定型抗精神病薬 (タロザ

ピン,クエチアピン)で1.57となり,非定型抗

精神病薬で脳血管障害のリスクが増すという結果

にはならなかった.抗精神病薬によるCVAEの

発症機序には色々な要素が考えられるが,その誘

因としてはα1アドレナリン受容体の過剰な遮断,

高プロラクチン血症,あるいは錐体外路症状によ

る無動が挙げられ,これらの全てに対し非定型抗

精神病薬がアドバンテージを持っていることは周

知の事実である (図4).このような観点からも,

高齢者には非定型抗精神病薬が使いやすいといえ

るのかもしれない.

6. 今後の展望

今回示した成績はほとんどがレトロスペクティ

プなものであり,解釈には若干の問題があるもの

が多い.抗精神病薬のBPSDへの適用拡大をも

見据えた大規模なブロスペクティプな非定型抗精

神病薬と定型抗精神病薬の比較臨床試験が待たれ

るところである.

また,BPSDに対する抗精神病薬のガイ ドラ
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イン作成が待たれるが,日本神経学会では,中村

重信氏が中心 となりBPSDの対応をも含めた認

知症のガイドライン作成を行っている.その中で,

BPSDに対する抗精神病薬の使用は適応外使用

であることを患者 ･家族にインフォームドコンセ

ントをとることを強調している.

BPSDへの第-選択は非薬物的介入である.

これ は,IPAのTheBPSD EducationalPack

にも強調されている.今回のFDAの発表に際し,

改めて安易に薬物介入に走 りすぎていないかを反

省することが一番重要なのかもしれない.
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