（3）１０５

シンポジウム（第 72 回東邦医学会総会）
総

説

めまい診療における薬物療法の位置づけ
井田裕太郎
東邦大学医療センター大森病院耳鼻咽喉科・助教

要約：めまい診療において，薬物療法は生活指導とリハビリテーションの下支えとなるような存在である
と考えるが，最も多く使われる抗めまい薬は質の高い evidence が乏しいのが現状である．めまい患者の薬
物療法は，その病態を勘案してなされるものであり，適正な診断に基づいてなされなければならない．めま
い

に対する画一的な治療は，治療のタイミングを失わせ慢性化させたり，時にはかえって重症化させたり

する場合もある．しかしながら，実際には診断の確定しがたい場合も少なくない．
可能な限り根拠となる比較試験のデータをもとに，薬物の使い方に留意する必要があると考える．近年発
表された論文等を参考に現状のめまい診療における薬物療法の位置づけについて発表する．また最近のト
ピックであり，めまい診療と密接に関係するベンゾジアゼピン系抗不安薬の依存性や離脱症状についても解
説する．
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ファドールⓇ）がメニエール病を含むめまい疾患に対して，

はじめに

偽薬と比較して自覚症状の有意な改善を認めている．しか

めまい診療における薬物療法は，生活指導や運動療法を

し，平衡機能検査の改善は認めていない．

下支えする役割を担っていると考える．しかしながら，抗

抗めまい薬はめまいの自覚症状を軽減させる目的で急性

めまい薬には質の高い evidence が乏しいのが現状であ

期や亜急性期を中心に用いられるべきであり，平衡機能の

る１）．必ずしも質が高いとは言えないが，多くの抗めまい

改善を目的とした抗めまい薬の長期投与には根拠がない．

２）

薬に関する比較試験が行われ論文として報告されている ．

本邦では betahistine mesilate（分子量 328.41）が 1 日 3

それらを参考とし，耳鼻咽喉科における臨床的な側面から

錠（18 mg）〜6 錠（36 mg）で用いられているが，欧米

めまい診療の薬物療法の位置づけについて論ずる．

では betahistine dihydrochride（分子量 209.12）が 1 日 24〜

めまいに対して使用する薬剤について

48 mg で用いられていることから本邦の betahistine mesilate は 3 錠（18 mg）では効果が少ない可能性がある．
めまいの自覚症状の抑制に，疾患によらず幅広く用いら

抗めまい薬
Ⓡ

ベタヒスチン（メリスロン ）のメニエール病や関連め
まい疾患に関するメタ解析では，ベタヒスチンがめまい発

れているのが 7％ 炭酸水素ナトリウム（メイロンⓇ）の静
脈内投与である．

作の程度や頻度を低下させる効果が示唆されているもの

メイロンはもともと動揺病を予防する薬物として開発さ

の，質の高いエビデンスとは言えないと結論されている．

れたが，現在では急性期のめまいの治療薬として用いられ

日本の比較試験では，ベタヒスチンやジフェニドール
（セ
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しかし，メイロンの抗めまい作用についての比較試験は

して利尿薬が用いられる．

行われておらず，外国ではめまいに対して使用されていな

日本ではメニエール病を対象としたイソソルビドの比較

い日本独自の治療法である．また，その薬理作用について

試験が行われ，メリスロンと比較してめまいの自覚症状を

も不明な点が多い．
（1）血流改善作用，
（2）局所のアシドー

有意に改善している．

シスの是正，
（3）前庭神経系に対する直接作用，
（4）内リン
パ水腫に対する作用によるともいわれる．

は効果がなく，めまいに対する長期的な効果や予防効果に

しかし，最近の全国アンケート調査でも耳鼻咽喉科医，
神経内科医，脳外科医などを問わず，最も効果がある薬物
Ⓡ

イソソルビド（イソバイドⓇ）はメニエール病の難聴に

５）

として半数以上の医師がメイロン を挙げている ．
Ⓡ

このことから，メイロン には臨床経験から抗めまい作

ついても明らかではない．
イソソルビドは浸透圧利尿薬のため，効果発現に時間が
かかる．厚生労働省研究班では，4 週間以上の長期投与を
推奨している．
前庭神経炎においては，前庭神経炎に対するステロイド

