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 ベンゾジアゼピン (BDZ) は認知症のリスクを高めるのか
2020 年 6 月号 AJP 掲載の論文 
                                                                                                                       はデンマーク高齢者約 26 万人のよく統制された
研究であり BDZ 使用は認知症リスクを高めないとの結論であった。これまでの老年精神科医の BDZ についての不安・常識を
覆す内容であったので、9 月の CRRC セミナーで紹介したが、他のことをしゃべってしまい時間が足りなくなってしまった。
重要な論文と思われるので CRRC たよりにおいて紹介しておきたい。

1.ベンゾジアゼピン (BDZ) の作用部位
GABA は中枢神経系の主要な 抑制性神経
伝達物質で、GABA 受容体にはイオン
チャネル型の GABAA 受容体と代謝型の
GABAB 受容体がある。GABAA 受容体は、
 GABAA 受容体 -BDZ 受容体 -Cl イオン
チャネル複合体を形成している。GABA
が GABAA 受容体に結合すると、Cl イオン

（Cl-）が細胞内流入し、細胞内のマイナス
電荷が増えて過分極状態となり神経興奮
が抑制される。ベンゾジアゼピン系薬
(BDZ) は複合体上のベンゾジアゼピン受容
体を介して、GABA と GABAA 受容体の
結合力を強めることで、Cl イオンチャ
ネルの開口頻度が増加し過分極が強化
される。すなわち、BDZ は、ベンゾジア
ゼピン受容体を介して GABAA 受容体の
働きを高める。

2.BDZ が広く用いられるようになった理由
1903 年にバルビタールが開発され、バル
ビツール酸系睡眠薬は優れた睡眠効果から
慢性的な不眠症患者に頻繁に処方されてき
た。しかし、連用による依存の形成、耐性
が出現するため服用量を増加しなければならないこと、さらにバルビツール酸系薬剤には大量服用による呼吸抑制があり、
OD（over dose) によって昏睡状態・死に至る患者が後を絶たなかった。1961 年に BDZ のクロルジアゼポキシド（商品名：
コントール、バランス）が発売されると、その安全性の高さが評価され、ニトラゼパム（商品名：ネルボン、ベンザリン）、
フルニトラゼパム（商品名：ロヒプノール）など、作用時間の長さの違いなど様々な特徴をもつ BDZ 睡眠薬が開発された。
バルビツール酸系睡眠薬の作用するバルビツール酸受容体は、クロライド（Cl-）チャネルに結合部位がある。バルビツール
酸系睡眠薬は、少量では GABAA 受容体を介してクロライド（Cl-）チャネルに作用するため、BDZ と作用は似ているが、大量
投与では直接 Cl イオンチャネルに作用し、Cl- の細胞内流入を増加させる。BDZ のように受容体が飽和することはないので、
服用量が増えるほど Cl イオンチャネルに対する作用が強くなり、延髄の呼吸中枢が抑制されて死に至る。
一方、BDZ は GABAA 受容体を介した作用しかない。大量服用しても、ベンゾジアゼピン受容体が飽和すればそれ以上の効果
は発揮されないので、BDZ は、バルビツール酸系と比較して安全性が高い。

