
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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とによって投与前よりも強く現れてし
まう場合があります。英語でリバウン
ドといったほうがイメージがしやすい
かもしれません。例えば不眠症であれ
ば、やめることによって、より強い不
眠が発生してしまう。不安症であれば、
より強い不安が発生します。これも患
者さんとしては薬をやめづらくなる理
由になるのですが、反跳性不眠、反跳
性不安は、その持続時間が短いので、
この現象のことをあらかじめよく説明
しておけば、ちょっと我慢していただ
くことでクリアできる場合があります。
　３つ目が最も問題となる離脱、退薬
現象です。これはもともとはなかった
症状が発生する現象で、症状が数週間
から、長い場合は数カ月、数年と続く
こともあります。ですので、やはり離
脱において一番注意しなければならな
いと思います。
　山内　具体的にはどういった症状が
出てくるのでしょうか。
　馬場　例えばベンゾジアゼピンであ
れば、当然不眠や不安を治療する薬で
すので、中断によって不眠、不安とい
うもともとの症状も再発しますが、そ
れ以外に、筋肉のこわばりとか、怖い
ものだと痙攣発作が起こることもあり
ます。ですので、ベンゾジアゼピンの
離脱は軽んじられないのです。
　山内　最終的にはそういったことを
説明して、患者さんになるべく我慢し
てもらいたいところですが、今のお話

ですと、そういった症状は年単位で続
くかもしれないとみてよいですか。
　馬場　年単位で続く患者さんはまれ
ではありますが、実際にいらっしゃい
ます。ですので、ベンゾジアゼピンを
中止する場合は離脱症状を起こさない
ようにやめていくということも重要だ
ろうと思います。
　山内　ということで、離脱方法につ
いての質問なのですけれども、具体的
にはどういったかたちになるのでしょ
うか。
　馬場　今常用している薬の量を少し
ずつ減らすという「漸減法」。毎日服
用していたものを１日おきにして減ら
すという「隔日法」。それから、実は
ベンゾジアゼピンの離脱は作用時間が
短くて力価の強い薬のほうが起こしや
すく、作用時間が長いもののほうが起
こしづらいのです。「置換法」もしく
は「ブリッジング法」といって、もと
もと常用している薬が作用時間の短い
ものであれば、一度作用時間が少し長
めのものに切り替えてから、漸減法な
いしは隔日法を行う方法があります。
この３つのやり方になるだろうと思い
ます。
　山内　作用時間が長いものというと、
具体的にはどういったものが考えられ
ますか。
　馬場　ロフラゼプ酸エチルは作用時
間が長いタイプになります。そのほか、
クロキサゾラムやジアゼパムも長めの

タイプになるでしょう。
　山内　むしろそういったものに切り
替えながら、だんだん減らしていくと。
　馬場　そのほうが減らしやすいだろ
うと思います。
　山内　２番目の隔日にする方法です
が、一定量使われている患者さんが、
ある日使って、ある日使わないとなる
と、非常に不安定になりそうな気がす
るのですが。
　馬場　そうですね。少し不安は出る
かもしれませんが、先ほどのロフラゼ
プ酸エチルなどは作用時間がだいぶ長
い薬で、24時間経ってもまだ体内に残
っている。ですので、こういう長いタ
イプの薬であれば、隔日法が使えるだ
ろうと思います。
　山内　そうすると、まず作用時間が
長いものに切り替えてから、それを隔
日にしていくのが一つのスタンダード
な方法、と考えてよいですね。
　馬場　そういうやり方もよいかと思
います。
　山内　ついでにお聞きしたいのです
が、ベンゾジアゼピン系は抗不安薬と
しても用いられるし、睡眠薬としても
用いられますね。この場合は、両者を
併用した、合算した量というかたちに
なってしまいますか。
　馬場　そうですね。それぞれは常用
量、適用範囲内の量ですけれども、抗
不安薬としてベンゾジアゼピンを使い、
さらに睡眠薬としてもベンゾジアゼピ

