
　池田　加藤先生、まず小児と成人の
ADHD、これはどのようなイメージの
ものなのでしょうか。
　加藤　ADHDというのは発達障害、
発達のころからずっとあるものですの
で、基本は大人になっても同じだと思
われます。
　ただ、大人になってくると、患者さ
んはいろいろな問題点をもっと深くし
ゃべることができるようになりますし、
周りの見方もいろいろ違ってくる。子
どものころはそんなに大きな問題にな
らなかったのが、大人になるとはっき
りしてくることから、多少病像が違っ
てくる。あるいは、子どものときはそ
のままスルーしてしまったけれども、
大人になって問題になってくるケース
があります。
　池田　お子さんですと、プロトタイ

プといいますか、多動性、衝動性、不
注意などがありますけれども、成人で
すと、どのような点が変わってくるの
でしょうか。
　加藤　大人になってくると、多動と
衝動性については、ある程度脳が発達
してきますから、自分で抑制できる。
ある意味では当たり前ですね。しかし、
不注意はなかなか治らないことが多い
のです。
　それと、大人になってくると、実行
機能、あるいは遂行機能ともいいます
が、段取りをつけて、何かをきちんと
順序よくやって、最後まで片付けるこ
とができない。子どもでもある程度大
きくなれば普通できますが、予定を立
てるとか、そういうことが大人になっ
てもうまくやれない。
　こういった、なかなか完遂できない

という障害が、わりと前景に立ってく
るタイプの人たちが多く来院するよう
になると思います。
　池田　お子さんですと単純に「おま
えは注意深くないな。すぐほかのこと
をするね」とか言われますが、成人で
すと単純ではなくて、もう少し全体の
遂行機能に不完全さが残ってくるので
すね。
　加藤　子どものときでいうと、忘れ
物、落とし物が一番簡単な不注意の症
状です。
　大人になってくると、仕事をきちん
とやらない。あるいは話をしていても、
いろいろなことをバラバラとしゃべる
ものですから、聞いているほうは何を
言われているのかわからない。「要す
るに何が言いたいんだ」とよく言われ
るとか、そういうパターンですね。
　池田　成人になると、症状の程度に
もよりますけれども、単純に小児で見
られるようなものではなくて、もう少
し複雑化してくる印象です。これにつ
いて診断はどのように行うのでしょう
か。
　加藤　基本的には臨床的に、発達障
害ですから、小さいときからそれが問
題にならなくても、同じ性質のものが
あることがもちろん前提です。大人に
なって初めて出てくるものではありま
せん。
　ただ、大人になってその問題が顕在
化することはあります。診断としては、

臨床的にそれを見ていくしかないです
ね。
　池田　臨床症状で、あるいは経過で
決めるしかないのですね。
　加藤　画像、特に脳機能画像である
とか、その他いろいろなことを行って
いるのですが、決め手になるような、
客観的な診断法は今のところないので
す。
　池田　なかなか難しいですね。そこ
で診断して、今度は治療になりますけ
れども、薬物治療はどのようにするの
でしょうか。
　加藤　子どもも大人も同じですが、
今は２種類の薬が認可されています。
　１つは商品名でストラテラといいま
すが、これは抗うつ薬の一種といって
もいいものです。もう１つはコンサー
タという徐放性の薬で、メチルフェニ
デートというのが一般名ですが、12時
間その効果が持続するというたぐいの
薬です。
　原理的にいうと、コンサータのほう
がより直接的に、強く効くのですけれ
ども、国の規制もコンサータのほうは
非常に厳しいものとなっています。き
ちんと登録したドクターでないと処方
できない感じですね。
　池田　メチルフェニデートは、昔で
いうリタリンという薬で、小児期の
ADHDに使われていました。ところが
これは一時期の乱用などもあり禁止に
なったとうかがったのですが、コンサ
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ータに関しては専門医の処方があれば
手に入るのですね。
　加藤　ただ、登録医しかできません
し、それを出していることを国が把握
できるようになっています。つまり、
その処方を薬局が出すと、こういう人
にこれだけ出しましたという、監視委
員会みたいなものに伝わるようになっ
ています。だから、わりと嫌がるクリ
ニックが多いかもしれません。
　池田　コンサータと、もう一つスト
ラテラ、この使い分けはどのようにさ
れるのでしょうか。
　加藤　単純にいうと、漠然とした
ADHD的な症状にはストラテラ、ある
いはコンサータも効きますが、先ほど
言ったようにコンサータは使いにくい
ので、ストラテラがより広く使われて
いると思います。
　両薬とも一定の効果はあると思いま
す。実行機能が非常に悪い人はわりと
過眠症を合併したりするのですが、コ
ンサータは、成分のメチルフェニデー
トが若干覚醒剤に似ています。だから、
覚醒作用があり、過眠などにも、もの
すごく効くのです。それから、実行機
能を格段によくするのはコンサータの
ほうです。
　池田　逆に言いますと、典型に近い
ような成人のADHDにはコンサータの
ほうが効くかもしれない。漠然とした、
ADHDかなという感じの方には、処方
の簡便さも含めてストラテラを出すと

