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研究要�
わが国の向精神薬処方の実態把握を目的に、約30万人のレセプトならびに約1000人の診療録データを用
いてわが国の向精神薬の処方実態調査を行い、国際比較を行った。その結果、処方実態調査に関しては
選択バイアスなどデータ解釈には十分に注意をすべき点はあるが、わが国の一般人口における抗うつ薬、
睡眠薬、抗不安薬の処方率はヨーローパや台湾の調査と同程度であったことが明らかになった。一方、
わが国の一般人口における抗うつ薬処方率は1996年のアメリカの半分、急峻な伸びを認めた以降の2005
年のアメリカとでは1/4程度の処方率にとどまっていた。なお、2005-2009年の5年間のわが国の一般人口
における抗うつ薬、睡眠薬、抗不安薬の処方率は約1%の微増が認められた。また、わが国の一般人口に
おける抗うつ薬は男性の50歳以降において年齢とともに処方率が低下する傾向が示されたことも明らか
になった。わが国の一般人口あるいは精神科医療機関における抗うつ薬の単剤処方率は約70-80%でアメ
リカと韓国のデータと同程度であった。一方、わが国の一般人口における2005-2009年の5年間で抗うつ薬、
抗不安薬の多剤処方は2-3％減少傾向を示したのに対して、睡眠薬処方は2剤併用処方が3％増していたこと
が明らかになった。なお、本データより示される抗うつ薬、睡眠薬、抗不安薬の平均1日処方力価はおおむ
ね治療ガイドラインが推奨する範囲内にあり、2005年にわが国の一般人口における平均1日処方力価の分布は、
抗うつ薬ではimipramine換算75mg以下が60％、睡眠薬ではflunitrazepam換算1mg以下が70％、抗不安薬は
diazepam換算5mg以下が70％であることが明らかにされた。すなわち、全体としてわが国の向精神薬の１日処方
力価は治療ガイドラインが推奨する範囲内にピークを有し、処方力価の増加とともにその割合が漸減する分散の
広いskewed distributionであることが明らかになった。わが国の一般人口における抗うつ薬と抗不安薬/睡眠
薬との併用処方率は2005-2009年の5年間で減少傾向を示しているが、アメリカのデータに比較して約1.5
倍高く、抗うつ薬と抗精神病薬との併用処方率に関しては、増加傾向であるもののアメリカの60％であ
ることが明らかになった。また、向精神薬の処方患者の特性を踏まえたコメディカルによる向精神薬に
対する有用な情報提供・支援について検討した結果、向精神薬に対する情報提供・支援をするためには、
向精神薬の薬理作用に関する教育資材とShared Decision Making(SDM)を念頭とした患者とのコミュニケ
ーションスキルの向上に関する補助資材が必要であることが明らかになった。
外でもプライマリおよび精神科専門医療機関
A. 研究目的

におけるうつ病治療の中心は、抗うつ薬を含
む薬物療法である。抗うつ薬には、従来から

うつ病治療として薬物療法や精神療法などい
くつかの種類の治療の有効性に関するエビデ

の三環系抗うつ薬(TCA)に加え、選択的セロト

ンスが示されているものの、日本に限らず海

ニン再取り込み阻害薬(SSRI)、セロトニン・ノ

-
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ルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)など

年における診療報酬情報データを用いて、向精

の新規抗うつ薬が登場し、全世界的にはこの

神薬の処方実態調査を行い、一般人口における

20年で抗うつ薬使用は顕著な増加が示された。

各向精神薬の処方率、1 日あたりの処方力価、

この要因としては従来の抗うつ薬に比べ新規

併用率について算出した。

抗うつ薬の副作用が少ないといった忍容
② 「診療録データ等を用いた向精神薬処方に関

性が高い点が示唆されている。わが国におい
て、SSRIは1999年（SNRIは2000年）に登場し、

する実態調査研究-(1)抗うつ薬の処方実態」：

その後の5年間で抗うつ薬処方は国全体では

精神科病院の入院・外来患者の診療録データ

56％増加し、その増加の80％はSSRIによるも

を対象とした解析

1

のであったと報告されている 。一方、こうし

本研究では、2010 年 3 月 31 日の時点の精神

た抗うつ薬処方の顕著な増加を認めた同期間

科病院において抗うつ薬を処方された全患者

において、わが国の医療機関を受診するうつ

1,456 名の向精神薬の処方実態調査を行い、処

病を含む気分障害患者数は1999年から2005年

方されている抗うつ薬の種類と処方量（剤数、

にかけ約2倍に増加を認めたと厚生労働省患

処方力価）を調査した。

者調査にて報告されている（2005年には92.4
③ 「診療録データ等を用いた向精神薬処方に関

万人）。
わが国の向精神薬処方の実態把握、とりわ

する実態調査研究-(2)抗不安薬・睡眠薬の処方

け新規抗うつ薬が登場してその処方件数が増

実態」
：精神科病院の入院・外来患者の診療録

えたといわれる1999年以降の抗うつ薬処方を

データを対象とした解析

含む向精神薬処方の実態に関して、これまで

本研究では、2010 年 3 月 31 日の時点の精神

ほとんど調査がなされていない状況にある。

科病院において抗うつ薬を処方された全患者

このような背景から、既存の疫学研究、臨床

3,257 名の向精神薬の処方実態調査を行い、処

研究等のデータを用いてわが国の向精神薬の

方されている抗不安薬・睡眠薬の種類と処方

処方実態を明らかにすることを目的に本研究

量（剤数、処方力価）を調査した。

が行われた。また本研究の目的に合致する海
④ 「初診のうつ病患者における投与薬剤の実態

外の疫学研究、臨床研究の文献調査もあわせ
て行い、本研究データとの国際比較を行った。

調査研究」
：うつ病初診外来患者の診療録デー

さらに、向精神薬の処方患者の特性を踏まえ

タを対象とした解析

た薬剤師、看護師による向精神薬に対する有

本研究では、2007 年 11 月から 2008 年 12 月

用な情報提供・支援についても検討した。

の間に精神科診療所及び精神科病院に初診で
来院した今回のうつ病エピソードに対して投

B. 研究方�

薬を受けていないうつ病患者 737 名の向精神

I.

薬の処方実態調査を行い、処方されている抗

向精神薬処方の実態調査研究
① 「診療報酬データを用いた向精神薬処方に関

うつ薬の種類と処方量（剤数、処方力価）を

する実態調査研究」
：精神科医療機関に限定さ

調査した。

れない診療報酬データを対象とした解析
本研究では、約 33 万名の健康保険組合加入者

II.

（0-74 歳の勤労者及びその家族）の 2005-2009

-

向精神薬処方に関する国�外文献(エ�デン
ス)調査研究
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⑤ 「国内外データ・文献を用いた向精神薬処方
に関する実態調査研究」

（倫理面への配慮）

本研究では、抗うつ薬処方全体に占める抗う

研究倫理審査を必要とする研究の実施に際し

つ薬同士の併用処方の割合を明らかにす

ては、各施設の研究倫理審査委員会の承認を

ること、抗うつ薬処方全体に占める抗うつ

得て行った。

薬とその他の向精神薬との併用処方の割
合を明らかにすること、向精神薬処方全体

C. 研究�果

に占める多剤処方の割合を明らかにする

1)「診療報�データを用いた向精神薬処方に関す

ことを目的に最近 5 年以内に英語で公表さ

る実態調査研究」
本研究では複数の健康保険組合加入者および

れた文献の系統的文献検索を行った。

その家族計約 33 万人のうち、2005-2009 年の 4
月 1 日-6 月 30 日に、向精神薬(睡眠薬、抗うつ

⑥ 「抗うつ薬等の向精神薬の多剤併用に関する
検討―海外文献を用いた調査研究」

薬、抗不安薬、抗精神病薬)を処方された 20-74

本研究では、1．うつ病に対する基本戦略、2．

歳の受診者における処方実態を調査した。

抗うつ薬の適正用量、3.うつ病の診断、4．

x

一般人口における向精神薬の推定処方率では、

海外の Drug Surveillance に関する文献調査

抗うつ薬、抗精神病薬において 2005 年から 2009

及び本研究の目的に該当する書籍・文献検

年にかけて増加していた。抗不安薬および睡眠

索を行った。また、標準的治療の指針として

薬では、2008 年まで増加していたが、2009 年で

アメリカ精神医学会(APA)の治療ガイドライン、

は減少傾向に転じた(2005-2009 年の 3 ヶ月処方

英国 NICE ガイドラインの推奨の結果も統合

率 睡眠薬： 3.66％-4.72％、抗うつ 薬：2.02％

した。

-2.62％、抗不安薬：4.42％-5.00％、抗精神病
薬：0.67％-0.89％)。

III. 向精神薬に対する効果的な情報提供・支援法

x

抗うつ薬は imipramine、睡眠薬は flunitrazepam、
抗不安薬は diazepam を参照薬として一日あたり

の開発に関する研究
⑦ 「薬剤師による向精神薬に対する効果的な情

の処方力価を算出した。2005 年において抗うつ
薬では imipramine 換算 75mg 以下が 63.6％、睡

報提供・支援法の開発に関する研究」
現在行われている精神科領域の薬物治療につ

眠薬では flunitrazepam 換算 1mg 以下が 70.8％、

いて、統合失調症、大うつ病、双極性障害、

抗不安薬は diazepam 換算 5mg 以下が 68.7％で

神経症（パニック障害など）における薬物治

あった。なお、抗うつ薬、睡眠薬、抗不安薬の一

療の適応外使用など含む現状を調査、整理し、

日あたりの処方力価の処方率は低用量をピーク

支援法を開発する。

とし、処方力価の増加とともに段階的な減少を認
めた。

⑧ 「看護師による向精神薬に対する効果的な情

x

抗うつ薬の処方は男性では 40 代、女性では 65

報提供・支援法の開発に関する研究」

歳以上に処方率のピークがあった。処方力価は、

看護師による向精神薬に対する情報提供・支

男性では 40 代で高いが、男女とも高齢者層では

援を概観するために、1. 既存資料の分析と2.

減少する傾向が見られた。

精神科看護や精神科薬物療法に造詣の深い看

x

睡眠薬の処方率は男女ともに加齢に伴って増加
しており、特に 65 歳以上の女性で顕著な増加が

護師へのヒアリング調査を行った。

-
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みられた。処方力価については 40 代までにピー

与量に関して両者の間に差はなかった。

クが存在し、それ以降では減少していた。抗不安

x
x

薬の処方は性別・年齢階層別の処方率および処

3)�診療�データ�を用いた�精神薬処方に関す

方力価について、睡眠薬に類似した傾向を示し

る実�調査��-(2)抗不安薬・睡眠薬の処方実�」

た。

本研究では 3 つの精神科病院の薬歴データを

抗精神病薬：処方率及び処方力価において、年

利用して，2010 年 3 月 31 日の時点で何らか

齢・性別による明らかな傾向は見られなかった。

の抗不安薬・睡眠薬が処方されていた 723 名

各向精神薬における使用薬剤数は、そのおよそ

の入院患者と 2,534 名の外来患者を対象とし

70％が単剤使用であった。経年変化では、睡眠

た抗不安薬・睡眠薬の処方調査を行った。

薬でのみ単剤での処方率がわずかに減少して 2

x

x

剤の処方率が増加したが、その他抗うつ薬、睡

薬・睡眠薬のうち，flunitrazepam の処方率が

眠薬、抗不安薬では 2～4 剤以上の割合が減少

最 も 高 く （ 26.3% ）， mitrazepam（ 20.0% ），

して 1 剤処方の割合が増加していた。

brotizolam（18.2%），zolpidem（15.4%），zopiclone

抗うつ薬の併用状況をみると、抗うつ薬と抗不安

（12.0%），lorazepam（10.9%）の順に処方率

薬では 5 年間でおよそ 67%から 60%への減少が

が高かった。

みられたのに対して、抗うつ薬と抗精神病薬との

x

併用は約 13％から 15％へと増加していた。

抗不安薬・睡眠薬間の多剤併用率は 49.0%で
あった。

x
2)�診療�データ�を用いた�精神薬処方に関す

抗不安薬・睡眠薬の剤数と diazepam 換算 1 日
投与量の間には相関関係を認めた。

x

る実�調査��-(1)抗うつ薬の処方実�」

x

わが国にて上市されている 43 種類の抗不安

一般に，高齢者では筋弛緩作用を懸念して，

本研究では 3 つの精神科病院の薬歴データを

抗不安薬・睡眠薬の投与量は可能な限り少量

利用して，2010 年 3 月 31 日の時点で何らか

として，半減期の短い睡眠薬を使用すること

の抗うつ薬が処方されていた 146 名の入院患

が推奨されているが，今回の調査では後期高

者と 1,310 名の外来患者を対象とした処方調

齢者では diazepam 換算 1 日投与用量が少なか

査を行った。

った（後期高齢者：9.0±8.2mg/日 vs.若年者：

わが国にて上市されている 17 種類の抗うつ剤

17.1±16.5mg/日）。

のうち，trazodone の処方率(22.0%)が最も高く，

x

x

3 種類の SSRI（sertraline 20.6%, fluvoxamine

4)�初診のうつ病患者における投与薬剤の実�調

17.9%, paroxetine 17.5%）がこれに次いだ。

査��」

抗うつ薬間の多剤併用率は 21.8%であり，わが

本研究では薬物療法を受けていない ICD-10

国で過去に実施された大規模調査における値

うつ病性障害と診断された初診患者 593 名を

（34.9～35.9%）より低かった。

対象とした精神科診療所・病院の計 4 施設の

薬 剤 別 に み て ゆ く と ， SSRI （ sertraline,

処方調査を行った。

fluvoxamine, paroxetine ） と 比 較 し て ，

x

x

対象者の 92.9％が初回エピソードの患者であ

milnacipran や trazodone，mianserin，mirtazapine

り、平均年齢は 35.1±11.8 歳、症状出現から受

の単剤投与率は低かった。

診までが平均 9.2±17.3 月であった。

入院患者と外来患者を比較した場合，抗うつ

x

1.2±0.5 剤であった。抗うつ薬 1 剤投与の患者

薬の併用剤数および imipramine 換算の 1 日投

-

初診時における抗うつ薬の平均投与剤数は

4-

x

は 74.0％（n=439）[セルトラリン 26%、スル

1.52(99%CI1.08-2.14) 、 抗 精 神 病 薬 処 方 は

ピリド 18%、パロキセチン 16%、フルボキサ

1.73(1.02-2.86) と 増 加 を 認 め た が 、 抗 不 安

ミン 8%]と多くを占め、抗うつ薬間の併用は 2

薬 ・ 睡 眠 薬 1.48(0.96-2.28) と 気 分 安 定 薬

剤併用が 23.1％（n=137）[このうち SSRI とス

1.24(0.80-1.92)は変わらなかった。同期間の抗

ルピリドの併用が 94%]、3 剤併用は 0.3％

うつ薬と抗うつ薬の併用処方はオッズ比で

（n=2）、処方なし 2.5%（n=15）であった。対

2.09(1.36-3.22) 、 抗 精 神 病 薬 と の 併 用 は

象者の平均 1 日投与量は imipramine 換算で

2.02(1.26-3.25)と伸びを認めたが、抗不安薬・

53.1±25.2mg/日であった。

睡眠薬との併用は変わらなかった

初診時における抗うつ薬とベンゾジアゼピン

1.46(0.93-2.30)2。

系薬剤の併用は 73.0％（n=433）に認められた。

x

x

抗うつ薬処方された患者におけるに単剤処方

抗不安薬や睡眠薬を使用せず、抗うつ薬のみ

率について：なお、2005-2006 年のアメリカの

で治療が開始された患者は 21.4％（n=127）で

精神科外来患者を対象とした 13,079 回の受診

あった。

における処方調査によれば抗うつ薬の単剤処

初診時におけるベンゾジアゼピン系薬剤の平

方率は、74.6%であった 2。東ヨーロッパ、中

均投与剤数は 1.1±0.8 剤であった。ベンゾジア

国、韓国、シンガポール、台湾、北ナイジェ

ゼピン系薬剤 1 剤投与の患者は 43.7%
（n=259）、

リアの処方調査によると抗うつ薬の単剤処方

2 剤併用は 175 名（29.5%）、3 剤併用は 12 名

率は、75.1-98.1%であった。
x

（2.0%）であった。

抗うつ薬処方全体に占める抗うつ薬とその他
の向精神薬との併用処方の割合について：

5)�国�外データ・文献を用いた向精神薬処方に

2005-2006 年のアメリカの精神科外来患者を

�する�態調査研究」

対象とした処方調査によれば 1486 件の抗う

x

本研究では系統的文献検索を行った。282 件の

つ薬処方を受けた者のうちの抗うつ薬処方が

文献が検索され、参考文献の吟味から 1 件の

併用されている者は 24.4%、抗不安薬・睡眠

日本語の文献が追加された。抄録のレビュー

薬との併用処方率は 42.3％、抗精神病薬とは

により 271 件が除外され、残りの 12 件の文献

24.7%であった。なお、抗不安薬・睡眠薬と抗

について、本文を取り寄せ吟味を行い、研究

不安薬・睡眠薬との併用処方率は 19.5％であ

目的に合致する文献を調査した。

った 2。

向精神薬処方全体に占める抗うつ薬等の処方
の割合、および併用処方の割合について：

6)�抗うつ薬等の向精神薬の多剤併用に�する検

2005-2006 年のアメリカの精神科外来患者を

討―�外文献を用いた調査研究」

対象とした 13,079 回の受診における処方調査

PubMedなどの文献データベースの調査及び

によれば、向精神薬処方の全体に占める抗う

本研究の目的に該当する書籍・文献検索を行

つ薬処方の割合は 61.7％、抗不安薬・睡眠薬

った。また、標準的治療の指針としてアメリカ精

は 31.5%、抗精神病薬は 22.4%、気分安定薬は

神医学会治療ガイドライン、英国NICEガイドライ

2

x

12.4%であった 。

ンの推奨の結果も統合しエビンデンスをレビュー

向精神薬処方の併用処方の動向について：

した。

1996 年から 2006 年にかけ、処方の伸びはオ

x

ッ ズ 比 (OR) で 抗 う つ 薬 処 方 は

-

うつ病の標準的治療：うつ病が中等症以上であ
れば、抗うつ薬による薬物療法が推奨される。抗
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うつ薬を使用する際の原則は、薬剤選択につい

の獲得と、ロールプレイDVDを使用した実技

て患者と検討した上で、低用量から開始し、徐々

の修得の2部構成となる。

にその薬の効果と副作用の出現をみながら用量

x

を調整する。完解に至った場合は6-9ヶ月間同

8）「看護師による向精神薬に対する効��な情報

用量で抗うつ薬を継続する。治療抵抗性うつ病

提供・支援法の開発に関する研究」

の場合や双極性うつ病などの場合は、抗うつ薬

本研究では看護師による向精神薬に対する情

と抗うつ薬、抗うつ薬と抗精神病薬の併用療法

報提供・支援を概観するために、既存資料の

が許容される。

分析と精神科看護や精神科薬物療法に造詣の

抗うつ薬の適正用量：有効治療最低用量を至

深い看護師へのヒアリング調査を行った。

適用量として副作用の発現をみながら処方は

x

看護師が向精神薬の服薬支援において困って

行わるべきである。ただし、抗うつ薬の治療

いることの分析：

上限用量は明確には文献上は規定されていな

服薬の継続が難しい患者・家族への対応が困

い。

難である。また、主治医や関連機関との情報

うつ病の診断： DSM-IVの大うつ病エピソー

共有・連絡調整が困難である。看護師自身の

ドのサブタイプ（例えば、双極性うつ病や

知識不足もあり、服薬援助への参加が困難で

Anxious depression）により重症度、経過、薬

ある。

物治療への反応は単極性うつ病とは異なるこ
x

x

x

向精神薬の服薬支援をする上で看護師が欲し

とが示唆されている。

い資料の分析：

Drug Surveillance：イギリスでは処方を含む診療

薬に関するわかりやすい資料ならびに情報共

情報を収集して大規模データベースのGeneral

有や服薬援助のための資料が必要である。

Practice Research Database (GPRD)を構築し、

x

精神科におけるShared Decision Makingに関す
る分析：

様々なアウトカムの検討がなされている。

患者が治療に参加していると認識することが
7）「薬剤師による向精神薬に対する効��な情報

できると、満足度も向上しうる。患者の自己

提供・支援法の開発に関する研究」

効力感が増し、高リスク群に対する対処戦略

本研究では精神科領域の薬物治療について、

の向上しうる。一方、Shared Decision Making

統合失調症、大うつ病、双極性障害、パニッ

での診察時間は通常ケアと比較して長くなら

ク障害における薬物治療の現状を調査し、薬

ないと報告されている。

物療法と服薬指導の研修キットおよび服薬指
x

Consumer, Ex-userへのインタビューの分析：

導ロールプレイDVDの作成を試みた。

「入院中の患者に薬物に関する教育や情報が

薬物治療の処方調査から４つのモデル症例を

十分に提供されていない」と、薬物やその副

作成した。これらの症例は、全て処方せんか

作用についての情報が特に患者から求められ

ら患者の病名や症状などを薬剤師が判別して

ていると報告されている。

服薬指導するためには多くの知識と経験が必
x

x

x

精神科医療機関の看護師への教育担当責任者

要であると結論づけられた。

からの聞き取り：

今後、薬剤師を対象とした向精神薬の情報提

看護師の向精神薬に関する知識不足を認め、

供支援プログラムを開発する。プログラムは、

薬理作用の理解と患者の症状を理解した上で

薬物療法と服薬指導の研修キットによる知識

看護（例えば睡眠の援助、不安の理解）が必

-
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要である。また患者への情報提供の工夫（薬

あった。一方、アメリカMEPS調査と比較した

に関するわかりやすい正確な資料、ウェブサ

場合、抗うつ薬は1996年では半分、2005年で

イトなどアクセスしやすい媒体）も必要であ

は1/4程度の処方率にとどまっていた(図1,2)。
また本研究データから、抗うつ薬は男性の50

る。
x

総合病院内でリエゾン精神医療に携わる看護

歳以降において年齢とともに処方率が低下す

師からの聞き取り：

る傾向が示された。自殺対策の観点からは、

一般身体疾患を有する精神疾患患者への対応、

年齢がより高く、男性において抗うつ薬は自

過量服薬患者への対応に工夫がいる。また、

殺のリスクを下げることが示唆されているこ

向精神薬を服用しはじめるタイミングで関わ

とから1, 9、50歳以降の男性を対象としたうつ

る病棟看護師の役割は大きく、向精神薬治療

病治療のさらなる促進が必要と考えられる。

に関する患者への情報提供と看護師の役割は

本研究データから、2005-2009年の5年間の一

重要。その際に、薬剤師との連携も重要であ

般人口における3か月間の抗うつ薬、睡眠薬、

る。

抗不安薬の処方率はそれぞれ0.60%、1.06%、
0.58%の微増が認められた。アメリカMEPS調

D. 考�

査3で抗うつ薬処方率が1996年5.84%から2005

I. 向精神薬処方の��調査

年に10.12%と示されるように、欧米では抗う

1）一般人口における処方率

つ薬を含む向精神薬の処方率は増加傾向にあ
るが1、わが国の向精神薬処方率の増加は欧米

本研究から、2009年のわが国の一般人口にお
ける3か月間の抗うつ薬、睡眠薬、抗不安薬の

のトレンドと一致した。

処方率はそれぞれ2.6%、4.7%、 5.0%である
2) 向精神薬の単剤/�剤処方率

ことが認められた。
アメリカのMedical Expenditure Panel Survey

本研究から、2009年のわが国の一般人口に

(MEPS)調査(n=28,445)のによれば、2005年の

おける抗うつ薬、睡眠薬、抗不安薬の単剤処

12ヶ月間の抗うつ薬の処方率は10.12％であ

方率はそれぞれ65.3%、72.7%、 83.6%である

3

り(1996年は5.84%) 、ヨーロッパ6ヶ国の

ことが認められた。一方、精神科病院受診患

ESEMeD調査(n=21,425)のによれば、2000年の

者からのデータからは、抗うつ薬の単剤処方

12ヶ月間の抗うつ薬、睡眠薬/抗不安薬の処方

率78.2%(入院患者82.2%vs.外来患者77.8%,

4

率は3.7%, 9.8%であった 。また台湾の国立健

p=0.265)、睡眠薬の単剤処方率62.0%、抗不安

康保険データベース調査(n=200,432)では、

薬の単剤処方率83.2%であった。また、うつ病の

2004年における12ヶ月間の抗うつ薬、睡眠薬/

初診患者のデータからは、初回に処方された抗

5

抗不安薬の処方率は4.4%, 7.3%であった 。調

うつ薬の単剤処方率は74.0％、睡眠薬/抗不安

査期間は異なるが、フランス、イタリア、カ

薬の単剤処方率43.7%であった。
アメリカの精神科外来患者を対象とした処

ナダの睡眠薬/抗不安薬の時点処方率は
6-8

3.4-8.6 %である 。

方調査によれば抗うつ薬の単剤処方率は、

このように調査期間が異なるため直接比較

74.6%であり2、東ヨーロッパ10、中国・韓国・

検討はできないものの、本研究データとヨー

シンガポール・台湾11、北ナイジェリア12の処

ローパや台湾の調査を比較するとわが国の一

方調査によると抗うつ薬の単剤処方率は

般人口における向精神薬の処方率は同程度で

75.1-98.1%であった。本研究データで示された

-
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精神科病院受診患者の抗うつ薬処方は78.2％

とした場合、わが国の一般人口における平均1

であり、アメリカ（74.6%）と韓国(75.1%)の

日処方力価(2005年vs.2009年)は抗うつ薬で

データと同程度であったが、中国(88.1%)、台

78.2mg

湾(96.4%)、シンガポール(96.6%)よりは低かっ

vs.1.10mg；抗不安薬で4.72mg vs.4.75mgであっ

た(図3)。

た。一方、精神科病院受診患者からのデータ

vs.79.4mg ； 睡 眠 薬 で 0.96mg

本研究のデータから、わが国の一般人口に

から、抗うつ薬はimipramine、睡眠薬と抗不安薬

おける 2005 年から 2009 年の 5 年間で抗うつ薬

はdiazepamを参照薬とした場合、平均1日処方

における単剤での処方率は変化しなかったが、

力価は抗うつ薬で93.2mg（入院患者88.5mg vs.

