
コツといえばコツなのですね。
　加藤　そうですね。
　山内　ただし、ステロイドは感染症
ではなるべく使わないことになってい
ます。先ほどの話ではけっこう炎症が
あったり、発熱があったりすると、判
断が難しそうですね。白血球のほうは
いかがでしょう。
　加藤　CRPに比べて白血球は１万を
超えてくる患者さんが60％程度ですの
で、CRPのほうが有意に上昇する傾向
があり、そこも一つ、感染症との鑑別
診断になるかと思います。
　山内　軽度上昇にとどまると考えて
よいのですね。
　加藤　はい。
　山内　再発するとのことですが、同
じ場所なのでしょうか。
　加藤　同じ場所の方もいますし、違
う場所の方もいます。ですから、診断
のポイントとしては、過去に尿酸の高
値がないにもかかわらず、原因不明の
関節炎の既往があるという点が診断の

一助になるのではないかと思います。
　山内　痛みの強さで、ある種トラウ
マのようなものが残ってしまうケース
がありますね。発作後も痛みが残るこ
とが多いのですが、この疾患ではどう
でしょうか。
　加藤　Crowned dens症候群に関し
ては、痛みは治療で完全に治まります。
　山内　それはありがたいですね。
　加藤　そうですね。
　山内　最後に、誘因としてわかって
いることがあったら教えてください。
　加藤　最近、脳卒中の急性期に偽痛
風が合併しやすいといわれています。
また、外傷や感染症のストレス後に起
こることもあるので、おそらく全身性
因子としては、炎症反応の惹起とか、
交感神経の亢進、脳卒中の患者さんの
麻痺側で発症しやすい傾向があります
から、“動かさない”ということも一
つ局所性因子として考えられています。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　山内　口唇部の振戦は我々も時々目
にする病態、症状ですが、原因は非常
に多方面にわたるようですね。
　栗田　この質問のように、抗精神病
薬の副作用もありますし、他にパーキ
ンソン症候群に伴うもの、それからそ
れこそ手の震えの本態性振戦と一緒で、
本態性に口唇が震えるものもあります。
また、特殊な神経疾患、不随意運動を
呈するような神経病の随伴症状で出る
ものもあります。
　山内　それぞれメカニズム的にはか
なり違うと考えてよいでしょうか。
　栗田　そうですね。広いバリエーシ
ョンを持っています。
　山内　末梢部で起こっていることは
共通でも、かなりいろいろなメカニズ
ムが働いて出てくることから、症候群

のような感じになってくるのですね。
　栗田　そうですね。
　山内　そうなると、こういう病態を
見たときに、どうやって原因を絞り込
んでいくかですが。
　栗田　まず問診のときに、原因とな
る薬をのんでいないかをうかがいます。
それから家族歴、特に神経疾患の場合
ですと家族歴を持っている人もけっこ
ういらっしゃるので、そこをチェック
します。あと、口唇以外に、例えば手
足にも不随意運動があるかどうかを尋
ねます。これが出ていると口唇だけの
話ではなくなってしまい、全身的な神
経疾患の有無を確認することになりま
す。あくまでも口唇部の振戦だけです
と、今度は舌はどうか、口蓋部はどう
か、口周囲に震えはないかという点を

口唇部の振戦

帝京大学ちば総合医療センター神経内科教授
栗　田　　正

（聞き手　山内俊一）

　口唇部の振戦について、一般的には抗精神病薬の副作用といわれていますが、
薬服用のない人でも時々見かけます。どのようなメカニズムで出るのか、また
治療方法についてもご教示ください。

＜福岡県開業医＞
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見ていくようにします。
　山内　そうしますと、口唇部以外に
も出てくることがありうるのですね。
　栗田　そうですね。例えば、パーキ
ンソン症候群などでは口唇の震えも症
状の一つとして出てきますし、あと本
態性振戦という手の震えの病気でも、
口唇だけが震えてくる人もいます。
　山内　手も震える、口唇部も震える。
　栗田　はい。
　山内　口唇部というのは、もともと
震えやすいところなのですか。
　栗田　確かに抗精神病薬など薬の副
作用で振戦が出る場合、顔全体ではな
くて口が主なので、よく動かすところ
が出やすいのかと思っています。
　山内　何かの力が働いているところ
かもしれませんね。実際に特発性とい
うか、原因が結局わからないものは、
多いのでしょうか。
　栗田　半分はいかないですが、けっ
こう多いです。次に多いのは薬による
ものです。これはけっこうあります。
　山内　まさに質問は薬剤誘発という
ことですが、薬剤の中で、抗精神病薬
には非常に多いのでしょうか。
　栗田　主にドパミン系ニューロンの
受容体に作用するような系統の抗精神
病薬が、副作用として出やすいといわ
れています。
　山内　実際にはどういった薬剤が多
いのですか。
　栗田　古くからある、いわゆるメジ

