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第18回：2006年版向精神薬等価換算

稲垣

中本．

稲田俊也＊＊

ではまだ未公表のままである。このほか，わが国
I．は じ め に

では現在使用されなくなったものの海外では多く

の国で代表的な抗パーキンソン薬（抗パ薬）とし

本連載は創刊号から第2巻第4号まで13回にわ

て使周．されているbenztropineや，わが国で現在

たって1998年までのわが国の臨床現場で使用され

臨床試験中である治療抵抗性統合失調症の治療薬

ていた向精神薬を対象として，それらの各薬剤の

であるclozapineの換算値についてもこれまで十

等価換算について紹介し，それ以降に使用可能と
なった薬剤については今日までに断続的に4回に
わたって連載してきた。しかしながら，これまで
の連載で検討の対象となったのは4種類の新規抗

分な検討を行ってはいないが，これらを明らかに
・すれば，海外文献を参照したり，海外と共同研究

精神病薬，すなわちquetiapine，PerOSPirone，

れることもあるので，その有属性は高い。さら

olanzapine，aripiprazoleのみである。選択的セロ

に，著者らはかつて第4巻5号の本誌において

トニン再取り込み阻害薬（SSH）やセロ．トニン
・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（SN榊）

quetiapineの等価換算iについて議論したことがあ

をはじめとしたその他の新規向精神薬については
これまで十分な換算根拠の提示を行ったことはな
い。しかし，・これらの新規向清神薬の等価換算に

の換算値とは異なる換算値が提唱されている。
これらの状況に鑑みて，今回より著者らは本道
・我のつづぎとして，まず，これまで十分な等価換

ついても，換算値のみならずその臨床精神薬理学

算の根拠を提示してこなかったHuvoxamine，

的な換算根拠を提示することの必要性が指摘され
てきたのである。わが国では老年期精神障害や器

benztropine，tiapride，Clozapineの8種類の向精

質性精神障害，あるいはジスキネジアの治療目的

を行う際に有用である。中でもbenztropineに関

しては，抗パ薬の等価換算における基準薬物とさ

るが，発表後に上島ら6），秋本らl）によって著者ら

ParOXe血e，milnacipran，Sertraline，Clobazam，

でベンザミド系に属するdaprideが発売されてい

神薬の等価換算についての検討結果を紹介し，加
えてさまざまな換算値が提唱されている

るが，その等価換算についての検討結果も本連載

quetiapineについて最近のEBMの視点から考察

し，著者らの換算根拠を明確に紹介する予定であ
Dose equivalence ofPsychotropicDmgs・PaItXⅥII‥Dose

る。

EquivaIenceofPsychotropicDmgs：20061Tersion・
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等価換算は日常臨床における切り替えなどに際
しての臨床有用性が高いことから，現時点で著者
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らが最も妥当と考えている上記8種類の薬剤の換
算値を含めた2006年度版向精神薬等価換算表を簡
単な解説を添えてここに示す。なお，1つ1つの

薬剤に関する詳細な換算値の決定根拠は追って紹
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表1 抗精神病薬の等価換算表一稲垣・稲田2006年版−
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thioridazine（発売中止）

mosapramine

tiaprideの換算値も掲載した方が等価換算表とし

介していく予定である。

ての臨床的有用性が高まると思われた。そこで，

H．抗精神病薬の等価換算

今回の換算表では，器質性精神病，あるいは
BPSD患者を対象としたtiaprideの二重盲検比較
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表1に現時点において著者らが最も妥当性が高
いと考えている抗精神病薬の等価換算表を示し