3-4 剤 以 上 の 処 方 が 減 少 し (2005 vs. 2009

93.2mg, p=0.55）睡眠薬は12.1mg（flunitrazepam

年:11.3%vs.8.9%)、2 剤の処方率が増加したこと

換算2.4mg）、抗不安薬は12.3mgであった。また、

が示された(2005 vs. 2009 年: 23.4%vs.25.8%)。

うつ病の初診患者のデータからは、初回に処方

睡眠薬では単剤での処方率は 5 年間を通してわ

された抗うつ薬の平均1日処方力価は

ずかに減少し(2005 vs. 2009 年: 75.8%vs.72.7%)、

imipramine換算で53.1mg、睡眠薬/抗不安薬は

2 剤での処方率が微増したことが示された(2005

diazepam 換算で4.3mgであった。結果として、

vs. 2009 年: 1 8.1%vs.21.2%)。抗不安薬では 2-3

本データより示される抗うつ薬、睡眠薬、抗不

剤 の 処 方 率 が 減 少 し て (2005 vs. 2009

安薬の1日処方力価はおおむね治療ガイドライ

年:18.2%vs.16.4%)、単剤での処方率が増加した

ンが推奨する範囲内であった。また2005年にわ

こ と が 示 さ れ た (2005

年 :

が国の一般人口における平均1日処方力価の

81.7%vs.83.6%)。このように、わが国の一般人口

分布は、抗うつ薬ではimipramine換算75mg以下

における 2005 年から 2009 年の 5 年間で抗うつ

が63.6％、睡眠薬ではflunitrazepam換算1mg以

薬、抗不安薬の多剤処方は 2-3％減少傾向を示

下が70.8％、抗不安薬はdiazepam換算5mg以下

したのに対して、睡眠薬処方は 2 剤併用処方

が68.7％を占め、処方力価の増加とともに漸減

3％増した。特に、抗うつ薬に関して、3-4 剤以上

する分散の広いskewed distributionであった。

vs.

2009

併用処方が 2%減っていることは注目すべきであ

抗うつ薬の適正使用用量のエビデンスは確立

ろう。また、本研究に精神科病院受診患者から

さられていないが、三環系抗うつ薬に関しては

のデータから、睡眠薬/抗不安薬の単剤投与者

imipramine換算1日処方用量75-100mgでプラセ

の diazepam 換算は 8.6mg、2 剤併用者は 17.3mg、

ボより治療反応を示すとメタアナリスでは示され13、

3 剤併用者は 25.8mg、4 剤併用者は 38.1mg、5

完解した場合でも6-9ヶ月間抗うつ薬処方の

剤併用者は 48.6mg、6 剤以上併用者は 72.1mg

用量を継続することが推奨されている14-16。こ

と示され、剤数が増えるにつれ 1 日処方力価は

れらから、三環系抗うつ薬に処方が限定されな

増加するといった相関関係が示されている。睡

い本データの解釈に限界を有するものの、一般

眠薬/抗不安薬間の併用投与は、睡眠薬/抗不安

人口に関するデータではimipramine換算75mg

薬の高用量投与につながる可能性があるため、

以下が60％も占めたことから、抗うつ薬処方を受

総投与剤数には留意すべきであるといえよう。

けた患者の中には十分用量の抗うつ薬処方がな
されていない可能性があった。今後、診断など背

3)

景情報を加味した詳細な研究の実施が待たれ

�精神薬の1日処方力価

る。

本研究から、抗うつ薬はimipramine、睡眠薬
はflunitrazepam、抗不安薬はdiazepamを参照薬

-
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4)

き続き増加していくのか動向を調査する必要があ

抗うつ薬との�の向精神薬の併用
本研究から、わが国の一般人口における 3

る。

ヶ月間の抗うつ薬併用の状況をみると、抗うつ薬
と抗不安薬では 5 年間でおよそ 67%から 60%へ

II. 向精神薬に対する効果的な情報提供・支援法の

の減少がみられたのに対して、抗うつ薬と抗精神

�発に関する研究

病薬との併用は約 13％から 15％へと増加がみら

向精神薬に対する情報提供・支援をするた

れた。アメリカの 1 週間調査では、抗うつ薬処

めには、向精神薬の薬理作用（向精神薬の効

方を受けた者で抗不安薬/睡眠薬との併用処方

果や副作用の特徴、発現時間や効果持続時間

率は 42.3％、抗精神病薬との併用処方率は

など）に関する知識と、疾患教育を円滑する

2

24.7%であった 。スペイン領カナリア諸島の

ために患者の訴えに良く耳を傾け、支持的に

グラン・カナリア島での精神疾患患者(n=2,647)

接する患者とのコミュニケーションスキルが

の時点調査では、SSRI 処方と睡眠薬/抗不安薬

必要であることが聞き取り調査や既存資料の

17

との併用処方率は 13.7％であった 。調査期間

分析から明らかになった。これらを支援する

がわが国の場合 3 ヶ月間と欧米データより長

補助資材としては、薬物療法と服薬指導の教

いため数値がみかけ上大きくなっているとい

育研修キットや服薬指導のロールプレイ

う限界があるものの、これらを比較すると、

DVD が有用ではないかと考えられた。また、

わが国の抗うつ薬と抗不安薬との併用処方率

患者の治療アドヒアランス向上などより適正

はアメリカの約 1.5、スペイン領カナリア諸島

な薬物療法の実践のためには、治療者が治療

の約 4 倍であったのに対して、抗うつ薬と抗

の最終決定をする従来の Paternalistic Model よ

精神病薬との併用処方率はアメリカの 60％で

りも Shared Decision Making(SDM)を推進して

あった(図 4)。

いく必要性も明らかになった。この SDM とは、

なお、わが国において 2005-2009 年の 5 年間

治療者と患者の双方が治療方針決定プロセス

で抗うつ薬と抗不安薬の併用処方は減少傾向を

に参加し、お互いに情報を共有し、治療への

示したのに対して、抗うつ薬と抗精神病薬との併

好みを表明し、治療法を治療者と患者の双方

用は微増していた。一方、アメリカでは 1996-2006

で決め、進めていくものである。

年の 10 年間で抗うつ薬と抗精神病薬との併用は
2 倍増えたに対して、抗うつ薬と抗不安薬の併用

E. ��

処方は約 6％と微増したものの、これは統計的に

1.

2

本研究の一般人口に関するデータは、レセプ

は有意な変化はなかった 。抗うつ薬と抗不安薬

トデータであるため診断名等背景情報が分か

の併用処方に関して、開始 4 週間までの増強効

らないことや、診療情報データでは3,4か所の

果と脱落を減らすことがメタアナリシスで示されて

少ない医療機関からであり、かつ適正な薬物

18

いる。 また、治療抵抗性うつ病に対して抗うつ薬

療法に関心を持つ医療機関から得られたもの

と非定型抗精神病薬の併用の増強効果がメタア

である。このため、選択バイアスなどいくつ

19

ナリシスで示されている 。このようなエビデンスを

かにバイアスを内在しているため、これらの

踏まえつつも、わが国の欧米に比較して高い抗う

データ解釈には十分に注意をすべきである。

つ薬と抗不安薬/睡眠薬の併用処方率が今後減

このような限界を有するものの以下が示され

少していくのか、また抗うつ薬と抗精神病薬との

た：

併用についてはアメリカと同様な傾向を示し、引

①

-
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本研究データとヨーローパや台湾の調査

を比較するとわが国の一般人口における

有し、処方力価の増加とともにその割合が

抗うつ薬、睡眠薬、抗不安薬の処方率は

漸減する分散の広いskewed distributionで

同程度であった。一方、アメリカと比較

あった。
⑥

した場合、抗うつ薬の処方率は1996年で

本データより示されるわが国の一般人口

は半分、2005年では1/4程度にとどまって

における抗うつ薬処方がされている者の

いた。また本調査では、特に、わが国の

うち、抗不安薬/睡眠薬との併用処方率は

一般人口における抗うつ薬は男性の50歳

減少傾向にあるが欧米データと比較して

以降において年齢とともに処方率が低下

約1.5倍、抗精神病薬との併用処方率は増

する傾向が示され、自殺対策の観点から

加傾向にあるがアメリカの60％であった。

は、これらの群をフォーカスしたうつ病
2.

対策の推進が必要と考えられる。
②

向精神薬に対する情報提供・支援をするため

本研究データから、2005-2009年の5年間

には、向精神薬の薬理作用に関する教育資材

の一般人口における抗うつ薬、睡眠薬、

とShared Decision Making(SDM)を念頭とした

抗不安薬の処方率は0.6-1.1%の微増が認

患者とのコミュニケーションスキルの向上に

められたが、これは向精神薬処方率の増

関する補助資材が必要である。

加を認める欧米諸国のトレンドと一致し
た。
③

本研究データから、わが国の一般人口ま

F. ����情報

たは精神科医療機関における抗うつ薬の

該当せず

単剤処方率は65-78%でアメリカと韓国の

④

⑤

データと同程度であったが、中国、台湾、

G. �����の��・�����

シンガポールよりは低かった。

該当せず

本研究データから、わが国の一般人口に
おける2005年から2009年の5年間で抗うつ

�考��

薬、抗不安薬の多剤処方は2-3％減少傾向

1.
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図1 一般人口における抗うつ薬の処方率
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向精神薬処方の実態調査研究
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国立精神・神経医療研究センター精神生理研究部

研究要旨 本研究では約 33 万名分の大規模診療報酬データを用いた向精神薬の処方状
況調査により、日本国内における処方実態を明らかにすることを目的とした。欧米諸国と同
様に日本国内でも向精神薬（睡眠薬、抗うつ薬、抗不安薬および抗精神病薬）の処方頻度
は増加傾向にある。各向精神薬の処方率や処方力価には性別や年齢によって差異がみら
れる。睡眠薬や抗不安薬の主剤であるベンゾジアゼピン系薬物の処方率は男女ともに加齢
に伴って増加するのに対して、抗うつ薬の処方率は男性では働き盛りの 40 代前後、女性で
は 65 歳以上にピークを示す。各向精神薬における使用薬剤数は、そのおよそ 7 割が 1 剤
のみの使用であり、2～4 剤の処方率はわずかに減少していた。抗うつ薬と抗不安薬の併用
状況は減少していたが、抗うつ薬と抗精神病薬との併用は増加する傾向にあった。向精神
薬のリスク・ベネフィットや薬物相互作用に関する臨床薬理情報は不足しており、安全性に
優れた治療ストラテジーや長期処方を回避するための減薬方法を含め、適正使用に関す
るガイドラインを整備する必要がある。

適応疾患以外にも向精神薬が off label で汎

�� 研究目的
近年の精神医療における受療患者数は

用されている現状も危惧される。欧米諸国で

増加傾向にあり、日本での向精神薬（睡眠

は多剤併用や薬物の適応外服用がもたらす

薬、抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬）の処

弊害に関心が高まっており、診療報酬デー

方も欧米諸国と同様、増加している。その背

タを用いた向精神薬の処方実態に関する報

景には心理・社会的ストレスの増大、高齢者

告が増加しているが、本邦ではこのような疫

の増加、メンタルヘルスに対する社会的関

学調査による報告は少ない。
本研究では向精神薬の処方率、処方力

心の高まりやそれに対応する精神科医療の
普及など多数の要因が考えられる。一方で、

価、併用状況に関して大規模診療報酬デー

向精神薬が広く使用されるにつれて、耐性、

タを用いた経年的調査を行い、日本国内に

依存、乱用などの事例も増加し社会問題と

おける向精神薬の処方実態を把握すること

なっている。また、エビデンスが乏しいままに

を目的とした。

-
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�� 研究対象と方�

れ、国立精神・神経センター向けに固有 ID を

解析データは、複数の健康保険組合での

割り振られて提出された。患者が期間内に複

診療報酬情報を保有する日本医療データセ

数回受診した場合でも、診療報酬データはす

ンター（東京）に抽出条件を指定して依頼した。

べて同一 ID で連結・統合した後に解析に使

抽出対象は、0 歳〜74 歳の勤労者及びその

用した。本研究は、国立精神・神経センター

家族計約 33 万名の健康保険組合加入者で

倫理委員会の承認を得て行われた。

ある。そのうち、2005 年～2009 年の 4 月 1 日
～6 月 30 日までの 3 ヶ月間に医療機関を受
診して表 2 に示したいずれかの向精神薬を処

�� 結�

方された患者の診療情報を連結可能匿名化

1� 日本における向精神薬の推定処方率

したものをデータセットとして用いた。健康保

図 1 に向精神薬の一般人口における 3 ヶ月

険組合加入者と男女別受診者数の推移を表

推定処方率を示した。向精神薬の中では抗

1 に示した。

不安薬の処方率が最も高く、次いで睡眠薬、

推定処方率については、対象とした健康保

抗うつ薬、抗精神病薬の順であった。抗うつ

険組合加入者の性・年齢構成を 2005 年国勢

薬、抗精神病薬は 5 年間を通して微増傾向に

調査の性・年齢別人口データ及び 2006 年～

あったが、2008 年まで増加していた抗不安薬、

2009 年の推定総人口データを用いて補正し、

睡眠薬の処方率は 2009 年には減少に転じて

20 歳～74 歳の一般人口における各向精神薬

いた。

の 3 ヶ月処方率（各年の 4-6 月）を算出した。
処方力価は、各薬剤の処方量から各薬剤固

2�性別・年代層別の向精神薬の処方率

有の等価換算値を用いてそれぞれ算出した。

今回の調査対象者における処方率を図 2 に

睡 眠 薬 は flunitrazepam 、 抗 う つ 薬 は

示した。抗うつ薬の処方率では男女比が拮抗

imipramine、抗不安薬は diazepam、抗精神病

していたが、その他の睡眠薬、抗不安薬、抗

薬は chlorpromazine をそれぞれ力価換算基

精神病薬では男性に比較して女性の処方率

準薬とした(表 2)。各年 3 ヶ月間の調査期間に

が高かった。

おいて、各対象者の初処方月から 2 ヶ月間を

2005 年における男女別の処方率をさらに

ウィンドウとして合計処方量を求め、1 日あたり

年齢階層別に解析し図 3 に示した。

の処方力価を算出した。なお、etizolam につ

睡眠薬の処方率は男女とも加齢に従って

いては、日中投与を抗不安薬、眠前投与を睡

顕著に増加していた。55 歳以降の中～高齢

眠薬として扱った。また、sulpiride については、

者では女性が男性に比べて顕著に処方率が

300mg 未満/1 日を抗うつ薬、 300mg 以上/1

高かった。抗うつ薬の処方率は、男性では働

日を抗精神病薬として扱った。

く世代である 40 代にピークがあり、50 代以降
では低下する傾向がみられた。女性でも 40 歳

[倫理面への配慮]

で緩やかなピークがあるが、50 代以降ではさ

患者の匿名化と診療報酬データの抽出は

らに増大し、60 代では男性のほぼ倍の処方

株式会社日本医療データセンターにより行わ

率となっていた。抗不安薬の処方率のトレンド

-
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は睡眠薬のそれと類似しており、男女ともに処

男女ともに 65 歳以上の高齢者で処方力価が

方率は加齢に従って増加し、また中〜高齢者

低下していた。

では男性に比べて女性の処方率が高くなって
いた。抗精神病薬の処方率には加齢に伴う系

4�向精神薬の処方薬剤数と併用実態
2005 年から 2009 年の各向精神薬における

統的変化はみられなかったが、65 歳以上の

多剤併用率を図 7 に示した。これによると、お

男性で処方率が上昇していた。

よそ 7 割が単剤処方であった。睡眠薬では単
3. 向精神薬の処方力価

剤での処方率が 5 年間を通してわずかに減少

2005 年の受診者に対して処方された各向精

し、2 剤での処方率が微増していた。抗うつ薬

神薬の 1 日処方量力価の度数分布と累積度

における単剤での処方率は 5 年間で変化しな

数を図 4 に示した（2009 年の抗不安薬、睡眠

いが、3～4 剤の処方が減少して 2 剤の処方率

薬データについては図 10 を参照）。

が増加している。抗不安薬・抗精神病薬では

睡眠薬では、一日当たりの処方力価が基
準量の 1mg 以下だった受診者は 70.8％であ

2～3 剤の処方率が減少して単剤での処方率
が増加していた。

った。抗うつ薬は同 75mg 以下が 63.6%、抗不

向精神薬の併用について、抗うつ薬と抗不

安薬では同 5mg 以下が 68.7%であり、推奨さ

安薬および抗うつ薬と抗精神病薬での併用

れている一日当たりの力価以下での処方が受

実態と併用率が高い薬剤を図 8・9 に示した。

診者のおよそ 7 割を占めていた。抗精神病薬

抗うつ薬服用患者に占める抗不安薬の併用

では受診者の約半数が同 100mg 以下で処方

患者の割合は 5 年間に渡って直線的に減少

されていたが、3.9%の受診者が 1000mg を超

しており、その減少幅はおよそ 7％であった

える力価で処方されていた。

(図 8-1)。併用薬剤は etizolam が最も多く、次

男女別平均処方力価を図 5 に示した。5 年

い で alprazolam 、 loflazepate で あ っ た ( 図

間を通して平均処方力価は臨床的な推奨用

8-2)。対して、抗うつ薬服用患者に占める抗

量に近似していた。また、睡眠薬・抗うつ薬・

精神病薬併用患者の割合は増加する傾向に

抗不安薬では男性患者における処方力価が

あり、5 年間でおよそ 2％増えていた(図 9-1)。

女性患者でのそれよりも高値であった。

aripiprazole が 最 も 併 用 率 が 高 く 、 次 い で

さらに 2005 年の処方力価について、性別・

risperidone、 olanzapine であった(図 9-2)。

年齢階層別に解析し図 6 に示した。睡眠薬、
抗不安薬、抗うつ薬ではいずれも 40 代前後
に処方力価のピークが存在し、50 代以降の中

�.��

高年ではやや低下する傾向がみられた。抗う

2005 年〜2009 年にかけての各向精神薬の

つ薬では、力価のピークが明確ではない女性

処方率の経年的推移をみると、すべての向精

に対して、40 代の男性では明らかに高い力価

神薬において処方率は増加傾向にあり、欧米

で処方されていたが、55 歳以降では男女差

諸国でのトレンドと合致していた。また。性別・

が小さくなった。抗精神病薬では特定の年齢

年齢階層別での解析では、抗うつ薬の 40 代

階層をピークとする分布はみられなかったが、

男性を除くすべての向精神薬において女性

-
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での処方率が高くなっており、不眠症、うつ病、

ω1 受容体選択性睡眠薬が登場して以降の

不安障害、重度ストレス反応、摂食障害など、

睡眠薬処方率はより高くなったと推測される。

向精神薬を処方される多くの精神疾患の罹患

日本国内では 2000 年に zolpidem が製造販売

率が女性で高いことがその一因であると推測

承認されて以降新薬がなかったが、2010 年に

された。

新しいタイプの睡眠薬であるメラトニン受容体
作動薬 ramelteon が承認されたため、今後の
睡眠薬の処方率に影響を与える可能性があ

1)睡眠薬

る。過去の疫学研究では、不眠症の有病率は

本研究で得られた睡眠薬の 3 ヶ月推定処
方率は約 4％であった。これは 2000 年に行わ

女性、および高齢者で高いと報告されている。

れた二つの自記式調査での「過去 1 ヵ月間に、

本研究の結果は我が国における睡眠薬の処

週 3 回以上眠るために何らかの薬を用いてい

方動向もこれらの知見に合致していることを示

る」もしくは「過去 1 ヵ月間に、眠るために何ら

していると考えられる。同様に、日本

1)

および

5)

かの薬を用いている」者の頻度が男性で 3.5

スウェーデン で行なわれた睡眠薬の服用率

〜4.3％、女性で 5.4〜5.9％あったのに合致し

調査でも、70 歳台男性で約 9〜14％、女性で

ている

1,2)

。ただし上記の 2 調査では睡眠薬の

約 12〜23％、80 歳台男性で 10〜22％、女性

定義が異なるため鎮静作用のある抗うつ薬や

で 22〜35％であり、今回の調査結果と同様に

抗精神病薬、OTC、ハーブ類なども含まれて

加齢とともに服用率が上昇すること、女性で服

いる可能性があり、このことが睡眠薬の服用率

用率が高いことが示されている。高齢者層で

を押し上げているものと考えられる。欧米での

睡眠薬の処方率が高いという現状は、臨床薬

調査結果をみると、Kassam らは 2002 年にカ

理学的な側面からも注意が必要である。一般

ナダ在住の 18 歳以上の約 3 万 5 千人を対象

的に、高齢者では睡眠薬の主流であるベンゾ

として実施された Canadian Community Health

ジアゼピン系薬物に対する感受性が亢進し、

Survey でのデータを用いて、ATC コードに準

また薬物代謝能の低下から血中濃度が高まり

じ た benzodiazepine and similar sedative

やすい。その結果、ベンゾジアゼピン系薬物

hypnotics の男性及び女性成人での調査時点

は daytime sleepiness, cognitive decline,

での服用率を調査し、それぞれ 2.5％及び

amnesia, rebound symptoms, ataxia, vertigo な

3)

。処方率は対

どを引き起こしやすく、特に高齢者において

象薬剤と調査組み入れ期間に大きく依存する

転倒や骨折などの重大な有害事象を引き起

ため、サンプリング方法の異なる研究報告間

こす要因になるとされる

で比較することは難しいが、筆者らの調査で

ベンゾジアゼピン系睡眠薬の有用性に関する

得られたデータはこれら既報値と近似してい

メタ解析では、60 歳以上の不眠高齢者に対

た。北欧における薬物処方実態を調査した

するベンゾジアゼピン系睡眠薬の使用は十分

NOMESCO によれば、1999 年から 2003 年

な risk-benefit balance が担保されないことが

にかけての北欧 5 カ国・3 自治領全体にお

指摘されている

4.2％であったと報告している

11)

6-10)

。高齢者に対する

。ベンゾジアゼピン系薬物

4)

ける睡眠薬の処方率は顕著に増加している 。

の主たるユーザーである高齢者が同時に副

特に、zolpidem、zopiclone、eszopiclone 等の

作用のハイリスク者であることを認識し、今後

-
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は安全性の高い代替薬物や補完療法を開発

のアクセスが乏しくなっている可能性が危惧さ

する必要がある。

れる。この点については、本研究で対象とした
診療報酬データだけでなくその他の要因を含
めたより詳細な分析が必要である。

2）抗不安薬
抗不安薬の処方の中で眠前投与はごく限
られており、抗不安薬を睡眠薬代わりに用い

4）抗精神病薬

ているケースが今回の調査結果に与える影響

抗精神病薬の処方率には加齢に伴う系統

は限定的であった。睡眠薬及び抗不安薬の

的変化はみられなかったが、65 歳以上の男

処方トレンドは不安障害や不眠症などベンゾ

性において処方率の上昇がみられた。この背

ジアゼピン系薬剤の適応疾患の罹患年齢や

景には、統合失調症患者の高齢化だけでは

性差に依存した特徴であると思われる。

なく、認知症患者等に対する Off-label 投与が
なされている結果と推測される。日本老年精
神医学会の調査によれば、現在でも認知症

3）抗うつ薬
日本における抗うつ薬の推定処方率は 5 年

患者の睡眠障害および夜間覚醒時に出現す

間で 2.5%前後であった。抗うつ薬の使用量は

る徘徊や焦燥性興奮などの精神および行動

12-18)

、欧米で

障害（behavioral and psychological symptoms

は成人人口の 8〜10％が少なくとも過去 1 年

in dementia; BPSD）に対して定型的抗精神病

先進諸国で顕著に増加しており

13,17-18)

。

薬は頻用されている。認知症患者でみられる

一方、日本では比較的低い処方率にとどまっ

BPSD は家族の最も切迫した訴えの一つであ

ており、同じアジア圏の先進国である台湾でも

るため治療者側の焦りを引き出し、薬物療法

やはり 2.2〜4.4％と本研究に近似した処方率

の効果に関して疑念があったとしても、BPSD

間に抗うつ薬を服用しているとされる

19)

。日本では、セロトニン再

に多少なりとも効果があれば良しとする発想を

取り込み阻害剤（SSRI）、セロトニン・ノルアドレ

もたらす。しかしながら、最近行われた複数の

ナリン再取り込み阻害剤（SNRI）など上市され

メタ解析によれば、少なくとも定型的抗精神病

ている新規の抗うつ薬の種類が欧米に比較し

薬の BPSD に対する効果は否定されており、

て少ないこと、精神疾患に罹患することに対し

また非定型抗精神病薬の効果も極めて限定

て‘恥’を感じる、精神科受診に対するスティ

的であるとされている

グマが強いなどの文化的な背景により、抗うつ

害のみならず、BPSD に対しても定型的抗精

薬の処方率が欧米での既報値より低い水準

神病薬による薬物療法を支持するエビデンス

に止まっているものと推測される。

は確立されていない。2005 年には米国 FDA

が報告されている

20,21)

。すなわち、睡眠障

これまでの疫学調査では男性、女性ともに

が認知症患者に対する非定型抗精神病薬の

加齢に伴ってうつ病の有病率、自殺率は増大

使用は患者の生命予後を悪化させる危険性

することが知られており、中高年男性で有病

に つ い て 勧 告 を 出 し て い る

率が下がるということはない。したがって、50

（http://www.fda.gov/cder/drug/advisory/ant

歳以上の男性で抗うつ薬の処方率が低下し

ipsychotics.htm）。非定形抗精神病薬の認知

ていることは何らかの事情により精神医療へ

症患者の睡眠・行動障害に対する治療研究

-
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はいまだ数が限られており、今後の大きな検
4. 抗うつ薬：男性では 40 代、女性では 65 歳

討課題である。

以上に処方率のピークがあった。処方力
価は、男性では 40 代で高いが、男女とも
高齢者層では減少する傾向が見られた。

�.��
本研究では複数の健康保険組合加入者お
よびその家族計約 33 万人のうち、2005 年～

5. 抗不安薬：性別・年齢階層別の処方率お

2009 年の 4 月 1 日～6 月 30 日に、向精神薬

よび処方力価について、睡眠薬に類似し

(睡眠薬、抗うつ薬、抗不安薬、抗精神病薬)

た傾向を示した。

を処方された 20 歳～74 歳の受診者における
6. 抗精神病薬：処方率及び処方力価におい

処方実態を調査した。

て、年齢・性別による明らかな傾向は見ら
れなかった。

1. 一般人口における向精神薬の推定処方
率では、抗うつ薬、抗精神病薬において
2005 年から 2009 年にかけて増加していた。

7．各向精神薬における使用薬剤数は、その

抗不安薬および睡眠薬では、2008 年まで

およそ 7 割が単剤使用であった。経年変化

増加していたが、2009 年では減少傾向に

では、睡眠薬でのみ単剤での処方率がわ

転じた(2005-2009 年の 3 ヶ月処方率 睡

ずかに減少して 2 剤の処方率が増加した

眠 薬 ： 3.66 ％ -4.72 ％ 、 抗 う つ 薬 ： 2.02 ％

が、その他では 2～4 剤以上の割合が減少

-2.62％、抗不安薬：4.42％-5.00％、抗精

して 1 剤処方の割合が増加していた。

神病薬：0.67％-0.89％)。
8. 併用状況をみると、抗うつ薬と抗不安薬で
2. 睡 眠 薬 は flunitrazepam 、 抗 う つ 薬 は

は 5 年間でおよそ 7%の減少がみられたが、

imipramine、抗不安薬は diazepam、抗精神

抗精神病薬との併用は約 2％増加してい

病薬は chlorpromazine を基準薬として一

た。

日あたりの処方力価を算出した。各向精神
薬の平均力価は適正基準内であり、経年
的変化については睡眠薬で増加する傾向

�.��

が あ っ た ( 睡 眠 薬 平 均 力 価 2005-2009
0.96-1.10)

日本国内での向精神薬の処方率は欧米諸
国と同様に増加する傾向にあった。処方力価
はおおむね推奨量内であった。精神医療の

3. 睡眠薬：処方率は男女ともに加齢に伴って

認知の広がりとともに受診患者の増加、一般

増加しており、特に 65 歳以上の女性で顕

身体科における向精神薬の使用頻度の高ま

著な増加がみられた。処方力価について

りが予想される。向精神薬の適正使用に関す

は 40 代までにピークが存在し、それ以降

るガイドラインの整備に向けて、安全性に優れ

では減少していた。

た治療ストラテジーや長期処方を回避するた
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めの減薬方法などに関する臨床試験を推進

Benzodiazepines and the risk of falls in

する必要性が示されたといえる。

nursing home residents. J Am GeriatrSoc,
2000. 48(6): p. 682-5.
9. Wang, P.S., et al., Zolpidem use and hip
fractures in older people. J Am GeriatrSoc,

�. ������

2001. 49(12): p. 1685-90.