ャートランキライザーといわれていた
ハロペリドールや類似の抗精神病薬、
あるいは内科の先生方がわりと使われ
る薬ではスルピリドでも出てくること
があります。
　山内　そのあたり、比較的よく使わ
れる薬剤ですから、内科医も注意しな
がら見ていかなければならないですね。
次に治療ですが、まず、薬が原因の場
合は薬をやめてしまうとすぐによくな
るのでしょうか。
　栗田　抗精神病薬の場合は、遅発性
ジスキネジアといって、薬をやめた後
でもドパミン系の受容体のすごく過敏
な状態が続きますので、しばらく症状
が残ってしまいます。
　山内　しばらくといいますと。
　栗田　月単位ですね、数カ月。なの
で、私たちは積極的に受容体に働きか
けるような薬を使うこともあります。
　山内　薬をやめてすぐに治るのだっ
たら診断もつくのですが、そうとも言
えないところだと困りますね。具体的
な治療薬、積極的な治療薬となると、
どうでしょうか。
　栗田　例えば、先ほどの抗精神病薬
の副作用だと、ドパミン受容体の過敏
状態が起きているので、それを抑える
意味からチアプリドなどのドパミン受
容体を抑える薬を使ってきました。ま
た、ラビット症候群といって、ウサギ
がえさを食べているように、もぐもぐ
と口だけ動いているタイプの副作用が

出るときもあります。この場合は逆に
ドパミン系ニューロンの活性が落ちて
いるときの症状なので、ドパミン受容
体を刺激するパーキンソン病治療薬を
使っていくことで症状を軽くしようと
します。治療方針が２つの間で逆方向
に向いてしまうのです（表１）。
　山内　今出てきました、口をもぐも
ぐみたいな感じはお年寄りに時々見受
けられますが、これは加齢性に増えて
くるというわけでもないのですか。
　栗田　高齢の方たちのは、こういっ
た薬の副作用というよりも、それこそ
本態性に出ているのです。
　山内　共通した治療になるのでしょ
うか。
　栗田　高齢の方たちに出てくる、い
わゆる本態性と思われるものは、実は

エビデンスのある薬はまだなくて、そ
れこそ本態性振戦の手の震えのときの
ように、βブロッカーのようなものを
使うことになります。
　山内　少し専門的になるかもしれま
せんが、そういった治療薬は、大量か
ら始めるものですか。それとも、少量
から開始するものなのですか。
　栗田　やはり少量でいいと思います。
あまり強くやって、今度はその薬のせ
いで新たな副作用が出てしまうと、非
常に困ったことになってしまいます。
　山内　確かにそうですね。バランス
を取るのが非常に難しいという印象は
受けますね。究極的に、例えば年単位
で見た場合には、かなり治るとみてよ
いのでしょうか。
　栗田　症状を完全に消すのはなかな

