
順天堂東京江東高齢者医療センター副院長
一　宮　洋　介

（聞き手　山内俊一）

　認知症の行動・心理症状に対し、介護負担も考慮してやむを得ず抗精神病薬
を投与せざるを得ない機会があるかと思います。その際の注意点、投与量や投
与期間についてご教示ください。

＜千葉県開業医＞

認知症への抗精神病薬投与

　山内　一宮先生、現実問題として、
かなり深刻というか、せっぱ詰まった
問題でもあります。大きな意味での是
非をコンセンサス的に得ようというの
は非常に難しいかもしれませんが、ま
ず現状での指針といったものから教え
ていただけますか。
　一宮　その前に、この質問にある行
動・心理症状がどういう流れで起こっ
てくるのかを整理しておかないといけ
ないと思います。この先生も「やむを
得ず使う場合」と質問されているので
すが、行動・心理症状の治療として、
まず抗精神病薬を第一選択にするのは、
順番が逆だということを確認したいと
思います。認知症は脳の神経細胞が変
性・脱落してなくなることによって、
記憶障害、見当識障害、理解・判断の

障害、あるいは実行機能障害のような、
いわゆる中核症状を起こすわけですけ
れども、そのほかに行動・心理症状が
出現する場合と出現しない場合がある
のです。
　どうしてそういうことが起こるのか
というと、中核症状を基礎に置いて、
その人の性格や素質、そして置かれて
いる環境や心理状態によって行動・心
理症状が出てくると考えられています
ので、この辺のサポートをするのが治
療の大事なポイントになると思うので
す。
　山内　具体的に言いますと、サポー
トというのは受容とかそういったかた
ちですか。
　一宮　そうですね。置かれている環
境、心理状態のサポートということで

すから、個別のケアとかリハビリテー
ションとか、大事なのは介護している
方のサポートをすることです。そうい
う意味も含めて、地域連携、医療だけ
ではなくて、介護や行政も含めてサポ
ートすることが、行動・心理症状の治
療の第一ポイントだと思うのです。こ
れを十分行っても症状がある場合に出
てくるのが、２番手の治療として抗精
神病薬等の薬物療法になるのです。
　山内　実際問題として、暴力行為
等々で困っているケースも多いかと思
われるのですが、こういったケースな
どでも、先生方のような専門医のとこ
ろを受診し、入所をされたり、病院に
入られて、行動療法などによってかな
り事態は改善することが多いとみてよ
いでしょうか。
　一宮　環境の整備とか、あるいは心
理的なサポートをすることでかなり変
わる患者さんが多いです。施設におら
れて暴力行為がひどいという方を、認
知症病棟にお預かりすると、環境が変
わっただけでかなり穏やかになられる
こともしばしば経験するので、やはり
治療の第一歩は環境と心理状態のサポ
ートということは間違いないと思いま
す。
　山内　そういったものが一応完了し
たとして、次のステップで薬剤という
ことですが、その前に確認すべきこと
が幾つかあるのでしょうね。
　一宮　参考になるのは、厚生労働省

のホームページを検索していただきま
すと、かかりつけ医のためのBPSD、
行動・心理症状に対する向精神薬使用
ガイドラインというものが載っていま
す。このガイドラインは最初、平成24
年に発表されていますけれども、平成
27年に第２版になっていまして、ホー
ムページを検索すると簡単に見ること
ができます。その中でBPSDの治療ア
ルゴリズムというものが出ていますが、
やはり第一に挙げられているのが非薬
物療法を最優先するということで、こ
れは先ほど申し上げたことです。その
次に薬物を使う場合に確認しなければ
いけないことが４つリストアップされ
ています。
　第１は身体的な原因がないことを確
認する。肺炎とか脱水とか。我々の病
院では、最近は悪性腫瘍の終末期の方
を預かることもあります。介護拒否が
ひどい女性の患者さんが入ってきたの
ですけれども、よくよく調べてみたら
婦人科系の悪性腫瘍があって、それが
転移し痛みがあるのではないかと、オ
ピオイドのパッチを使ったところ、非
常に穏やかになったということもあり
ます。そういう身体的な原因をきちん
と検索して、除外しなければいけない
と思います。
　それから、高齢の方はたくさんの薬
をあちこちからもらってのんでいるこ
ともしばしばあるので、ほかの薬物の
作用や相互作用は確認していただかな
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順天堂東京江東高齢者医療センター副院長
一　宮　洋　介

（聞き手　山内俊一）

　認知症の行動・心理症状に対し、介護負担も考慮してやむを得ず抗精神病薬
を投与せざるを得ない機会があるかと思います。その際の注意点、投与量や投
与期間についてご教示ください。