試験のデータを検索・参照してその換算値を決定

た。現在，わが国では30種類の抗精神病薬（特効

Clozapineに関しては，わが国でも1970年代前

性抗精神病薬を除く）が使用できるが これまで

半にthioridazineとhaloperidolを対照薬とした二

本連載ではtiaprideの等価換算について取り扱っ

重盲検試験Il・12）が実施されたことがあり，当初は

てこなかった。というのは，tiaprideは原則的に

これらのデータに基づいて換算値を検討した。し

は器質性精神病やBPSD（BehavioralandPsy車0−

かしながら，これらの臨床試験では統計学的に有

10gicalSymptoms ofDementia）に相当する症状

意な差はみられなかったものの，対照薬よりclo−

を呈する患者，あるいは特発性ジスキネジア，パ
ーキンソニズムに伴うジスキネジア患者のみを投

zapineの有効率の方が10％近く高かったので，こ

与対象としており，わが国ではもちろん，海外に
おいても統合失調症をはじめとした内因性精神病

は難しいと判断し，今回の換算表では海外で実施

を対象とした臨床試験が行われてこなかったため
である。内因性精神病を対象とした臨床試験が行

わが国の臨床試験の結果とも大きな矛盾のみられ

した。

れらのみによって「等価な」換算値を決定するの
された臨床試験と文献レビューの結果をもとに，

ない換算値を採用した。

われていないのであれば，そもそも抗精神病作用
の力価を総合勘こ評価した等価換算表に掲載する

risperidoneやolanzapineなどの他の非定型抗締

べきではないという見解はもちろんあり得る。し

神病薬に比較して圧倒的に根拠となる臨床試験の

かしながら，少数ながらtiaprideの換算値を掲載

数が少ない中，上島ら6），秋本ら1）によって異なる

した換算表が存在し7・9），またわが国ではしばしば

換算値が提唱されている。一方で，近年英米で公

重症の遅発性ジスキネジア患者にtiaprideが授与

表されたガイドラインやアルゴリズムの中には非

されることがあったという現実を考慮すると，

定型抗精神病薬の換算値を掲載しない換算表も存
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表2

特効性抗精神病薬の等価換算表二稲垣・稲田2006年版一

経口抗清祁病薬

蒔効性抗箱神病薬

ChlorprPmaZinelOOmg／日

＝haloperido12mg／日
＝Huphenazine

2mg／

＝Huphenazineenanthate（発売中止）
日

＝nuphenazinedecanoate

7．5mg，′

2週

7．5mg／2週

＝haloperidol、decanoate15mg．！2週

表3 桑原性錐体外路症状に対する抗パーキンソン薬の

在するようになってきている2・5・8）。．著者らも改め

てさまざまな文献を集め検討したが，少なくとも

等価換算表一稲垣・稲田2006年版一

本稿執筆時点では著者らが当初提唱した換算値を

amantadine

変更するに十分な根拠があると考えるまでには至
らなかづた。これらの議論がなされる背景と非走

車nztropine（発売中止）

100
1

biperiden

型抗精神病薬そのものの換算値が掲載されなくな
／￣った背景については，今後の連載において報告し
たいと考えている。
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表2に現時点において著者らが最も妥当性が高
いと考えている特効性抗精神病薬の等価換算表を
表4

示した。1999年以降，今日までに新しい特効性抗

精神病薬がわが国には導入されてはおらず，また
換算値の再検討につながるような臨床試験結果も

0
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皿．特効性抗精神病薬の等価換算

抗うつ葉の等価換算表一稲垣・稲田2006年版−
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Ⅳ．抗パーキンソン薬の等価換算
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1999年以降，薬剤性錐体外路症状の治療を目的
としてわが国に新たに導入された抗パ薬はない

O
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O
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表3に現時点において著者らが最も妥当性が高
いと考えている抗パ薬の等価換算表を示した。

benztropineの換算値を掲載する臨床的有用性は
高いと考えられるので，benztropineの換算値に

状を対象としたbenZtrOpineの臨床試験は3試験

ついても検討し，収載した。

のみであった。かつてのわが国でもbenztropine

著者らの調査した限りでは，薬剤性錐体外路症
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表5 抗不安薬・睡眠薬の等価換算一稲垣・稲田2006年版−
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これら3試験はいずれも海外で実施されたもので

てすでに確固たる地位を占めるに至っている。

あって，わが国で行われた臨床試験は1つも存在
しなかった。これらはいずれも無作為割付試験で
はあるが このうち二重盲検試験ではなかったも
のが1つ存在し，投与量と治療効果の関連に関す