ンを使うというと、結局用量が多くな
ってしまいます。ですので、減らして
いくときには、まずベンゾジアゼピン
を１剤まで減量していくところから始
めたほうがいいと思います。
　山内　抗不安作用と睡眠促進作用は
ベンゾジアゼピン系薬剤の特徴ではあ
るのですが、どちらか強いほうの薬を
日中に使って、眠り薬としては別のほ
うを使ってという方法が比較的多い使
用法だと思われます。減量に際しては、
この２つを使い分けるというよりも、
同じようなかたちのもので一本化して
いったほうがいいという感じでしょう
か。
　馬場　患者さんによって、どちらの
症状を強く苦痛に感じているかによっ
ても変わってくると思うので、どちら
を残すかは患者さん次第ではないかと
思います。
　山内　代わりの処方ですが、先ほど
は長時間作用型ということでしたけれ
ども、それ以外の薬剤で代わりになる
ものは果たしてあるのでしょうか。
　馬場　不眠症に対して使うベンゾジ
アゼピンに代わる薬として、例えばう
つや不安が強い患者さんに対しては、
睡眠補助効果のある抗うつ薬を使う場
合があります。
　山内　具体的にはどういった薬剤で
すか。
　馬場　少し前の薬ではトラゾドン塩
酸塩やミアンセリン塩酸塩という薬、
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とによって投与前よりも強く現れてし
まう場合があります。英語でリバウン
ドといったほうがイメージがしやすい
かもしれません。例えば不眠症であれ
ば、やめることによって、より強い不
眠が発生してしまう。不安症であれば、
より強い不安が発生します。これも患
者さんとしては薬をやめづらくなる理
由になるのですが、反跳性不眠、反跳
性不安は、その持続時間が短いので、
この現象のことをあらかじめよく説明
しておけば、ちょっと我慢していただ
くことでクリアできる場合があります。
　３つ目が最も問題となる離脱、退薬
現象です。これはもともとはなかった
症状が発生する現象で、症状が数週間
から、長い場合は数カ月、数年と続く
こともあります。ですので、やはり離
脱において一番注意しなければならな
いと思います。
　山内　具体的にはどういった症状が
出てくるのでしょうか。
　馬場　例えばベンゾジアゼピンであ
れば、当然不眠や不安を治療する薬で
すので、中断によって不眠、不安とい
うもともとの症状も再発しますが、そ
れ以外に、筋肉のこわばりとか、怖い
ものだと痙攣発作が起こることもあり
ます。ですので、ベンゾジアゼピンの
離脱は軽んじられないのです。
　山内　最終的にはそういったことを
説明して、患者さんになるべく我慢し
てもらいたいところですが、今のお話

ですと、そういった症状は年単位で続
くかもしれないとみてよいですか。
　馬場　年単位で続く患者さんはまれ
ではありますが、実際にいらっしゃい
ます。ですので、ベンゾジアゼピンを
中止する場合は離脱症状を起こさない
ようにやめていくということも重要だ
ろうと思います。
　山内　ということで、離脱方法につ
いての質問なのですけれども、具体的
にはどういったかたちになるのでしょ
うか。
　馬場　今常用している薬の量を少し
ずつ減らすという「漸減法」。毎日服
用していたものを１日おきにして減ら
すという「隔日法」。それから、実は
ベンゾジアゼピンの離脱は作用時間が
短くて力価の強い薬のほうが起こしや
すく、作用時間が長いもののほうが起
こしづらいのです。「置換法」もしく
は「ブリッジング法」といって、もと
もと常用している薬が作用時間の短い
ものであれば、一度作用時間が少し長
めのものに切り替えてから、漸減法な
いしは隔日法を行う方法があります。
この３つのやり方になるだろうと思い
ます。
　山内　作用時間が長いものというと、
具体的にはどういったものが考えられ
ますか。
　馬場　ロフラゼプ酸エチルは作用時
間が長いタイプになります。そのほか、
クロキサゾラムやジアゼパムも長めの

タイプになるでしょう。
　山内　むしろそういったものに切り
替えながら、だんだん減らしていくと。
　馬場　そのほうが減らしやすいだろ
うと思います。
　山内　２番目の隔日にする方法です
が、一定量使われている患者さんが、
ある日使って、ある日使わないとなる
と、非常に不安定になりそうな気がす
るのですが。
　馬場　そうですね。少し不安は出る
かもしれませんが、先ほどのロフラゼ
プ酸エチルなどは作用時間がだいぶ長
い薬で、24時間経ってもまだ体内に残
っている。ですので、こういう長いタ
イプの薬であれば、隔日法が使えるだ
ろうと思います。
　山内　そうすると、まず作用時間が
長いものに切り替えてから、それを隔
日にしていくのが一つのスタンダード
な方法、と考えてよいですね。
　馬場　そういうやり方もよいかと思
います。
　山内　ついでにお聞きしたいのです
が、ベンゾジアゼピン系は抗不安薬と
しても用いられるし、睡眠薬としても
用いられますね。この場合は、両者を
併用した、合算した量というかたちに
なってしまいますか。
　馬場　そうですね。それぞれは常用
量、適用範囲内の量ですけれども、抗
不安薬としてベンゾジアゼピンを使い、
さらに睡眠薬としてもベンゾジアゼピ