＜千葉県開業医＞

認知症への抗精神病薬投与

　山内　一宮先生、現実問題として、
かなり深刻というか、せっぱ詰まった
問題でもあります。大きな意味での是
非をコンセンサス的に得ようというの
は非常に難しいかもしれませんが、ま
ず現状での指針といったものから教え
ていただけますか。
　一宮　その前に、この質問にある行
動・心理症状がどういう流れで起こっ
てくるのかを整理しておかないといけ
ないと思います。この先生も「やむを
得ず使う場合」と質問されているので
すが、行動・心理症状の治療として、
まず抗精神病薬を第一選択にするのは、
順番が逆だということを確認したいと
思います。認知症は脳の神経細胞が変
性・脱落してなくなることによって、
記憶障害、見当識障害、理解・判断の

障害、あるいは実行機能障害のような、
いわゆる中核症状を起こすわけですけ
れども、そのほかに行動・心理症状が
出現する場合と出現しない場合がある
のです。
　どうしてそういうことが起こるのか
というと、中核症状を基礎に置いて、
その人の性格や素質、そして置かれて
いる環境や心理状態によって行動・心
理症状が出てくると考えられています
ので、この辺のサポートをするのが治
療の大事なポイントになると思うので
す。
　山内　具体的に言いますと、サポー
トというのは受容とかそういったかた
ちですか。
　一宮　そうですね。置かれている環
境、心理状態のサポートということで

すから、個別のケアとかリハビリテー
ションとか、大事なのは介護している
方のサポートをすることです。そうい
う意味も含めて、地域連携、医療だけ
ではなくて、介護や行政も含めてサポ
ートすることが、行動・心理症状の治
療の第一ポイントだと思うのです。こ
れを十分行っても症状がある場合に出
てくるのが、２番手の治療として抗精
神病薬等の薬物療法になるのです。
　山内　実際問題として、暴力行為
等々で困っているケースも多いかと思
われるのですが、こういったケースな
どでも、先生方のような専門医のとこ
ろを受診し、入所をされたり、病院に
入られて、行動療法などによってかな
り事態は改善することが多いとみてよ
いでしょうか。
　一宮　環境の整備とか、あるいは心
理的なサポートをすることでかなり変
わる患者さんが多いです。施設におら
れて暴力行為がひどいという方を、認
知症病棟にお預かりすると、環境が変
わっただけでかなり穏やかになられる
こともしばしば経験するので、やはり
治療の第一歩は環境と心理状態のサポ
ートということは間違いないと思いま
す。
　山内　そういったものが一応完了し
たとして、次のステップで薬剤という
ことですが、その前に確認すべきこと
が幾つかあるのでしょうね。
　一宮　参考になるのは、厚生労働省

のホームページを検索していただきま
すと、かかりつけ医のためのBPSD、
行動・心理症状に対する向精神薬使用
ガイドラインというものが載っていま
す。このガイドラインは最初、平成24
年に発表されていますけれども、平成
27年に第２版になっていまして、ホー
ムページを検索すると簡単に見ること
ができます。その中でBPSDの治療ア
ルゴリズムというものが出ていますが、
やはり第一に挙げられているのが非薬
物療法を最優先するということで、こ
れは先ほど申し上げたことです。その
次に薬物を使う場合に確認しなければ
いけないことが４つリストアップされ
ています。
　第１は身体的な原因がないことを確
認する。肺炎とか脱水とか。我々の病
院では、最近は悪性腫瘍の終末期の方
を預かることもあります。介護拒否が
ひどい女性の患者さんが入ってきたの
ですけれども、よくよく調べてみたら
婦人科系の悪性腫瘍があって、それが
転移し痛みがあるのではないかと、オ
ピオイドのパッチを使ったところ、非
常に穏やかになったということもあり
ます。そういう身体的な原因をきちん
と検索して、除外しなければいけない
と思います。
　それから、高齢の方はたくさんの薬
をあちこちからもらってのんでいるこ
ともしばしばあるので、ほかの薬物の
作用や相互作用は確認していただかな
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いといけないと思います。
　次に実際に薬物をのむときには服薬
管理をきちんとしていただかないとい
けないです。加えて副作用のチェック
も、認知症の方ですから、周りの人が
してあげないと、本人はなかなか気づ
きにくいこともあると思うので、そこ
をきちんとする必要があります。
　最後に４番目として、向精神薬は認
知症のBPSDに適応はないので、適応
外使用であることをきちんと説明し、
同意をいただくことが大事、とリスト
アップされているので、これを確認す
るということです。
　山内　本人の同意が得られない場合
もあるのですね。
　一宮　BPSDがあって薬を使わなけ
ればいけないような状況では、なかな
か本人の同意を得るのは難しいと思い
ます。ですから、少なくとも家族の方
に説明して同意を得ておくことが大事
だと思います。
　山内　先ほどの中では、我々がよく
見かけるのは脱水ではないかという気
がします。高齢者の方は脱水になりや
すい状況にあったうえに、実際に水を
飲まないとか、そういったものがかな
り多いと思いますが、また、確かに感
染も多いですね。できるものは検査を
して、身体的な異常を除外するのが大
事ということですね。
　一宮　おっしゃるとおりだと思いま
す。認知症病棟に身体合併症の治療目