わが国ではこれらの新規抗うつ薬の関与したう
つ病，あるいはうつ状態の患者を対象とした二重
盲検試験がすでに12試験報告されているが，これ

る記述も必ずしも十分とはいえなかった。表3に

らのデータのみでは換算値を決定する根拠として
は必ずしも十分とまではいえないので，海外にお

示したbenztropineの換算値は3つの臨床試験の

ける臨床試験データも参考として各薬剤の換算値

結果と文献レビューの結果に基づいて決定したも

を決定した。表4は著者らの作成した2006年版の

のである。Benztropineの換算値決定に至る詳細

抗うつ薬の等価換算表である。以前に，2001年版

は，別の機会に記す予定である。

換算表として著者らが公表したHuvoxamine，
parox＿etine，milnacipranの換算値に加え10），表4

V．抗うつ薬の等価換算

の換算表ではsertralineが新たに加わり，また
milnacipranの換算値が150から10．0に修正されて

いる。この換算値変更の根拠については別の機会

1999年より今日までにHuvoxamine，parOXe−

国に登場したが，これらに加えて，近いうちに

に紹介する予定であるが 最近5年間に公表され
た二重盲検比較試験の結果も含めて検討を行った

sertralineも上市される見込みである。これらの

結果である。

tine，milnacipranの3種類の新規抗うつ薬がわが

新規抗うつ薬はSSRI，あるいはSNRIと呼ばれ

るカテゴリーに属し，わが国のうつ病治療におい
（150）1446
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属量 その決め方と変え方．臨床清神薬理，8：
Il199−1207，2005・

Ⅵ．抗不安薬・睡眠薬の等価換算

2）；American Psychiatric Association：Prac丘ce

Iguideline for me treatment ofpatients with

1999年以降

今日までにわが国にzoIpidem，

schizophrenia，SeCOndedition・Am・J・Psychiatry，

quazepam，Clobazamの3・種類のベシゾジアゼピ

ン系製剤が導入された。Zobidehとquazepam

に関しては，本連載の第12回および第13回で；当

時すでに発表されていた臨床試験の論文の記載に

基づいて換算値を呈示しているので，ここ・では
cIobazamの換算値とその設定根拠についてのみ

検討する。わが国ではclobazamは他の抗てんか†

ん薬と組み合わせた上で，てんかんの治療を目的
とした処方のみしか許容されていないが，少なく
／へとも一部の外国では不安に対する短期間の処方も
許容されている掴）ようなので，今回作成した表・5

の等価換算表に換算値を収載した。●C馳走の埠

．換算値の決定に際しては；・①1980年代に報告され

たわが国における各種神経症を対象とした2つの
二重盲検試験と，②海外におけるさまざまな二重

与61（2Suppl．）：1−56，2004・
3）Bazire，S，：PsyChotropicsDmgDirectory2005・
龍vepin，Salisbury，2005・

4）British．MedicalAssociation andRoyalIPharma：
一Ceutical Sociebr Of Great Britain：British Na−

tionalFOrmulary49．London，2005・

5）稲垣中，稲田俊也：各種ガイドライン等におけ
る抗精神病薬の等価換算．各種ガイドライン・
アルゴリズムから学ぶ統合失調症の薬物療法
（稲田俊也編），pp．69−85，アルク出版，東京，
2006．

6）上島国利，宍倉久里江：非定型抗精神病薬
，quetiapineの等価換算値および至適用量につい
て．臨床精神薬理，7：13、85−1389，2004．
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盲検試験，そして③文献レビューの3通りの情報
に基づいて総合的に判断して換算値を決定した。
その詳細については，今後この連載の中で詳述す
る予定である。

8）一Lehman，A．F．，Kreyenbuhl，J．，Buchanan，R．W，

なお，以前著者らの作成した等価換算表におい
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ては，tandospironeの換算値が他の抗不安薬・睡

for the dosage of netlrOleptics．I：Chlorpro一
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・104，1989．
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ピン作動薬と作眉機序が異なり，根本的に異質な
治療薬であるにもかかわらず，このような記載を
すると一部の読者に無用の誤解を与えたり，機械
的な切り替えが行われる可能性があることを考慮
し，2006年版よりtandospironeの値は括弧付き
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