表１　ラビット症候群と遅発性ジスキネジア

ラビット症候群 遅発性ジスキネジア

異常運動 口唇部の律動的で速い縦方
向の動き。
舌、体幹、四肢には不随意
運動はない。
５㎐

口唇部の緩徐な非律動的な
動き。
その他、舌、体幹、四肢に
も不随意運動を伴う。

原因 長期間の向精神薬投与 長期間の向精神薬投与

抗コリン薬
コリン作動薬

有効
悪化

悪化
有効

抗パーキンソン薬
ドパミン受容体遮断薬

有効／一部無効
無効／一部有効

悪化
有効

類似病態 薬剤性パーキンソン症候群
ドパミン系抑制状態

舞踏病
ドパミン系過興奮状態
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見ていくようにします。
　山内　そうしますと、口唇部以外に
も出てくることがありうるのですね。
　栗田　そうですね。例えば、パーキ
ンソン症候群などでは口唇の震えも症
状の一つとして出てきますし、あと本
態性振戦という手の震えの病気でも、
口唇だけが震えてくる人もいます。
　山内　手も震える、口唇部も震える。
　栗田　はい。
　山内　口唇部というのは、もともと
震えやすいところなのですか。
　栗田　確かに抗精神病薬など薬の副
作用で振戦が出る場合、顔全体ではな
くて口が主なので、よく動かすところ
が出やすいのかと思っています。
　山内　何かの力が働いているところ
かもしれませんね。実際に特発性とい
うか、原因が結局わからないものは、
多いのでしょうか。
　栗田　半分はいかないですが、けっ
こう多いです。次に多いのは薬による
ものです。これはけっこうあります。
　山内　まさに質問は薬剤誘発という
ことですが、薬剤の中で、抗精神病薬
には非常に多いのでしょうか。
　栗田　主にドパミン系ニューロンの
受容体に作用するような系統の抗精神
病薬が、副作用として出やすいといわ
れています。
　山内　実際にはどういった薬剤が多
いのですか。
　栗田　古くからある、いわゆるメジ

ャートランキライザーといわれていた
ハロペリドールや類似の抗精神病薬、
あるいは内科の先生方がわりと使われ
る薬ではスルピリドでも出てくること
があります。
　山内　そのあたり、比較的よく使わ
れる薬剤ですから、内科医も注意しな
がら見ていかなければならないですね。
次に治療ですが、まず、薬が原因の場
合は薬をやめてしまうとすぐによくな
るのでしょうか。
　栗田　抗精神病薬の場合は、遅発性
ジスキネジアといって、薬をやめた後
でもドパミン系の受容体のすごく過敏
な状態が続きますので、しばらく症状
が残ってしまいます。
　山内　しばらくといいますと。
　栗田　月単位ですね、数カ月。なの
で、私たちは積極的に受容体に働きか
けるような薬を使うこともあります。
　山内　薬をやめてすぐに治るのだっ
たら診断もつくのですが、そうとも言
えないところだと困りますね。具体的
な治療薬、積極的な治療薬となると、
どうでしょうか。
　栗田　例えば、先ほどの抗精神病薬
の副作用だと、ドパミン受容体の過敏
状態が起きているので、それを抑える
意味からチアプリドなどのドパミン受
容体を抑える薬を使ってきました。ま
た、ラビット症候群といって、ウサギ
がえさを食べているように、もぐもぐ
と口だけ動いているタイプの副作用が

出るときもあります。この場合は逆に
ドパミン系ニューロンの活性が落ちて
いるときの症状なので、ドパミン受容
体を刺激するパーキンソン病治療薬を
使っていくことで症状を軽くしようと
します。治療方針が２つの間で逆方向
に向いてしまうのです（表１）。
　山内　今出てきました、口をもぐも
ぐみたいな感じはお年寄りに時々見受
けられますが、これは加齢性に増えて
くるというわけでもないのですか。
　栗田　高齢の方たちのは、こういっ
た薬の副作用というよりも、それこそ
本態性に出ているのです。
　山内　共通した治療になるのでしょ
うか。
　栗田　高齢の方たちに出てくる、い
わゆる本態性と思われるものは、実は

エビデンスのある薬はまだなくて、そ
れこそ本態性振戦の手の震えのときの
ように、βブロッカーのようなものを
使うことになります。
　山内　少し専門的になるかもしれま
せんが、そういった治療薬は、大量か
ら始めるものですか。それとも、少量
から開始するものなのですか。
　栗田　やはり少量でいいと思います。
あまり強くやって、今度はその薬のせ
いで新たな副作用が出てしまうと、非
常に困ったことになってしまいます。
　山内　確かにそうですね。バランス
を取るのが非常に難しいという印象は
受けますね。究極的に、例えば年単位
で見た場合には、かなり治るとみてよ
いのでしょうか。
　栗田　症状を完全に消すのはなかな