いうことですね。
　加藤　そうですね。
　池田　非常にわかりやすいご説明だ
と思います。最後の質問にもあるので
すが、こういった薬を使うと、どの程
度症状の緩和ができるのか、いかがで
しょうか。
　加藤　コンサータについては、そう
いう実行機能と、周りに対する気配り
とかがよくわからない、よくできない
というような症状に対しては非常によ
く効きます。
　薬効は12時間ですから、朝に飲むこ
とを必ず約束してもらうのですが、例
えば朝８時にのむと、夜の８時まで効
きます。ただそんなにきれいにいくわ
けはないのですけれども、患者さんは、
例えば自分は１日に１つしかこういう
ことができなかったのが、２つ３つで
きる。それから、周りの騒音などに対
して非常に気になってしまう症状など
がよくあるのですけれども、患者さん
の言い方を借りると、それがすごく静
かになる。電車の中でも落ち着いてい
られる。「そうか、普通の人はこうい
う世界に住んでいるんだ」ということ
が初めてわかったと言う人もいます。
　夜８時になると、不思議なのですが、
患者さんは薬が切れるのがわかると言
います。風船がしぼむみたいに「あ、
薬が切れた」。そうすると、寝るモー
ドに入ったという感じになって、眠れ
ると言います。覚醒作用ですから、覚

醒していて、すうっと沈む。風船がし
ぼんだという感じになる。
　池田　それから寝て、また翌朝のん
で。
　加藤　翌朝またのむ。そうすると仕
事ができる。この効き方はかなり劇的
です。
　池田　患者さんが自覚されるほどの
差が出るわけですね。
　加藤　先ほど言ったように、ちょっ
と危険だと誤解されるといけないので
すが、危険な面もなきにしもあらずと
いう薬なのです。ですから、患者さん
にはきちんとそれを確認して、自分で
納得してからのんでくださいと言って
います。
　池田　徐放性になっているし、１カ
プセルに入っている量も決まっている
ので、安全性も保たれていますね。
　加藤　もちろんです。
　池田　昼間のパフォーマンスも上が
ってくる。それでしたら、患者さんに
とっても有意義なことですね。あとス
トラテラのほうは漠然としたADHDに
使われるということですけれども、ど
のような反応を示すのでしょうか。
　加藤　ストラテラというのは、セロ
トニンとノルアドレナリンの再取り込
みを阻害する。これは略してSNRIと
いう抗うつ薬の種類の一つですけれど
も、その一部です。もともとこれは抗
うつ薬として開発されたのですが、ど
うもADHDに効くらしいことがわかっ

て、ADHDの認可を取った薬なのです。
だから、ノルアドレナリンに関係する
のですが、コンサータというのはドー
パミンという物質に関係しています。
どう違うかというと、前頭葉ではドー
パミンとノルアドレナリンは両方とも
同じようなメカニズムでコントロール
されていることがわかっていますので、
多分前頭葉のドーパミンに間接的に影
響しているのではないか。あるいは、
ノルアドレナリンがそれをきちんと効
果を出させているのだとか、いろいろ
意見はあります。
　池田　作用としてはコンサータに比
べるとマイルドなかたちですか。
　加藤　はい。
　池田　そういう意味では、典型に近
いような方よりは、ADHDのスペクト
ラムというものがあるかどうか知りま
せんが、その系統の方のほうが安全に
使えるのでしょうか。
　加藤　ちょっとADHD的かなという
ことからストラテラを試して使うのは
よい方法だと思います。そうすると、
やりやすくなったと言う人がいます。
　池田　いずれにしても、状態に合わ
せて薬を２種類使い分けることによっ
て患者さんのQOLが上がるというのは、
家族の方の負担がだいぶ違いますね。
　加藤　そうですね。こういう人たち
の一部なのですが、ご主人が奥さんの
気持ちを考えない行動をする。それは
もちろん、当人はそんなつもりでなく
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てそうするのですが、そういうことが
重なるので、特にうつ病になってしま
う奥さんがかなりいるのです。そうい

う人に対してはこれは非常に救いにな
ると思います。
　池田　ありがとうございました。

　池脇　今回は睡眠薬の薬物依存症と
いうことですが、まず我々が普段使っ
ているGABA-A受容体作動薬から教え
てください。
　山寺　GABAとは抑制性の神経伝達
物質です。GABA受容体に作用しGABA
を放出することによって睡眠作用を導
きます。ベンゾジアゼピン誘導体が
GABA-A受容体作動薬の代表的なもの
です。
　池脇　GABAとは、γアミノ酪酸、
アミノ酸に近いようなものでしょうか。
　山寺　抑制性の神経伝達物質であり、
それが脳内に放出されることで鎮静、
催眠作用を有する物質と思ってくださ
い。
　池脇　確かに日本は欧米に比べると、
ベンゾジアゼピンを繁用していますが、
これがGABA受容体にくっつくことに

よって、神経抑制的に働き睡眠に導く
という理解でよいでしょうか。
　山寺　そうです。GABA受容体には
AとBがあり、Aに作用することで催眠
作用を発揮すると考えられています。
　池脇　質問は、GABA-A受容体作動
薬である、ベンゾジアゼピンという薬
になります。一方、非ベンゾジアゼピ
ン、非というのは何となく違うという
印象ですが、そうでもないのですね。
　山寺　非ベンゾジアゼピンは、ベン
ゾジアゼピンにあらずと書くのですけ
れども、作用としてはGABA-A受容体
作動薬で括ってよいと思います。ベン
ゾジアゼピン誘導体には、共通したベ
ンゾジアゼピン骨格という薬物骨格が
あります。それがいわゆるベンゾジア
ゼピン系睡眠薬で、ベンゾジアゼピン
骨格を有さないけれども、実際は薬理

GABA-A受容体作動薬における薬物依存

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター精神神経科診療部長
山　寺　　亘

（聞き手　池脇克則）

　高齢者（65歳以上）でGABA-A受容体作動薬の薬物依存が疑われる場合の対
処法についてご教示ください。

＜熊本県開業医＞
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