3.BDZ と Z薬剤
BDZ の作用として、1. 抗不安作用、2. 睡眠作用、3. 筋弛緩作用、4. 抗けいれん作用が知られており、同時に副作用として、
1. 依存性、2. 認知機能低下が言われてきた。
BDZ の短所を補う Z drug が開発された。BDZ に類似した作用を持つ非ベンゾジアゼピン系の医薬品で、不眠症の治療に用い
られるザレプロン（ソナタ）、ゾルピデム ( マイスリー )、ゾピクロン（アモバン）、エスゾピクロン（ルネスタ）などの Z の
文字で始まる睡眠導入剤。
不安・緊張に対して、BDZ、Z-drug、GABA 作動薬 (gabapentin)、SSRI、抗精神病薬などをどのように使用するのか考えてみ
たい。
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4.
BDZ は多くの患者を助けてきた。たとえば agoraphobia の女性患者は alprazolam で救われた。パニック発作、社会不安、刺激
性大腸 (irritable bowel syndrome) で数十年困っていた内科医は clonazepam と alprazolam 屯用で救われた。しかしながら多く
の医師は BDZ 処方に対する不安を持っている
一般人口の 1/6 は不安素因を持って生まれており、様々な状況で不安状態となり社会生活に支障を経験する。このような人たち
に対する confort と relief を与えうる薬剤として BDZ がある。もちろん不安に対する CBT は正しいが・・・
BDZ は、Brief intervention for acute distress, as-needed use for a phobic anxiety, transient insomnia には有用
BDZ を控えるべきは、persisting distress resulting from a personality disorder or for patients with known current or past 
substance use disorder
治療薬は両刃の剣であり、BDZ にも代用物があるかないかで判断すべき。うつ状態に対して新しい GABA 作動薬 (gabapentin, 
tiagabine) が使用され始めているが、BDZ の代用となりうるのかどうか。BDZ の代わりに低用量 SGA(quetiapine) は ?。SSRI は
persisting anxiety に対して BDZ の代用となりうるが、この両者の使用方法は正反対である。SSRI は十分量、十分な期間の使用
が薦められるが、BDZ には低用量、短期間が薦められている。
Abuse liability, cognitive impairment, physical dependence への問題は未解決である

5.
これまで Benzodiazepines(BDZ) の長期使用は認知症を惹起するとの考えがあった。これは、BDZ が記憶機能に悪影響を及ぼす
こと、臨床的にもメタ解析でもBDZの使用が記憶特に短期記憶に障害を及ぼし薬剤をやめると回復することなどが知られている。
その機序として GABAA-BDZ 受容体の Cl イオンチャネルを介した作用が考えられており、BDZ の感受性には個体差があるとも言
われてきた。
2012 年に Gallacher が、初期認知症患者男性についての前向き研究を行い、BDZ の使用と認知症リスクとの関連を指摘した
(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 )。この研究では BDZ 用量依存性は示されていなかったが、
この研究以降 BDZ 使用が認知症を惹起する可能性が言われ始めた。
3 か月以上の BDZ 使用と認知症発症率との関係も報告されたが、この研究では認知症の診断方法は十分ではなく面接や検査が
なされていない (                                                                             )。そして丹念に探すと、BDZ 使用が認知症発症リスクをあげ
ないとする以下の報告がある。

今回の大規模研究は BDZ(Z-drug を含めて ) の使用は認知症の発症とは関連がないとの結果であった。むしろ BDZ 使用は認知症
の発症を予防している可能性さえありうるとの報告であった。
中高年者にとってメモリークリニックは不安を引き起こす体験であろう。昔の Age Associated Memory Impairment(AAMI) は今
では Mild Cognitive Impairment(MCI) と呼ばれるが、MCI の 80% は AD に発展しないとされている。記憶力低下に対する不安
は皆が有している。不安を持っている中高年者には低用量の BDZ による抗不安作用が加齢によるストレスを軽減することによ
り AD の発症を遅らせるとの可能性も十分にありうることから短期間の低用量 BDZ 使用はむしろ推奨すべきという意見もある。

6.
 
最後に最も重要な論文の結果のみを紹介しておく。実際のデータは本論文の表 1 ～表 3 を見てほしい。要約すると、BDZ 使用
は認知機能に悪影響を与えるが、投与を止めるとその悪影響は消失することから高齢者への認知症のリスクを高めることはない
との結論がまとめられている。
結果
対象者の 75.9% が BDZ/Z-drug を使用。63.1% が研究開始以前に使用していた。大部分 55.7% が BDZ と Z-drug の両方を使用
しており zopiclone, oxazepam, diazepam が多かった。13%(N=31431) は他の抗不安薬を使用していた。
6.1 年間の観察で 4.2% が認知症になった。認知症を発症した人は、70 歳以上、少ない教育歴、やもめ、糖尿病 / 循環系疾患を
持つ人に多かった ( 表 1)。
BDZ/Z-drug 使用は認知症のリスクを挙げていなかった。最初の 2 年間ではむしろ BDZ 使用はリスクを下げていた ( 表 2)。
ベースラインでの BDZ/Z-drug の処方頻度や容量は認知症の発症と無関係であった ( 表 3)
投薬の時期、長短作用 BDZ 差なども含めて、BDZ、Z-drug、他の抗不安薬のいずれも認知症の発症と関係はなかった。
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