特になし

10.Woods, J.H. and G. Winger,
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表1

����者数(加入者数�よ����受診者数)
受診者数

加入者

2005 年

2006 年

2007 年

2008 年

2009 年

合計

男性

女性

4月

314,094

109,257

56,723

52,534

5月

313,858

106,327

55,509

50,818

6月

314,309

106,804

55,456

51,348

4月

322,877

107,559

55,884

51,675

5月

323,917

115,238

60,056

55,182

6月

324,703

112,649

58,162

54,487

4月

327,902

112,320

58,769

53,551

5月

329,023

117,903

61,725

56,178

6月

329,322

115,498

59,867

55,631

4月

337,333

120,076

62,962

57,114

5月

338,039

120,440

62,677

57,763

6月

341,006

119,824

62,149

57,675

4月

338,435

122,457

64,870

57,587

5月

338,079

119,910

63,262

56,648

6月

337,823

115,927

61,208

54,719

加入者・受診者数とも 0～74 歳

表2

����薬�

��対象薬剤

��薬

���薬

���薬

����薬

ATC コード*に含ま

N05CA～N05CF,
N05BA19**

N05BA～N05BB

N06AA～N06AX,
N06AL01***

N05AA～N05AX

bromovalerylurea,
butoctamide,
haloxazolam,
nimetazepam,
passiflora extract,
rilmazafone

flutazolam,
flutoprazepam,
mexazolam,
oxazolam,
tandospirone

safrazine, setiptiline

carpipramine,
clocapramine,
floropipamide,
nemonapride,
perospirone,
propericyazine,
spiperone,
timiperone,
blonanserin

対象薬剤数

22

21

19

32

力価換算基準薬

flunitrazepam

diazepam

imipramine

chlorpromazine

れている日本で処
方可能な薬剤
ATC コードに含まれ
ていない日本で処
方可能な薬剤

* WHO による 2009 年度版 the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification
** N05BA19(etizolam)：日中投与を抗不安薬、眠前投与を睡眠薬として扱った。
*** N06AL01(sulpiride)：300mg 未満/1 日は抗うつ薬、 300mg 以上/1 日は抗精神病薬扱い
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5.0%

4.95%

5.00%

4.42%

4.0%
3.0%

5.25%

5.07%

4.28%
3.66%
2.02%

2.33%

4.76%

4.58%

2.60%

2.53%

4.72%

2.62%

抗うつ薬
抗不安薬

2.0%

抗精神病薬

1.0%
0.0%

睡眠薬

0.67%

0.76%

0.84%

0.85%

0.89%

2005年
4-6月

2006年
4-6月

2007年
4-6月

2008年
4-6月

2009年
4-6月

図 1� �������精神薬�������3 �月�

図 2� �精神薬��������3 �月�
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人
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9mg
8mg
7mg
6mg
5mg
4mg
3mg
99.3% 99.5% 99.7% 99.8% 99.9%
98.6%
97.2%
94.8%

��薬

2269

2mg
87.9%

1mg
70.8%

1500

120.0%
100.0%
80.0%

1133

60.0%

平均力価 0.96mg
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544
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図 4� � 2005 �に�����精神薬の処方力価の��
抗不安薬（hydroxyzine）、抗精神病薬（floropipamid, fluphenazinedecanoate, haloperidol
decanoate, tiapride）については処方力価換算値が設定されていないため、処方力価の計算か
ら除外した。
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図 10 2009 年の抗不安薬、睡
年
睡�薬の 1 �処方
方�力価の��分
分������
注）抗不安薬
薬(hydroxyzine)は
は処方力価換算値
値が設定されてい
いないため、処方
方力価の計算から除外した。

診療
療報酬デー
ータを用い
いた向精神
神薬処方
方に関する
る実態調査
査研究（補
補遺）
1�国
国�の推定処
処方率（3ヶ
ヶ月）の定
定義
1）処
処方率の算出
出�間
2005〜
〜2009年の各
各年の4月1日
日〜6月30日の3ヶ月間に
に1度でも各向
向精神薬（睡
睡眠薬、抗うつ薬、
抗不安
安薬、抗精神
神病薬）を処
処方されてい
いた患者を3ヶ月処方頻度
度とし、処方
方率の計算に
に用い
た。（解析対象薬
薬剤は表2を参
参照）
2）国
国�の一般成
成人における
る推定処方率
率（3ヶ月）の
の計算�
1）で
で定義した5歳
歳階級・男女
女別の3ヶ月処方頻度を2
2005年の日本
本の国勢調査
査・年齢別人
人口デ
ータお
および2006年
年〜2009年の
の各年の推定
定総人口デー
ータ（5歳階級
級）を用いて
て直接法で年
年齢調
整し、
、日本の一般
般成人口（220〜74歳）に
における睡眠
眠薬の3ヵ月推
推定処方率を
を算出した。

k

推
推定処方率
（3ヶ月）

=

∑N P

i i

i=1
k

∑N

i

i=1

2�抗
抗不安薬、睡
睡眠薬、抗
抗うつ薬、抗
抗精神病薬
薬の処方�数
数の実数と
と�の年�推
推移

��
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平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業）
向精神薬の処方実態に関する国内外の比較研究
分担研究報告書
診療録データ等を用いた向精神薬処方に関する実態調査研究
（1）抗うつ薬の処方実態
研究分担者

稲垣

中*

研究協力者

中川敦夫

（慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
（独立行政法人国立精神・神経医療研究センタートランスレー
ショナルメディカルセンター臨床研究支援室）

野崎昭子

（財団法人精神医学研究所附属東京武蔵野病院）

山本暢朋

（財団法人神経研究所附属晴和病院）

吉尾

（東邦大学薬学部医療薬学教育センター）

隆

稲田俊也

（財団法人神経研究所附属晴和病院）
* 執筆担当者

研究��
【目的】これまでに行われた処方実態調査によると，日本では抗うつ薬の多剤併用が広く
行われていることが示されている。本研究では３ヶ所の私立精神科病院で管理されていた
薬歴に関する電子データを利用して，わが国における抗うつ薬の処方実態を調査した。
【方法】2010 年 3 月 31 日の時点で日本の３ヶ所の私立精神科病院において抗うつ薬を処方
されていた全患者 1,456 名の性別，年齢，処方されている抗うつ薬の種類と量を調査した。
診断に関するデータは収集されなかった。
【結果】対象患者の性別は男性が 632 名，女性が 824 名であり，外来患者が 1,310 名，入院
患者が 146 名を占めた。平均年齢（±標準偏差）は 52.7±18.9 歳であった。当時使用可能
であった 17 種類の抗うつ薬のうち，処方率が最も高かったのは trazodone であり，以下，
sertraline，fluvoxamine，paroxetine，mianserin，milnacipran，mirtazapine の順に多かった。三
環系，あるいは四環系抗うつ薬は 28.4%で使用されていたが，入院患者と外来患者の処方率
の間に統計学的に有意な差はなかった。Imipramine に換算した抗うつ薬投与量は入院患者
が 88.5±66.0mg/日，外来患者が 93.2±75.3mg/日で有意な差はなかった。対象患者の 78.2%
で抗うつ薬の単剤投与が行われ，19.5%で２種類，22.2%で３種類以上の抗うつ薬が併用さ
れていたが，入院患者と外来患者の処方剤数に有意な差はなかった。SSRI のいずれかが処
方されていた患者の単剤投与率はいずれも 70%以上であったが，mianserin，mirtazapine，
trazodone，milnacipran が処方されていた患者における単剤投与率はいずれも 60%未満であ
った。
【考察】わが国における過去の処方調査では抗うつ薬の多剤併用率は 34.9～35.9%であった
が，本調査における多剤併用率はこれらより 13～14%程度低かった。SSRI と比較して，
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mianserin，mirtazapine，trazodone，milnacipran の多剤投与率がやや高い傾向が見られたが，
その理由としては，1) trazodone や mianserin を睡眠薬の代用薬として使用することが普及し
ていること，2) mirtazapine が上市から半年しか経過していなかったこと，3) SSRI が無効で
あった場合の第２選択薬として milnacipran が使われる可能性などが考えられた。
A． 研究�的

従来の処方調査では，ある特定の１日，あ

平成 20 年に厚生労働省によって実施された

るいは特定の期間にその施設に入院していたか，

患者調査によると，わが国では 104.1 万人の気分

あるいは外来受診した患者のみを対象とするこ

障害患者と 58.9 万人の不安障害患者が入院，あ

とが多かったが，この方法を採用すると２ヶ月

るいは外来患者として治療を受けていると推定

に１回とか３ヶ月に１回といったように受診間

1)

されている 。彼らのほとんどは抗うつ薬による

隔の長い外来患者が調査対象から漏れやすくな

薬物治療を受けており，抗うつ薬治療のクオリテ

るし，症状が悪化したために追加処方が行われ

ィが治療転帰やその後のクオリティ・オブ・ライ

た場合の扱いも判断が困難である。そこで，本

フを大きく左右するものと考えられるが，これま

研究では『治療抵抗性実態調査システム』に組

でのわが国では抗うつ薬の処方実態に関する調

み込まれた機能を利用して処方日のみに基づい

査が十分に行われてこなかった。

てデータを抽出するのではなく，処方日と処方

今回，われわれは３ヶ所の入院施設を有する
精神科医療機関の薬剤部に保管されていた電子

日数の双方を組み合わせて処方データを抽出し
た。
たとえば，図１の a)に示したケースは 2 月

媒体の薬歴データを利用して，抗うつ薬の処方実

28 日に外来患者として 56 日分の処方を受けて

態に関する予備的調査を行った。

いるが，この時の処方は 3 月 31 日を越えて 4 月
B． 研究方法

25 日まで継続されていることになる。

1) 対象患者

図１の b)に示したケースは 3 月 10 日に 28

東京都に存在する A 病院，B 病院と福岡県に

日分の処方を受け，症状の悪化などといった何

存在する C 病院において，2010 年 3 月 31 日の時

らかの事情により 3 月 19 日に追加の処方を受け

点で入院患者，あるいは外来患者として何らかの

ているが，この場合は 3 月 31 日には 3 月 10 日

抗うつ薬が投与されていた全ての患者を研究対

の処方と 3 月 19 日の処方をともに受けているこ

象とした。

とになる。
『治療抵抗性実態調査システム』の機
能を使用して処方データを抽出すると，このよ

2) 方法

うに処方日と処方日数の双方を組み合わせた処

研究協力施設の薬剤部に保管されていた電

方の分析が可能となる。

子媒体の薬歴データより，対象患者の①性別，②

ところで，臨床現場では予定された日より

生年月日，③2010 年 3 月 31 日時点で投与されて

前に外来を受診して処方を受けたり，あるいは

いた内服薬の内容に関するデータを抽出した。こ

入院となったために見かけ上処方内容が重複し

れらのうち，投与されている内服薬に関するデー

たりする場合がある。たとえば，図１の c)のケ

タは，かつて別の研究プロジェクトのために作成

ースでは 3 月 22 日に 14 日分の処方を受けたに

された『治療抵抗性実態調査システム』と呼ばれ

もかかわらず，何らかの事情から受診を前倒し

るソフトを利用して抽出を行った。

て 3 月 31 日に処方を受けたため，3 月 31 日から

-
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4 月 5 日に至る処方が重複してい
いる。
本研究
究では，
つ処方内容を
を確認して明
明らかに処方
方が重
１つ１つ
複してい
いると判断さ
された場合に
には一方の処
処方を
削除する
ることとした
た。
2010 年 3 月 31 日現在のわが
が国では表１に示
種類の三環系
系抗うつ薬，３種類の四環
環系抗
した８種
うつ薬，３種類の選択
択的セロトニ
ニン再取込阻
阻害薬
セロトニン・ノル
（以下，SSRI と略），１種類のセ
ナリン再取込
込阻害薬（以
以下，SNRI と略）
と
，
アドレナ
同じく１
１種類のノル
ルアドレナリン作動性・特異的
特
セロトニ
ニン作動性抗
抗うつ薬（以
以下，NaSSA），そし
，
て trazoodone が上市
市されていた
た。本研究では
はこれ
らの合計
計 17 種類の抗
抗うつ薬，あ
あるいはカテ
テゴリ
ーごとに
に処方人数と
と処方率を算
算出するとともに，
各患者に
における抗 うつ薬の併
併用パターン
ンや稲
垣・稲田
田の方法 2, 3)を用いて imipramine（以
以下，
IMI と略
略）に換算し
した１日投与量も算出した。
なお
お，本研究では群間比較を
を行う際には
は通常
のクロス
ス集計を行っ
ったうえで，群間の差につ
群
ついて
は統計ソ
ソフト IBM SPSS Statisttics 18 により χ2
検定，あるいは Mannn-Whiteney の U 検定を行
行うこ
て，p<0.05 を有意水準と
を
として採用し
した。
ととして
本研
研究の実施に
に際しては，事前に慶應義
事
義塾大
学大学院
院健康マネジ
ジメント研究
究科における
る研究
倫理審査
査委員会の承
承認を得た。
C． ��
1)) 対象患者の
の背景因子
対象患者
者は合計 1,456 名であり，このうち
82
25 名が A 病院
院，494 名が
が B 病院，137 名が C 病
院で加療され
院
れていた。これら 1,456 名の性別は
は
男性が
男
632 名，女性が
名
824 名であり，入院患者
者
が 146 名，外
外来患者が 1,310 名を占
占めた。対象
象
患者の平均年
患
年齢（±標準偏
偏差）は 52.7±18.9 歳
であり，施設
で
設ごとに年齢
齢構成を見て
てみると，AA
病院は相対的
病
的に若年者がやや多く，C 病院は相対
対
的に高齢者が
的
がやや多い傾
傾向があった（図２）。
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抗うつ薬の
のカテゴリー
ー別にみると
と，三環系抗
抗
うつ薬は
う
237 名（16.2%），四環系抗う
うつ薬は 191
名（13.1%）
名
，SSRI は 7977 名（54.7%
%），SNRI は
14
48 名（10.2%
%），NaSSA は 87 名（6.0%）に処方
方
されており，
さ
きなカテゴリー別にみる
さらに大き
と，抗コリン
と
ン作用を有す
する従来型抗
抗うつ薬，す
す
なわち三環系
な
系，および四環系抗うつ薬
薬が 414 名
（28.4%）
（
，新規
規抗うつ薬，すなわち SS
SRI，SNRI，
あるいは
あ
NaS
SSA は 989 名
名（67.9%）で使用され
れ
2) 使用
用されていた
た抗うつ薬の内訳

ていたことに
て
になる。

17 種類の抗うつ
種
つ剤のうち，trazodone が 320
名（22.00%）に投与されており，
，最も処方率
率が高

入院患者と外来患者 に分けて各
各抗うつ薬の

かった。次に処方率
率が高かった
たのは sertraaline，

け処方率を検
け
検討したところ，trazodone，sertraline，

mine，paroxeetine といった SSRI であ
あり，
fluvoxam

mianserin，mi
m
ilnacipran は
は入院患者に
における使用

それぞれ
れ 300 名（200.6%），260 名（17.9%），255

率が外来患者
率
者より 5%以上
上高く，逆に
に paroxetinee

名（17.55%）に処方され，第２位
位から第４位
位を占

は外来患者の
は
の使用率は入
入院患者より 5%以上高
高

めた。第
第５位は miianserin（1449 名），第６
６位は

かった（表３
か
）。

milnacipran（148 名）で，処方率
率はともに 10.2%
た。第７位は
は mirtazapinee（87 名，66.0%）
であった
であり，それ以外の
の 10 種類の抗
抗うつ薬はい
いずれ
率が 5%未満
満であった （表２）。な
なお，
も使用率
trimipram
mine を使用していた患者
者は 1 名も存
存在し
なかった
た。

同様に，入院患者と外
入
外来患者に分
分けて各抗う
つ薬の投与量
つ
量を検討した
たところ，入
入院患者にお
お
ける使用者が
け
が 1～2 名にと
とどまった im
mipramine と
clomipramine を除き平均
均投与量に数
数字上大きな
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3)) 抗うつ薬の
の多剤併用

差はなか
かった（表４
４）。

患者ごとに
に，投与され
れている抗うつ薬の剤数
数
について集計
に
計を行った。全体として
ては，何らか
か
の抗うつ薬が
の
が処方されていた 1,456 名のうち，
1,139 名（78.22%）で抗うつ
つ薬の単剤投
投与が，2844
名（19.5%）で
名
で２剤併用が
が，32 名（
（2.2%）で３
剤併用が，
剤
1 名で４剤併用
名
用が行われて
ていた。なお，
５剤以上の併
５
併用が行われ
れていた患者
者は存在しな
な
かった。
か
外来患者に分
分
多剤併用の状況を入 院患者と外
けて検討した
け
たところ，入
入院患者では 146 名中，
単剤投与が
単
120 名（82.22%），２剤併
併用が 21 名
（14.4%）
（
，３剤併用が 5 名（3.4%）で行われ，
一方，外来患
一
患者では 1310 名中単剤投
投与は 10199
名（77.8%）
名
，263 名（20..1%），27 名（2.1%），1
名で行われて
名
ており，入院
院患者と外来
来患者の間に
に
統計学的に有
統
有意な差は見
見いだされなかった（U-さらに，抗うつ薬の
のカテゴリー
ー別処方率を
を入院

検定，p=0.26
検
5；図３）。

外来患者に分
分けて検討し
した（表５）。結果
患者と外
としては
は，従来型抗
抗うつ薬につ
ついては，全
全体の
処方率に
に差はなかっ
ったものの，三環系抗うつ薬
は外来患
患者，四環系
系抗うつ薬は
は入院患者の
の方が
処方率が
が高く，また
た新規抗うつ
つ薬に関して
ては全
体に外来
来患者の処方
方率が高かっ
ったが，SSRI に関
しては外
外来患者の方
方が，SNRI と NaSSA につい
に
ては入院
院患者の処方
方率の方が高
高かった。
次に，抗う
うつ薬別に多
多剤併用率を
を検証したと
ころ，わが国
こ
国で使用できる３種類の SSRI，すな
わち
わ sertralinee，paroxetinee，fluvoxamine が処方さ
れていた患者
れ
者における単
単剤投与率 はそれぞれ
れ
75
5.0%，71.4%
%，71.2%と７
７割を超えて
ていたのに対
対
して，他の新
し
新規抗うつ薬
薬，すなわち mirtazapinee
と milnaciprann 処方患者に
における単剤
剤投与率はそ
そ
れぞれ
れ
56.3%，54.1%と６
６割未満であ
あった。最も
処方頻度の高
処
高かった trazoodone 処方患
患者における
単剤投与率は
単
は 55.0%，処方
方率５位の mianserin 処
方患者におけ
方
ける単剤投与
与率は 59.1%で
であった（図
図
４）。
４

-

37 -

さら
らに，男女別に多剤併用率
率を検証した
たとこ
ろ，男性
性では 632 名中，単剤投与
与が 499 名（779.0%），
２剤併用
用が 117 名（18.5%），３
３剤以上併用
用が 16
名（2.5%
%）であった
たのに対して
て，女性では
は 824
名中，それぞれ
そ
640 名（77.7%），167 名（20.33%），
17 名（22.1%）であり，男女間に
に統計学的に
に有意
な差はみ
みられなかっ
った（U-検定
定，p=0.599）。

抗うつ薬
薬の多剤併用
用の組み合わ
わせを詳細
細
に見てゆくと
に
と，２剤併用
用の行われていた 2844
名の約７分の
名
の３に相当す
する 121 名は
は trazodonee
を含む組み合わせで治療されており，
traazodone と組
組み合わされ
れた抗うつ薬の内訳は
は
三環系抗うつ
三
つ薬が 19 名，四環系抗うつ薬が 11
名，
名 SSRI が 61 名，SNRI ((milnacipran
n)が 21 名，
NaSSA
N
(mirtaazapine)が 9 名であった
た。
Trazodonee
年齢
齢階級別に多
多剤併用率を
を検討したところ，

と SSRI の併
併用が行われ
れていた 61 名の使用さ
名

10 代では
は 12 名中単
単剤投与が 100 名（83.3%）
），２

れていた
れ
SS
SRI の内訳を
をさらに見てゆくと，

剤併用が
が 2 名（16.7%
%）
，３剤以上
上併用が 0 名（0%），

seertraline が 23 名，fluuvoxamine が 19 名，

20 代では
は 131 名中そ
それぞれ 1100 名（84.0%）
），19

paaroxetine が 19 名であっ
った。

名（14.55%），2 名（1.5%），30 代では 2933 名中

の２剤併用は
は 44 名で行
行
新規抗うつ薬同士の

それぞれ
れ 234 名（779.9%），544 名（18.4%
%），5

われており，
わ
その内訳は
は SSRI 同士の併用が

名（1.7%
%），40 代で
では 291 名中
中それぞれ 209
2 名

13
3 名，SSRI と SNRI の併用が 16 名，SSRI
名
と

（71.8%
%），71 名（
（24.4%），11 名（3.8%）
），50

NaSSA
N
の併用
用が 15 名で
であった。

代では 196
1 名中それ
れぞれ 152 名（77.6%），
名
40 名

新規抗う つ薬と従来
来型抗うつ薬
薬の２剤併
併

（20.4%
%），4 名（22.0%），60 代では
代
204 名中そ
名

用 は 102 名 で 行 わ れ て お り ， そ の 内 訳 は

れぞれ 154
1 名（75.55%），42 名（20.6%），
名
，8 名

seertraline と従
従来型抗うつ
つ薬の組み合
合わせが 277

（3.9%），70 代では 175 名中
中それぞれ 138
1 名

名，fluvoxam
名
mine と従来型
型抗うつ薬の組み合わ
わ

%），36 名（20.6%），11 名（0.6%），80
（78.9%

せが
せ 28 名，paroxetine と従来型抗うつ薬の組
組

代以上で
では 154 名中
中それぞれ 132
1 名（85.77%），

み合わせが
み
2 名，milnaacipran と従来型抗うつ
20
つ

20 名（113.0%），2 名（1.3%）で
名
であった。全
全体的

薬の組み合わ
薬
わせが 19 名，mirtazapin
ne と従来型
型

な状況と
としては，400 代の単剤投
投与率がやや
や低く，

抗うつ薬の組
抗
組み合わせが
が 8 名であっ
った。

10～20 代，
代 および 80
8 代以上の単
単剤投与率が
がやや

従来型抗
抗うつ薬同士
士の２剤併用
用，すなわち
三環系抗うつ
三
つ薬か四環系
系抗うつ薬が２剤含ま

高い傾向
向が見て取れ
れた（図５）。

れる組み合わ
れ
わせの併用は
は 17 名で行われており，
このうち三環
こ
環系抗うつ薬
薬同士が 5 名，四環系
名
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抗うつ薬
薬同士が 2 名，
名 三環系抗うつ薬と四環
環系抗

ぞれ
ぞ 44 名（30.1%），43 名（29.5%），26 名（17.8%），

うつ薬同
同士の組み合
合わせは 10 名で行われて
名
ていた。 23
3 名（15.8%
%），10 名（
（6.8%）であ
あり，同じく
四環
環系抗うつ薬
薬の中でも，睡
睡眠薬の代用
用薬と

外来患者では
外
はそれぞれ 4110 名（31.3%
%），383 名

して使用
用されること
とが比較的多
多い mianserinn を含

（29.2%），1
（
86 名（14.2%
%），217 名（16.6%），

む２剤併
併用は 51 名で行われていた。そのうち 4

11
14 名（8.7%）
）であった。また，IMI 換算の平均
均

名は trazzodone との併
併用であり，
，残りは三環
環系抗

投与量につい
投
いて検討した
たところ，入
入院患者では
は

うつ薬と
との組み合わ
わせが 5 名，mianserin 以外の
以

88
8.5±66.0mg//日，外来患者では 93.2±75.3mg/日

四環系抗
抗うつ薬との
の組み合わせ
せが 2 名，SS
SRI と

であり，統計
で
計学的に有意
意な差はみられなかった
た

の併用が
が 35 名，SNR
RI との組み合
合わせが 5 名で行
名

（U
（ 検定，p=
=0.546；図７
７）。

われてい
いた。
３種
種類の抗うつ
つ薬の併用は 32 名で行わ
われて
いたが，22 名は trazzodone を含む
む組合わせが
が行わ
に新規抗うつ
つ薬２種類が
が処方
れ，trazzodone 以外に
されてい
いた者が 9 名，
名 従来型抗うつ薬２種類
類が処
方されて
ていた者が 2 名であり，残りは新規抗
残
抗うつ
薬と従来
来型抗うつ薬
薬が１種類ず
ずつ処方され
れてい
た。残り
りの 10 名のうち，２種類
類の従来型抗
抗うつ
薬と１種
種類の新規抗
抗うつ薬の併
併用が 3 名で
で，１種
類の従来
来型抗うつ薬
薬と２種類の
の新規抗うつ
つ薬の
併用が 6 名で行われ
れ，残り 1 名で
では３種類の
の新規
抗うつ薬
薬の併用が行
行われていた
た。
４種
種類の抗うつ
つ薬併用を受けていた者は
は1名
の み で あ っ た が ， こ の 患 者 で は amoxappine ，
mianserinn，paroxetinne，trazodonee が使用され
れてい
た。
4) 抗うつ薬の投与
与量
全対
対象患者 1,4556 名の IMI に換算した抗
に
抗うつ
薬投与量
量の分布を 図６に示し
した。IMI 換算で
換
50mg/日未満の患者は 454 名（31.2%），50～
～99mg/
者は 426 名（29.3%），1000～149mg/日
日の患
日の患者