的で入ってくる方のトップ３は１番が
肺炎で、２番が骨折で、３番が今先生
がおっしゃった脱水です。隠れている
脱水を見逃さないのは大事なことだと
思います。
　山内　さて、実際に薬を使う段階で
すが、大枠としてはどういったものが
定められているのでしょうか。
　一宮　今回の質問は抗精神病薬とい
う質問なので、抗精神病薬に絞ってお
話ししたいと思いますが、先ほどのガ
イドラインではポイントを３つ掲げて
います。１つは単剤使用とし、多剤併
用はしないようにする。次に、副作用
が出ていないようであれば、２週間ぐ
らいをめどにして薬効の評価をする。
それから治療目標、例えば妄想を完全
に消すとなるとなかなか難しいことに
なってくるので、症状の完全消退を目
指さないで、ある程度治療目標を低め
にする。妄想的なことはおっしゃりな
がらも、夜はきちんと寝ていただける
とか、そういう目標設定も大事だと思
います。
　山内　ほどほどにといいますか、そ
ういうところなのでしょうね。最初に
あがった単剤に絡みますが、確かに高
齢者は多剤、特に睡眠薬あるいは抗不
安薬などが一緒に入っているケースが
非常に多いようです。このあたりで気
をつけなければならないことは何でし
ょうか。
　一宮　特に高齢の方は不安であると

か眠れないとか、あるいは痛みに伴う
不安感などを訴えるので、どうしても
かかりつけの先生方から抗不安薬とか
睡眠薬が処方されます。これも短期に
使われるのはいいと思うのですが、長
期に漫然と使われると、筋弛緩作用が
起こったり、止めるときに離脱せん妄
が起こったりするので、必要最小限に
使わなくてはいけないかと思います。
　山内　実際に使われる薬剤ですが、
我々としては、リスペリドン、リスパ
ダールを非常に目にするのですが、い
かがでしょう。
　一宮　抗精神病薬には従来、昔から
あるハロペリドールとかクロルプロマ
ジンという定型抗精神病薬というもの
があるのですけれども、これらは副作
用も非常に大きい。あるいは、統合失
調症に使うと陰性症状に効果がないこ
とから、今挙げられたリスペリドンの
ような非定型抗精神病薬というものが
使われるようになっていて、認知症の
方に使う場合も非定型抗精神病薬が使
われることが多いのです。
　ただ、この薬もいろいろ副作用があ
るので注意しなければいけないのです
が、ポイントは３つあります。急性の
錐体外路症状と抗コリン作用、鎮静作
用の３つについて、注意しなくてはい
けないのです。急性の錐体外路症状が
出ると、歩行障害を起こして骨折した
り、嚥下障害を起こして誤嚥したり、

肺炎を起こしたりするので、なるべく
急性の錐体外路症状が出にくいものを
使いたい。抗コリン作用が強いと、せ
ん妄を起こしたり、あるいは認知機能
障害を起こしたりすることがあるので、
やはりこれも少ないほうがいい。そう
すると、アリピプラゾールやリスペリ
ドン、クエチアピンが使いやすいとい
うことになります。
　山内　使用期間に関してはどうなの
でしょうか。
　一宮　使用期間は、なるべく短期間
で、先ほど申し上げたように、２週間
ぐらいをめどに、効いているか効いて
いないかを評価していただく。効果が
あるようでしたら、その量を継続し、
だんだんに減量していって、可能であ
れば中止するというか、終了する。長
期間の漫然投与はしないことが大事な
ポイントであると考えます。
　山内　いずれの薬剤も頓服みたいな
使い方はしないのでしょうか。
　一宮　いや、頓服的な使い方もする
ので、その場合には鎮静作用があった
り、剤形が内用液であったり、使い勝
手のよさを考えると、リスペリドンな
どは比較的使いやすいのと、非定型の
中では古い薬で、皆さんの使用経験が
多いという意味でも、使いやすいのか
なと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン61巻８月号（7 . 2017） （589）  2928 （588） ドクターサロン61巻８月号（7 . 2017）

