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抗精神病薬は統合失調症等の精神科疾患の治療には不可欠であるが，その臨床反応には大きな個人
差がある．その予測困難性が臨床上大きな問題であり，個別の患者について薬物療法の反応を予測す
るための客観的・生物学的指標を見出す必要性がある．これまで，個人差に遺伝的要因が関与してい
るという仮説に基づき，薬物動態学的な視点からは抗精神病薬の主要な代謝酵素である CYP2D6 お
よび薬力学的視点からはその作用部位であるドーパミン受容体を中心に，これらの遺伝子変異と臨床
効果との関連が検討されてきた．ここでは，臨床的意義に焦点を当てこれまでの研究報告を概観する．

．は じ め に
抗精神病薬は統合失調症の急性増悪期や寛解維

物動態，特に定常状態血漿濃度（Css）に影響を
与えるかに注目が集まった．

持に必要不可欠であり，他の精神科疾患の治療に

従来型抗精神病薬ハロペリドールの Css は＊

も汎用される．しかしながら，抗精神病薬に対す

5

あるいは＊ 10 を一つ有する群では，有さ

る臨床反応の大きな個人差，特に非反応者の存在

ない群と比 し有意に高い．しかしながら，同じ

と重篤な副作用の発生といった問題は未解決のま

遺伝子群でも個人差が大きく，異なる遺伝子多型

まに留まっている．これらの原因には，遺伝的要

間でも相当のオーバーラップがある．これは，

因が少なからず関与しているという仮説が今のと

CYP3A4 やグルクロニルトランスフェラーゼな

ころ一般的に支持されている．PCR 法を始めと

ど CYP2D6 以外の代謝酵素がハロペリドールの

する簡便な分子生物学的手法が遺伝子変異の同定

代謝に関わるためである．ハロペリドールには

に導入されて以来，この仮説に基づき臨床反応が

Css で 5〜12ng/mL の治療濃度域が存在するが，

薬理遺伝学的視点から検討されてきた．

CYP2D6 遺伝型同定により Css を予測するのは
不可能である．

．薬物動態学的視点から

非定型抗精神病薬リスペリドンの主な代謝経路

Cytochrome P450（CYP）は抗精神病薬の酸

である 9‑水酸化は CYP2D6 活性に強く依存して

化反応を司る，薬物代謝の律速酵素である．その

いる．一方，9‑水酸化体もリスペリドンと同等の

うち，CYP2D6 は数多くの抗精神病薬の代謝に

薬理活性を有し，血漿中活性体（リスペリドンと

関与しており，その酵素活性に影響を与える種々

9‑水酸化体の合計）の Css が臨床反応と相関す

の遺伝子変異が知られている．日本人では活性欠

る と 考 え ら れ て い る．リ ス ペ リ ド ン の Css は

損遺伝子 CYP2D6 ＊ 5 （＊ 5 ）の頻度は約 5％

CYP2D6 遺伝型により明らかに異なっていたも

に過ぎないが，活性低下遺伝子 CYP2D6 ＊ 10

のの，血漿中活性体の Css は異なる CYP2D6 遺

（＊ 10 ）が 50％と高頻度で存在することが特徴

伝型群間で差は生じなかった ．また，血漿中活

である．よって，＊ 10 がいかに抗精神病薬の薬

性体の Css と臨床反応との明らかな関係はこれ
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図 1 抗精神病薬ネモナプリドによるプロラクチン反応と性別と
Taq1 A 遺伝子多型との関係