D． ��

者は 2122 名（14.6%），150～199m
mg/日の患者は 240

特色
1)) 本研究の特

名（16.5%
%），200mg/日
日以上の患者
者は 124 名（88.5%）

これまで
でのわが国で
では，向精神
神薬の多剤併
併

であり， 平均投与 量（±標準
準偏差）は 93.2±
9

用の問題につ
用
ついて論じら
られる場合に
にはもっぱら

75.3mg/日であった。

抗精神病薬同
抗
同士の多剤併
併用について
てのみ論じら

いて，IMI 換算
算投与量の分
分布を入院患
患者と
続い

れ，抗うつ薬
れ
薬同士の多剤
剤併用につい
いて論じられ
れ

外来患者
者に分けて集
集計したとこ
ころ，入院患者
者では

ることは少な
る
なかったように思われる。その背景
景

50mg/日未満，50～999mg/日，100～149mg/日
日，150

には，抗精神
に
神病薬の大量
量投与を行っても致死的
的

て 200mg/日以
以上の患者が
がそれ
～199mgg/日，そして

な有害事象が
な
が比較的起こ
こりにくいの
のに対して，
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三環系抗うつ薬を大量投与した場合には心電図

韓国，中国，台湾，シンガポールの５ヶ国の抗

異常をはじめとした重篤な有害事象が出現する

うつ薬の処方実態に関する国際共同研究

ために，多剤併用を行うとしてもおのずと限界が

っているが，このうちわが国に関するデータの

あったことや，これまでのわが国で実施された処

みについても報告が行われている。REAP に登

方調査の大半が入院患者を対象としていたため，

録されていた日本人の抗うつ薬服用者は 609 名

相対的に入院患者数が少ない気分障害患者を対

であったが，このうち 19.0%で抗うつ薬の多剤

象とした調査を実施しにくかったことなどが関

併用が行われていた。この値は竹内らの報告と

与しているものと思われる。

比較してやや低いが，REAP に登録されていた

7)

を行

日本人患者のうちの 80%以上を大学病院で治療

今回の報告は対象施設数こそ３ヶ所と比較

を受けていた患者であったことに注意を要する。

的少ないものの，入院患者のみならず，対象施設
の外来患者をすべて含んでおり，しかも，通院間

竹島ら 8)は 2006 年 2 月に全国 47 都道府県

隔の長い患者が漏れにくくなる手法が採用され

より概ね人口比を反映して抽出された外来患者

ているというバイアスを回避する手続きが踏ま

3,674 名分の診療報酬明細書（レセプト）に基づ

れているという特徴を有する貴重なデータと考

く実証的医療政策研究を実施したが，この研究

えられる。

において作成されたデータベースに基づく処方
実態の解析結果が既に別途報告されている

2) 多剤併用率―国内先行研究との比較（表６）

9)

。

この報告では，いわゆる「レセプト病名」を完

本調査の結果，１種類以上の抗うつ薬が投与

全には排除できていないという問題はあるもの

されている患者のうち，21.8%において２種類以

の，病院からクリニックまでに至る気分障害の

上の抗うつ薬同士の併用が行われていることが

外来患者が対象に含められているので，竹内ら

示された。

の調査と同様に，概ねわが国の抗うつ薬を服用

わが国では 2000 年以降に抗うつ薬に関する

している気分障害患者の処方状況を代表してい
ると考えられ，抗うつ薬処方を受けていた気分

多施設共同処方調査が３つ報告されている。
4)

冨田ら は 2002 年 9 月に慶應義塾大学とそ

障害患者 307 名の 34.9%が多剤併用を受けてい

の関連施設である精神科病院，総合病院精神科，

たことが示された。

精神科クリニックで治療を受けている入院患者

これらの３つの先行研究の結果を総合する

と外来患者を対象とした処方調査を実施した。こ

と，2000 年以降のわが国では大学病院のような

の調査の対象患者のうち，1,110 名は気分障害患

特殊な診療体制を敷いている施設では，抗うつ

者であったが，竹内らがこれら 1,110 名の処方実

薬投与を受けている患者の約 20%，通常の精神

5)

態について報告を行っている 。この調査は調査

科医療施設では抗うつ薬投与を受けている患者

地域が関東に限定されているものの，規模が大き

の約３分の１が抗うつ薬同士の併用投与を受け

く，大学病院からクリニックまで，入院患者から

ていると推測してもよいように思われる。

外来患者まで多様な患者を含んでおり，わが国の

ところで，今回の調査結果における抗うつ

抗うつ薬を服用している気分障害患者の処方状

薬の多剤併用率は 21.8%であった。今回の調査

況を概ね反映できていると考えられ，抗うつ薬の

対象は東京，および福岡県にある３ヶ所の私立

処方を受けていた気分障害患者の 35.9%で抗う

精神科病院で治療を受けている 1,456 名であり，

つ薬の多剤併用が行われていたことが示された。

患者数はともかく，施設数が少なかったものの，

藤井ら

6)

は REAP（Research on East Asian

対象患者は竹内ら

Psychotropic Prescription Pattern）と呼ばれる日本，

-

5)

や竹島ら

9)

の調査と背景因

子が類似しているものと考えられるので，当然
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に多剤併
併用率は３分
分の１前後に
になると予想
想され

が普及してい
が
いるので，こ
この結果，多
多剤併用率が

ていた。しかしなが
がら，実際の多
多剤併用率は
は大学

高くなった可
高
可能性が考え
えられる。実
実際，２剤併
併

中心に対象患
患者を抽出し
した REAP とぼ等
と
病院を中

用が行われて
用
ていた患者 284 名の 59.2
2%に相当す
す

しい値と
となった。このような差が
が見られた原
原因と

る 168 名が trrazodone と mianserin のいずれか，
の

しては，まず先行研究
究と今回の調
調査の対象患
患者の

あるいは双方
あ
方を投与され
れていた。

布に差が見ら
られたのでは
はないかとい
いう可
年齢分布

また，mirttazapine につ
ついてもわが
が国に上市さ

能性が考
考えられる。しかしながら，図３に示
示した

れたのは
れ
20099 年 9 月だっ
ったので，調査時点では
調
は

通り，今回の対象患
今
患者はどの年
年齢層を見ても，多

発売開始から
発
ら 7 ヶ月しか
か経過してお
おらず，多く

剤併用率
率は 30%以下
下であり，た
たとえ対象患
患者の

の精神科医が
の
が mirtazapinee の使用に習
習熟していな
な

年齢分布
布に相違があ
あったとして
ても，全体の多
多剤併

かった結果と
か
として，単剤
剤投与率が低
低くなった可
可

用率に重
重大な影響が
があったとは
は考えにくい
いよう

能性があるし
能
し，セロトニ
ニン関連の有
有害事象を回
回

に思われ
れる。もう１
１つ考えられ
れる要因とし
しては，

避するために
避
に mirtazapine と SSRI，ある
るいは SNRII

今回調査
査対象となっ
った３施設が
がいずれも精
精神科

の併用が試み
の
みられていた

11)

可能性も
も考えられる。

薬物療法
法研究会（PC
CP 研究会）に属する施設
に
設であ

一 方 ， 上 市 よ り 約 10 年 が 経 過 し た

ったこと
とがあげられ
れる。PCP 研究
究会は精神科
科病院

milnacipran
m
の
の単剤投与率
率が低かった
たことについ
い

における
る統合失調症
症薬物療法の
の適正化を目
目標と

ては説明がや
て
やや困難であ
ある。ただし
し，外来患者
者

した精神
神科病院に勤
勤務する薬剤
剤師によって
て結成

における
に
SSR
RI の処方率（56.3%）が
が入院患者の

10)

，このよ
ような体制に
にある

それ（41.1%）
そ
）より 15%
%以上高いの
のに対して，

施設では
は，抗うつ薬の処方に対しても深い関
関心を

SN
NRI について
ては外来患者
者（9.6%）よ
より入院患者
者

示すもの
のと考えられ
れるので，多剤
剤併用が少な
なくな

（15.1%）の処
（
処方率の方が
が約 1.5 倍多
多くなってい
い

った可能
能性は十分に
に考えられる
るところであ
ある。

ることに注目
る
すべきと思
思われる（表５）。このこ

された組
組織であるが
が

とは気分障害
と
害の治療において，first-line の治療と
し て SSRI を 試 み て ， 無 効 で あ っ た 場 合 に
seecond-line の治
治療として S
SNRI による
る入院治療が
行われる傾向
行
向があることを示唆して
ている可能性
性
があるからで
が
である。
いずれにせ
せよ，この問
問題について
ては今回のよ
う な cross-seectional な 処 方 デ ー タ で は な く ，
lo
ongitudinal な薬歴データ
な
タを使用して
て検討を行う
べきであろう
べ
。
3) 薬剤
剤別の多剤併
併用率について
多剤
剤併用率を抗
抗うつ薬別にみたところ，
，SSRI， 4)) IMI 換算抗
抗うつ薬投与
与量について
て
すなわち
ち sertraline，paroxetine，fluvoxamine の多

うつ病治
治療の主役が
が三環系，お
および四環系

剤併用率
率が 30%未満
満であったの
のに対して，NaSSA
N

抗うつ薬であ
抗
あった時代に
には，２種類
類の抗うつ薬
薬

である mirtazapine
m
と SNRI であ
ある milnaciprran，そ

をそれぞれ単
を
単剤で IMI 換
換算 150mg/日以上を使用

して trazzodone と miaanserin はいず
ずれも多剤併
併用率

しても十分な
し
な反応を示さ
さなかった場
場合のことを

が 30%以
以上であった
た。

『治療抵抗性
『
性うつ病』と呼んでいた

これ
れらのうち，trazodone と mianserin は鎮静
は
薬，あるいは睡眠薬の代用薬として使用する
ること

-

12)

。今回，

処方されてい
処
いる抗うつ薬
薬を全て IMI に換算して
て，
１日投与量の
の分布を検討
討したところ，50mg/日未
未

41 -

満，および 50～99mg/日，100mg/日以上の患者が

データベースに基づいて，SSRI から他の抗うつ

それぞれ３分の１程度ずつを占め，中でも 150～

薬への切り替えではなくて，SSRI に三環系抗う

199mg/日の者が 16.5％（240 名），200mg/日以上

つ薬（以下，TCA）の付加治療が行われる頻度

の者が 8.5%（124 名）となっていた。すなわち，

について調査を行い，その結果 SSRI が処方され

十分とされる量以上の抗うつ薬が投与されてい

ていた患者 55,271 名のうち，5.0%に相当する

る患者が少なくないことが示された。

2,773 名で SSRI と TCA の併用が行われていたと
報告した。

5) 入院患者と外来患者の比較

Percudani ら

18)

はイタリアのロンバルディア

地方の 2001 年の行政データベースに基づく

入院患者は外来患者と比較して精神症状が
重症と考えられるので，入院患者は外来患者より

population-base の抗うつ薬処方調査を実施した。

も全体に抗精神病薬の投与量が多いと考えられ，

2001 年中に抗うつ薬の処方を受けたものは男性

また多剤併用も多くなると予測できる。

126,599 名，女性 277,639 名の合計 404,238 名で
13)

あったが，男性の 11.8%，女性の 12.8%が２つ以

では，２種類の抗うつ薬に十分な反応を示さなか

上の異なる化学クラスの抗うつ薬の併用を受け

った場合には，①SSRI と mirtazapine の併用，

ていた。厳密にいうと，この調査の方法では SSRI

②SNRI と mirtazapine の併用，③SSRI と三環系

同士とか TCA 同士といったような，同じカテゴ

抗うつ薬の併用などをはじめとする抗うつ薬同

リー内の薬剤の併用投与を検出できないが，海

士の併用が許容されているし，SSRI に十分反応

外ではそのような処方が行われる率は低いと推

例えば，2008 年版 TMAP アルゴリズム

14, 15)

16)

測されるので，この値を当時のイタリアにおけ

の併用を行った方が良好な治療成績が得られる

る抗うつ薬の多剤併用率の近似値とみなして問

ことがいくつかの臨床試験によって示唆されて

題はないと思われる。

しなかった患者に mianserin

，desipramine

Thommasen ら

いるので，アルゴリズムやエビデンスに基づいて，

18)

はカナダのブリティッシ

精神科医が処方内容を決めるのであれば，当然に

ュ・コロンビア州の辺境地域である Bella Colla

入院患者の多剤併用率の方が高くなると類推さ

Valley における抑うつ・不安関連疾患と抗うつ

れる。

薬処方の実態を検証するためのカルテ調査を

しかしながら，今回の調査結果を見る限りで

2001 年に実施した。対象患者のうち，抑うつ・

は，入院患者と外来患者の間には抗うつ薬の多剤

不安関連疾患に罹患し，抗うつ薬が処方されて

併用率についても，投与量についても統計学的に

いた患者は 136 名存在したが，彼らが服用して

有意な違いは見いだされなかった。このような現

いた抗うつ薬はのべ 181 種類であった。この調

象が見られた容認についても，longitudinal な処

査報告論文には３剤以上の多剤併用を受けてい

方データを利用して十分な検討を行う必要があ

た患者数に関する記載は見られなかったものの，

るであろう。

そのように極端な処方を受けている患者は少な
いものと推測されるので，Bella Colla Valley にお

6) 処方実態―海外との比較

ける抗うつ薬の多剤併用率は４分の１程度と考

今回の調査結果を，欧米でおよび東アジアで

えて問題はないと思われる。
2002 年の De la Gandara ら 19)の報告によると，

行われた合計６つの処方調査と比較してみた。

スペインでは抗うつ薬投与患者の 4.5%で抗うつ
①

薬の多剤併用がなされていることが示されてい

欧米との比較
McManus ら

17)

は豪州の 1996 年における行政

-

る。
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これ
れらを総合す
すると，今回の
の調査で得ら
られた

薬の使用頻度
薬
度と投与量が
がやや印象が
がある反面，

21.8%と いう多剤併
併用率は欧米
米と比較して
てやや

新規抗うつ薬
新
薬投与量は概
概ね等しかった。ただし，

類に属するが
が，突出して多
多いわけでは
はない
高い部類

表８で示した
表
たように，わ
わが国では抗
抗うつ薬同士
士

と考えら
られる。

の併用が中国
の
国より多い可
可能性があるので，１人
人
あたりの抗う
あ
つ薬投与量
量としては，わが国の方
方

②

東ア
アジアとの比
比較

が多い可能性
が
性があると思
思われる。

7)

先に
に述べた REA
AP では 20003 年から 20004 年
の中国，韓国，台湾
湾，シンガポー
ールにおける
る抗う
多剤併用の程
程度を把握で
できる。
つ薬の多
REA
AP は国ごとに診断や入
入院・外来，精
精神科
病院・一般病院の内訳
訳が大きく異
異なっている
るので，
比較すること
とは必ずしも
も適切ではな
ないと
単純に比
思われる
るが，多剤併
併用率はシン
ンガポールが
が 3.4%
で最も少
少なく，以下，台湾（3.6%
%），中国（11.99%），
日本（19.0%），韓国
国（24.9%）の
の順に多くな
なって
とが示された
た（表７）。
いること
陳（Chen）ら 20)は 2005 年か
から 2008 年の
の毎年
海交通大学医
医学部精神衛
衛生セ
6 月 1 日の時点で上海
に入院してい
いた患者のべ
べ 3370 名を対
対象に
ンターに
向精神薬
薬に関する処
処方調査を行
行ったが，この
の調査
結果を参
参照すると，上海における
る抗うつ薬の
の使用
状況を把
把握すること
とができる。陳らの報告よ
陳
より抗
うつ薬の
の併用状況，および抗うつ
つ薬ごとの使
使用状
況に関す
するデータを
を抜き出して
て比較を行った。ま
ず，併用
用状況に関し
しては，上海で
では大まかな
な流れ
としては
は多剤併用率
率が高くなる
る傾向がある
るとさ
れている
るが，最も多
多剤併用率の
の高かった 20007 年
のみは今
今回の研究と
と有意な差は
はないものの
の，残る
2005 年，2006 年，22008 年につい
いては明らか
かに多
率が低い様子
子が見て取れ
れる（表８）。
剤併用率
すな
なわち，表７と表８を総合すると，今回得
今
られた多
多剤併用率（21.8%）は概
概ね韓国と同
同程度
であるが
が，中国，台
台湾，シンガポ
ポールより明
明らか
に高いよ
ように考えら
られた。
次にそれ
れぞれの抗う
うつ薬の使用
用状況につい
いて陳
ら

20)

の報
報告における記載に基づ
づいて比較・検討

してみた
た（表９）。陳らの調査で
では，それぞ
ぞれの
抗うつ薬
薬が処方され
れている患者
者数は必ずし
しも多
くはなか
かったが，陳らの調査の方
方が従来型抗
抗うつ

-
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なかったた
ため，milnaacipran につい
いては SSRII
が無効であった場合 の第２選択
択薬として使
使
ったためと推
推測された。
用されることが多かっ
5)) 入院患者と外来患者を
を比較した場
場合，抗うつ
つ
薬の併用剤
剤数に関して
ても，IMI 換算の投与量
換
量
に関しても両者の間 に統計学的
的に有意な差
差
なかった。
はみられな
6)) 海外における処方調査
査と比較する
ると，今回の
突出して高い
い
調査で得られた多剤 併用率は突
言えないが，欧米と比較
較しても，韓
とまでは言
国を除く東アジア諸 国と比較しても多剤併
併
傾向が認めら
られた。
用が多い傾
F．
． ���献
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厚生労働省
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された

主任研究者
告書（主

規模調査にお
おける値（344.9～35.9%） より
大規

2004.

総括研究報
報

郎）, 49-58,,
浦田重治郎

5)) 竹内啓善 , 菊地俊暁,, 冨田真幸ほ
ほか:

明ら
らかに低かった。

気分
分

4) 薬剤
剤別にみてゆ
ゆくと，SSR
RI と比較し
して，

模多施設処方
方
障害圏患者を対象と した大規模

milnnacipran や traazodone，miaanserin，mirtaazapine

床精神神経薬
薬理学会, 神
調査. 第114回日本臨床

の単
単剤投与率は
は明らかに低かった。これ
れらの

戸, 2004年
年9月29日～110月1日.

単剤投与率が低かった理由としては，

6)) 藤井千太,, 金子奈穂子
子, 橘川博江
江ほか: 日本
本

trazoodone，miansserin については鎮静薬・睡眠

における 抗うつ薬処
処方の現状: アジア５ヵ

薬の
の代用薬とし
して使用する
ることが普及
及して

同処方調査. 日社精医誌
誌
国におけ る国際共同

いる
るため，mirtaazapine につい
いては上市後
後間も

14: 30-35, 2005.

-

44 -

7) 田中真理子, 永井

fluoxetine alone. Acta Psychiatr Scand 103:

宏, 内田直樹ほか: 東ア

66-72, 2001.

ジアにおける抗うつ薬処方の現状: アジア５
ヵ国・地域における国際共同処方調査より.

16) Nelson JC, Mazure CM, Jatlow PI, et al.:

臨床精神薬理 10: 131-146, 2007.
8) 竹島

Combining

norepinephrine

and

serotonin

中, 中川敦夫ほか: 通院医

reuptake inhibition mechanisms for treatment of

療費公費負担における処方の実態. 平成17年

depression: a double-blind, randomized study.

度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学

Biol Psychiatry 55: 296-300, 2004.

正, 稲垣

特別研究事業）・自立支援医療の給付のあり

17) McManus P, Mant A, Mitchell P, et al.:

精神通院公費

Co-prescribing of SSRIs and TCAs in Australia:

負担制度の給付実態，および自立支援医療に

how often does it occur and who it doing it? Br J

おける重度かつ継続の範囲と再認定の要件

Clin Pharmacol 51: 93-98, 2001.

方に関する研究

分担研究

研究協力報告書: 65-72, 2006.

18) Thommasen HV, BaggaleyE, Thommasen C, et

中, 中川敦夫, 山口洋介ほか: わが国

al.: Prevalence of depression and prescription

の外来気分障害患者における新規抗うつ薬

for antidepressants, Bella Valley, 2001. Can J

の処方実態. 第103回日本精神神経学会, 高

Psychiatry 50: 346-352, 2005.

に関する研究
9) 稲垣

19) De la Gandara

知, 平成19年5月17～19日
10) 吉尾

J, Aguera L, Rojo JE, et al.:

隆, 宇野準二, 中川将人ほか: 国内に

Use of antidepressant combinations: which,

おける入院中の統合失調症患者の薬物療法

when and why? Results of a Spanish survey.

に関する処方研究2006. 臨床精神薬理 13:

Acta Psychiatr Scand 112 (suppl. 428): 32-35,

1535-1545, 2010.

2005.

11) Sadock BJ, Sadock VA（編著）, 山田和男, 黒

20) Chen J, Wang Z-C, Wang M: Four-year

木俊秀, 神庭重信（監訳）: 精神科薬物ハン

follow-up study of changes in prescription of

ドブック

antidepressants for inpatients with psychosis.

向精神薬療法の基礎と実際

第

４版. 医学書院MYW, 東京, 2007.

Journal

12) 本橋伸高：難治性うつ病の背景と治療．精神
13) Suehs B, Argo TR, Bendele SD, et al.: Texas
medication algorithm project procedural manual:
major depressive disorder algorithms. Texas,
2008.
14) Maes M, Libbrecht I, Van Hunsel F, et al.:
and

antidepressant

mianserin
activity

of

augment
fluoxetine

the
in

hospitalized major depressed patients, including
those

with

treatment

resistance.

J

Clin

Psychopharmacol 19: 177-182, 1999.
15) Ferreri M, Lavergne F, Berlin I, et al.: Benefits
from mianserin augmentation of fluoxetine in
patients with major depression non-responders to

-

Shanghai

Jiaotong

University

(Medical Science) 29: 1205-1209, 2009.

経誌，99：829-835，1997．

Pindolol

of

45 -

平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業）
向精神薬の処方実態に関する国内外の比較研究
分担研究報告書
診療録データ等を用いた向精神薬処方に関する実態調査研究
（2）抗不安薬・睡眠薬の処方実態
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稲垣
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中川敦夫

（慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）
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研究��
【目的】これまでのわが国では抗不安薬・睡眠薬の処方実態については必ずしも十分に検
討されてはこなかった。本研究では３ヶ所の私立精神科病院で管理されていた薬歴に関す
る電子データを利用して，わが国における抗うつ薬の処方実態を調査した。
【方法】2010 年 3 月 31 日の時点で日本の３ヶ所の私立精神科病院において抗不安薬・睡眠
薬を処方されていた全患者 3,257 名の性別，年齢，処方されている抗不安薬・睡眠薬の種類
と量を調査した。診断に関するデータは収集されなかった。
【結果】対象患者の性別は男性が 1,611 名，女性が 1,646 名であり，外来患者が 2,534 名，
入院患者が 723 名を占めた。平均年齢±標準偏差は 53.8±17.2 歳であった。全 43 種類の抗
不安薬・睡眠薬のうち，処方率が最も高かったのは flunitrazepam であり，nitrazepam，
brotizolam，zolpidem，zopiclone，lorazepam までが処方率 10%以上であった。年齢階級別に
使用される薬剤をみると，75 歳以上の後期高齢者はそれ以外の者に比べて超短時間型睡眠
薬の処方率が高く，中間型睡眠薬の処方率が低かった。また，入院・外来の別と使用され
る薬剤の関連を検討したところ，外来患者と比較して入院患者では中間型睡眠薬，長時間
型睡眠薬，バルビツレートの処方率が有意に高かった。また，抗不安薬・睡眠薬の併用状
況について検討したところ，単剤投与が行われていた患者は 1,661 名（51.0%）にとどまり，
３剤以上併用されていた患者が 19.8%存在した。Diazepam に換算した抗不安薬・睡眠薬投
与量の最頻値は 5～9.9mg/日，中央値は 10mg/日，平均投与量は 15.7±15.5mg/日であり，後
期高齢者の平均投与量（9.0mg/日）は 65 歳未満の若年者（17.1mg/日）の約半量であった。
【考察】一般に，高齢者では筋弛緩作用を懸念して，抗不安薬・睡眠薬の投与量は可能な
限り少量として，半減期の短い睡眠薬を使用することが推奨されているが，今回の調査で
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は後期高齢者では全体に投与量が少なく，半減期の短い睡眠薬が使用されていた。
A． 研究�的

が多かったが，この方法を採用すると２ヶ月に

厚生労働省によって実施された社会医療診

１回などといったように受診間隔の長い外来患

療行為別調査によると，わが国では平成 21 年 6

者が調査対象から漏れやすくなるし，症状が悪

月の 1 カ月間に 251,533 名の入院患者と 2,921,379

化したために追加処方が行われた場合にどのよ

名の外来患者が何らかの精神障害のために加療

うに扱うかも判断が困難である。そこで，本研

1)