1708本文.indd   28-29 17/07/19   13:01



いといけないと思います。
　次に実際に薬物をのむときには服薬
管理をきちんとしていただかないとい
けないです。加えて副作用のチェック
も、認知症の方ですから、周りの人が
してあげないと、本人はなかなか気づ
きにくいこともあると思うので、そこ
をきちんとする必要があります。
　最後に４番目として、向精神薬は認
知症のBPSDに適応はないので、適応
外使用であることをきちんと説明し、
同意をいただくことが大事、とリスト
アップされているので、これを確認す
るということです。
　山内　本人の同意が得られない場合
もあるのですね。
　一宮　BPSDがあって薬を使わなけ
ればいけないような状況では、なかな
か本人の同意を得るのは難しいと思い
ます。ですから、少なくとも家族の方
に説明して同意を得ておくことが大事
だと思います。
　山内　先ほどの中では、我々がよく
見かけるのは脱水ではないかという気
がします。高齢者の方は脱水になりや
すい状況にあったうえに、実際に水を
飲まないとか、そういったものがかな
り多いと思いますが、また、確かに感
染も多いですね。できるものは検査を
して、身体的な異常を除外するのが大
事ということですね。
　一宮　おっしゃるとおりだと思いま
す。認知症病棟に身体合併症の治療目

的で入ってくる方のトップ３は１番が
肺炎で、２番が骨折で、３番が今先生
がおっしゃった脱水です。隠れている
脱水を見逃さないのは大事なことだと
思います。
　山内　さて、実際に薬を使う段階で
すが、大枠としてはどういったものが
定められているのでしょうか。
　一宮　今回の質問は抗精神病薬とい
う質問なので、抗精神病薬に絞ってお
話ししたいと思いますが、先ほどのガ
イドラインではポイントを３つ掲げて
います。１つは単剤使用とし、多剤併
用はしないようにする。次に、副作用
が出ていないようであれば、２週間ぐ
らいをめどにして薬効の評価をする。
それから治療目標、例えば妄想を完全
に消すとなるとなかなか難しいことに
なってくるので、症状の完全消退を目
指さないで、ある程度治療目標を低め
にする。妄想的なことはおっしゃりな
がらも、夜はきちんと寝ていただける
とか、そういう目標設定も大事だと思
います。
　山内　ほどほどにといいますか、そ
ういうところなのでしょうね。最初に
あがった単剤に絡みますが、確かに高
齢者は多剤、特に睡眠薬あるいは抗不
安薬などが一緒に入っているケースが
非常に多いようです。このあたりで気
をつけなければならないことは何でし
ょうか。
　一宮　特に高齢の方は不安であると

か眠れないとか、あるいは痛みに伴う
不安感などを訴えるので、どうしても
かかりつけの先生方から抗不安薬とか
睡眠薬が処方されます。これも短期に
使われるのはいいと思うのですが、長
期に漫然と使われると、筋弛緩作用が
起こったり、止めるときに離脱せん妄
が起こったりするので、必要最小限に
使わなくてはいけないかと思います。
　山内　実際に使われる薬剤ですが、
我々としては、リスペリドン、リスパ
ダールを非常に目にするのですが、い
かがでしょう。
　一宮　抗精神病薬には従来、昔から
あるハロペリドールとかクロルプロマ
ジンという定型抗精神病薬というもの
があるのですけれども、これらは副作
用も非常に大きい。あるいは、統合失
調症に使うと陰性症状に効果がないこ
とから、今挙げられたリスペリドンの
ような非定型抗精神病薬というものが
使われるようになっていて、認知症の
方に使う場合も非定型抗精神病薬が使
われることが多いのです。
　ただ、この薬もいろいろ副作用があ
るので注意しなければいけないのです
が、ポイントは３つあります。急性の
錐体外路症状と抗コリン作用、鎮静作
用の３つについて、注意しなくてはい
けないのです。急性の錐体外路症状が
出ると、歩行障害を起こして骨折した
り、嚥下障害を起こして誤嚥したり、

肺炎を起こしたりするので、なるべく
急性の錐体外路症状が出にくいものを
使いたい。抗コリン作用が強いと、せ
ん妄を起こしたり、あるいは認知機能
障害を起こしたりすることがあるので、
やはりこれも少ないほうがいい。そう
すると、アリピプラゾールやリスペリ
ドン、クエチアピンが使いやすいとい
うことになります。
　山内　使用期間に関してはどうなの
でしょうか。
　一宮　使用期間は、なるべく短期間
で、先ほど申し上げたように、２週間
ぐらいをめどに、効いているか効いて
いないかを評価していただく。効果が
あるようでしたら、その量を継続し、
だんだんに減量していって、可能であ
れば中止するというか、終了する。長
期間の漫然投与はしないことが大事な
ポイントであると考えます。
　山内　いずれの薬剤も頓服みたいな
使い方はしないのでしょうか。
　一宮　いや、頓服的な使い方もする
ので、その場合には鎮静作用があった
り、剤形が内用液であったり、使い勝
手のよさを考えると、リスペリドンな
どは比較的使いやすいのと、非定型の
中では古い薬で、皆さんの使用経験が
多いという意味でも、使いやすいのか
なと思います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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