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臨床試験の登録公開制度─医学雑誌編集者国際委員会（ICMJE）の声明を受けて

小児・青年期うつ病性障害に対する
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Abstract
Background：SSRIs（selective serotonin reuptake inhibitors）have recently been banned from use in children
and adolescents（below 18 years）for their possible causality of suicidal thoughts and attempts. This was based
on evidence from clinical trials on these age groups.
Purpose：To clarify the clinical needs of trials of SSRIs on depressed children and adolescents.
Method：Non-systematic literature review.
Results：
1．The psychiatric comorbidities of depression in children and adolescents present some difficulties in terms
of pharmacological treatments because of the uncertainty of the target condition. Oftentimes it is difficult to
pinpoint which specific condition should be treated.
2．Many cases of depression in children and adolescents are bipolar in nature. Thus, we should not conduct
clinical trials of antidepressants, including SSRIs, using a combination of monopolar and bipolar populations.
Conclusion：Clinical trials with SSRIs depression of children and adolescents have been needless. Before
putting SSRIs into trials, we must first establish cumulative database of observational studies of administering
SSRIs to children and adolescents.
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念は果たして確立しているといえるのかどうか，

はじめに

ということである．本稿では，paroxetine の研究
報告を概観しつつ，小児うつ病の疾患概念につい

選択的セロトニン再取込み阻害薬（selective

て考察する．

serotonin reuptake inhibitor：SSRI）は比較的新

1． SSRI と自殺

しい抗うつ薬であり，欧米では 1980 年代末から
1990年代前半にかけて承認され，日本では1999年
に fluvoxamine maleate（Luvox Ñ，Depromel Ñ），
Ñ