されていることが示されている 。精神障害者の

究では『治療抵抗性実態調査システム』に組み

多くは不安・焦燥や不眠などを呈しているために， 込まれた機能を利用して処方日のみに基づいて
抗不安薬や睡眠薬による対症療法を受けている

データを抽出するのではなく，処方日と処方日

が，これまでのわが国では抗不安薬・睡眠薬の処

数の双方を組み合わせて処方データを抽出した。
たとえば，図１の a)に示したケースは 2 月

方実態に関する調査が十分に行われてこなかっ

28 日に外来患者として 56 日分の処方を受けて

た。
今回，われわれは３ヶ所の入院施設を有する
精神科医療機関の薬剤部に保管されていた電子

いるが，この時の処方は 3 月 31 日を越えて 4 月
25 日まで継続されていることになる。
図１の b)に示したケースは 3 月 10 日に 28

媒体の薬歴データを利用して，抗不安薬・睡眠薬
の処方実態に関する予備的調査を行った。

日分の処方を受け，症状の悪化などといった何
らかの事情により 3 月 19 日に追加の処方を受け

B． 研究方法

ているが，この場合は 3 月 31 日には 3 月 10 日

1) 対象患者

の処方と 3 月 19 日の処方をともに受けているこ

東京都に存在する A 病院，B 病院と福岡県に

とになる。
『治療抵抗性実態調査システム』の機

存在する C 病院において，2010 年 3 月 31 日の時

能を使用して処方データを抽出すると，このよ

点で入院患者，あるいは外来患者として何らかの

うに処方日と処方日数の双方を組み合わせた処

抗不安薬・睡眠薬が投与されていた全ての患者を

方の分析が可能となる。

研究対象とした。

ところで，臨床現場では予定された日より
前に外来を受診して処方を受けたり，あるいは

2) 方法

入院となったために見かけ上処方内容が重複し

研究協力施設の薬剤部に保管されていた電

たりする場合がある。たとえば，図１の c)のケ

子媒体の薬歴データより，対象患者の①性別，②

ースでは 3 月 22 日に 14 日分の処方を受けたに

生年月日，③2010 年 3 月 31 日時点で投与されて

もかかわらず，何らかの事情から受診を前倒し

いた内服薬の内容に関するデータを抽出した。こ

て 3 月 31 日に処方を受けたため，3 月 31 日から

れらのうち，投与されている内服薬に関するデー

4 月 5 日に至る処方が重複している。本研究では，

タは，かつて別の研究プロジェクトのために作成

１つ１つ処方内容を確認して明らかに処方が重

された『治療抵抗性実態調査システム』と呼ばれ

複していると判断された場合には一方の処方を

るソフトを利用して抽出を行った。

削除することとした。

従来の処方調査では，ある特定の１日，ある

現在のわが国では，抗不安薬と睡眠薬の区

いは特定の期間にその施設に入院していたか，あ

別は必ずしも明確ではない。たとえば，etizolam

るいは外来受診した患者のみを対象とすること

は抗不安薬と睡眠薬の双方に分類されているし，
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抗不安薬
薬を睡眠薬の
の代用として
て就寝時に処
処方す
る こ と も ま れ で は な い 。 ま た ， nitrazepaam や
うに睡眠薬と
と抗けいれん
ん薬の
phenobarrbital のよう
双方に分
分類されてい
いる薬剤もあ
あれば，clonaazepam
のように
に厳密にはわ
わが国では抗
抗けいれん薬
薬とし
ての適応
応しか取得し
していないも
ものの，抗不安
安薬に
準じて使
使用される薬
薬剤も存在す
する。Tofisoppam の
ようにベ
ベンゾジアゼ
ゼピンの１種
種であるもの
のの，わ
が国では
は「自律神経
経失調症，更年
年期障害・卵
卵巣欠
落症状，頭部・頸部
部損傷におけ
ける自律神経
経症状」
といった
た限られた適
適応しか承認
認されていな
ない薬
剤も存在
在する。そこ
こで，本稿では
はわが国にお
おいて
承認され
れた適応の範
範囲とは無関
関係に，チエノ
ノジア
ゼピン，シクロピロロンを含めた
たベンゾジア
アゼピ
薬，バルビツ
ツレート，抗不安薬，ある
るいは
ン作動薬
睡眠薬の
のいずれかに
に該当する薬
薬剤を『抗不安
安薬・
睡眠薬』とみなし，これらをさらに表１のよ
ように
安薬』と『睡
睡眠薬』に分類した。なお
お，わ
『抗不安
が 国 で は phenoobarbital ， chlorpromazine ，
promethaazine の合剤
剤であるベゲ
ゲタミン A とベゲ
と
タミン B が上市され
れているが，
，これらは便
便宜上
phenobarrbital とみな
なすこととした。
本研
研究ではこれ
れらの合計 43 種類の抗
抗不安
薬・睡眠
眠薬ごとに処方
方人数と処方
方率に関する
るクロ
ス集計を
を行うととも
もに，抗不安
安薬・睡眠薬別
別，あ
るいはさ
さまざまなカ
カテゴリー別
別の処方人数
数・処方
率，そし
して抗不安薬
薬・睡眠薬の併
併用パターン
ンにつ
いて検討
討するととも
もに，稲垣・稲田の方法 2)を用
いて diaazepam（以下
下，DZP と略
略）に換算し
した１
日投与量
量も算出した
た。
なお
お，本研究では群間比較を
を行う際には
は統計
ソフト IBM
I
SPSS Sttatistics 18 を使用して，
を
通
通常の
クロス集
集計を行った
た。
本研
研究の実施に
に際しては，事前に慶應義
事
義塾大
学大学院
院健康マネジ
ジメント研究
究科における
る研究
倫理審査
査委員会の承
承認を得た。
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C． 結果
結

alprazolam（188 名; 5.8%）
），第 11 位は
は loflazepatee

1) 対象
象患者の背景
景因子

（176
（
名; 5.4%
%），第 12 位
位は bromazep
pam（166 名;;

対象
象患者は合計
計 3,257 名で
であり，この
のうち

5.1%）であり，これら以
以外はいずれ
れも処方率が

1,584 名が A 病院，1,243
1
名が B 病院，430 名が
名 C

%未満であっ
った（表２）
。
5%

病院で加
加療されてい
いた。3,257 名の性別は男
名
男性が

処方内訳をカテゴリー
ー別にみると
と，抗不安薬
薬

1,611 名，女性が 1,6646 名であり，入院患者が 723

は 1,567 名（448.1%），睡眠
眠薬は 2,614 名（80.3%）

来患者が 2,5334 名を占めた。年齢に関
関する
名，外来

で使用されて
で
ていた。睡眠
眠薬のうち，バルビツレ
レ

データが
が欠落してい
いた 7 名を除
除く対象患者
者の平

ートは
ー
332 名（10.2%）で
名
で使用され，その内訳は
は

均年齢（±標準偏差）は 53.8±17.2 歳であり
り，施

ph
henobarbital
（
（ベゲタミン
ミン B 含む）
A，ベゲタミ

の年齢構成を
を見てみると
と，A 病院は相
相対的
設ごとの

が 318 名，peentobarbital が 5 名，am
mobarbital が

に若年者
者が多く，C 病院は相対的
病
的に高齢者が
が多い

15
5 名であった
た。Bromvalerrylurea は 18 名で使用さ

傾向があ
あった（図２
２）。

れていた。Zo
れ
opiclone，zolpidem，brottizolam を含
含
むベンゾジア
む
アゼピン系睡
睡眠薬は 2,51
17 名で使用
されていた。
さ
ベンゾジア
アゼピン系睡
睡眠薬を半減
減
期 に よ っ て 超 短 時 間 型 （ zolpidem
m, triazolam,,
zo
opiclone），短
短時間型（ brotizolam, rilmazafone,,
lo
ormetazepam）
），中間型（estazolam, fllunitrazepam,,
niitrazepam），長時間型（flurazepam, quazepam）
の４つのカテ
の
テゴリーに分
分類して，そ
それぞれの処
処
方人数を検討
方
討したところ
ろ，超短時間
間型睡眠薬が
98
87 名（30.3%），短時間型睡
睡眠薬が 721 名（22.1%），
中間型睡眠薬
中
薬が 1,489 名
名（45.7%）
，長時間型睡
睡
眠薬が
眠
179 名（5.5%）で
名
で使用されていた。
対象者を 64 歳以下の
の若年者（2,3
315 名），655

2) 使用
用されていた
た抗不安薬・睡眠薬の内訳
訳

～74
～ 歳の高齢
齢者（512 名）
），75 歳以上
上の後期高齢
齢

表１に示した 43 種類の抗不
不安薬・睡眠
眠薬の

者（423
者
名）の
の３群に分け
けて，超短時
時間型，短時
時

査対象となっ
った３施設で
で使用
うち，34 種類が調査

間型，中間型
間
型，長時間型
型睡眠薬の処
処方率を検討
討

いた。
されてい

したところ，
し
若年者と高
高齢者では超
超短時間型睡
睡

その
の中では flunnitrazepam が 856 名（266.3%）

眠薬を使用し
眠
している者が
がそれぞれ 28.5%（6599

に投与さ
され，最も処
処方率が高か
かった。これに
に次い

名）
名 ，30.4%（
（156 名）で
であったのに
に対し，後期
期

で処方率
率が高かった
たのは，nitrazzepam，brotizzolam，

高齢者では
高
400.2%（170 名
名）と 10 ポイント以上
ポ
上

zolpidem
m，zopiclone，
，lorazepam であり，それ
れぞれ

多かった。短
多
短時間型睡眠
眠薬に関して
ては若年者の

650 名（220.0%），594 名（18.2%），502 名（15.44%），

処方率が
処
20.55%（475 名）
）であったの
のに対して，

392 名（12.0%），3356 名（10.9%）に処方
方され，

高齢者と後期
高
期高齢者はそれぞれ 25.0%（128 名）

でが処方率 10%以上であ
あった。処方
方率第
ここまで

と 27.9%（1188 名）であり
り，処方率が
が 4.5～7.4 ポ

７位は clonazepam （324 名; 9.9%）
9
，第８
８位は

イント高かっ
イ
った。中間型
型睡眠薬につ
ついては，若
若

った。Phenobbarbital
etizolam（323 名; 9.9%）であっ

年 者 と 高 齢 者 で は 処 方 率 が そ れ ぞ れ 48.9%
%

タミン A，ベゲ
ゲタミン B）は 318 名（99.8%）
（ベゲタ

（1,131
（
名），47.9%（2455 名）であっ
ったのに対し
し

に処方さ
され，処方率
率第９位であ
あった。第 100 位は

て，後期高齢
て
齢者では 26.00%（110 名）と 20 ポイ

-
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ント以上
上低かった。長時間型睡
睡眠薬に関し
しては，
若年者と
と高齢者では
は処方率がそ
それぞれ 5.8%
%（135
名），6.88%（35 名）であったのに対して，後
後期高
齢者では
は 2.1%（9 名）であった
名
た（表３）。

ると処方率が
る
が高くなる様
様子が見て取
取れた。短時
時
間型睡眠薬に
間
についても同
同様の傾向が
が観察され，
10
0 歳代から 50
5 歳代まで
での処方率は 20%前後，
60
0 歳代から 80
8 歳代まで
では 25%前後
後であったの
に対して，90
に
0 歳代では 40%以上で使
使用されてい
い
た。一方，中
た
中間型睡眠薬
薬については
は逆の傾向が
観察され，60
観
0 歳代までの
の患者では処
処方率が 35.33
～66.6%であっ
～
ったのに対し
して，80 歳代
代，90 歳代
代
ではそれぞれ
で
れ 19.3%，23.5%と明らか
かに少なかっ
た。長時間型
た
型睡眠薬につ
ついては全体
体の処方率が
10 歳刻み
みの年齢階級
級別に超短時
時間型，短時
時間型，

少なかったも
少
のの，30 歳代
代から 70 歳代までの処
歳
処

中間型，長時間型睡眠薬の処方率
率を集計した
たもの

方率が
方
4.3～77.1%であった
たのに対して
て，80 歳代，

時間型
を表４，図３，図４に示した。まず，超短時

90
0 歳代の処方
方率はそれぞ
ぞれ 1.0%，2.9
9%であった
た。

に関しては，10 歳代から
ら 70 歳代の処
処方率
睡眠薬に

バルビツ
ツレートに関
関しては，若
若年者では
は

は 26.3～
～34.3%であったのに対して，80 歳代
代，90

23
315 名中 2455 名（10.6%
%），高齢者
者では 512 名

歳代の処
処方率は 40%
%以上であり
り，80 歳以上
上にな

中 65 名（12.6%）で処方さ
されていたの
のに対して，

-
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後期高齢
齢者では 4233 名中 22 名（5.2%）とや
やや処
方率が低
低かった。100 歳刻みの年
年齢階級別に
にみる
と，40 歳代から
歳
60 歳代にかけて
歳
て処方率のピ
ピーク
がみられ
れた（表４）。

入院患者と外来患者に
に分けて，各
各抗不安薬，
睡眠薬，ある
睡
るいはカテゴ
ゴリーごとに処方率を比
較してみた。
較
薬剤別にみ
みると，上位５位までは
順位の変動はないものの，処方率第６位の
ettizolam は外
外来患者の方
方が入院患者より処方率
が 9.4%高く，
，同様に alprazolam，lo
oflazepate，
brromazepam でも外来患者
で
者の処方率が入院患者
よりもそれぞ
よ
ぞれ 4.7%，3.44%，4.1%高かった一方
で，flunitrazep
で
pam と nitraazepam については入院
患者の方がそ
患
それぞれ 6.4%
%，3.9%多か
かった。（表
５）
５
カテゴリー別にみる と，中間型睡眠薬，長
時間型睡眠薬
時
薬とバルビツレートは入院患者の方
がそれぞれ
が
7..1%，12.6%，4.5%多かっ
った（表６）。
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3) 抗不
不安薬・睡眠
眠薬の多剤併用

うち，単剤投
う
投与が 1,620 名（62.0%）
），２剤併用

患者
者ごとに，投与されている抗不安薬・睡眠

が 735 名（288.1%），３剤
剤併用が 196 名（7.5%），

薬の剤数
数を集計した
た。全体としては，何らか
かの抗

４剤併用が
４
500 名（1.9%），５剤併用が 9 名（0.3%），

うつ薬が
が処方されて
ていた 3,257 名のうち，抗不安
抗

６剤併用が
６
3 名（0.1%）
名
，７剤が 2 名（<0.1%）

薬・睡眠
眠薬の単剤投
投与が 1,661 名（51.0%）
名
，
，２剤

で行われてお
で
おり，８剤以
以上の併用が
が行われてい
い

併用が 950
9 名（29.2%
%），
３剤併用
用が 423 名（13.0%）， た患者は存在
た
在しなかった。
４剤併用
用が 158 名（4.9%），５
５剤併用が 51 名
（1.6%），６剤併用が
が 8 名（0.2%
%），７剤併用
用が 4

4)) 抗不安薬・睡眠薬の投
投与量

%），８剤併用が 2 名（
（<0.1%）で行
行われ
名（0.1%

者 3,257 名の
の DZP に換
換算した抗不
不
全対象患者

ており，９剤以上の併
併用が行われ
れていた患者
者は存

安薬・睡眠薬
安
薬投与量の分
分布を表７，および図５

かった。
在しなか

に示した。
に
投与
与量のピーク
クは 5～9.9m
mg/日にあり，

抗不
不安薬と睡眠
眠薬を区別して，剤数を集
集計し

平均投与量は
平
は 15.7±15.5m
mg/日であり，最小投与
与

たところ
ろ，抗不安薬
薬が投与され
れていた 1,5677 名の

量は
量 0.8mg/日
日，最高投与
与量は 168.0m
mg/日，中央
央

うち，単
単剤投与が 1,303 名（83..2%）
，２剤併
併用が

値は
値 10mg/日であった。

242 名（
（15.4%），３剤併用が 211 名（1.3%），４剤
，

不安薬・睡眠
眠薬の剤数と
と DZP 換算
算
次に，抗不

併用が 1 名で行われ
れており，５剤
剤以上の併用
用が行

平均投与量を
平
をプロットし
したものを図
図６に示した。

われてい
いた患者は 1 名も存在し
しなかった。睡眠薬
睡

単剤投与者の
単
の DZP 換算投
投与量は 8.6m
mg/日，２剤
剤

に関して
ては，睡眠薬
薬が処方され
れていた 2,6144 名の

併用者では
併
17.3mg/日，３
３剤併用者で
では 25.8mg//

-
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日，４剤
剤併用者では
は 38.1mg/日，
，５剤併用者
者では

12
2.3±13.9mg/日，最小投与
与量は 0.8mg
g/日，最高投
投

48.6mg/日，６剤以上
上併用者では
は 72.1mg/日で
であり， 与量は
与
148.0m
mg/日，中央
央値は 7.5mg//日であった
た
増加につれて
て DZP 換算投
投与量も増加
加して
剤数の増

（表８）。一
（
一方，睡眠薬
薬の投与量の
のピークは 5

いた。

～9.9mg/日で
～
であり，平均
均投与量は 12.1±10.8mg//

抗不
不安薬と睡眠
眠薬に分けて，DZP 換算投
投与量
の分布を
を表８および
び表９に示し
した。抗不安薬
薬投与

日であり，最
日
最小投与量は 1.3mg/日，最高投与量
量
は 98.3mg/日，中央値は 100mg/日であっ
った（表９）。

量のピー
ークは 5mg/日未満にあり，平均投与
与量は

-
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D． 考�
特色
1)) 本研究の特
これまで
でのわが国の
の精神科医療
療では，もっ
ぱら抗精神病
ぱ
病薬の多剤併
併用や大量投
投与の問題に
に
ついて論じら
つ
られ，抗不安
安薬や睡眠薬
薬の処方実態
態
について論じ
に
じられることは少なかったように思
思
われる。
わ
ながら，近年
年のわが国で
では大量服薬
薬
しかしな
歳
齢階級別に抗
抗不安薬・睡
睡眠薬
10 歳刻みの年齢
DZP 換算
算投与量を検
検討したとこ
ころ，30 歳代
代から
50 歳代までの平均投
投与量（17.5～18.0mg/日
日）が
く，10 歳代（8.1mg/日）
（
と 80 歳代（77.7mg/
最も多く
日），90 歳代（7.7m
mg/日）が最も
も少なかった
た。同
若年者，65～
～74 歳の高齢
齢者，
様に，65 歳未満の若
上の高齢者の
の 3 群に分け
けて，抗不安
安薬・
75 歳以上
睡眠薬 DZP
D 換算投与量を検討したところ，若年
者におけ
ける平均投与
与量は 17.1±
±16.5mg/日（中央
値 11.7m
mg/日），高齢者
者における平
平均投与量は
は 14.1
±13.7m
mg/日（10.0m
mg/日），後期
期高齢者にお
おける
平均投与
与量は 9.0±
±8.2mg/日（5.0mg/日）で
であっ
た（表 10）
1 。

の問題をはじ
の
じめ，抗不安
安薬・睡眠薬
薬の多剤大量
量
処方が社会問
処
問題と化しつ
つつあり，抗
抗不安薬と睡
睡
眠薬の処方実
眠
実態を検証す
する必要があ
あることは明
明
らかである。
ら
もとで，抗不
不安薬・睡眠
眠
そのような背景のも
薬の処方実態
薬
態の検証方法
法としてはさまざまなも
のが考え得る
の
るが，それら
らの中の１つ
つとして，レ
レ
セプトに記載
セ
載されている
るデータに基
基づく調査を
行うことが考
行
考えられる。ただし，レ
レセプトに基
基
づく調査を行
づ
行った場合，精神科以外
外の診療科か
か
らの処方と精
ら
精神科からの
の処方を区別
別することが
困難であるし
困
し，精神科以
以外の診療科
科で治療を受
受
けている軽症
け
症患者が数多
多く含まれる可能性があ
あ
るという問題
る
題が出てくる
る。２つめの
の方法として
て
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は，精神科医療機関をベースとした処方調査を行

tandospirone 以外の抗不安薬・睡眠薬は半減期や

うことが考えられる。ただし，わが国でこれまで

代謝経路の違いはあれども，全てベンゾジアゼ

実施されてきた精神科領域の処方調査のほとん

ピン受容体，あるいはバルビツレート受容体に

どは抗精神病薬に関連したもので，しかももっぱ

作用するという点でほぼ等しい作用機序を有し

ら入院中の統合失調症患者を対象としたものに

ていること，添付文書で承認された以上の量の

偏っていたように思われる。また，外来患者を対

抗不安薬・睡眠薬を処方すると「査定」の対象

象とした調査についても，調査日を１日のみとし

となって，薬剤費の償還を受けられなくなる場

たものが多いために，通院間隔が短い患者が相対

合がある実情を考慮すると，抗不安薬・睡眠薬

的に多く含まれやすいという問題がある。一般に， 同士の併用投与とは基本的には抗不安薬・睡眠
通院間隔が短い患者は重症の患者が多く，通院間

薬の大量投与に他ならないと考えられる。

隔が長い患者は比較的軽症の患者が多いと考え
3) 高齢者における抗不安薬・睡眠薬の処方実態

られるので，この問題はさまざまなバイアスをも
たらしうる可能性がある。

抗不安薬・睡眠薬が筋弛緩作用を有すること

今回の報告は preliminary なものであること

は広く知られているが，このために一般に高齢

もあって，対象施設が３ヶ所と少ないものの，入

者に対しては抗不安薬・睡眠薬の投与量を可能

院患者のみならず，対象施設の外来患者を全て含

な限り少量とするとともに，可能な限り半減期

んでおり，しかも通院間隔の長短にかかわらず，

の短い睡眠薬を使用することが推奨されている。

治療を受けている全ての患者を包含する手法が

したがって，対象患者に対して抗不安薬・睡

採用されることにより，バイアスを回避すること

眠薬が適正に使用されているのであれば，高齢

ができるという特徴を有する貴重なデータと考

の患者とそれ以外の患者に対する DZP 換算投与

えられる。

量や半減期の長短別に見た睡眠薬の処方頻度に
差が出てくるはずと考えられる。

2) 抗不安薬・睡眠薬同士の多剤併用の実態

結果としては，30 歳代から 50 歳代の患者の

本調査の結果，１種類以上の抗不安薬・睡眠

平均投与量は DZP 換算で 17.5～18.0mg/日であ

薬が処方されている患者 3,257 名のうち 1,596 名

ったのに対して，60 歳代では 15.4mg/日，70 歳

（49.0%）で抗不安薬・睡眠薬同士の併用投与が

代では 12.2mg/日と徐々に減少しており，80 歳

行われており，３剤以上併用されていた患者は

代では 7.7mg/日となっており（表 10），また，

19.8%存在した。

30 歳代から 50 歳代の患者と比較して，70 歳代

これまでのわが国で実施された処方調査の

以上の患者では超短時間型睡眠薬と短時間型睡

多くは統合失調症患者を対象に実施された調査

眠薬の処方率が高く，中間型睡眠薬や長時間型

であった上に，睡眠薬のみを調査対象とした研究

睡眠薬の処方率が低くなっているので，今回の

が多かったので，先行研究との比較は困難である

調査対象となった３施設では高齢者に対する抗

が，単剤投与者における DZP 換算の平均投与量

不安薬・睡眠薬の処方原則が遵守されているこ

が 8.6mg/日，２剤併用者における平均投与量が

とが明らかとなった。

17.3mg/日，以下，３剤併用者，４剤併用者，５
剤併用者，６剤以上併用者における平均投与量が

E． 結�

それぞれ 25.8mg/日，38.1mg/日，48.6mg/日，

1) ３ヶ所の私立精神科病院の薬剤部に保管さ

72.1mg/日といったように併用剤数にほぼ比例し

れていた薬歴データを利用して，2010 年 3

て DZP 換算投与量も増加していること（図６）
，

月 31 日の時点で何らかの抗不安薬・睡眠薬

-
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が処方されていた 723 名の入院患者と 2,534

5) 一般に，高齢者では筋弛緩作用を懸念して，

名の外来患者を対象とした抗不安薬・睡眠薬

抗不安薬・睡眠薬の投与量は可能な限り少量

の処方調査を行った。

として，半減期の短い睡眠薬を使用すること

2) 43 種 類 の 抗 不 安 薬 ・ 睡 眠 薬 の う ち ，

が推奨されているが，今回の調査では後期高

flunitrazepam の処方率が最も高く（26.3%），

齢者では全体に投与量が少なく，半減期の短

nitrazepam（ 20.0%），brotizolam（ 18.2%），

い睡眠薬が使用される傾向が認められた。

zolpidem （ 15.4% ）， zopiclone （ 12.0% ），
lorazepam（10.9%）の順に処方率が高かった。
3) 今回の調査における抗不安薬・睡眠薬の多剤

F． �考��
1) 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保

併用率は 49.0%であった。

健統計課 保健統計室: 平成20年（2008）患

4) 抗不安薬・睡眠薬の剤数と DZP 換算投与量

者調査の概況.

の間にはほぼ比例関係が存在した。現在のわ

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/0

が国の公的医療保険における査定の実情よ

8/index.html

り考えて，抗不安薬・睡眠薬の多剤併用は大

2) 稲垣

換算. 臨床精神薬理 9: 1443-1447, 2006.

量投与のための方便と化していると推測さ
れた。

-
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研究要�
本研究では、精神科医療機関を初診で受診したうつ病性障害の患者を対象とした前向き
コホート研究のデータを基に、実際の臨床現場で行われている初回治療の処方実態を明
らかにすることを目的とした。結果として、抗うつ薬は SSRI を中心に単剤で用いられて
いる割合が高く、併用される場合も合理的な理由が推測されるスルピリドやトラゾドン
が処方されていた。その一方で、抗不安薬や睡眠薬の使用割合が高く、４分の３近くの
患者が抗うつ薬と抗不安薬もしくは睡眠薬を併用している実態が分かった。短期におけ
る抗不安薬や睡眠薬の使用は有益性が認められているものの、長期の安全性に関しては
疑問符があるため、適正使用のために処方の推移について十分な観察を行っていく必要
があり、今後のガイドラインの整備を含めた検討課題であると考えられる。

A. 研究目的

一方、本邦においては気分障害や不安障

現在のうつ病治療において、抗うつ薬や

害の患者に対する治療を行う際、諸外国と

抗不安薬の使用は治療の重要な部分を占め

比べて投与薬剤の用量や剤数が多いという

ている。特に中等症以上のうつ病において

ことが指摘されてきた４）５）。だが多くは治

は、抗うつ薬に対して約半数の患者が反応

療経過中の患者の調査であり、実際の臨床

すると言われており、プラセボによる治療

において処方の推移を観察した研究は、

と比較して NNT は５である 。

我々の知る限りほとんど存在していない。

その報告の多くは抗うつ薬による単剤治療

そのため、初回治療としてどのような処方

の結果であり、抗うつ薬の多剤併用や抗不

がなされているのか、その特徴を把握する

安薬との併用療法については、有益である

ことが重要であると考え、前向きコホート

１）

とする報告は散見する

２）３）

が、特に初期治

療から併用療法を行うべきであるかは未だ

の処方データを利用して解析を行うことと
した。

一致した見解は得られていない。

-

59 -

B. 研究対象と方�

平均 9.2 カ月（SD=17.3）で亜急性期の患者が

データは、2007 年 11 月 1 日より、2008

多かった。また、うつ病評価尺度（ Quick

年 12 月 31 日まで、東京近郊の３つの精神科

Inventory for Depressive Symptoms Self Rating

診療所（東京都練馬区、中央区及び神奈川県

scale Japanese version; QIDS）にて 13.5 点であ

座間市）と、１つの精神科病院（東京都三多

り、また初回エピソードの患者が 555 名

摩地区）に初診で来院した患者を対象に行っ

（92.9％）と、初発の中等症患者が中心であ

た、うつ病前向きコホート研究（UMIN-CTR

った。就労者が多く（471 名、79.4％）、併存

登録：UMIN000001015）の二次解析である。

疾患を有する患者は少なかった（42 名、7.1％）。

対象は、外来に初回受診であり、ICD-10
に基くうつ病性障害（F32／F33）と診断され、

2�抗うつ薬や抗不安薬の���投与量

今回のエピソードに対して投薬を受けてお

投与された抗うつ薬は、セロトニン再取り

らず、診察の結果として投薬が必要であると

込み阻害薬（SSRI）の単独投与が中心であり

判断された患者である。

（セルトラリン 155 名、パロキセチン 93 名、

上記の基準を満たす患者にコホート研究

フルボキサミン 50 名）
、次に SSRI とスルピ

への参加を説明し、同意を得た上で、カルテ

リドの併用（129 名）、スルピリド単独（104

上から処方薬剤や投与量、患者背景などの情

名）が多かった。また、平均投与量は

報を抽出した。治療には制限を設けず、医師

imipramine 換算量で 53.1mg/日（SD=25.2）で

の通常通りの判断とした。

あった。また、抗不安薬や睡眠薬の使用は
diazepam 換算量で 4.3mg/日（SD=4.0）であっ

処方力価は、各薬剤の処方量から各薬剤固
有の等価換算値を用いてそれぞれ算出した。

た。

抗うつ薬は imipramine、抗不安薬や睡眠薬は
diazepam をそれぞれ力価換算基準薬６）とした。

3�抗うつ薬や抗不安薬の併用�

[倫理面への配慮]

抗うつ薬の平均剤数は 1.2 剤（SD=0.5）で

患者データの匿名化を行い解析に使用し

あり、1 剤の患者が 439 名（74.0％）と多く

た。本コホート研究は、慶應義塾大学医学部

を占め、併用は 2 剤の患者が 137 名（23.1％）、

精神神経科倫理委員会の承認を得て行われ

3 剤の患者は 2 名（0.3％）であった。また、

た。

抗不安薬においては、平均 1.1 剤（SD=0.8）
が投与され、1 剤の使用者が 259 名（43.7%）、

C.

