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節:12.3±7.2歳,平均服薬期間 16.T十5..rlIFl.平均服薬

慶 (CP換算)988.9±724.7mgで‥甑老本人の同窓

を得られた者のみを対象とした.急性期は病状が安定 し

ておらず,服薬内容もかわるので,服薬内容が一定 して,

病状が安定 した慢性分裂病患者を対象とした.採血は早

朝空腹時に行い,インスリン,プロラクチン,総 コレス

テロ-ル (TC), トリダリせ りド (TG)を毎月3カ月

間測定 した.換遼デ-タは3回の平均値をとった.肥満

度は,平田法で標準体蚤を纂出 し 標準体重より何%登

いかで示 した.

結果は,インスリンと TGとの関係を調べたところ

10.水準で有意左相関が711-'I豆二tr-0,741,p<0,()1),

イソスuソは直接肝膜に働 きかけ TGの合成,分泌を

促進させることが知られている.次に,女性患者におい

てインスリンと肥満度との関係を調べたところ,5%水

準で有意な相関かふと一再豆二Lrs-0.708,pく().051. (

ンスリソはB旨肪細胞に作周 し 血中の TGの取 り込み

と細胞内蓄積を促進 し脂肪量を増加させる,男性患者で

もインスリンと肥満度との問に5%水準で有意な相関が

みられた (rs-0.554,p<0.05)那,ある程度の肥満に

なるとそれ以上はインスリン値が増えても肥満度は増加

せず糖尿病になる傾向がみられた.-磯 に,男性肥満,

卜半身肥満.内臓脂肪型肥満および女性肥満, 卜半身肥

満,皮下脂肪型肥満はそれぞれ同義約に称されておりテ

前者が後者に比べて合併症を有する頻度が高いと言われ

ている.以前,われわれは,糖尿病の羅患率は身性より

も男性患者で高いことを報告 しているが,これは男性患

者は女性患者に比べて,内臓蓄積型肥満が多いためと考

えられた.さらに,プロラクチンとインスリンとの関係

を調べたところ有意な傾向が認められた 行-0.339,p<

轡を直接受けることが知られており,抗精神病薬服鳳患

者では,抗精神病薬か摂食中榔 二麿操作1-‡=∴(ン.ち-上′

の分泌が促進されたと考えられた,

これらのことから,抗精神病薬服周I艶者では,抗櫓神

病薬が摂食中枢に直接作用 しインスリンを上昇させ,イ

ンスリンは肝臓をこ働き TG値を上昇させ高 TG血症を

発生させ,イソスリンはまた肥満細胞に働いて TGの

取 り込みと細胞音標を促進 して肥満を発生させるが,男

性でよくみられる内膳蓄積型肥満では糖尿病を発生 しや

すいのではないかと考えられた.

6日23Ⅰ-IMPSPECTで脳血流低下を認めた非
24時間睡眠覚醒 リズム症候群の 1例

高橋 誠 ･横山 知行
飯田 展 (新潟大学構押掛)

小田野行男 ･高橋 直也 (新潟大学放射線科)

【は じめに】非24時間睡眠覚醒 リズム症候群は,正常

な24時間周期の環境下において陸眠覚醒等の概 日リズム

が25時間前後の蔦由継続状態 (ブリ--ラソニソダ･リズ

ム)を屋するものであり,その治療には高照度光療法や

ビタミン B12授与が有効とされている.奉疾患の生物

学的要因としては,生体 ljガ ム の同調障害が推寵されて

いるが,画像診断の上から こ の 疾 患をとりあげた報告は

みあたらない.今回我利豊,轟照度光療法で改善 した非

2唾時間睡眠覚醒 リズム障害の患者に対 して,この療法の

前後に 123レIMPSPECTを施行 したので,ここにその

結果を報告する.

【症例】15歳身軽め率 1の頃より次第に睡眠時問が不

規則となり,深夜までテレビやラジオに熱中する宵っ張

りの生活が始まった.その後腹痛,便秘,不登校が出現

し1993年 1月21日,S病院 リエゾン精神科を受診.壁

活 リズムの矯正を目的とした入院治療や triazo王am,

mecobaiamin等の薬物治療が試みられたが改善はみら

れなかった.ま994年4月,B高校に入学,その後の睡

眠記録よりラ平均約 24.9時間の非24時間睡眠覚醒周期

がみられたため,高照度光療法を行 う目的で7月27日,

N大学医学部付属病院に入院 した.

入院後開始 した高照度光療法の結果, 午後11時-午前

O時に人眠 Ll‖拍5時--6時に覚醒十/:'とい･-1Liは規則

的な生活 リズムが出現 L,睡眠覚醒 1jズムは正常化 した

と判断されたたムL).9F:130LJ退院 した.

【SPECT所見】泰症例の脱血流分布を評価する目的

で高照度光療法の前後をこ123HMPSPECTを行った.

SEPCT の実施にあたり,素人と家族には研究目的の検

査であることを説明し,書面で同意を得た.