用があるものと推定される．
脳循環改善薬

の効果についてのメタ解析では，効果を認めないと結論さ

以前は多くの脳循環代謝改善薬がめまいの治療に用いら

れている．しかし，このうちの質の高い 3 つの比較試験の

れていたが，厚生労働省の再評価の結果，現在，脳梗塞後

メタ解析では，ステロイドは半規管麻痺を発症 1 か月後，

のめまいに適応のある脳循環代謝改善薬は Ibudilast（ケ

12 か月後に有意に改善させるとのエビデンスがある．

Ⓡ

Ⓡ

タス ）と ifenprodil（セロクラール など）のみである．
海外でのランダム化比較試験でめまいに対する有効性が

前庭神経炎に対しては，急性期からステロイドを投与す
ることが望ましい．

報告されている脳循環代謝改善薬は，カルシウム拮抗薬で

前庭機能の回復だけでなく，前庭代償を促進することに

ある flunarizine（フルナールⓇ）であるが，本邦では発売

より，長期的なめまいや QOL の改善が期待できると考え

中止となっている．

られる．
バラアシクロビルの効果を検討した比較試験では，半規

制吐薬
めまいに伴う悪心・嘔吐は，動揺病（乗り物酔い）と同

管麻痺の回復に対して効果がなかったと報告されている．

じメカニズムで発症すると考えられている．

ベンゾジアゼピン系抗不安薬について

抗動揺病薬のメタ解析で evidence があるのは，抗コリ
ン薬である scopolamine の経皮吸収薬である．本邦では発

めまい発作が何度か繰り返されると，患者によっては外

売されていない．抗ヒスタミン薬である dimenhydrinate

出すらできないほどの恐怖感と不安感に襲われる．そのた

（ドラマミンⓇ）も，scoplamineTTS と同等の効果がある

め，肩こりや首のこり，悪心や体の冷えなどの身体症状や

との evidence がある．血管脳関門を通過しない第 2 世代

不眠を招く．その身体症状や不眠がさらに不安感を増悪さ

の抗ヒスタミン薬には効果がない．

せる．抗不安薬はこの悪循環を断つ効果があるため使用さ

本邦における急性期のめまいに伴う悪心・嘔吐の治療は
第 1 世代の抗ヒスタミン薬（dimenhydrinate，diphenhyⓇ

Ⓡ

れる．
不安からくる身体症状は，大半が自律神経症状である．

dramine トラベルミン ，promethazine ピレチア ）を用

めまい発作自体による「症候性不安」と疾患そのものに罹

いる．

患したために起こる「反応性不安」の 2 種類がある．
Ⓡ

，doperidone（ナ
Metoclopramide（プリンペラン など）

抗不安薬によって不安や身体症状が取れてくると，医師

ウゼリンⓇなど）は，CTZ のドーパミン D2 受容体をブロッ

と患者との信頼関係が生じ，とても良い患者-医師関係を

クして制吐作用を示すが，動揺病の嘔吐には効果がない．

形成しやすくなる．

しかし，胃や腸管の蠕動を促進する作用もあり，間接的に

2000 年の前半から，ベンゾジアゼピン系薬剤の長期使

効果がある．セロトニン 5HT3 拮抗薬はめまいに伴う嘔

用に関して，欧米より相次いで使用制限がかかってきてお

吐には効果がない．

り，使用上の注意が喚起されている．その理由は，ベンゾ

各疾患における薬物療法について
BPPV においては，抗めまい薬は頭位めまいの消失を促
進する効果はないとされる．

ジアゼピン系抗不安薬の依存性の問題である．
通常の内服量（常用薬）の反復投与を長期間にわたって
行うと，精神的依存が次第に起こってくる．とくに常用量
の 2 倍の量を 3 か月以上にわたって反復投与すると，身体

一方，BPPV 患者の耳石器機能の左右差に基づくと思わ

的依存も生じてくる．ベンゾジアゼピン系抗不安薬を長期

れるふらつきに対しては，抗めまい薬の効果があると考え

に反復投与し，急激に内服を中断すると，退薬症状（離脱

られる．

症状）が出現する．いわゆる薬物の長期連用による反跳現

メニエール病においては，内リンパ水腫の軽減を目的と

象の 1 つである．
東邦医学会雑誌・2019 年 6 月

めまい薬物療法

退薬症状は，身体症状は投与期間が長いほど生じやすく，
さらに血中半減期の短いものほど比較的早期に依存が生じ
る．すなわち，短時間作用性のベンゾジアゼピン系の使用
に注意が必要ということになる．
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ものであり，適正な診断に基づいてなされなければならな
い．
めまい

に対する画一的な治療は，治療のタイミング

を失わせ慢性化させたり，時にはかえって重症化させたり

退薬症状は，中断して 2〜3 日をピークに，発汗の過多

する場合もある．しかしながら，実際には診断の確定しが

や振戦が出現し，7〜10 日以内に消失する．不眠や不快感

たい場合も少なくない．可能な限り根拠となる比較試験の

の増加，絞扼感，咽頭異物感，冷汗，下肢の脱力感，易刺

データをもとに，薬物の使い方に留意する必要があると考

激性の増加．時にはせん妄，意識混濁，離人症などもみら

える．

れる．

向精神薬については，必要あれば専門科の介入を検討す

実際の診療では，まず，頓服的な服用を勧め，必ず長期

るべきと考える．

連用による依存性の可能性を一言述べる．長期連用になっ
た場合は，いきなりは減量せずに，緩徐に減らすことをお
勧めする．

interest（COI）は存在しない．

具体的には，1 日 3 回の内服を 1〜2 週ごとに 2 回に減
らし，離脱症候群がないかどうか確認．もし出なければ，
1 日 1〜2 回の内服に減らす．
このとき，長時間作用や超長時間作用の薬剤に置き換え，
さらに 1 日おきにするなどして離脱する．必要あれば，非
ベンゾジアゼピン系抗不安薬や SSRI 等に変更を検討す
る．
精神科や心療内科との連携も検討する．

おわりに
めまい患者の薬物療法は，その病態を勘案してなされる
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