結果

2 剤 175 名（29.5%）、3 剤は 12 名（2.0%）で

1.

対象者の�性

あった。さらに、抗うつ薬との併用は 433 名

前述４施設に初診で来院した 4547 名のう

（73.0％）に認められた。結果として、抗不

ち、基準を満たすのは 737 名であった。その

安薬や睡眠薬を使用せず、抗うつ薬の単剤だ

うち同意を拒んだ人を除外し、593 名が研究

けで治療が開始された患者は 127 名（21.4％）

に参加した。

であった。

平均年齢は 35.1 歳（SD=11.8）、女性が多く
（336 名、56.7％）、症状出現から受診までが

-
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D.考察

なくないと考えられる。トラゾドンも同様に、

1.

睡眠作用を目的として併用していることが

本研究の特徴
本調査は、治療を受けたことのないうつ病

推測される７）。SSRI や SNRI、三環系抗うつ

性障害患者に対する初回治療について、詳細

薬など、類似の作用を有する薬剤は併用され

なデータを得ることができた。これまでの処

ておらず、安易な併用療法が行われていると

方に関する実態調査は、ほとんどが入院患者

は言い難いことが分かる。

を対象としたものであり、また治療開始直後

しかしその一方で、抗不安薬や睡眠薬の併

ではなく、治療途中の処方を集積したもので

用は多い。前述の Uchida らの報告でも併用者

ある。今回の報告は、プライマリ・ケアの中

は 60.3%と高く、本調査でも 73.0%を占めて

心であるクリニックを中心に４つの医療施

いる。これは抗うつ薬と抗不安薬・睡眠薬を

設を対象としており、やや施設数は少ないも

併用することは 4 週間まででは有益性が認め

のの、約１年という長期に渡って患者をリク

られるという系統的レビュー ８） を考慮すれ

ルートして得られたデータであり、また治療

ば、決して非合理的な併用療法とは言えない

に制限を設けていない実態をより反映した

が、長期的な投与が漫然と行われていないか

調査である。さらに、これまでに治療されて

どうか、適切な治療推移の観察が必要である

いる患者を除外したため、未治療の患者に対

と考えられる。

する処方であることも特徴である。
2.

E.��

�行研究との比較
前述したように、これまではわが国では多

本研究では 2007 年 11 月 1 日～2008 年

剤併用の問題が指摘されてきた。特に抗うつ

12 月 31 日に精神科医療機関に初診で来院し

薬の多剤併用は、前述の Uchida ら

た患者の処方実態を調査した。

４）

の報告

のデータを解析すると 948 名の患者のうち
35.9%が多剤併用であった。本調査では抗う

1.

うつ病のために受診した患者の初回治療

つ薬の多剤併用は 23.4%であり、比較すると

で は 、 抗 う つ 薬 は imipramine 換 算 で

低い割合だが、Uchida らの調査に組み入れら

53.1mg/日、抗不安薬や睡眠薬は diazepam

れた患者の多くが入院中であり、また治療経

換算量で 4.3mg/日が投与されていた。

過の長い患者が含まれていることが影響し

2. 投与剤数は、抗うつ薬で平均 1.2 剤、抗不
安薬で平均 1.1 剤であった。

ていると考えられる。うつ病性障害の初回の

3．抗うつ薬については、単剤服用者が 74.0％

治療を調査した報告は見当たらないため、初
期治療における抗うつ薬の単剤処方は 4 分の

であり、多剤併用の患者は 23.4％であった。

3 程度であることが本研究から分かる。さら

併用は SSRI にスルピリドとトラゾドンを

に、この併用の内容も、SSRI にスルピリドを

加える処方が中心であった。また、抗不安

併用しているものが圧倒的に多く（129 名）、

薬や抗不安薬を抗うつ薬と併用した患者

これは SSRI の嘔気を防止するためにスルピ

の割合は 73.0％であった。

リドを制吐剤として使用している場合も少

-

4．抗不安薬や睡眠薬を使用せず、抗うつ薬
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(エビデンス)調査研究

平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業）
向精神薬の処方実態に関する国内外の比較研究
分担研究報告書
国内外データ・文献を用いた向精神薬処方に関する調査研究

研究分担者

佐渡充洋*

（慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室）

中川敦夫
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研究要�
【目的】本研究の目的は、文献調査から、国外における（１）抗うつ薬処方全体に占める
抗うつ薬同士の併用処方の割合、
（２）抗うつ薬処方全体に占める抗うつ薬とその他の向精
神薬との併用処方の割合、
（３）向精神薬処方全体に占める多剤処方の割合を明らかにする
ことである。
【方法】PubMed を用いて系統的文献検索を行い、それぞれの組み入れ基準に合致する文献
を抽出し、検討を行った。
【結果】（１）抗うつ薬処方全体に占める抗うつ薬同士の併用処方の割合－4 件の文献から
8 つの国・地域についてのデータを入手した。抗うつ薬の単剤処方率は 74.6％－98.1％であ
った。
（２）抗うつ薬処方全体に占める抗うつ薬とその他の向精神薬との併用処方の割合－
1 件の文献が検討対象に組み込まれた。抗うつ薬との併用薬は多いものから順に、抗不安
薬・睡眠薬（42.3％）、抗精神病薬（24.7％）、気分安定薬（12.4％）であった。
（３）向精神
薬処方全体に占める多剤処方の割合－2 件の文献が検討対象に含まれた。向精神薬の単剤処
方率は、いずれも 10％未満であった。
【考察】今回の研究から、国外での向精神薬の処方状況について一定の情報を収集するこ
とができた。一方で、（1）今回の研究に含まれた個々の研究の手法が統一されていないこ
と、
（２）必ずしも、社会、文化、経済的に日本と共通点を持つ国・地域のデータが入手で
きなかったこと、
（３）今回の研究の手法が文献調査に基づくものであったため、二次デー
タしか入手できなかったこと、といった課題も認められた。今後、日本の向精神薬の処方
状況をより厳密に比較検証するためにはこれらの課題の改善が必要である。

A． 研究目的

しており、平成 20 年の患者調査[1]によると、そ

近年、気分障害、不安障害の受療患者が増加

-

の数は、気分障害を含む F3 圏で約 100 万人、不
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安障害を含む F4 圏で 59 万人に上っている。そ

OR “antidepressive agents”[MeSH Terms] OR

れに伴い、これらの患者に処方される抗うつ薬

(“antidepressive”[All Fields] AND “agents”[All

をはじめとした向精神薬が適切な形で処方され

Fields]) OR (“antidepressive agents”[All Fields] OR

ているかどうかが大きな問題になってきている。 “antidepressant”[All Fields] OR “antidepressive
agents”[Pharmacological Action]))

そこで、日本における向精神薬の処方がどのよ
うな状況にあるのかを国外の状況と比較検討す

日本での最近の処方実態と比較することを考

るために、文献調査を通じて、国外における向

えた場合、国外の処方実態についても比較的最

精神薬の処方に関して、以下の 3 つについて調

近のデータであることが望ましいと考え、最近 5

査することを目的として本研究を実施した。

年以内に英語で出版された文献に限定して検索

（１）抗うつ薬処方全体に占める抗うつ薬同士

を行った。検索は、2011 年 2 月 19 日に実施した。

の併用処方の割合を明らかにすること

2) 組み入れ基準
組み入れ基準として、以下の 3 つの条件を設

（２）抗うつ薬処方全体に占める抗うつ薬とそ
の他の向精神薬との併用処方の割合を明らかに

定した。

すること

（1） プライマリーアウトカムが、抗うつ薬を

（３）向精神薬処方全体に占める多剤処方の割

含む向精神薬の処方実態の把握である。

合を明らかにすること

（2） 抗うつ薬同士の併用処方率、研究のアウ
トカムに含まれている。

B． 研究方法

（3） サンプルが、児童思春期、高齢者に限定

本研究を実施するにあたって、文献調査によ

されていない。

る解析および国外の処方データを入手しそれを
直接解析する方法を検討した。しかし、後者に

研究2 �抗うつ薬処方全体に占める抗うつ薬と

ついては、そのデータを入手することがきわめ

その他の向精神薬との併用処方の割合を明らか

て困難であると判断し、文献調査による解析を

にすること�

実施することとした。
1) 文献検索
2) PubMed を使用し、系統的文献検索を行った。

研究 1 �抗うつ薬処方全体に占める抗うつ薬同
士の併用処方の割合を明らかにすること�

文献検索では、以下の検索式を用いて検索を
実施した。
“prescribing”[All Fields] AND “pattern”[All Fields])

1) 文献検索
PubMed を使用し、系統的文献検索を行った。

OR

(“polypharmacy”[MeSH

Terms]

OR

文献検索では、以下の検索式を用いて検索を実

“polypharmacy”[All Fields])) AND ((“psychotropic

施した。

drugs”[MeSH

“prescribing”[All Fields] AND “pattern”[All Fields])

Fields] AND “drugs”[All Fields]) OR “psychotropic

OR

OR

drugs”[All Fields] OR “psychotropic”[All Fields]

“polypharmacy”[All Fields])) AND ((“psychotropic

OR “psychotropic drugs”[Pharmacological Action])

drugs”[MeSH

(“psychotropic”[All

OR “antidepressive agents”[MeSH Terms] OR

Fields] AND “drugs”[All Fields]) OR “psychotropic

(“antidepressive”[All Fields] AND “agents”[All

drugs”[All Fields] OR “psychotropic”[All Fields]

Fields]) OR (“antidepressive agents”[All Fields] OR

OR “psychotropic drugs”[Pharmacological Action])

“antidepressant”[All Fields] OR “antidepressive

(“polypharmacy”[MeSH
Terms]

OR

Terms]

-
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Terms]

OR

(“psychotropic”[All

agents”[Pharmacological Action]))

を行った。検索は、2011 年 2 月 19 日に実施した。

日本での最近の処方実態と比較することを考
えた場合、国外の処方実態についても比較的最

2) 組み入れ基準
組み入れ基準として、以下の 4 つの条件を設

近のデータであることが望ましいと考え、最近 5

定した。

年以内に英語で出版された文献に限定して検索

（1） プライマリーアウトカムが、抗うつ薬を

を行った。検索は、2011 年 2 月 19 日に実施した。

含む向精神薬の処方実態の把握である。

3) 組み入れ基準

（2） 向精神薬の多剤処方率が、研究のアウト

組み入れ基準として、以下の 3 つの条件を設

カムに含まれている。

定した。

（3） サンプルが、児童思春期、高齢者に限定

（1） プライマリーアウトカムが、抗うつ薬を

されていない。

含む向精神薬の処方実態の把握である。

（4） サンプルが精神科医療機関から抽出され

（2） 抗うつ薬同士の併用処方率、研究のアウ

ている（プライマリケアセッティングは除外し

トカムに含まれている。

た*）。

（3） サンプルが、児童思春期、高齢者に限定
*本研究から、プライマリケアセッティングを除

されていない。

外したのは、向精神薬（特に抗不安薬）は、精
研究 3 �向精神薬処方��に�める多剤処方の

神疾患以外の疾病でも数多く処方されるため、

�合を�らかにすること�

精神科とプライマリケアでは、向精神薬の単剤
処方率が大きく異なる可能性があると考えたか

1) 文献検索

らである。

PubMed を使用し、系統的文献検索を行った。文
献検索では、以下の検索式を用いて検索を実施

C． 結果

した。

研究 1 �抗うつ薬処方��に�める抗うつ薬同

“prescribing”[All Fields] AND “pattern”[All Fields])

士の併用処方の�合を�らかにすること�

OR

(“polypharmacy”[MeSH

Terms]

OR

“polypharmacy”[All Fields])) AND ((“psychotropic
drugs”[MeSH

Terms]

OR

1) 文献検索の結果

(“psychotropic”[All

系統的文献検索結果、282 件の文献が、検索さ

Fields] AND “drugs”[All Fields]) OR “psychotropic

れた。 さらに、これらの文献に含まれる参考文

drugs”[All Fields] OR “psychotropic”[All Fields]

献を吟味することで、1 件の日本語の文献が追加

OR “psychotropic drugs”[Pharmacological Action])

された。 これら 283 件の文献について、抄録の

OR “antidepressive agents”[MeSH Terms] OR

レビューを行い、それぞれの文献が、組み入れ

(“antidepressive”[All Fields] AND “agents”[All

基準に合致するかどうかの吟味を行った。その

Fields]) OR (“antidepressive agents”[All Fields] OR

結果 271 件が除外された。

“antidepressant”[All Fields] OR “antidepressive
agents”[Pharmacological Action]))

残った 12 件の文献については、本文を取り寄
せ吟味を行い、最終的に組み入れ基準に合致す

日本での最近の処方実態と比較することを考
えた場合、国外の処方実態についても比較的最

る 4 件（8 つの国と地域）[2, 3] [4] [5]を検討対象
とした。

近のデータであることが望ましいと考え、最近 5
年以内に英語で出版された文献に限定して検索

-

2) 結果

69 -

4 つの文献には、8 つの国と地域における抗う

Medical Care Surveyは、診療所を対象に実施され

つ薬処方全体に占める抗うつ薬同士の併用処方

るものであるが、この研究では、精神障害の診

の割合が含まれていた。具体的には、東ヨーロ

断をうけ精神科診療所を受診した患者のデータ

ッパ、アメリカ、北ナイジェリア、中国、韓国、

について解析が実施されていた。

シンガポール、台湾、日本であった。調査年は、

比較対象となる日本のデータが比較的最近の

不明であった 1 件を除き[2]、2003 年から 2006

データであることを勘案し、ここではこの論文

年の間に実施されていた。それぞれの研究にお

の中の2005/2006年のデータについて報告する。

けるサンプル数は 72―1486 件とばらつきがあり、 この論文では、向精神薬処方全体に対する、抗
サンプルも入院患者が 100％のものから、治療歴

うつ薬、抗精神病薬、気分安定薬、抗不安薬・

のない新規外来患者のみのものまでかなりのば

睡眠薬の 4 つの薬剤のそれぞれの処方率、およ

らつきが認められた。しかし、いずれの研究に

びそれぞれの薬剤の併用処方率が記載されてい

おいても、抗うつ薬の単剤処方率は、75％程度

る（表 2）。それによると、抗うつ薬、抗精神病

から 98％程度の中におさまっていた。

薬、気分安定薬、抗不安薬・睡眠薬が向精神薬

日本は、81％であり、今回の比較では、特に

処方に含まれる確率は、それぞれ、64.7％、27.2％、

単剤処方率が高いわけでも、低いわけでもない

13.9％、37.5％であることが分かる。また、それ

ことがうかがわれた。それぞれの研究における

ぞれの薬剤の併用処方率についてみると抗うつ

抗うつ薬単剤処方率、抗うつ薬多剤処方率など

薬と抗精神病薬は 16.0％、抗うつ薬と気分安定

については、表１に示す。

薬の併用は 8.0％、抗うつ薬と抗不安薬・睡眠薬
の併用は 21.7%であることが明らかになった。た

研究2 �抗うつ薬処方全体に占める抗うつ薬と

だし、この併用率は、向精神薬処方全体に対す

その他の向精神薬との併用処方の割合を明らか

る併用率であり、抗うつ薬処方全体に対する併

にすること�

用率でないことに注意が必要である。

1) 文献検索の結果

そこで筆者は、これらの結果から、抗うつ薬

系統的文献検索結果、282 件の文献が、検索さ

が処方された1486件のうち、抗うつ薬が他の向

れた。 さらに、これらの文献に含まれる参考文

精神薬と併用処方されている割合について計算

献を吟味することで、1 件の日本語の文献が追加

を行った。すると、全1486件のうち、抗うつ薬

された。 これら 283 件の文献について、抄録の

と 抗 精 神 病 薬 が 併 用 さ れ て い る の が 24.7 ％

レビューを行い、それぞれの文献が、組み入れ

（16.0/0.647）、抗うつ薬と気分安定薬の組み合

基準に合致するかどうかの吟味を行った。その

わせが12.4％（8.0/0.647）、抗うつ薬と抗不安薬・

結果 271 件が除外された。

睡眠薬の組み合わせが42.3％（21.7/0.647）であ

残った 12 件の文献については、本文を取り寄

ることが明らかになった（表3）。

せ吟味を行い、最終的に組み入れ基準に合致す

向精神薬処方全体に占める併用率は、向精神

る 1 件[3]を検討対象とした。

薬の処方状況によって大きく変動する可能性が

2) 結果

考えられるため、抗うつ薬処方の併用率を比較

文献検索の結果、1件の文献のみが検討対象と
なった。これは、アメリカで実施されているThe

検討する際には、抗うつ薬処方全体に対する併
用率で比較するのが妥当であると考えられる。

National Ambulatory Medical Care Surveyの1996
年から2006年までの11年間の処方データを解析

研究 3 �向精神薬処方全体に占める多剤処方の

し た も の で あ る 。 The National Ambulatory

割合を明らかにすること�

-
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た患者のうち単剤処方であった患者は、全体の
1) 文献検索の結果

86.6％にまで上っていた。このように、単剤処方

系統的文献検索結果、282 件の文献が、検索さ

率が高かった理由として、精神科医療セッティ

れた。 さらに、これらの文献に含まれる参考文

ングの患者層との病態の違いがあると思われる。

献を吟味することで、1 件の日本語の文献が追加

すなわち、向精神薬（特に抗不安薬・睡眠薬）

された。 これら 283 件の文献について、抄録の

は、精神疾患以外の疾病や症状（疼痛やごく軽

レビューを行い、それぞれの文献が、組み入れ

度の不安感）でも数多く処方される可能性があ

基準に合致するかどうかを吟味を行った。その

るため、見かけ上、向精神薬の単剤処方率が高

結果 271 件が除外された。

くなっているのではないかと考えている。

残った 12 件の文献については、本文を取り寄
せ吟味を行い、最終的に組み入れ基準に合致す
る 2 件[2, 4]を検討対象とした。
D． 考�
1) 抗うつ薬処方全体に占める抗うつ薬同士の

2) 結果

併用処方の割合

東ヨーロッパ[2]と北ナイジェリア[4]での調査
が検討対象となった。いずれの研究も精神科医

今回の検討の結果、抗うつ薬処方全体に占め

療のセッティングで向精神薬を処方された患者

る抗うつ薬の単剤処方率の割合は、おおむね

が対象となっていたが、東ヨーロッパでの研究

75％－90％程度で一致していることが明らかに

は、入院患者を対象としたのに対し、北ナイジ

な っ た 。 こ の 検 討 に は 、 Research

ェリアの研究は、治療歴のない初診外来患者を

Asian

対象としたというように対象患者の背景に違い

（REAP研究）と呼ばれる日本，韓国，中国，台

が認められた。東ヨーロッパの研究では、向精

湾，シンガポールの５ヵ国の抗うつ薬の処方実

神薬が処方された患者のうち、単剤での処方率

態に関する国際共同研究[5]が含まれているが、

は、6.9％であり、2 剤、3 剤、4 剤、5 剤以上の

それによると、日本の抗うつ薬の単剤処方率は、

処方の割合は、それぞれ 26.9％、42.8％、21.7％、

80.1％であり、極端に高いわけでも低いわけでも

1.8％であった。同様に、北ナイジェリアでは、

ないことがわかる。ただし、REAP研究に含まれ

単剤処方率は、2.5％にとどまり、2 剤、3 剤、4

る5つの国・地域における調査では、サンプルの

剤、5 剤以上の処方の割合は、32.7％、30.2％、

抽出の仕方に随分と開きがあることも認識して

28.1％、6.4％であった。

おかなければならない。例えば、日本では、609

Psychotropic

Prescription

on

East
Pattern

今回の検討では、プライマリィケアセッティ

名のサンプルのうち、入院患者が19％を占める

ングでの研究を検討から除外した。それは、向

が、韓国ではその割合が10％であり、逆に最も

精神薬（特に抗不安薬）は、精神疾患以外の疾

高いシンガポールでは、それが100％になってい

病でも数多く処方されるため、精神科とプライ

る。このように対象となっているサンプルにバ

マリケアでは、向精神薬の単剤処方率が大きく

ラツキが大きいという限界には注意を払ってお

異なる可能性があると考えたからである。

く必要がある。また、このことは、REAP研究以

実際、今回の検討から除外された文献の中に
は、タイの大学病院家庭医学外来で向精神薬を

外で今回の検討に加えられたその他の文献につ
いてもいえることである。

処方された患者を対象にした研究も認められる
[6]。その結果をみると、向精神薬の処方を受け

-

2) 抗うつ薬処方全体に占める抗うつ薬とその
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3) 向精神薬処方全体に占める多剤処方の割合

他の向精神薬との併用処方の割合
抗うつ薬とその他の向精神薬の併用処方の割

向精神薬処方全体に占める多剤処方の割合に

合については、アメリカの精神科診療所セッテ

ついては、東ヨーロッパと北ナイジェリアのデ

ィングの処方データを解析した 1 件のみが検討

ータが検証された。単剤処方率は、それぞれ 6.9％

の対象となった。これによると、抗うつ薬と抗

と 2.5％といずれの研究でも 10％以下にとどま

不安薬・睡眠薬の併用率が 42.3％と最も高く、

った。また平均処方薬剤数は、東ヨーロッパで

ついで抗精神病薬の併用の 24.7％、そして最後

は 2.8 と報告されていた。向精神薬処方全体に占

が気分安定薬との併用で 12.4％であった。これ

める多剤処方の割合については、これらが比較

らの数字から逆算すると、抗うつ薬が処方され

対象になりうるが、これらの研究結果には大き

る場合、抗うつ薬のみ（抗うつ薬同士の併用を

な限界があるのも事実である。一番大きな限界

含む）処方される割合は、20.6％であることがわ

は、これらの研究の実施された国・地域と日本

かる。すなわち、80％近い割合で、他の向精神

との間に社会的、文化的、経済的な差が大きい

薬が処方されていることになる。また、20.6％を

ことである。処方パターンが一定程度、社会、

占める抗うつ薬のみの処方の中には、抗うつ薬

文化、経済的な影響を受けることを考えると、

同士の併用も含まれていることから、抗うつ薬

これらの研究結果との比較をもって日本の多剤

が単剤で処方される（他の向精神薬との併用な

処方率を論じるのは困難であると考える。より、

し）割合は、さらに低いことになる。今回は、1

厳密な比較をするためには、社会、経済的な背

件のみの検討となったが、この研究は、アメリ

景において共通点の多い先進国のデータと比較

カにおける精神科診療所セッティングでの処方

が必要であり、そのためにも、先進諸国におけ

研究であり、回収率も 66.9％と高いことから、

るデータの解析が必要になると考える。

日本における精神科医療セッティングの処方状
4) 限界と課題

況と比較する際には良い対象になるのはないか
と考える。

本研究では、国外の向精神薬の処方の状況を

また、この研究からは、向精神薬処方全体に

確認するために系統的文献検索を行って調査を

占める各向精神薬の処方割合も推計することが

実施した。この結果、国外での向精神薬の処方

できた。これによると、抗うつ薬、抗精神病薬、

状況について一定の情報を収集することが可能

気分安定薬、抗不安薬・睡眠薬の向精神薬処方

であった。一方で、今回の方法にいくつかの限

全体に占める割合はそれぞれ、64.7％、27.2％、

界を認めたのも事実である。

13.9％、37.5％であった。日本においては、向精

一つ目の限界は、今回の研究に含まれた個々

神薬のなかでも特に、抗不安薬・睡眠薬の処方

の研究の手法が統一されていないことである。

量の多さが問題にされることが多い。これを検

研究によって処方調査が、プライマリケアで実

証するためには、比較対象となるサンプルやセ

施されていたり、精神科病院で実施されていた

ッティング、診断などをある程度そろえて検証

りと調査の対象が大きく異なっていた。また精

をする必要がある。そういった観点からは、日

神科医療のセッティングで実施されている研究

本における精神科医療セッティングでの抗不安

であっても、外来患者が対象になった研究があ

薬・睡眠薬の処方が多いかどうかを検討する際

る一方、全て入院患者で実施されている研究も

には、本研究のデータが 1 つの重要な比較対象

あり、これらの要因が結果の解釈を複雑にする

になるのではないかと思われる。

ことになった。
二つ目の限界は、必ずしも、社会、文化、経

-
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済的に日本と共通点を持つ国・地域のデータが

られた研究の手法にばらつきがあること、（２）

入手できなかったことである。処方をはじめと

社会、文化、経済的に日本と共通点の多い国・

した治療パターンは、医師の教育、年齢などに

地域のデータが必ずしも集まらなかったこと、

よって大きく影響を受けることが明らかになっ

（３）文献調査に基づく研究であったため、1 次

ているが[7]、医療システムによっても当然影響

データの入手ができなかったこと、などの限界

を受けることが考えられる。そうすると、日本

も認められた。今後日本の向精神薬処方を国外

の処方状況を国外のそれと比較する際には、少

のデータとより厳密に比較する際には、上記の

なくともこれらの状況が比較的近い国・地域と

課題を改選する必要があると考えられた。

比較検討するのが望ましい。その観点からは、
今後、先進諸国のデータを入手することが必要
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表1

