
　山内　野村先生、抗うつ薬はたくさ
ん出てきておりますが、どの薬を使っ
たらいいのか、非常に迷うところでも
あります。これは発売された順に使う
というものでもないでしょうから、お
のおの特徴があるかと思いますので、
まず先生のお考えをお聞きしたいので
すが。
　野村　非常にもっともな質問だと思
いますが、この中ではSSRIとSNRIは
臨床的に使ってもあまり区別がないの
かなという感じです。ただ、NASSAと
ドグマチールは少し意味合いが違うの
だろうと思います。
　それから、質問の中にないのですけ
れども、三環系抗うつ薬という古いタ
イプの薬がありますが、これはもちろ
んまだ使われていますし、いいところ
もあります。役に立つ薬ですけれども、

副作用が多いから、ちょっと一般医と
いいますか、プライマリーケアで使う
薬ではないので、ちょっと省いて考え
ることにします。SSRIとSNRIのこと
についてちょっとお話しすると、SSRI
というのはセロトニンだけを増強する
という薬で、SNRIはセロトニンとノル
アドレナリンの両方を強化する薬とい
うことになるのです。
　昔から、一つの仮説なのですけれど
も、うつ病には活動性がなくなってし
まうタイプのうつ病と、気分が落ち込
むタイプのうつ病があって、前者の活
動が減るタイプはノルアドレナリンを
強めるような薬がよく効くのだと。気
分が落ち込むタイプはセロトニンを強
めるような薬が効くのだという仮説が
非常に古くからいわれているのです。
ところが、これはエビデンスで証明さ

れていないというか、いろいろな解析
をしてみても、そういうことはあまり
言えないということがだんだんわかっ
てきたし、多くのメタ解析でもそうい
う結果が出ています。実際に使ってみ
ても、SSRIとSNRIの使い分けはそん
なにできるものではない。
　有効率という面からいってもほとん
ど同じで、多少SNRIのほうがいいと
いうことを言う人もいますけれども、
臨床の現場ではそんなに差があるもの
ではない。SSRIとSNRI、どちらで始
めても基本的には同じだろう。むしろ
大事なのは使い方であって、SSRIにし
ても、SNRIにしても、１剤だけで使う。
いろいろな薬を混ぜて使うという多剤
併用ということをやらない。一つの薬
に絞って使うということが大事である。
どちらかの薬が効かなければ、次の薬
に変える。そういうやり方がいいのだ
ろうと思います。
　山内　基本はSSRIもしくはSNRIの
どちらか一つを選んで。
　野村　そう言っていいと思います。
　山内　少量から使い始めて、増やし
ていってということですが、何カ月ぐ
らいまでが効果判定のメドでしょうか。
　野村　ある程度少量から使って、中
途半端に少ない量を使っても効果があ
りませんので、ある程度有効量まで使
う。４～５週間ぐらいは、効果が出る
まで少し見る。ある程度頑張りながら
見るということでしょうね。