表１　ラビット症候群と遅発性ジスキネジア

ラビット症候群 遅発性ジスキネジア

異常運動 口唇部の律動的で速い縦方
向の動き。
舌、体幹、四肢には不随意
運動はない。
５㎐

口唇部の緩徐な非律動的な
動き。
その他、舌、体幹、四肢に
も不随意運動を伴う。

原因 長期間の向精神薬投与 長期間の向精神薬投与

抗コリン薬
コリン作動薬

有効
悪化

悪化
有効

抗パーキンソン薬
ドパミン受容体遮断薬

有効／一部無効
無効／一部有効

悪化
有効

類似病態 薬剤性パーキンソン症候群
ドパミン系抑制状態

舞踏病
ドパミン系過興奮状態
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か難しいのです。こういった不随意運
動は、どれもそうですけれども、気に
ならないぐらいに小さくするのが、私
たちのゴールなのです。完全に消すの
は難しいです。
　山内　患者さん本人たちは困ってい
るのでしょうね。
　栗田　例えば、高齢の方たちの、先
ほどお話しした本態性というタイプで
は、それほど訴えはありません。ただ、
患者さんが人前で話をしなければいけ
ないときに、「ちょっとみっともない
から何とかしてください」とか、そう
いうかたちでいらっしゃいます。
　山内　一般的に、我々はどうしても
心因性、何かストレスと関係があるの
ではないか、そんな見方をしてしまう
のですが、誘因としてわかっているも
のはあるのでしょうか。
　栗田　直接ストレスが原因になるも
のはないと思うのですけれども、緊張
状態が続くと、こういった症状はより
強くなりやすいです。ですから、本来
だったら口唇部の小さな振戦だったも
のが、大きくなってくる、つまり、心
因性で増強されることはあると思いま
す。
　山内　日差変動や日内変動はけっこ
うあるのですか。
　栗田　活動時がどうしても強くなっ
てしまうようです。
　山内　例えば、寝ているときは起き
なくなる。

　栗田　睡眠中は消えるはずです。
　山内　そうすると、起きていて動く
のが、誘発とまでいかなくても、関連
するとみてよいですね。
　栗田　そうですね。活動時、特に外
でみんなと一緒に何かしているとか、
そういう際に強くなってきます。
　山内　それは緊張しなくてもですか。
　栗田　やはり緊張して交感神経の活
動が上がってくると、震えも強くなっ
てきます。
　山内　例えば、好きなことをワイワ
イやっているときには少し減るとか。
　栗田　たぶん、そういうときは気づ
かなくなってしまうと思うのです。
　山内　気にならないからなのですね。
例えば、マイナートランキライザーの
ようなもので、軽くストレスを和らげ
るといったようなことは、効果として
期待できるものなのでしょうか。
　栗田　私たちも一応行います。本人
が非常にナーバスになっている場合に
は、少し緊張をとってあげるために処
方します。それで多少減ることを期待
しています。
　山内　軽い量からということですね。
　栗田　そうですね。
　山内　そういった治療法で気になら
なくなってくると、全般的に改善する
傾向は十分期待できると考えてよいで
しょうか。
　栗田　そうですね。
　山内　ありがとうございました。

　山内　馬場先生、この問題は以前か
ら議論されていますが、改めてベンゾ
ジアゼピン依存症の特徴についてうか
がいたいのですが。
　馬場　ベンゾジアゼピンの依存症は、
ほかの依存性薬剤と違い、服用量が過
量になるなど、いわゆる「乱用」する
ことなく、保険適用内の用量で依存が
発生するところが特徴だと思います。
一般的に常用量依存といわれています
が、服用量が増えるなどの目立った現
象がないので、静かな依存ともいわれ
ています。
　山内　要するに、やめられなくなっ
てしまうと考えてよいのですね。
　馬場　そういうことです。依存症は
依存症なので、原疾患が治癒している
にもかかわらず、ベンゾジアゼピンの
服用を継続せざるを得なくなってしま

うのです。
　山内　なるべく減らしたいという思
いはあるのでしょうけれども、離脱が
なかなかたいへんだというように思わ
れます。まず離脱に関しての問題点か
らうかがいたいのですが。
　馬場　離脱と一言で言いましても、
薬をやめたときに起こる現象には大き
く３つあります。まず、もともとの症
状が本質的には改善していない場合、
薬をやめることによって症状がまたぶ
り返す、いわゆる再発・再燃が生じま
す。これは原疾患の治療を継続しなけ
ればなりませんので、離脱とはまた別
の考え方になります。
　２つ目が反跳現象といって、不眠で
あれば反跳性不眠、不安であれば反跳
性不安といいますが、薬を投与する前
にあったもともとの症状が、やめるこ

ベンゾジアゼピン依存症

順天堂越谷病院メンタルクリニック准教授
馬　場　　元

（聞き手　山内俊一）

　ベンゾジアゼピン依存症と離脱方法、およびベンゾジアゼピン系薬に代わる
処方についてご教示ください。

＜京都府開業医＞
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