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は　じ　め　に
　一般集団に比べ重度の精神疾患のある人の死亡
率は 2～3倍高く，平均寿命は，10～25年短いこ
とが報告され，その原因は，主に身体疾患による
とされ4），肥満，高脂血症，糖尿病，糖尿病性ケ
トアシドーシス，高血圧，冠動脈疾患，脳卒中，
心筋梗塞，心臓突然死，肺炎，悪性腫瘍などが短
命に直結していると考えられる4）．そのなかでも，
突然死を含む死因として心筋梗塞が大きなウエイ
トを占めることが明らかで，その遠因となるメタ
ボリック症候群に対する対策が急務と考えられる．
　統合失調症患者への定期的な身体モニタリング
は，昨今，第二世代抗精神病薬などの影響とされ
る体重増加・糖脂質代謝障害の予防の観点と，突
然死・QOL低下につながる統合失調症患者特有
の身体合併症の早期発見・早期予防の観点を取り
入れたものが望ましいと思われる．Kane, J. M. ら
は，統合失調症患者の健康改善のための身体モニ
タリングのコンセンサスを得るため，体重増加と
肥満，糖尿病，高脂血症，QT延長症候群，高プ
ロラクチン血症と性機能障害，急性錐体外路症

状・アカシジア・遅発性ジスキネジア，白内障，
心筋炎の分野で話し合い，BMI，血糖，脂質プロ
フィール，高プロラクチンと性機能障害のモニタ
リング，定期的視覚検査，特定の薬剤内服中にお
ける QT延長症候群，心筋炎のモニタリングの追
加を提案した6）．

Ⅰ．モニタリングのガイドラインの流れ
　これまでに海外を中心に多くのモニタリングに
関するガイドラインが発行されている．2004年前
半，米国糖尿病学会（American Diabetes Asso-
ciation：ADA）や米国精神医学会（American 
Psychiatric Association：APA）など関連 4学会
が合同で提案したコンセンサスガイドラインで
は，体重増加や糖脂質代謝異常のリスクは，クロ
ザピン，オランザピンが最も高く，リスペリドン，
クエチアピンが中程度，アリピプラゾールが低い
と評価した1）．

　1． 体　重
　抗精神病薬治療を始める前の値（ベースライン
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値）を求める．APAでは 6ヵ月まで受診日ごと，
その後は 3ヵ月に 1回の体重測定．ADAでは 4，
8，12週ごと，その後は 3ヵ月ごとに体重測定を
推奨している．

　2． 胴　囲
　APAでは記載なし．ADAではベースラインと
1年に 1回の測定を推奨している．

　3． 血　圧
　APAではベースラインと臨床症状があったと
き，ADAではベースラインと 12週目，その後は
1年に 1回の血圧測定を推奨している．

　4． 脂　質
　APAではベースラインと 5年おき，ADAでは
ベースラインと 12週目，その後は 5年に 1回の脂
質検査を推奨している．

　5． 空腹時血糖
　APAではベースラインと薬物開始あるいは薬
物変更後 4ヵ月，その後，1年に 1回の血糖測定．
ADAではベースラインと薬物開始あるいは薬物
変更後 12週目，その後は 1年に 1回のペースで血
糖測定を推奨している．

　このガイドラインが発行されてから，米国の精
神科医がどの程度順守しているかを調査した研究
がある．ベースライン時では既往歴や家族歴の聴
取は行っている一方，その他の 5項目（体重，胴
囲，血圧，脂質，血糖）は半数に満たなかった．
その後の定期的なモニタリングに関しては，身
長・体重は行われているものの，その他の 5項目
を定期的に行っている精神科医は少なかった1）．
　その後，De Hert, M. らが世界の多くの公的な
機関が発行するものも含んだ 18のガイドライン
をレビューしている5）．その結果，これらのガイ
ドラインのわずか 56％しか，患者の一般的な身体
検査を提案していない．特に，糖尿病と心血管疾
患の他の既知の危険因子の評価は，大部分のガイ