抗うつ薬処方全体に占める抗うつ薬同士の併用処方の割合

引用文献のデータから筆者が作成

表2

向精神薬処方に占める各薬剤および各薬剤同士の併用処方の割合

Mojtabai

表3

（2010）から引用

抗うつ薬処方全体に占める抗うつ薬とその他の向精神薬との併用処方の割合

Mojtabai

（2010）のデータから筆者が計算の上作成

-

74 -

表4

向精神薬処方全体に占める多剤処方の割合

引用文献のデータから筆者が作成
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研究要�
【背景と目的】現在の日本の精神科医療において、向精神薬による治療は治療の中心とな
っている。本研究では、看護師等による向精神薬に関する情報提供・支援で問題となって
いることを整理し、効果的な支援を検討することを目的として、調査を行った。
【方法】看護師による向精神薬に対する情報提供・支援を概観するために、既存資料の分
析とヒアリング調査を実施した。
【結果および考察】向精神薬に対する情報提供・支援をすることと、精神科領域において
もShared decision makingの導入を推進していく必要性が明らかになった。
看護師には特に、患者の生活や期待、要望を患者自身や家族の言葉で聞くこと、向精神薬
をはじめとした薬物療法や治療に関する、より正確な情報、知識を提供する役割がある。し
かしその役割を遂行していくためには多職種との役割分担および役割の共有、システムの工
夫も必要であることが示唆された。
て取り入れられつつあり、近年、精神科で
��研究の背景および目的

もその重要性が認識されている。

医療保健サービスを利用する患者と、そ

これらの Shared decision making を我が国

の医療に関わるあらゆる職種が、その治療

の精神科医療にも取り入れ、推進していく

や服用する薬物についての情報を共有し、

方法を検討することも視野に入れ、精神科

共に治療に参加することは重要である。

における患者への効果的な情報提供および

Shared decision making は、患者と医療者

患者との効果的な情報共有に着目した。情

が共に互いの情報を共有し合い、患者が利

報提供や支援は、あらゆる医療関係者が行

用する医療を決定していく考え方に基づい

うことであるが、本研究では、医療チーム

ており、提供される医療の質を向上するた

の中でも特に看護師による効果的な情報提

めのコミュニケーション手段として注目さ

供と支援について、取り上げる。

れている。特にガンや心疾患系の疾患など、
一般身体疾患を有する患者への医療におい

-

現在の日本の精神科医療において、向精
神薬による薬物療法は治療の中心となって

87 -

いる。そこで、精神科医療の中で特に向精
神薬を用いた治療において看護師の果たす

２．ヒアリング調査

役割と今後期待される役割に焦点を当て、

臨床で精神科薬物療法に関わる専門家へ

臨床現場での看護師による向精神薬に対す

のヒアリング調査を行い、看護師による向

る情報提供・支援で問題となっていること

精神薬に対する効果的な情報提供・支援に

を整理し、効果的な情報提供や支援を検討

ついて現在の医療の状況や患者への支援の

することを目的とした。

状況を含めたエキスパートオピニオンを得
た。以下に、調査の方法を示す。
１）ヒアリング対象者

�．研究方法
看護師による向精神薬に対する情報提

精神看護に携わる看護師の中でも、特に

供・支援を概観するために、１．既存資料

精神科薬物療法に関わる看護師で、うつの

の分析と２．精神科看護や精神科薬物療法

治療や精神科薬物療法に造詣の深い者を対

に造詣の深い看護師へのヒアリング調査を

象とした。対象者は、臨床現場で働く看護

行った。以下にそれぞれの方法について述

師の教育に携わる看護師や、精神科認定看

べる。

護師（精神科薬物療法看護）である看護師
とした。対象者は、本研究のエキスパート

１．既存資料の分析

オピニオン提供者として相応しい看護師を
機縁法により選定した。

１）看護師による向精神薬の服薬支援、情
２）対象者への依頼方法

報提供
看護師による服薬支援と向精神薬に関連

対象者に、研究計画の説明と協力依頼を

する調査報告等、既存の資料を探索し、整

メール、電話、文書の郵送等により行い、

理した。

調査協力を承諾した場合は、面接日時・場

特に、精神科薬物療法の提供に際して臨

所の連絡調整を行った。ヒアリング調査当

床現場で働く看護師が行っている看護実践

日に再度説明を行い、研究協力に同意を得

や、臨床現場で働く看護師が看護実践をす

られた方に対してインタビューを行った。

る上で必要と思われる知識に着目して整理
�）調査��

した。

向精神薬処方に関する現在の状況、向精
２）精神科にお�る Shared decision making

神薬に対する情報提供・支援で問題となっ

Shared decision makingに関連するレビュ

ていること、患者にとって重要であると感

ーや実践報告等、既存の資料を探索し、そ

じていることをどのように医療者が把握す

の結果を整理した。

るか、その他患者の服薬に関して感じてい

ここでは特に具体的な実践やそのアウト

ることを聞いた。

カム、患者からの視点に着目して収集した。

具体的には、
y 向精神薬の処方に関する現状

-
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y うつを有する方に対する治療（効果、副

��研究結果

作用、服薬管理含む）
����資料の分析

y 精神科看護師を含む看護師の役割
y 今後の患者への情報提供のあり方

�）看護師の�精神薬に関する服薬�援・

y 看護師への教育・情報提供のあり方

情報提供

について聞いた。

精神疾患を有する人が地域で効果的な服

調査内容に、医療施設を利用する患者の

薬治療を継続できるようにするためのケア

個人情報等は一切含まなかった。

について、精神科急性期病棟、精神科慢性
（�理面への��）

期病棟、精神科訪問看護提供機関等に現在

（�）情報の取り扱いに対する��

勤務している看護師および勤務経験を有す

ヒアリングは医療機関利用者等の個人情

る看護師を対象に実施された萱間らの調査

報について一切問わずに行った。調査に際

（2009）での報告を、下記に挙げる。

しては、利用者や患者の情報等を聞くこと

（�）看護師が服薬の�援をする上で

はないが、万が一、そのような情報に触れ

困っていること

ることがあっても、名前や個人を識別する

精神科薬物療法の看護ケアにおいて看護

情報は研究の結果に一切使用しないことを

師が困っていることとして多く挙げられて

説明した。

いたのは下記の点であった。

また、インタビューに際して対象者の了

y 服薬の継続が難しい患者への対応、家

承を得られた場合には音声を録音し、音声
データは無記名で取り扱った。

族への対応
y 主治医や関連機関との情報共有の不

（�）個人情報使用に関する�人からの同
意の取得

足・連絡調整の困難
y 看護師自身の知識不足・服薬援助への

調査への参加は自由意思によるものであ
り、参加はいつでも中断できること、デー

参加への困難
（�）服薬の�援をする上で、どのような

タ分析時や結果の発表前には参加者自身に

情報や資料があったら良いか

文書となるものを確認していただくこと説

看護師が精神科薬物療法の看護ケアを行

明した上で、研究協力への同意を書面によ

う上で、自分自身が参照するものとして、

り取得し、ヒアリング調査を実施した。

また、患者に紹介したり、患者と一緒に見
たりする資料としてどのような情報や資料
があると良いと思うかという問いに対して、
下記のものが挙げられていた。
y 薬に関するわかりやすい資料
y 情報共有のための資料
y 服薬を援助するための資料
（�）服薬の�援をする上で看護師が知り

-
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• 錐体外路症状の出現頻度や観察時

たい内容、患者に伝えたい内容
この研究(萱間, 2009)では質問紙調査のほ

の注意点、患者の体験
• 悪性症候群の出現頻度や観察時の

かに、看護師らへのヒアリングが行われ、

注意点

看護師が精神科薬物療法について知りたい

④ 患者のアドヒアランスを高めるための

内容、精神科薬物療法を受ける患者に伝え

対処

たい内容、患者からよく聞かれる内容につ
いて、看護ガイドラインを作成するための
クリニカルクエスチョンが抽出されていた。

�）精神科における Shared decision making
の��

これらのクリニカルクエスチョンは、下

患者と医療者が互いを認め、情報を共有

記のものであった。

し、話し合う、という要素が、Shared decision

① 薬物の効果と副作用の特徴

making の 最 重 要 な 要 素 で あ る 。 Shared

• どのような症状に効果があるか
• 効果が現れるまでどのくらい待つ

decision making について、
「 患者（利用者）

と医療者が互いを専門家（患者は自身の疾

のか
• どのような服用の仕方があるか（服

患の体験者として、そして誰よりも自分の
生きる価値、意味、目的を知っている者と

用の回数や時間帯、形状）

いう意味で専門家であり、医療者は医学的

• 副作用はどのようなものか
② （定型抗精神病薬から）非定型抗精神病

診断と治療に精通した者である）として認
め、最善の治療に到達するために互いの情

薬への切り替え（スイッチング）
• 薬の切り替えはどのようなときに

報を出し合い共有する。現在の問題は何で
あるか、どのように治療がなされるか、治

行われるのか
• 切り替えの方法にはどのようなも

療のアウトカムはどのようであるべきか
について、合意に向かい話し合う。」 と

のがあるか
• 切り替え後どれくらいで効果があ

Deegan（2007）は述べている。これは、医
療保健サービスのどの領域においても共

らわれるか
• 切り替え時に起こりうる症状は何

通しているものと考えられる。
本稿では特に、精神科医療における

か
③ 患者の生命および QOL に影響する副作
用
• メタボリックシンドローム（体重増

Shared decision making について、その導入
と実践例およびアウトカムについて既存資
料を探索した。

加、脂質代謝異常、高血圧、糖質代

以下に、精神科における Shared decision

謝異常）の出現頻度や観察時の注意

making に関する既存資料から整理された
ことを述べる。

点
• 性と生殖（性機能）に関する副作用

（�）Shared decision making の導入
Shared decision making が医療の提供現場

の出現頻度や観察時の注意点、患者

に取り入れられるためには、患者、医療者

の表現

-
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双方が、互いに情報を提供し合い、共に決

感の向上、抑うつ症状のトラッキングと

めていくということに前向きである必要が

高リスク状況に対する対処戦略の向上

ある。

が見られた。

これまで、重度の精神疾患やうつを有す

③ う つ の プ ラ イ マ リ ケ ア 場 面 で Shared

る人々も、Shared decision making に対して

decision making を行った介入群は通常ケ

前向きな姿勢を示しており、決定に関わり

ア群と比較して、診察時間の増加はなく、

たいという思いがあり、参加が可能である

治療に関する決定への患者の参加の向

という結果が多数報告されている (Patel et

上、治療に対する満足度の向上が見られ

al., 2008)。

た。

しかしながら、現時点では Shared decision

④ 地域の精神保健クリニックでのマイノ

making は精神保健の現場（プライマリケア

リティの患者に対する介入の前後で、賦

および精神科治療場面）で導入されている

活感（self-reported activation）の向上、受

度合いは低い。Charles et al. (1997)の 3 段階

療状況（予定通りに通院する、治療の継

のモデルによると、Shared decision making

続）の向上が見られた。

に は 、 1) 双 方 向 か ら の 情 報 の 交 換

（�）Shared decision making の実践例

(bidirectional information exchange) 、2) 協議

Deegan らによる、精神科医療機関での

(deliberation) 、3) 患者の価値観や好みに合

Shared decision making の実践例 (Deegan et

致した治療を選択 (selection of treatment to

al., 2008)を下記に記す。

implement that is consistent with patients’

実践の�れ：

values and preferences) の 3 段階があるが、

＜外来診察前＞

精神科疾患領域での Shared decision making

患者は、待合室においてあるタッチパ

は、第一段階目の情報の交換にとどまって

ネル型スクリーンを使用して、以下の問

おり、そこから先へ進んでいない状況であ

いに答える（入力に援助が必要な利用者

る。これらは、患者の文化や、医療提供側

にはピアスタッフが支援する）。
¾ 前回の診察以降の症状や心理

の偏った考え、時間的制約などが実践への
導入の妨げとなっている可能性がある

社会的機能を自己評価

(Patel et al., 2008) 。

¾ 処方された薬を服用したかし

（�）Shared decision making のアウトカム

なかったか

精 神 科 領 域 に お け る Shared decision

¾ 向精神薬を服用していること

making のアウトカムとして下記のものが挙

の心配や不安があるか（例：服

げられている(Patel et al., 2008)。

薬の健康への影響）

① Shared decision making に関わっているほ

¾ 今日の診察で得たいこと（goal
は何か）

ど、ガイドラインに沿ったケアを受け、

上記の入力された結果が診察医の手元の

うつから回復する見込みが高かった。
② う つ の プ ラ イ マ リ ケ ア 場 面 で Shared
decision making を用いた際に、自己効力

-

コンピューターにも届くシステムとなって
いる。
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る教育や情報が、入院中の患者に十分に提
供されていない」と、薬物やその副作用に

�診察時�
患者は医療者と一緒にその結果を見て
（医療者は特に心配や不安と前回から

ついての情報が特に求められていた
(Connor & Wilson, 2006)。

改善したことを重点的に見る）、処方の
変更や今後の方針について話し合う。

２�ヒアリング調査

このシステムを利用している利用者にこ

エキスパートオピニオンの提供の協力を

の実践システムに関してグループインタビ

２名の専門家より得た。以下に、それぞれ

ューを行って得られた結果は以下の通りで

の立場の専門家から得られた結果を示す。

あった。
• 利用者は、忙しい診察の中でも自分

（�）���の私立精神科�院で教育��
の��者をしている看護師

の懸念について聞いてもらえ、話し

ヒアリング時期：2011（平成23）年1月

合うことが出来たという感覚を持

ヒアリング時間：約120分

った。
• また、アルコールの使用や、性機能
に関する心配などを自分から切り
出すよりも言いやすかったとの意

このヒアリングでは
○ 患者への服薬支援に関する看護師への

見があった。

知識の提供は現時点では十分とは言え

（�）精神科医療の利用��のある人から

ない状況

の、精神保健サービスに対する要望
地域で生活する、精神科医療を利用して

○ 看護師が薬理作用を理解すると同時に、
薬物のみに頼らない看護ケアを構築す

いる患者やかつて利用していた人に、精神

る必要性

保健サービスに対する要望をフォーカスグ
ループインタビューにより調査した研究

○ 患者への情報提供として、より正確な情
報の提供とアクセスしやすい媒体の必

(Connor & Wilson, 2006)では、下記のことが

要性

示されていた。
フォーカスグループインタビューに参加
した Consumer や Ex-user らは、情報とコミ
ュニケーション（もしくはその欠如）につ

が語られた。その詳細は下記の通りである。
�）看護師の教育や知識の現状
（�）看護師養成機関での向精神薬に関す

いて繰り返し語っていた。「私に寄り添っ

る教育

て、私のベッドの端に座って、勇気づけ、
専門用語を説明しようとしてくれる人がい
たらよかった。」とも語られ、グループで
はリハビリテーションにおける情報提供の
重要性が感じられた。また、「薬物に関す

-

看護師養成教育機関の薬理の講義では、
向精神薬の種類を教えることはあっても、
向精神薬の作用機序までは教えていないと
いうのが現状である。
（２）看護師として��後に提供されてい
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服薬も含めた広い視点から患者にアプロー

る教育
精神科認定看護師がいる病院等の医療施
設では、看護師への教育や情報提供の活動

チをしている看護師は限られているのでは
ないか。
今後も、向精神薬に関する看護師全体の

がなされていることも増えている。しかし
ながら、精神科認定看護師等、教育や情報

知識の向上は必要であると考える。

提供の役割を担う人材がいない医療施設も

（�）患者の服薬に看護師が果たす役割

多い。

医療施設によっては医師や薬剤師

処方は医師の仕事であり、処方について

が講義等をしてくれることもあるが、医師

看護師からは意見を言ってはならないと思

や薬剤師の視点からの話であり、看護師で

っている看護師も多い。しかしながら、患

はないことから、看護の場面にどのように

者が服用する薬物について患者やその家族

生かしていくかという点では看護師に伝わ

に最終的な説明を行うのは看護師であり、

りにくいことも多いという現状がある。

その患者の生活を考え、生活の視点から服

（�）看護師の向精神薬に関する知識の現

薬について認識し、説明をできるのは看護
師である。

状
向精神薬を含め、薬物の効果を念頭に置

医師からも、医師の視点とは違う視点、

いた看護の提供に関して、現時点では十分

生活面からの視点等による看護師からの意

であるとは言えないのではないか。本来、

見をどんどん言って欲しいという声を聞く。

患者の行動変容や症状に、その患者が服用

処方は医師にまかせるという風潮は少しず

している薬物の影響があるはずであるにも

つ変わってきている。

関わらず、看護師の関係する研究の報告等

また、医師の1日あたりの診察の人数を見

に患者の服用している薬物の量、たとえばC

ても、このように多忙な医師たちが、診療

P換算量やビペリデン換算量やその影響が

場面でShared decision makingを実践してい

記載されていることが少ないことからその

くことは不可能である。
薬剤師は薬理面に詳しく、看護師は患者

ように感じる。
看護師の向精神薬に関する知識に関して

の生活に詳しい、など、医師、薬剤師、看

言えば、たとえばベンゾジアゼピンは精神

護師、それぞれの力が組み合わされて、よ

科看護だけでなく、がん看護など、一般身

りよい医療を提供できるのではないか。

体疾患の看護の場面などでも多く用いられ

（�）チーム医療について

るものであるが、ベンゾジアゼピンの依存

医師、薬剤師、看護師、それぞれの力が

について知っている看護師は少ない。精神

組み合わされて、よりよい医療を提供でき

科看護の教育でも、最近教科書に取り入れ

る。これがチーム医療であると言えると考

られるようになったばかりである。

える。

薬物による効果やその影響を理解し、把

医師、薬剤師、看護師のほかにも、精神

握しながら、見守る看護と、薬物による効

保健福祉士（PSW）も心理教育に関わって

果を把握しないままに行う看護では全く異

いる。心理教育では病気のこと、薬のこと、

なるが、向精神薬の効果や影響を把握し、

社会資源のことなどを扱っている。精神保

-
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健福祉士も作業療法士も、看護師の薬物に

服用することが先にあるのではなく、患者

関する勉強会などに出る機会のある医療施

理解が先にあるものであると思う。
たとえば、抗ガン剤の拒否は患者の意思

設もある。

として受け入れられるのに、なぜ精神科で
�）今後、看護師として必要とされる�識
�よ�看護師�の情報提供��援の前

は、薬を飲むことが前提となっているのか
について考える必要がある。

提となる考え方

薬を飲まないことに患者がチャレンジす

今後、看護師は、精神薬理を理解する必
要があると考える。それらを理解した上で
必要最低限の薬の使用を目指し、薬に頼ら
ない看護ケアを構築する必要がある。

ることを医療者がどのようにサポートでき
るか、患者が医療をどのように利用できる
か、という視点は重要。
（�）患者の感覚、一�の感覚を理解する

（�）精神薬理の理解

就寝薬を通常の就寝時間よりだいぶ早い

たとえば、頓服の効果や必要性を、薬理
面からも理解すれば、より良い看護を提供

20時、21時に飲むことは、睡眠の援助にな
るだろうか？と考えてみることが必要。

できると考える。現在、頓服薬を眠る薬、
落ち着く薬、とだけ理解して、患者が落ち
着かないからと言う理由で頓服を渡す、な

また、眠れないこと、落ち着かないこと、
というのは患者さんにとっては恐怖である
ということを理解することは重要である。

どのことが行われてしまうことがある。ま
た、現在もよく行われていることとして、
患者の通常の就寝時間よりも早いタイミン
グ（たとえば20時）で就寝薬を服用させる、
患者に求められるままに追加処方を渡すな
どがある。服薬の効果が現れ始めるまでの
時間や、その血中濃度の推移、患者が服用
している薬物の特徴などを理解し、それら
に加えてたとえば睡眠の助けとなるもの、
妨げとなるものについての理解があれば、
このようなことは防ぐことができると考え
る。

睡眠は、健康に大きな影響を及ぼすもの
である。睡眠の質を高めるための行動療法
の一つに、
「眠くないときは床に入らない。」
というものがある。しかし、これらが精神
科医療施設で実践されているとは言えない。
患者が物理的に日中からベッドの上で過ご
さざるを得ない状況や、管理的な考え方か
ら個々の就寝時間ではなく、病棟運営上の
都合に合わせた服薬スケジュール管理、就
寝時間の設定をしている状況などがある。
このような状況に対して医療者の自覚は必
要である。

（�）薬を飲むという前提から�れる

また、これと同時に、上質な睡眠を医療

日本では、服薬教育等、すべて、薬を飲
むことを前提としている。しかしながら、

者が追求しすぎないということも大事であ
ろう。

常識的な感覚として、薬は飲まない、飲み
たくない、ということが前提になるべきで
はないか。

医療者がどのような医療を提供したいの
か、ということも重要であるが、それと同
時に、患者はどのような生活をしていきた

たとえば、薬物の副作用の情報提供も、

-

いからどのように医療を利用したいのか、
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ということを患者が考えることも重要。患

ば英国では異なることを感じる。英国では3

者と医療者がお互い自立した存在として、

ヶ月の販売停止となった同じ薬物が日本で

向き合うことが重要と考える。

は一般的注意事項として記されるだけとい

医療者が押しつけるのではなく、たとえ

うこともある。また、日本の薬物に関する

ば薬を飲まないという患者の選択とチャレ

文書では、「大量連用によりまれに薬物依

ンジを医療者がどのようにサポートできる

存を生じることがある」といった表現がな

か、という考えはとても大切である。

されているが、「大量連用によりまれに」

患者と医療者は自立が必要であるが、孤
立はさせない、ということも重要であろう。

といった表現が適切でないと感じられるも
のもある。

たとえば、過量服薬をする患者を困った

いずれにせよ、患者に添付文書を渡すの

患者とみなしてしまうこともあるが、その

はとても重要だが、処方が単純化されてい

患者にとっては、その行為が自身にとって

ないと、添付文書も多くなりすぎてしまい

の唯一の救いであることもある。それらの

渡せない。
今後は日本でも、製薬会社ではない機関

行為を単に否定したり取り上げたりするだ

の提供する薬物の情報提供ウェブサイトな

けでは解決にはならない。

ど、患者を含め一般の人々がアクセスしや
３）今後、看護師や患者�の情報提供��
�で有効と思われる方�

すく理解しやすい媒体が広がることが期待
される。

（�）精神科認定看護師等の医療施設�の
�）向精神薬に関する看護師の情報提供�

配置
現在、認定看護師等の配置は診療報酬に

��について今後、意見聴取をすると

は反映されていない。

良い対象

精神科認定看護師が医療施設に配置され

現在、我が国の医療で向精神薬の適性処

ていることの有効性のデータ等はない。そ

方（適切な量、種類の向精神薬の処方）が

の効果を示すというのは大変難しい。しか

なされているとは言えない。

しながら、精神科認定看護師は学会等で発

精神科だけでなくがん領域、心血管系の

表し、活発な交流を行っている。

領域等の一般身体疾患の治療場面でも抗う

（２）患者�の情報提供のあり方

つ薬は、たくさん使用されている。このこ

現在、日本の薬局で患者に渡される薬の

とについては総合病院に精神科以外で働い

説明用紙に書いてある内容は、それぞれの

ている精神科認定看護師（精神科薬物療法

写真と、その薬の説明が２～３行、という

看護）に話を聞きに行くと良いだろう。

形が多い。しかしたとえば米国では、添付

精神科医療における向精神薬の処方につ

文書が細かく記載されており、日本の状況

いて、精神科認定看護師に意見を聴取する

とはだいぶ異なる。米国は訴訟が日本では

ことは意義があると思われる。（向精神薬

多いということもあるとは思うが。

の処方という考えで言うと特に精神科薬物

また、表現や行政の姿勢も日本とたとえ

-

療法看護の専攻の精神科認定看護師が対象
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として適していると思われるが、）精神科

る患者が多い。あらゆる科から依頼がある。

薬物療法看護の看護師は、精神科の急性期

現在、リエゾン精神科医への診察依頼で

病棟に配属されていることが多く、主に統

最も多いのは、せん妄の患者である。

合失調症に関する看護になっていることが

（�）身体疾患を有する患者にうつ症状が

多い。うつについてヒアリングをするので

ある場合の向精神薬処方について

あれば、ストレスケア緩和病棟などで、精

一般身体科に入院中の患者にうつ症状が

神科認定看護師（うつ病看護）も良いので

あったり、患者自身が希望されたりして精

はないかと思われる。ただ、うつ病看護の

神科の診察依頼がある場合、向精神薬の処

看護師は、認知行動療法的アプローチが多

方は多くなされる。種類としてはSSRIが多

い可能性もある。日本精神科看護技術協会

い。診断名としては、気分障害、不安神経

のページに精神科認定看護師の名簿が公開

症など。

されており、アクセス可能である。

抗不安薬の処方も多い。一般身体科の医
師（精神科以外の医師）による処方として
はベンゾジアゼピン系の薬で、特にリーゼ、

（�）�日本の�合病院内でリエゾン精神
看護��をしている看護師

デパスなどが多い。
（�）地域の医療機関で向精神薬をすでに

ヒアリング時期：2011（平成23）年2月

処方されている患者

ヒアリング時間：約90分

また、入院前から地域の内科クリニック
等、精神科以外の医師によってすでに向精

このヒアリングでは

神薬が処方されていることも多い。印象と

○ 一般身体疾患を有する入院患者への向
精神薬治療に関する現状

しては、入院患者のうち、持参薬に向精神
薬のある患者が2～3割で、それらの患者が

○ 過量服薬について

すでに処方され、服用している薬としては

○ 向精神薬治療に関する看護師への情報

リーゼ、デパスが多い。

提供・支援の必要性

入院前から服用している薬を入院時に全

○ 向精神薬に関する患者への情報提供・支
援の必要性

て持ってきてもらうが、入院治療を受け持
つ一般身体科の医師は、これらの「持参薬」

が語られた。その詳細は下記の通りである。
�）一般身体疾患を有する入院患者への向

に含まれている向精神薬処方について手を
加えることを躊躇するようだ。このため、
向精神薬の処方は変更せずに継続処方とな

精神薬を用いた治療

ることが多い。

（�）現在��する医療��の特�
500床以上の大規模病院。入院患者の約
5%がリエゾン精神科医による診察を受け
ている。8ヶ月間のリエゾン往診回数は述べ
合計400回以上（月間平均約45件）。外科系、
循環器系、腫瘍等に対する治療を受けてい

-

また、地域の医療機関も、向精神薬の処
方を変更しないまま経過していることも多
い様子で、たとえば90代で在宅で元気に暮
らしているような高齢者にデパスなどのベ
ンゾジアゼピン系の薬物が長期間に渡り処
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要な関わりも全く違うのではないか。

