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成人注意欠陥多動性障害の新規薬物療法

――ミルナシプランの有用性の検討――
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は じ め に

発達障害の薬物療法のうち，成人発達障害の併

存障害における抗うつ薬による治療について述べ

る．発達障害の併存障害としては，適応障害，身

体表現性障害，行為障害，習癖異常等が好発し，

しばしば成人期に及ぶが，抗うつ薬の有効性が知

られている．今回は，成人アスペルガー障害

（Asperger disorder）に併存したADHD（atten-

tion deficit hyperactivity disorder）症状に対す

るミルナシプラン（milnacipran）の使用経験を

報告する．

目 的

SNRI（serotonin noradrenalin reuptake in-

hibitor）であるベンラファキシンは，ADHD症

状に対して，使用された報告がある．一方，同じ

SNRIであるミルナシプランは，ADHD症状に

対して系統的使用経験の報告がない．今回，成人

のADHDおよびアスペルガー障害における

ADHD症状に対して，ミルナシプランの効果を

検討したので報告する．

対象と方法

対象は福島県立医科大学附属病院心身医療科を

受診したDSM-Ⅳ-TR （diagnostic and statis-

tical manual for mental disorders, fourth edi-

tion,text revision）診断基準によるADHDある

いはアスペルガー障害（ADHD症状を有する）

患者のうち，筆者が診療した連続20例である ．

ミルナシプランおよび（または）メチルフェニデ

ート（methylphenidate）で治療した．

結 果

連続20症例のうち，ミルナシプランは，16例

で使用された．そのうち，14例が反応者，1例が

非反応者，1例が脱落者であった．DSM-Ⅳ診断

基準のADHD症状を有すると同時にアスペルガ

ー障害のDSM-Ⅳ診断基準に該当した者（N＝

14）は，ミルナシプラン反応者であった．一方，

ADHDのDSM-Ⅳ診断基準に該当するが，アス

ペルガー障害のDSM-Ⅳ診断基準に該当しなか

った者（N＝2）は，ミルナシプラン非反応者お

よび脱落者であった．一方，20例中15例は，メ

チルフェニデートを投与されていた．ミルナシプ

ラン単独投与は5例，メチルフェニデート単独投

与は4例，ミルナシプラン・メチルフェニデート

併用が11例であった．GAF（global assess-

ment of functioning）の変化を検討した結果，

平均GAFは，有意に改善した．

考 察

4つの点について考察する．まず，第一は，国

際的な診断基準の持っている問題点である．第二

は，PDD（pervasive developmental disorder）

とADHDの病態生理仮説である．第三は，病態

生理仮説から導かれる有効な治療薬選択の可能性

と今回の結果との関連性の有無である．第四は，

メチルフェニデートおよび他のSNRIと比 し
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たときのミルナシプランの特徴である．

⑴PDDとADHDの診断の問題

ADHD症状がPDD患者にみられる臨床的事

実にもかかわらず，国際的診断基準（DSM-Ⅳ,

ICD-10;international classification of dis-

eases）では併存診断が許されなかった．これは，

研究の進展を阻害していた．しかし，最近の研究

の結果では ，PDD患者にもADHD症状が認め

られること，そのADHD症状はPDDを伴わな

い患者におけるADHD症状と差がないこと，メ

チルフェニデートに対する耐用性が低いこと，お

よびメチルフェニデートによる副作用が出現しや

すいことが明らかになってきた．

⑵PDDとADHDの病態生理仮説

今回述べたPDDとADHDの病態生理仮説は，

以下のような仮説である．PDDではセロトニン

活性低下がある．ADHDではノルアドレナリン

活性低下がある．PDDの治療には，セロトニン

活性上昇が必要である．ADHDの治療には，ノ

ルアドレナリン活性上昇が必要である．

⑶今回のわれわれの結果

セロトニン欠乏とノルアドレナリン欠乏の両者

がそれぞれ，PDDとADHDに対応するので，

PDDを伴うADHD症状にはセロトニン とノ

ルアドレナリン の両者を増強して改善

させる薬物療法が有効であることが期待できる．

今回われわれが得た結果は，上記の仮説に一致

する．PDDとADHDの生化学的な病態生理を

仮説すると，そこから治療薬選択が生まれる可能

性がある ．

⑷メチルフェニデートおよび他のSNRI と

比 したミルナシプランの特徴

まず，ミルナシプランのSNRIの中における

評価である．

SNRIの中で，ミルナシプランは，比 的ノル

アドレナリン活性上昇作用が強い．

次に，ミルナシプランとメチルフェニデートと

の比 である．ミルナシプランがメチルフェニデ

ートよりも有用である点として，ミルナシプラン

は依存性がなく，一般的にメチルフェニデートよ

りも副作用が少ないと評価されている ．

上記を要約すると，セロトニン欠乏とノルアド

レナリン欠乏の両者がそれぞれ，PDDとADHD

に対応するので，PDDを伴うADHD症状には

セロトニンとノルアドレナリンの両者を増強して

改善させる薬物療法が有効であることが期待でき

る ．

PDDにみられるADHD症状にたいして，

SNRIの一つであるミルナシプランが有効である．

ミルナシプランはSNRIの中では，ノルアドレ

ナリン活性上昇作用が比 的強い．PDDではセ

ロトニン活性が低く，ADHDではノルアドレナ

リン活性が低いので，この両者を同時に活性上昇

させるSNRIはADHD with PDDに有効である．

結 論

本研究では，SNRIであるミルナシプランは，

成人のDSM-Ⅳ診断基準に該当したアスペルガ

ー障害にみられたDSM-Ⅳ診断基準のADHD症

状に有効であった．成人アスペルガー障害に併存

したADHD症状に注目することは，薬剤選択の

上で意義があると考えられた．
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