うつ病性障害では自殺の危険性があることは広

2000 年に paroxetine（Paxil ）が発売された．効

く知られている．自殺はうつ状態が改善してくる

能・効果はうつ病・うつ状態の他，fluvoxamine は

経過で行動の抑制が取れて実行に移されることが

強迫性障害，paroxetine はパニック障害とされて

多く，うつ病の薬物療法では必ず，自殺の可能性

いる．小児については国内で有効性・安全性検証

を高めることがないかどうかが課題となる．SSRI

試験は行われていないが，欧米では未成年者の使

は，攻撃性・衝動性の生物学的基礎にセロトニン

用が広がり，研究論文も数多く報告されてきた．

作動系の異常が示唆されている 7） こともあり，境

2001年以降，患者団体が重篤な離脱反応につい

界性人格障害や精神遅滞における攻撃性・衝動性

て訴訟を起こし，これら重篤な副作用についての

に対する治療薬としても検討されてきた 8，9）．した

英国BBCテレビの連続番組が話題となり，2003年

がって，SSRI はうつ病性障害の治療においては，

には18歳未満の大うつ病性障害患者への投与につ

うつ状態の回復期における自傷・自殺に関しては

いて英国・日本では禁忌とされ，米国では使用し

促進的に働く可能性がある反面，自傷・自殺を攻

ないようにとの勧告が出された．2004 年 6 月には

撃性・衝動性という側面から考えた場合には，自

米ニューヨーク州検事総長・Eliot Spitzer 氏によ

傷・自殺に関して抑制的に働く可能性もあるので

り，paroxetine の臨床試験データの隠匿

1）

があっ

ある．（なお，SSRI 服用者の衝動性・攻撃性が自

たとの提訴がなされ ，その後約1ヶ月ほどで急速

傷・自殺といった自己に向かうのではなく，他者

に和解に至ったことが契機となって，医学雑誌編

に向く可能性も論議されてきたが，これを否定す

集者国際委員会（International Committee of

る見解もある 10）．）

2）

Medical Journal Editors：ICMJE）の臨床試験登
録に関する声明

3）

4）

SSRI には，すでに 1990 年に fluoxetine 服用中

が出された ．この声明は 2004

の 6 例に強い自殺念慮が見られたという症例集積

年 6 月 中 か ら 準 備 さ れ て い た が 5 ）， M e d i c a l

研究 11） があり，これを嚆矢として，SSRI と自殺

Journal of Australia（MJA）誌の web 版上で 9 月

衝動，攻撃性に関する論議が間断なく1999年ごろ

8 日に early release として公式発表される前に

まで続いている 12）．その後，2003 年 6 月，英国で

誤って web 公開され，それに呼応して Journal of

は保健省が 18 歳未満の大うつ病性障害に対する

American Medical Association（JAMA）誌がearly

p a r o x e t i n e 投与を禁忌としたことにはじまり，

releaseを報じることとなり，このニュースは世界

sertraline，citazoplam，fluvoxamine（以上は

を駆け巡った．

S S R I ）， v e n l a f a x a n e （ 本 剤 は s e l e c t i v e

日本の臨床家の間では，小児うつ病に有効な

norepinephrine reuptake inhibitor：SNRI）にも自

S S R I が禁忌となり，小児データが無い

傷・自殺念慮の発現率が高いことから禁忌措置が

fluvoxamine や有効性が認められず副作用の多い

取られた 6）．

三環系抗うつ薬を使用せざるを得ないことに苦慮
6）

paroxetine の有害事象については，昨年 11 月に

する声もあるが ，一連の報道から筆者が疑問を

来日した Social Audit の Charles Medawar 氏が，

抱いたのは，そもそも小児のうつ病という疾患概

コクラン共同計画の創設に関わったことで知られ
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る臨床薬理学者 Andrew Herxheimer 氏とともに
論文をまとめ