ンを使うというと、結局用量が多くな
ってしまいます。ですので、減らして
いくときには、まずベンゾジアゼピン
を１剤まで減量していくところから始
めたほうがいいと思います。
　山内　抗不安作用と睡眠促進作用は
ベンゾジアゼピン系薬剤の特徴ではあ
るのですが、どちらか強いほうの薬を
日中に使って、眠り薬としては別のほ
うを使ってという方法が比較的多い使
用法だと思われます。減量に際しては、
この２つを使い分けるというよりも、
同じようなかたちのもので一本化して
いったほうがいいという感じでしょう
か。
　馬場　患者さんによって、どちらの
症状を強く苦痛に感じているかによっ
ても変わってくると思うので、どちら
を残すかは患者さん次第ではないかと
思います。
　山内　代わりの処方ですが、先ほど
は長時間作用型ということでしたけれ
ども、それ以外の薬剤で代わりになる
ものは果たしてあるのでしょうか。
　馬場　不眠症に対して使うベンゾジ
アゼピンに代わる薬として、例えばう
つや不安が強い患者さんに対しては、
睡眠補助効果のある抗うつ薬を使う場
合があります。
　山内　具体的にはどういった薬剤で
すか。
　馬場　少し前の薬ではトラゾドン塩
酸塩やミアンセリン塩酸塩という薬、
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最近ではミルタザピンといった薬を使
うこともあります。
　山内　実際にそういった薬剤の効果
はいかがでしょう。
　馬場　抗うつ薬を使う場合は、患者
さんによってはいい睡眠がとれる場合
もあるのですが、ベンゾジアゼピンの
睡眠薬のように、のんで、比較的速や
かに効果を実感するような、睡眠に引
き込まれるような効き方ではないので、
少し物足りなく感じるかもしれません。
　山内　ベンゾジアゼピンではないと
いう売りのものにゾルピデム酒石酸塩
がありますが、これはいかがでしょう。
　馬場　これも最終的にはベンゾジア
ゼピン受容体に結合するのですけれど
も、通常のベンゾジアゼピンよりは依
存性や耐性も少ないですし、筋弛緩作
用が少ないのでふらつきや転倒のリス
クも少なく、通常のベンゾジアゼピン
よりは推奨されるだろうと思います。
ベンゾジアゼピンをこれに置換してい
くのも一つの手だろうと思います。
　山内　抗うつ作用のSSRIといった系

統の薬剤の位置づけはいかがでしょう
か。
　馬場　実はSSRIにはあまり睡眠に対
していい働きはなく、逆に睡眠深度を
浅くしてしまったりする場合もあるの
です。ですので、睡眠に対しては、SSRI
やSNRIはお勧めできません。SSRIの
ような抗うつ薬は不安に対する効果は
強いので、例えばパニック発作がある
ような患者さんであれば、ベンゾジア
ゼピンは頓服として使っていただいて、
根本的に発作を予防するためにはSSRI
などを使ったほうがよいかと思います。
　山内　ベースに使って、発作のとき
には頓服するということですね。
　馬場　そういうことです。
　山内　アルプラゾラムが特効薬とし
て一世を風靡したことがありますが、
現在でも頓服としてはいいのですね。
　馬場　私もよく処方します。ベース
にSSRIを使いながら、アルプラゾラム
を頓用として処方する場合が多いです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　がんワクチン治療の質問です。
がんワクチン療法といういい方のほう
がよく使われているようですけれども、
何となくわかったようでわからない方
も多いのではないかと思うのです。ま
ず基本的なところ、がんワクチン治療
が生まれた背景や、どうして効くのか、
効くことが予想されているのか、その
あたりをまず教えてください。
　和田　今お話にありましたように、
ワクチンというと、感染のワクチンが
一般的で、インフルエンザワクチン、
はしかのワクチン、感染を予防するワ
クチンなどが皆さんのイメージに一番
近いかと思います。では、がんのワク
チンはどうなのか。確かにがんのワク
チンの中にも予防のワクチンといった
ものがあります。肝炎ウイルスやヒト
パピローマウイルスが原因となり、が
んに発展するといったことがわかって

きましたので、それを予防するワクチ
ン治療も行われていますが、がんの原
因になるとわかっているものはそう多
くはありません。予防のがんワクチン
というのはまだまだ開発途上というこ
とになります。
　では、どの段階でがんワクチンを行
っているのかといいますと、がんにな
った後、すなわち治療の場面でがんワ
クチンが現在広く行われています。
　がんワクチンは抗がん剤とは違いま
す。抗がん剤は入れた薬がそのままが
んをやっつけますが、がんワクチンは
ワクチンがそのままがんをやっつける
わけではありません。ワクチンが体の
中の免疫を活性化し、活性化した免疫
ががんをやっつける、これががんワク
チンの仕組みになります。
　池脇　そうすると、ワクチンが直接
ではなくて、ワクチンが何かを介して

がんワクチン治療

神奈川県立がんセンターがんワクチンセンター医長
和　田　　聡

（聞き手　池脇克則）

　がんワクチン治療についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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