ドラインにおいて不完全なものであった．運動習
慣や食習慣に対するモニタリングの推奨は半数以
下であったし，56％のガイドラインしか喫煙の有
無のモニタリングに言及していない．一方，すべ
てのガイドラインで空腹時血糖の評価を含んでい
る．89％のガイドラインで空腹時脂質の評価を推
奨している．さらに血糖値に関しては OGTTや
HbA1cに関してもまちまちであった．そして，モ
ニタリングの時期や間隔に関してもガイドライン
によりまちまちであった．56％のガイドラインで
ベースライン後の最初の3～4ヵ月後に，22％のガ
イドラインで 4～6週後にモニタリングを推奨し
ていた．頻度としては高い順に空腹時血糖，BMI，
空腹時中性脂肪，空腹時コレステロール，胴囲，
HDLあるいは LDLコレステロール，血圧，糖尿
病徴候であった．
　その後もエビデンスの蓄積が進み，いくつかの
ガイドラインが発行されている．2016年に英国精
神薬理学会（British Association for Psychophar 
macology：BAP）がガイドラインを発表したが，
これはモニタリングは英国国立医療技術評価機構
（National Institute for Health and Care Excel-
lence：NICE）ガイドラインに委ね，介入方法に
主眼がおかれていた3）．一方，2016年に王立オー
ストラリア・ニュージーランド精神医学会（Royal 
Australian and New Zealand College of Psychia-
trists：RANZCP）がガイドラインを発表してい
る．このガイドラインは簡便に記載されており，
わかりやすいうえに頻度についても言及している
（表）2）．
　本邦でも，糖尿病専門医なども加わり，「第二世
代（非定型）抗精神病薬使用時における血糖モニ
タリングガイダンス」が 2008年に提案された7）．
薬物治療開始前に，血糖（可能な限り空腹時およ
び HbA1c）を測定し，空腹時血糖値 110 mg/dL
未満，随時血糖値 140 mg/dL未満，HbA1c値
6.0％未満の場合を「正常型（メソッド①）」，空腹
時血糖値 110～125 mg/dL，随時血糖値 140～179 
mg/dL，HbA1c値 6.0～6.4％の場合を「境界型
（メソッド②）」，空腹時血糖値 126 mg/dL以上，
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随時血糖値 180 mg/dL以上，HbA1c値 6.5％以上
を「糖尿病を強く疑う型（メソッド③）」の 3区分
に分類し，それぞれの区分に応じてモニタリング
頻度が変動する．データの悪化と改善に伴い，メ
ソッドを移動して，内科医コンサルトや，糖尿病
と判断された際のオランザピンやクエチアピンの
中止，本人や家族への注意喚起・食事指導・運動
療法などが行われる．これを踏襲する形がクロザ
リル患者モニタリングサービス（CPMS）では採
用されている．しかしながら，外来患者での空腹
時血糖の測定のむずかしさや食後血糖が高くても
空腹時血糖は最後まで正常範囲にとどまる傾向に
あることから10），耐糖能異常の早期発見という意
味では実用性に欠けることも留意しておくべきで
ある．
　一方，定期的な心電図検査を推奨するガイドラ
インは少なかった．薬剤性 QT延長症候群だけで
なく，虚血性心疾患や心房細動など生活習慣を反
映する指標でもあるため，忘れてならないモニタ
リングと思われる．

Ⅱ．本邦におけるモニタリングに対する認識
　日本臨床精神神経薬理学会と日本精神科病院協
会の身体合併症合同プロジェクトで，日本精神科
病院協会加盟施設の統合失調症患者と精神科医に
対して聞き取り調査が行われた8,9）．糖尿病リスク
のある薬物の使用に不安をもっている精神科医が
85％いるのにもかかわらず，そのリスクを主治医

から伝えられている患者は外来で 23％，入院で
16％であった．また，モニタリングを行う際の項
目や頻度の根拠については，ガイドラインや専門
家のアドバイスに従い実施している精神科医は
25％にすぎず，ほとんどは自身の経験を頼りにし
ていた．
　また，最も簡便で重要なモニタリングは体重測
定と採血による血糖や脂質の測定であるが，この
調査における体重測定と採血に関しての精神科医
と患者の認識の差を図 1，2にまとめた．精神科医
は一般的に患者よりモニタリングを定期的に行っ
ていると思っていることが明らかとなった．さら
に，患者は体重測定と採血に関して約半数は抵抗
をもっていることも明らかになった．このことか
ら今後の課題は，外来患者に対する健康教育と思
われる．モニタリングの重要性を含めて生活習慣
の改善を，どのように指導していけばよいのか検
討することが今後の課題であろう．

お　わ　り　に
　統合失調症患者は，複合的なさまざまな要因に
よる肥満，糖尿病や，高脂血症など生活習慣病を
合併する頻度が高く，心血管系疾患の罹患率も高
く，一般人口に比べて，平均寿命も短い．抗精神
病薬の副作用を管理する目的で定期的な身的モニ
タリングを要するが，糖脂質代謝障害による心血
管系疾患のみならず，生命予後にかかわるさまざ
まな身体合併症を未然に予防するには，起こりう

表　RANZCPの統合失調症患者における代謝に関するモニタリングのガイダンス

項目 頻度

体重（BMI） ベースライン，4，8，12，24週と少なくとも年 1回

胴囲 ベースライン，12，24週と少なくとも年 1回

空腹時血糖および HbA1c ベースライン，12，24週と少なくとも年 1回

空腹時脂質 ベースライン，12，24週と少なくとも年 1回

プロラクチン，全血検査 ベースライン，24週と少なくとも年 1回

心電図 ベースライン，24週と少なくとも年 1回

RANZCP：王立オーストラリア・ニュージーランド精神医学会
（文献 2より引用）
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る疾患，病態を考えて，画像診断や採血検査を行
い，必要に応じて専門医への迅速な受診を促す必
要がある．定期的な身体モニタリングの基本は，
病歴の聴取と診察であり，疑うべき病態の基本知
識に基づく健診と検診である．そのためにも，精
神科医といえども，最低限かつ最新の医学情報の
アップデートは欠かせない．
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Physical Monitoring of Schizophrenia Patients

Norio YASUI‒FURUKORI

Department of Neuropsychiatry, Hirosaki University Graduate School of Medicine

　　Patients with schizophrenia have a high incidence of lifestyle diseases, such as obesity, dia-
betes, and dyslipidemia. Furthermore, they have a high incidence of cardiovascular disease and 
a short life expectancy compared with the general population. As such, these complications 
need to be prevented to lower the mortality risk. The first step is physical monitoring. Regular 
measurement of weight, waist circumference, blood pressure, fasting blood glucose, and fasting 
lipid level is advocated in international guidelines. There are also guidelines for diabetes melli-
tus in Japan, but they do not include multiple disease states such as metabolic syndrome. Thus, 
it is necessary to prepare and disseminate guidelines that are consistent with the current clini-
cal situation in Japan.

＜Author’s abstract＞

＜Keywords：monitoring, guideline, metabolic syndrome, lifestyle disease＞
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