方され続けているケースなど、疑問を感じ

また、一般身体疾患を有している患者に

ることもある。本人は「気分がよくなるら

対するリエゾン精神科医による抗うつ薬処

しい」と言い服用をやめたがらないが。
ただし、入院中にリエゾンに依頼がくる

方と、精神科でのうつ病治療のための抗う

患者は、抗不安薬の処方だけでは症状改善

つ薬の処方では、処方量が異なる。一般身

に効果がないことが多いため、ベンゾジア

体疾患を有している患者への処方量は少な

ゼピン系の薬物は中止し、SSRIなどの抗う

い。身体状態の改善と共に精神状態も改善

つ薬や抗精神病薬にリエゾン担当の精神科

し精神症状がおさまることが多いというこ

医が処方を変更することも多い。

ともある。

（�）向精神薬に関する患者への情報��
�）過量服薬について

と患者の希望

（�）過量服薬の状況

リエゾン担当の精神科医が向精神薬を処

以前勤務していた精神科病棟では過量服

方する場合は、入院中の服用であり医療者

薬をして救急搬送されてきた患者の入院も

による観察が行われること、身体状態の改

多かった。

善と共に精神症状も改善することが多いた

過量服薬をする薬剤として多いのはSSRI

め入院中に向精神薬の処方量も減っていき、
退院時処方には含まれないことが多いため、

か。三環系、四環系などは大量に服薬する
と死に至るということを患者自身も分かっ

たとえば依存性の説明などは特にしないこ

ていて過量服薬にはあまり使われないとい

とが多い。

う印象がある。

せん妄やうつ以外では、血液疾患や外科

過量服薬をする薬剤は、処方された薬を

の治療中の患者で、痛くて、抗癌剤がつら

溜めておくというよりは、処方されてすぐ

くて、眠れなくて、という患者に抗うつ薬

（2週間分など処方されるので）、たくさん

が処方されることも多い。このような患者

の薬剤が手元にあるタイミングに過量に服

は、自身でリエゾンの診察を希望し、医師

薬することが多いような印象がある。

に伝える、ということが多い。したがって、

抗精神病薬の過量服薬はそれほど多くな

自身で薬剤の情報を調べていることも多く、

いように思う。向精神薬以外の薬物として

コンプライアンスは高い。
（�）精神科診療場�と一般身体疾患を有
して精神科受診をする場�での向精神

は、風邪薬の大量服薬などがある。インタ
ーネットなどに（過量服薬、大量服薬の）
情報が掲載されていて、患者も情報を調べ

薬処方の違い
一般身体疾患を有していて、つらくてど

ていることが多い。
その他の薬剤としては、農薬を飲んでし

うにか良くなりたいという患者が向精神薬
を服用する状況と、精神科に受診して、患
者本人が自身の状況を把握できていないま
まに向精神薬を処方され服用する状況とい
うのは全く異なると感じる。このため、必

-

まうことも多い。農家では農薬が手近にあ
るということもあるだろう。希死念慮が続
き、突発的に大量に飲む、という農家の女
性の事例等がある。
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（�）過量服薬をする患者に対する情報提

（�）過量服薬をした患者に対する治療
過量服薬により入院してきていた患者に

供

は、パーソナリティ障害圏の診断をされる

特に入院病棟では、過量服薬の起きた後

患者が多かった。過量服薬をした患者が緊

に関わることが多く、事前に関わるという

急搬送をされ、精神科に入院となると、精

ことはなかった。さらに、身体状況が改善

神科病棟の看護師は入院してきた患者には、

するとすぐ退院されていたため、関わる時

患者を追い込まないように、との考えから

間はほとんどなかった。

過量服薬の理由を尋ねないようにしていた。

向精神薬に関する情報提供という面では、

医師は理由を尋ね、看護師は身体的ケアを

薬物に関して患者が自分で調べていること

行う、という役割分担を行ってチームで対

も多く、薬物に関する知識を患者は持って

応していた。そのような患者の場合には、

いることも多い。

意識レベルや身体状態が改善すると退院し
�）一般身体�患を�する患者の向精神薬

てもらい（一泊入院等、在院期間は短期間

による治療場面で行われている��の

のことが多い）、主治医のいるクリニックに

��と�後の看護師の役割

報告し、入院した医療機関での治療は終了

（�）看護師�の情報提供���

するという事例が多かった。

薬物療法に精通した精神科認定看護師が、

過量服薬で搬送されてくる患者で複数回

一般身体科の看護師に向精神薬に関する情

の過量服薬経験のある人も多かった。しか

報提供などを行っている。精神科以外の入

し、救命処置をして翌日退院、というよう

院病棟で働く看護師は、約束処方（不眠時、

なことが多く、普段は他のクリニックや他
の医療機関に通院している患者が多いため、
「他院のお客様」という意識もあり、入院
治療時にあまり深く踏み込んだ関わりはし

不穏時、不安時など）の頓服薬を使ったこ
とのない看護師も多く、どのような状態で
約束処方を服用するのが良いのか、そのタ
イミングや間隔がわからないことも多い。

ないことが多かったように思う。
パーソナリティ障害圏の診断以外の患者
の過量服薬としては、うつ状態から過量服

このため、状態像を具体的な説明や、服薬
の間隔についての助言が行われたりしてい
る。また、特に一般身体科の入院病棟の看

薬で自殺企図のケースも多い。
たとえば、60代後半の女性が入眠剤を過
量服薬して搬送されてきた、というような
事例などは、うつ症状があった。このよう
な、うつで自殺を企図の過量服薬のケース

護師などは、サイレース等の注射薬には慣
れているのだが、向精神薬の特徴について
説明し、できるだけ経口での服薬をすすめ
ることなどを話す。
さらに、向精神薬を処方される患者につ

の場合、身体症状が改善すれば退院となり、
基本的には主治医のいる施設での治療とな

いて注意しなければならないこととして、E

るが、本人や家族の希望により入院を継続

PS（錐体外路症状）やむせ、性機能関連の

し薬剤調整を行ったのちに退院となるケー

副作用（生理がこない、乳汁分泌）などに
ついて必ず看護師に伝えている。

スもある。

-
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また、向精神薬に関する情報以外にも、

でいる薬を全く把握していないことが多く、

身体抑制についての情報提供・教育なども

ご本人に薬に関する説明をするのも難しい

行われている。施設からPEGやストーマを

こともある。うつを有する患者の場合には、

作るために入院した認知症の患者などで、

薬を飲みたいと言われる方が多く、ご自身

入院期間にカテーテル類やPEG等の自己抜

でなんのために服用する薬かを把握されて

去を防ぐために身体抑制がされてしまうこ

いる場合も多い。

となどがあり、抑制されていることで患者

患者の理解しやすい言葉で説明する、直

が不穏になり、せん妄と思われてしまうこ

接「むせることはありますか？」等と声を

となどがある。このため、向精神薬に関す

かけるといったことも行う必要がある。精

る情報だけでなく、身体抑制に関する情報

神科薬物療法認定薬剤師等と連携して向精

提供やそれらをしないための支援は重要で

神薬治療や服薬指導を行うことは効果的で

ある。

あると考える。
ここまで挙げたことは入院診療場面での

（�）患者や家族への情報提供・支援
向精神薬の服薬支援に関連して今後考え

ことであり、外来診療場面では、看護師と

られる看護師の役割としては、患者本人お

本人や家族が話す時間などはないというの

よび家族への情報提供、教育があるだろう。

が現状であろう。

精神科治療や、服用する向精神薬につい

（�）今後の情報提供のあり方、今後重要

て考えるときには、入院中であれば今後は

と考えられること

自宅へ退院するのか、転院するのか、食事

精神科で働く看護師だけでなく、全診療

を今後どうしていくのか、生活はどうする

科で働く看護師への教育は必要だと思う。

のか等の本人や家族の意向は重要な情報で

しかしながら、看護師養成のカリキュラム

あると考える。

や卒後教育で、心理教育等、向精神薬や精

一般身体疾患を有する患者に対するリエ
ゾン精神医療看護としては、精神科診察時

神症状に関するカリキュラムがないのが現
状である。

に家族にも同席していただき患者本人の状

実践場面で感じることとして、向精神薬

態（以前との違い）や、今後の生活に関す

を飲み始めるときのケアはとても重要だと

る意向などを聞きたいと考えるが、家族の

思う。入院診療場面においては、日中に診

同席が困難なときには、身体疾患治療を行

察が行われ、それから処方されるので、夕

っている入院病棟の看護師が、家族の意見

食後薬を飲むタイミングで、向精神薬をは

や意向を伝えてくれている。このようなコ

じめて服用することになることが多い。そ

ミュニケーションは、患者のためのケアを

の際に、
「これなんの薬？」と患者が思った

考える上で重要と考える。

り聞いたりする状況になる。このようなと

患者自身の考えを聞くことや、患者自身

き、夕食後の時間帯のため、医師、薬剤師

への説明に関しても重要であるが、患者の

はおらず、準夜勤の看護師が薬剤を手渡し、

状況により実際にできることは異なる。入

患者の疑問に対応することになるが、そこ

院中の認知症、せん妄の患者は自分の飲ん

で適切に説明できるか、できているかとい

-
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うと、とても難しいというのが現状である。

いての情報提供や実践の支援をすることの
重要性も指摘されていた。看護師が知識や
技術を身につけるための情報提供や支援の

��考察

方策については今後も継続して考える必要

本研究では、看護師による向精神薬に対

がある課題と考えられた。

する情報提供・支援で問題となっているこ

また、治療や向精神薬に対しての患者の

とを整理し、効果的な情報提供や支援を検

期待や要望を聞き、患者へ向精神薬に関し

討することを目的として、向精神薬を用い

ての情報提供を行っていく必要があること

た診療場面の現状と看護師の果たす役割お

は既存資料の分析からも明らかであり、入

よび Shared decision making について整理し

院治療場面だけでなく、外来診察場面でも、

検討した。以下に本研究より明らかになっ

これらの情報共有や情報提供を推進する必

た結果について考察する。

要があると考えられた。看護師には特に、

�）看護師が向精神薬に関する情報提供や
支援に果たす役割
既存資料の探索からも、本研究でのヒア
リングの結果からも、看護師は医療チーム

患者の生活や期待、要望を患者自身の言葉
で聞くこと、治療に関して、より正確な情
報、知識を提供する役割があることが示唆
された。

の中でも患者の生活や治療に対する期待や
要望について患者と話す機会の多い職種で

�）精神科における Shared decision making

あり、また、特に入院治療の場面など、外

の推進

来治療以外の場面において、向精神薬によ

精神科におけるShared decision making は

る薬物療法やその他の療法を患者が受ける

精神保健医療の質の向上につながり、患者

ときにその場にいることの多い職種である

の治療への参加を高め、医療への満足度を

と認識されていることがわかった。

高めていることがわかった。また、Shared

患者へ質の高い精神科医療を提供してい

decision makingは実行可能で、要する時間も

くために今後さらに強化されると良いと思

通常のケアと同等であるという結果であっ

われる看護師の知識や技術としては、向精

た。

神薬の薬理作用（向精神薬の効果や副作用

また、精神保健医療サービスの利用者か

の特徴、発現時間や効果持続時間など）に

ら、薬物やその副作用についての情報が特

対する知識、向精神薬をはじめとした薬物

に求められていること、利用者や患者は医

療法だけに頼らないケアの構築（薬物療法

療での決定に関わりたいと思っていること

以外の方法についての知識や実践技術）が

が示されていた。

挙げられた。

精神科医療保健サービスの提供場面でも、

また、精神科以外の診療科でも向精神薬

今後Shared decision makingの推進がなされ

は用いられており、患者だけでなく、精神

ることが望ましいこと、その推進のために

科以外の診療科で働く看護師に対して、向

は、時間の確保や役割の分担などのケア提

精神薬やその他精神科の治療や関わりにつ

-
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供システムの工夫がさらに求められること
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Mood�Disorder�Spectrum
Cade s
Cade’s
Disease
Depression�Spectrum
Atypical
MDE

Dysthymia

Single
MDE

Brief
MDEs

Psychotic
MDE

Bipolar�Spectrum
BP�I

BP�NOS�(include�BP�III,�BP�IV)

Recurrent
MDD

Cyclothymia

BP�II

SA

BP�NOS= bipolar disorder, not otherwise specificied. This could include mania or hypomania only on antidepressants,
recurrent MDD with underlying hyperthymia, or recurrent MDD with a first�degree relative with bipolar disorder.
SA=schizoaffective disorder, bipolar type, can be seen as a more severe version of MDI.

SN�Ghaemi,�JY�Ko,�FK�Goodwin,�Cade’s�Disease�and�beyond,�Canadian�Journal�of�Psychiatry,�2002,�47:125�134

Long�term�Frequency�of�Depressive�Symptoms�in�
Bipolar�I�Disorders�(n=146,�NIMH�Collaborative�study)
Mixed
13%
Weeks
Weeks
With
Without Symptoms
Symptoms
47%
53%

Patients with bipolar I disorder
experienced mood symptoms
nearly half of the time during a
12.8-year follow-up period.

Depressed
67%

Manic/
Hypomanic
20%

Depressive symptoms were predominant
• Depression was 3.5-fold more frequent than
mania
• 90% of patients had at least 1 week of
depressive symptoms
• Depression (but not mania) predicted greater
future illness burden
Judd et al. Arch Gen Psychiatry. 2002;59:530-537.
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Impact�of�Major�Disorder�Spectrum�Subgroup
National�Comorbid Survey�R�(n=5692)
BP�I

BP�II

subBP�NOS

MDD

Angst�et�al.,�American�Journal�of�Psychiatry�2010;167:1194�1201�

Major�Depression:�Relapse and�Treatment�Resistant�Depression�(TRD)�

������������
�����������
�������
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Kupfer et al JCP 1991
Kupfer�et�al.,�JCP�1991
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����������������
(The�Mausdley Prescribing�Guideline�10th edition�2009)

Observational�Study:�Antidepressant�
Continuation

Percent
Unrelapsed

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

*

0

13

26
39
Weeks After Improvement

Off Meds
(N = 25)

52

On Meds
(N = 19)

*Termination of AD medication significantly associated with an increased risk of
depression relapse, P = 0.0065.
Altshuler L et al. J Clin Psychiatry. 2001;62: 612-616.
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����������������������
STAR*D�data

�����������������
�����2�6�����������
���������

Trivedi�MH,�Rush�AJ,�Wisniewski�SR,�et�al.�Evaluation�of�outcomes�with�citalopram�for�depression�using�measurement�based�care�in STAR*D:�
implications�for�clinical�practice.�Am�J�Psychiatry�2006�Jan;163(1):28�40.���

Maudsley Staging Method for Treatment Resistance Depression
��

����

1

����13�24���

2

���>24���

3

ICD�10��<3��

����subsyndromal

1

ICD�10��
ICD
10�� 4
4�5��
5��

��

2

ICD�10�� 6�7��

���

3

ICD�10��>8��

������������

4

ICD�10��>8�����

����������

5

Level�1:�1�2�������

1

Level�2:�3�4�������

2

Level�3:�5�6�������

3

������episode��

Baseline��������

�����������

Augumentation�����

ECT���

��

���<12���

���������

Mausdley Guideline�����������
6��������������

Li,�������������������
���6��������������

1���8�����������

Level�4:�7�10�������

4

Level�5:�>10�������
�
�

5

��

0

�������

1

��

0

�������

1

��TRD:�3�6� ���TRD:7�10� ��TRD:�11�15�
Fekadu et�al.,�A�multimodel tool�to�quantify�treatment�resistance�in�depression:�The�Maudsley Staging�Method,�JCP�Jan�27,�2009:�e1�e8(pii:ej08m04309)
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Optimal�dose�of�antidepressants

�� � ���� ��
������������

����������������������
• 33�studies�
(
(n=5844)
)
• TCAs,�Tetracyclics,�
SSRIs,�MAOIs,�atypical�
antidepressants

Bolini et�al.,�British�Journal�of�Psychiatry�1999;174:297�303
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Recognized�minimum�effective�doses�for�Antidepressants
The�Mausdley Prescribing�Guideline�10th edition�2009
Drug

Minimum Effective�Dose�(mg/day)��(IMI�equivalent)

TCAs

At�least 75�100mg/day,�
possibly 125mg/day
possibly�125mg/day

SSRIs
Fluvoxamine

50mg/day��������������������������������������������IMI:�50

Paroxetine

20mg/day��������������������������������������������IMI:�75

Sertraline

50mg/day��������������������������������������������IMI:�75

Others
Milnacipran

50mg/day��������������������������������������������IMI: 75

Duloxetine

60mg/day�����������������������������������

Mirtazapine

30mg/day��������������������������������������������IMI:150�

Trazaodone

150mg/day������������������������������������������IMI:75

APA Practice�Guideline�for�
the�treatment�of�patients�
with�major�depressive�
disorder�3rd edition�,�2010
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Randomized�dose�increase�studies�in�TRD
Study

n

TRD�definition: insufficient�
improvement�following�
Drug

Study�
(wks)

Intrevention
(High�dose)

Comparator

Result
Difference�in�HDRS�score�
(baseline�endpoint)

High=Comp

Lead�in�
(wks)��

Dornseif et�al.,�1989

371

Fluoxetine 20mg

3

5

Fluoxetine 60mg

Fluoxetine 20mg

Schweitzer�et�al.,�1990

77

Fluoxetine 20mg

3

5

Fluoxetine 60mg

Fluoxetine 20mg

High=Comp

Fava et�al.,�1994

41

Fluoxetine 20mg

8

4

Fluoxetine 40�60mg

+Li�vs +Desipramine

High>+Li=+Desipramine

Benkert et al.,�1997

86

Paroxetine 40mg�

3

3

Paroxetine 40mg�

Paroxetine 20mg�

High=Comp

Benkert et al.,�1997

88

Maprotiline 100mg

3

3

Maprotiline 150mg

Maprotiline 100mg

High=Comp

Fava et�al.,�2002

101

Fluoxetine 20mg

8

4

Fluoxetine 40�60mg

+Li�vs +Desipramine

High=+Li=+Desipramine

Licht and�Qvitzau,�2002

295

Sertraline 50mg�100mg

4�2

5

Sertraline 200mg

SER100mg�vs+Mianserine

SER100=MIAN>SER200

Heiligenstein 2002

29a

Fluoxetine 20mg

9

10

Fluoxetine 40�60mg

Fluoxetine 20mg

High=Comp

Eli Lilly�F1J�AY�HMCZ

202

Duloxetine 60mgb

4

4

Duloxetine 90�120mg

Duloxetine 60mg

High=Comp

Kornstein et�al.,�2008

255

Duloxetine 60mg

6

8

Duloxetine 120mg

Duloxetine 60mg

High=Comp

Ruhe et�al.,�2008

255

Paroxetine 20mg�

6

6

Paroxetine 30�50mg�

Paroxetine 20mg�

High=Comp

a�Patients

aged�9�17�years,�b�Open�label�study

SSRI�����������������������

FUTURE�RESEARCH�NEEDS
� Much work remains to be done on medication intervention in depression.
� We should address the comparative efficacies, relative short� and long�term
side effect profiles,
profiles and specific clinical indications of different
antidepressant medications, augmentation strategies (e.g., second�
generation antipsychotic medications, lithium, thyroid hormone) and
combination treatment approaches (e.g., SSRIs and other moieties).
� This would include determining if particular treatments or combinations of
treatments have differential efficacy in specific subgroups of patients with
depression (e.g., patients with psychotic depression) and, for medications
other than the TCAs, whether relationships exist between medication blood
levels and therapeutic responses or side effects.
� Initial
I iti l studies
t di off monotherapy
th
with
ith second�generation
d
ti antipsychotic
ti
h ti agents
t
appear promising, but additional study of the acute and long�term benefits
and side effects is essential.
� The definition and implications of treatment�resistance for treatment
selection also requires further clarification.
APA Practice�Guideline�for�the�treatment�of�patients�with�major�depressive�disorder�3rd edition�,�2010
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POLYPHARMACY���
��

RATIONAL�POLYPHARMACY:
AUGUMENTATION
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STAR*D�

����?�Switch? Augmentation?

����������No�response�����23�30����������

• Level1

Response�good
(n=1475)

Citalopram
SSRI(n=4041)

Follow�up

No��response����36� �n=1439�

• Level�2
L l2

Switch��Options
p

Augmentations�Options
g
p

Bupropion
NDRI

Sertraline
SSRI

Venlafaxine
SNRI

21%

18%

25%

CBT
25%

Citalopram�+
Citalopram�+
Buspirone Citalopram+
Bupropion
CBT
5�HT1a�
NDRI
23%
agonist
30%
30%
Thase et�al.�Am�J�Psychiatry�2007;�164:739–752

Polypharmacy strategies�for�TRD�
Double�blind�studies�of�mianserin/�mirtazapine augmentation
Study

n

Study�
(wks)

Intervention (dose)

Comparator (TCAs)

Result��Result
Difference�in�HDRS�or�MADRS�score�
(baseline�endpoint)

Maes et�al.,�1992

31

5

Mianserin 7.5mg+comp

Fluoxetine 20mg

Int>Comp

Ferreri et�al.,�2001

104

6

Mianserin 30mg+comp

Fluoxetine 20mg

Int>Comp

Carpenter�et�al.,�2002

26

4

Mirtazapine 15�30mg+comp

Fluoxetine 20mg

Int>Comp

Licht and�Qvitzau,�2002

295

6

Mianserin 30mg+comp

Sertraline 100mg

Int=Comp

-
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Sertraline+mianserin�vs�sertraline���
Augmentation�����

Licht�RW,�Qvitzau�S.Treatment�strategies�in�patients�with�major�depression�not�responding�to first�line�sertraline�treatment.�A�randomised�study�
of�extended�duration�of�treatment,�dose�increase�or�mianserin�augmentation.�Psychopharmacology�(Berl).�2002;161(2):143�51

INITIAL�TREATMENT�STRATEGIES
FOR�EARLY�IMPROVEMENT
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41����(n=6562)�meta�analysis
Early�improvers�stable�response�stable�remission���
Early�improver��stable�response��� 81�98%� stable�remission��� 87�100%
Early�improver��Stable�Responder����

Early�improver��Stable�Remitter����

Sensitivity
%

Specificity�
%

Sensitivity�
%

Specificity�
%

Placebo�
(n=640)

88

60

Placebo�
(n=640)

91

53

Mirtazapine
(n=3397)

91

48

Mirtazapine
(n=3397)

93

38

Mirtazapine
(rapid�titration,�n=202)

98

43

Mirtazapine
(rapid�titration,�n=202)

100

30

Venlafaxine
(rapid�titration,�n=189)

96

45

Venlafaxine
(rapid�titration,�n=189)

100

33

SSRI�
(n=1375)

88

50

SSRI�
(n=1375)

90

42

TCA�
(n=709)

89

46

TCA�
(n=709)

92

37

Other
(n=237)

81

53

Other
(n=237)

87

44

Treatment

Treatment

Early�improvers:�>=20%��reduction�of��HDRS�within�the�first�2�weeks�
Stable�response:�50%�baseline�reduction�of�HDRS�at�4�weeks�and�after.
Stable�remission:�HDRS<=7�at�4�weeks�and�after.

Funded�by�unrestricted�educational�grant�from�Organon

Szegedi A, Jansen WT, van Willigenburg AP, van der Meulen E, Stassen HH, Thase ME. Early improvement in the first 2 weeks as a predictor of treatment outcome in
patients with major depressive disorder: a meta�analysis including 6562 patients. J Clin Psychiatry 2009 Mar;70(3):344�353.

Polypharmacy from�the�onset�of�MDD�treatment
Double�blind�studies�of�mianserin/�mirtazapine augmentation
Study

n

Study�(wks)

Lauritzen et�al.,�1992

40

6

Intervention (dose)

Comparator (TCAs)

Result

Mianserin 30mg+comp

Imipramine

Int>Comp

Dam et al 1998
Dam�et�al.,�1998

34

6

Mianserin 30mg+comp

Fluoxetine 20mg

Int>Comp

Maes et�al.,�1999

31

5

Mianserin 7.5mg+comp

Fluoxetine 20mg

Int>Comp

Blier et�al.,�2009

61

6

Mirtazapine 30�45mg+comp

Paroxetine 20�30mg�

Int>Comp

Blier et�al.,�2010

105

6

Mirtazapine 30mg+comp
Venlafaxine225mg+comp
Bupropion 150mg+comp

Fluoxetine 20mg�

VENL+FLX=MIRT+FLX=BUP+FLX>FLX

-
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Polypharmacy from�the�onset�of�MDD�treatment
Double�blind�studies�of�typical�antipsychotic�augmentation
Study

n

Study�(wks)

Intervention (Antipsychotics)

Comparator (TCAs)

Result

Rickels et�al.,�1967
Desilverio et�al.,
et al 1970

131

4

Fluphenazine 1.5�3mg+Comp

Amitriptyline 75�100mg

APs=Comp

138

4

Perphenazine 8mg+Comp

Amitriptyline 100mg

APs=Comp

Rickels et�al.,�1972

100

4

Perphenazine 6�12mg+AMI
100�150mg

Doxepin 100�150mg

APs=Comp

Rickels et�al.,�1982

130

4

Perphenazine 8�12mg+AMI
100�150mg

Doxepin 100�150mg

APs=Comp

Bennett�et�al.,�1984

14

3

Thioridazine 100mg+Comp

Desipramine 200mg

Aps>Comp�(day�7�,14only)

Feet�et�al.,�1985

63

8

Dixyrazine 50mg�or�100�
200mg+Comp

Imipramine 100�200mg

APs=Comp

PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL
STUDIES
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Pharmacovigilance
Boston�Collaborative�Drug�Surveillance�Program�
•

•

•

•

The Boston Collaborative Drug Surveillance Program (BCDSP) was established in 1966. It was
the first group to conduct formal epidemiologic research to quantify the potential adverse
effects of prescription drugs utilizing in
in�hospital
hospital monitoring and had a pioneering role in the
development and application of methods in drug epidemiology.
Today the BCDSP conducts studies in the field of pharmacoepidemiology using large
automated patient databases including the UK General Practice Research Database (GPRD).
The BCDSP made a major contribution to the development and validation of the GPRD and has
unique experience in the design and execution of pharmacoepidemiological studies with this
database.
Studies conducted in recent years cover a broad range of drugs and outcomes. Research
studies are either investigator�initiated or performed on a contract basis in collaboration with
regulatory authorities or the pharmaceutical industry.
industry The BCDSP has published more than 400
pharmacoepidemiological studies and methodological reviews in peer�reviewed medical
journals of which more than 150 are based on data from the GPRD.
The BCDSP also offers programs of professional education in drug epidemiology and welcomes
collaborators from government, industry and academia.
•
•

Jick SS,�Li�L.�Antidepressant�drugs�in�relation�to�venous�thromboembolism.�Pharmacotherapy�2008;28(2):144�150.
Jick H,�Kaye�JA,�Jick SS.�Antidepressants�and�the�risk�of�suicidal�behaviors.�JAMA�2004;292:338�343.

Pharmacovigilance
The�General�Practice�Research�Database�
http://www.gprd.com/home/

• The�General�Practice�Research�Database�(GPRD)�is�the�world's�
largest database of anonymised longitudinal�medical�records�
largest�database�of�anonymised
longitudinal medical records
from�primary�care�linked�with�other�datasets.�
• Containing�comprehensive�observational�data�from�real�life�
clinical�practice,�it�provides�analytical�insight�for�a�wide�range�
of�applications�in�clinical�trials,�drug�safety,�outcomes�
research,�clinical�epidemiology�and�genetic�research.
• The�GPRD�Division�provides�data,�research�and�other�services�
as�well�as�tool�to�support�medical�and�public�health�research.

-

116 -