光療法開始前の SPECTでは両側小脳,脳幹部,両

側後頭葉皮質の脳底動脈支配領域に低血流がみられたが,

光療法により陵眠覚醒 リズム改善後の SPECTでは こ

れらの領域の血流は改善 していた,

【考察】本症例は14歳時に顕在化 した非24時間睡眠覚

醒 リズム症候群であり,高照度光療法の施行より陵眠覚

醒 リズムの正常化が得

SPIl:Crて.両側小脳,

■
治療開始前に行われた

両側後頭葉皮質を中心

とした脳底動脈の潅流領域に血流低下を認め,睡眠覚醒

リズムの改善後これらの領域の血流低下は改善 したこと



学 会 記 事

から,これらの所見は,視床下部,松果体等の概 日リズ

ム中枢の顔能低下を反映 したものと推察 された.

7)アル コ-ル病棟での治療 が有効であったペ

ンタゾシン依存症の 1例

松井 征二 ･和泉 頗淡 く河 渡 病 院)

症例は現在50歳の女性.高卒後家出をし,21歳からN

市でホステスとして働いた.27歳で結婚,長女を出産 し

たが32歳で離婚 した.その後,医療関係者と内縁関係に

なり,仕事をやめ同居 した.35歳頃から原因不明の激 し

い腹痛発作を反復 し,ペソタブシソの注射を受けるよう

になった.40歳頃には,遠田注射を受け,明らかな精神

依存となっていた.-日使用慶が 60mgを超え日常生

活にも支障をきたすようになったため,Ⅹ年10月N大学

精神科を初診 した,

即時の断薬をすすめられたが,複雑な環境要因から果

たせず,週一度の個人精神療法を受け,断薬-の意志を

固める作業が行なわれた.この間ペンタゾシン 30mg～

150mg/日を使周 していた.X+2年10月同居者の境遇

の変化もきっかけとなり,完全な断案をめざしN大学構

神村に入院 した.

入院当日の夜から,自律神経症状,イライラ,不眠き

りには離脱せん妄を伴った,離脱症侯群が約 2週間みら

れた.その後の2週間を開放病棟で過ごし,断薬を響っ

て退院 した. しか し,退院後2週間でペソタゾシソ再使

札 使明星も入院前日叶最にな-･､てい--,た.

個人椅押療法には限界があり,薬物治療プログラムを

受ける必要があると判断され Ⅹ+3年 6月K病院アル

コ-ル病棟に入院 した.入院期間,離脱症状出現の経過

も前回入院とほぼ同様であったが,治療の中心は病棟プ

ログラムに参加することであると規定され 退院後 も2

丸鋸こわたりアルコ-ル病棟プログラムに連日参加 した.

ペンタゾシン再健周の兆 しはみられず,蕊+3年12月ま

で断章を継続 している.

アルコール病棟は,患者は依存症のみ,研修中心,負

治会組織の存在,主治医の関与が少ない,退院後 も研修

を通 して病棟とのつながりがあるといった特徴を有 して

いる.一般の締押掛病棟が,特に主治医一患者の縦の二

者関係を主体に運営 されているのに対 し アルコ-ル病

棟では,自治会を中心とした患者同士の横のつながり,

すなわち三者開陳が大きな意味を持ち,全体として集団

療法的枠組んが基本になっている.

症例の対人関係の持ち方は,アルコ-ル病棟入院を翼
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機として大きく変化 した. 入院前は.同居者LL-_(T)関係は

をこ気を配 りおどおどし,他の人々の関係はほとんどなく

壁を作って孤立 していた.さまざまな生活上の苦 しみか

ら,薬物に依存することのみで救われていた構造であっ

た.

退院後は,同居者との関係も相手の気持ちを考え思い

やるといった相互の関係をこ変化 した,おどおどしたとこ

ろがな くなり,同居者をこ対 して批判や反抗もできるよう

になった.

この関係性の変化が新薬をこつながったものであり,莱

物に依存する構造-採護 ･支配-従属の関係を変えるに

あたって,アルコ-ル病棟が大きな役割を果た したと考

えられる.

8)病的多飲水患者の検討 (第≡報)

-塵症度 と精神症状との相関 について-
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Ⅰ.は じめに

我々は精神科領域において水分の過剰摂取がみられる

病魔を ｢病的多飲凍｣と呼ぶこととし, これまでに多施

設における調査から以下の結果を得た.

ま)248名が病的多飲水患者と診断され, 期間有病率は

1,000人あたi)129人であー.,た.

2) 病的多飲水患者全体の 3.2%,車等慶以上の重症多

飲水患者の8.8,%が調査期間中に死亡 していた.

31 重症度が増すに従って閉鎖病棟に入院 している患者

が有意に多く認められた.

4) 病的多飲水患者は署護困難であるとともに,治療困

難な症例が多いことが認められた.

Ⅲ.目的

病的多飲水患者の重症度は,身休医学的側面が主では

あるが,知能および締神症状の程度などの精神医学的側

面も関与 していると考えられる.そこで今回病的多飲凍