まで報告されていない．したがって，ハロペリド

受容体密度が低下する ．また，A1 保有者では

ール同様に CYP2D6 遺伝型同定の臨床的意義は

ドーパミン受容体に一致した部位で脳内グルコー

低いと言わざるを得ない．

ス代謝が低下する ．したがって，Taq1 A 遺伝

CYP2D6 遺伝型が臨床効果予測の有用な tool
となるためには，1）代謝が CYP2D6 に基質特異
性を有し，2）代謝産物が薬理学的活性を欠如し，

子多型はドーパミン受容体の機能面でも影響を与
えることが示唆されている．
ネモナプリド ・ブロムペリドール といった

3）Css と臨床反応に相関があ り，4）CYP2D6

選択的 D 受容体遮断薬を急性期統合失調症患者

遺伝型により Css が予測できるといった条件を

に投与した場合，そのプロラクチン反応は他群と

満たした薬物であることが必要である．今のとこ

比

ろ，上記条件に合致する抗精神病薬は存在しない

こ の 結 果 を 追 認 す る 研 究 が 2つ 報 告 さ れ て い

のが現状である．

る

し女性 A1 保有者で高値を示した（図 1）
．
．また，選択的 D 受容体遮断薬であるネ

モナプリドに対して，急性期統合失調症患者のう
．薬力学的視点から

ち A1 保有者は全般性治療反応性と陽性症状の改

研究の方向性は，薬物動態学的な遺伝子多型か

善率が A1 非保有者より有意に良好であった（図

ら，抗精神病薬の作用部位である受容体に関わる

2) ．興味深いことに，ハロペリドールを用いた

遺伝子多型と臨床反応との関連へシフトしている．

研究でも全く同一の所見が得られている ．プロ
ラクチン反応と合わせて鑑みると，Taq1 A 遺伝

a）ドーパミン受容体

子多型検索は，高プロラクチン血症に起因する副

従来型抗精神病薬は，ドーパミン受容体のうち

作用の予見のみならず臨床反応の予測に臨床的意

主に D ，D ，D 受容体遮断作用により臨床効果

味を持つかもしれない．

を発現する．D 受容体には種々な遺伝子変異が

一方，不安‑抑うつ症状の改善率に関しては

存在するが，そのうち最も検討されているのは

Taq1 A 遺伝子多型は関与せず，Del 非保有者で

Taq1 A と‑141C Ins/Del 遺伝子多型である．前

Del 保有者と比

者 は A1 お よ び A2 遺 伝 子，後 者 は Ins お よ び

ロルプロマジン ，リスペリドンあるいはオラン

Del 遺伝子を有する．A1 保有者（A1/A1 お よ

ザピン に対しての治療効果と‑141C Ins/Del 遺

び A1/A2）または Del 非保有者（Ins/Ins）は，

伝子多型の関係に，類似した結果が報告されてい

A1 非 保 有 者（ A2 /A2 ）ま た は Del 保 有 者

る．したがって，統合失調症の治療反応性には

（Del/Ins お よ び Del/Del）と 比

し，脳 内 D

し良好であった ．その後，ク

Taq1 A 遺伝子多型が抗精神病作用，‑141C Ins/
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図 2 抗精神病薬ネモナプリドによる治療効果と
Taq1 A 遺伝子多型との関係

図 3 低密度群（A1 保有者または Del 非保有者）と高密度群（A1 非保有者
かつ Del 保有者）での選択的 D 受容体遮断薬に対する治療反応性につ
いて

Del 遺伝子多型には抗不安・抗うつ作用といった
機能分担が存在する可能性がある．
これら二つの遺伝子多型の組み合わせと選択的

ドーパミン D 受容体には，Ser 9Gly 遺伝子多
型が存在する．In vitro の研究では，Gly のホモ
接合体（Gly/Gly）は他の遺伝型（Ser /Ser また

ドーパミン遮断薬による治療効果との関連を検討

は Ser /Gly）と比

した．その結果，A1 非保有者でありなおかつ

親和性を示し，この遺伝子多型が受容体機能を変

しドーパミンに有意に高い

Del 保有者の統合失調症患者では治療抵抗性を示

化させることが示唆されている．遅発性ジスキネ

していた（図 3) ．更に，治療用量と高投与量群

ジアを発現した患者群では Gly/Gly の遺伝型が

に分けると，治療用量群では A1 保有者もしくは

有意に高率であることが多くの研究で報告されて

Del 非保有者群で治療反応性が良好であった（図

おり，Ser 9Gly 遺伝子多型と遅発性ジスキネジ

4) ．以上より，効果が期待できず副作用出現の

アとは有意の関係が存在する．更に，症状をスコ

可能性も高い薬物の選択を回避できる症例や高用

ア化したところ，Gly の保有数に従い重症度が悪

量まで用いずとも治療効果が期待できる症例が予

化する，いわゆる gene‑dose 効果が見られた ．

見できることが示唆された．

これらの結果は，遅発性ジスキネジアの出現には
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図 4 治療用量群での低密度群（A1 保有者または Del 非保有者）と高密度群（A1 非保有者かつ Del 保有者）との
治療反応性について

ドーパミン D 受容体が関わっており，その遺伝

齢・罹病期間・病型・薬物動態学的因子など臨床

型によってある程度本副作用の予測が立てられる

効果に影響する他の因子をコントロールする，3）

ことを示している．

研究方法がプロスペクティブである，4）鋭敏な
臨床効果の評価法を用いる，5）複数の遺伝子多

b）セロトニン（5‑HT）受容体

型との関連を検討するなどの条件を満たしている

5‑HT 受 容 体 に は，5‑HT ，5‑HT ，5‑

研究が必要である．

HT な ど 様々な サ ブ タ イ プ が あ る．う ち 5‑
HT

は食欲・体重増加に関与し，体重増加と関
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