　山内　目安は４～５週間ということ
でよろしいですか。
　野村　そうですね。最近はもっと早
い時期に有効かどうかの判断を行うべ
きという考えもあるようですが、私は
個人的にはそんな感じだろうと思いま
す。
　山内　効いている場合はいいのです
が、効かないというときに、次の先ほ
どありましたNASSAですか。
　野村　必ずしもそうも言えないので
す。抗うつ薬の有効率は、どの薬も40～
50％、せいぜい60％ぐらいですから、
有効率からいったらどの薬も差がない
のです。SSRIがだめだったら、SNRI
に変えていって、また次のSSRIに変え
るとか、そういうかたちで変えていく
ということかなと思います。
　NASSAという薬は、私は実は非常
に好きなのですが、特徴がある薬で、
ノルアドレナリンとセロトニンを増や
すと同時に、抗ヒスタミン作用がうま
い具合にあるのです。そのために鎮静
する作用が強くて、焦燥感とかイライ
ラ感が強い方に出すと、非常に鎮静的
で、穏やかにさせる作用があるのです。
SSRIとかSNRIにはそういう作用はあ
りません。基本的には持ち上げる薬な
んです。鎮静を要する病状の方には
NASSAをいきなり使うべき。「べき」
というとちょっと強すぎますけれども、
第一選択かなという感じはします。で
すからNASSAは他の薬が効かないか
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ら最後に使う薬ということでは必ずし
もないんです。
　山内　その方の不安状態みたいなも
のに注目するというか。
　野村　そのとおりです。鎮静が必要
かどうか。あるいは、鎮静はいらなく
て、持ち上げるというのが必要、意欲
を出せと、ちょっと尻をたたく的な 
治療が薬物療法的に必要だとなれば、
SSRIとかSNRIのほうがいいのではな
いですか。
　山内　今３つの薬剤が挙げられてい
ますが、これでもなかなか効かないよ
うなケースですね。
　野村　そうすると、ちょっと特殊で、
例えば抗うつ薬以外の薬で、気分調整
薬、感情調整薬といわれる、例えばリ
チウムだとか、あるいはバルプロ酸と
か、最近いわれるのは、いわゆる非定
型抗精神病薬、ジプレキサとか、そう
いうものを使う。抗うつ薬と一緒に使
う。ただ、それは多剤併用でやたらに
たくさん使うという意味ではなくて、
抗うつ薬と併せて２剤ぐらいまで使う
やり方がいいというデータが出ていま
す。ただ、こうなるとちょっと特殊な
使い方であって専門医の仕事です。
　山内　ご専門の先生のところから来
る患者さんの中には、非常に多種類の
向精神薬が使われている例も見られま
すが。
　野村　これは非常によくないと言え
ます。多種類の薬を使えば、それだけ

有効率が高まるというエビデンスは全
くありません。逆に副作用は確実に増
えます。データに裏づけられていませ
んし、多剤併用しても全くいいところ
はない。
　山内　もう一つ、少し風変わりとい
いますか、毛色が違ったドグマチール、
これはいかがですか。
　野村　この薬はうつ病に対する有効
性がエビデンスとして証明されていな
いのです。諸外国では全く使われてい
なくて、日本独特の薬といっていいと
思います。ただ、これは軽症うつ病の
ときにドグマチールの少量、50～100
㎎の少量を使うと、軽症うつ病に非常
にいいというふうにいわれて、よく使
われています。ですが、意外に副作用
が多いのです。プロラクチンが上昇し
て、女性の場合には無月経になるとか、
お年寄りに使うとパーキンソン症状が
出たりというのがあるので、案外簡単
に使えないということです。
　山内　非専門の人間からしますと、
いつもおっかないなと思うのは、副作
用として自殺を誘発するという話です
が、これはいかがでしょうか。
　野村　そういうデータもないことは
ないのですが、うつ病という病気は、
本当に悪いときというのは自殺しにく
いということが言われていて、少し元
気が、意欲が出てきたときに自殺のリ
スクがかえって高まる。つまり、自殺
する意欲が出るというと、ちょっと変

な言い方ですけれども、抗うつ薬を使
ってしばらくして、中途半端に元気が
出たり、あるいはSSRIなんかは少し持
ち上げ作用が強すぎるということで、
持ち上がって、イライラ、焦燥感とか、
あせりというのが出てきて、衝動的に
自殺するということがあるかもしれな
い。これは臨床医として確かに気をつ
けなければいけないことだと思います。
　山内　持ち上げると、かえって焦燥
感が出てきてしまうというあたりが精
神の微妙なところですね。
　野村　そうですね。薬さえ機械的に
出していればよい、ということではな
いのです。心のサポートというものが
治療に非常に重要だということになり
ます。
　山内　速効性がないということも気
になるのですが、NASSAなどはわり

に速効性はあるのでしょうか。
　野村　それも必ずしもそうとも言え
ません。そういうことを言っているデ
ータがありますけれども、臨床的な実
感として、特に速効性があるとは思い
ません。
　山内　そうすると、時間を置きなが
ら、ゆっくりとやっていくしかないと
いうことでしょうか。
　野村　ある程度ゆっくりと、という
ことが必要ですね。ただ、効果が出る
方は初期から多少いい感じがわかる、
見えるということを、経験のある精神
科医で言っている人はいます。この人
に効くか、効かないかわかる。ごく初
期で病状の変化が少し見えるというこ
とではないですか。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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