13）

，英国規制当局に対して働きかけ

を行った．これについては，Medawar 氏の近著

14）

て，後に双極À型障害と診断された 22）といった臨
床診断の妥当性の問題を抱えており，小児・青年
期のうつ病性障害の診断でも，うつ病性障害と臨

に詳細がまとめられているが，ここでは本剤の問

床診断したもののうちのかなりの部分が，実際は

題点として，同氏らは自殺念慮以外にも依存性，

双極性障害なのではないのかといった疑問が残

離脱症状などを挙げていることを指摘するに留め

る．これは小児期発症の双極性障害では，再発率

る．

が高く，不安障害や物質乱用の合併が多く，自殺
企図や暴力行為などの衝動性に関わる予後が悪い

2．小児・青年期のうつ病

という STEP-BD 研究の結果 23） から，paroxetine
を含め，治療薬選択の点で課題を残したといえよ

2.1 薬物療法における問題点

う．すなわち，仮に EPIDEP 研究と同様の比率で

paroxetineのデータが隠匿されたという Study

小児・青年期の大うつ病性障害の臨床診断がなさ

15）

は，12 歳から 18 歳の青年を研究対象者と

れた患者に双極À型障害を含むのであれば，小

したランダム化比較試験である．従来，小児・青

児・青年期のうつ病性障害への第一選択薬とし

年期のうつ病は，その疾患の存在自身に疑問が呈

て，果たして抗うつ薬単独でよいのか，それとも

329

16）

，種々の混乱を経て，1980 年代以降は主に

炭酸リチウムや valproate などの気分安定薬を併

操作的診断基準により研究・診断されるに至っ

用すべきなのか，といった問題である．ただし，小

た 17）．大うつ病性障害の有病率は就学児童で 2％，

児・青年期のうつ病性障害はまず，精神療法を行

され

．小児・青年期

うべきであるとするガイドラインもある 24）．ある

の大うつ病性障害には，行為障害（40％），不安障

いは薬物療法は増加傾向にあると言われているに

害（34％），注意欠陥多動性障害，反抗挑戦性障害

も関わらず，実際には有病率から考えて小児・青

青少年で 5％ほどとされている

などが合併する

18）

19）

．ここで問題となるのは，何が

年期のうつ病性障害に対する薬物療法は十分には

主診断なのか，ということである．行為障害や不

行われていないという指摘もある 25）．
（一方，双極

安障害などの合併症を有するうつ病性障害の小

性障害では薬物療法の導入が遅れた場合の予後が

児・青年に対して主診断をうつ病として抗うつ薬

芳しくない 26）ことから考えて，早期からの薬物療

を主たる治療薬として薬物療法すべきなのであろ

法は必要であろう．）

うか．それとも合併症のほうを主診断として薬物
療法を行えばよいのであろうか．たとえば行為障

2.2 臨床試験は必要か？

害を合併している場合では，その攻撃性・衝動性

DSM-Â-TR や ICD-10 の記載を見る限り，小児・

を標的症状として非定型抗精神病薬など，抗うつ

青年期のうつ病性障害が存在するということは，

薬以外の薬物を主たる治療薬として薬物療法を行

概ね精神医学の世界ではコンセンサスを得ている

えばよいのであろうか

20）

．こうした問題について

と考えてよいだろう．しかし，前項「2.1 薬物療法

も，一定の見解が確立しているわけではない．あ

における問題点」で指摘したように，うつ病性障

るいは，
「精神疾患の診断・統計マニュアル第4版」

害と合併症のいずれが主診断なのかという問題

（Diagnostic and Statistical Manual of Mental
21）

（ひいては，かつて古典的精神医学で行われてい

も，気分変調症や気分循

た精神病水準なのか，神経症水準なのか，それと

環症の提唱者・Akiskal HS らのグループによる

も性格異常水準なのかといった，当該患者の本質

EPIDEP 研究の中間解析結果で示されているよう

的な病態水準の把握，あるいは一元的診断原則 27））

に，臨床診断が大うつ病性障害であった症例の40

や，操作的診断の精度の問題もあるから，小児・

％もが，半構造化面接を含む系統的診察によっ

青年期のうつ病性障害に対する臨床試験では，誤

Disorders：DSM-Â-）
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28）

が相当な割合で含まれて

使用経験が報告バイアスのない形で報告され，

いると考えられる．これは DSM- Á〜Âにおける

データが共有されることこそが重要なのではない

診断基準の生成が主として範疇モデルに基づくも

だろうか．

のであり 29），診断基準間に重複がある（診断の特
異性が低い）ためでもある．小児・青年期のうつ

2.3 症例集積の重要性

病性障害は認知心理学における疾病概念抽出に準

小児・青年期のうつ病性障害が存在するという

じて，実証的に次元モデルで診断基準を作成すべ

ことについては，精神医学界では概ねコンセンサ

きであろう（ただし，その場合，臨床家の直感的

スが得られていると考えられるとしても，必ずし

に把握した病態とのズレが生じることがある）．

も臨床単位に対する実証的な評価によりその裏付

小児・青年期のうつ病性障害の診断の精度に問

けが得られているとはいえず，その治療法を臨床

題があり，そもそもが操作的診断基準における疾

試験を組んで検討することには原理的に限界があ

病概念が主として範疇モデルによるものであり，

るのだとすれば，小児・青年期のうつ病性障害に

疾病に対する臨床家の直感的な理解の延長線上に

対する薬物療法については比較試験を組むより

あるに過ぎないとなれば，臨床単位としての小

も，まずSSRIをはじめとした薬物を投与しながら

児・青年期のうつ病性障害という診断は社会的に

の観察研究を集積していくことが知的に誠実な臨

構成されたものに過ぎず，その時点の状態像に基

床研究者の態度であろう．小児に対して臨床試験

づく薬物療法しかありえないのではないか．ある

がなされておらず，適応外であるからと言って一

いは，範疇モデルによって生成された臨床単位は

律に薬剤の使用を制限するのではなく，臨床的な

生成の時点では生物統計学的な裏付けを有さず，

必要性があれば，成人のうつ病性障害に適用があ

疾病概念の提唱された後に，その実用性や概念の

るものについては使用を可とすべきである．しか

妥当性が検証されるものであるため，小児・青年

しながら，治療経験を集積するためには，使用に

期のうつ病性障害に関わる疾病概念も疾病の存在

際して届出制度・使用経験の報告制度を臨床家に

に関して専門家の間でのコンセンサスこそあるも

義務付ける必要がある．現在のように，適応外の

のの，実証的には必ずしも確立しているとは言え

処方には保険給付が得られないからということ

ず，そのような状況下で薬物療法の実証研究を行

で，いわゆる「保険病名」をレセプトに記載しな

うこと自身に原理的に無理がある．

ければならない状況では，使用経験をバイアスな

このような状態で，果たして小児・青年期のう

く集積させることは不可能である．逆に，適応外の

つ病性障害に対する SSRI の臨床試験は必要だっ

使用も一定の条件下で認めることによって 30，31），

たのであろうか．あえて極言すれば，小児・青年

その臨床行為を合法としつつ安全に行われるよう

期のうつ病性障害に行為障害や不安障害との合併

管理していく体制が必要である．

が多いのは，抑うつが二次的に発生しているとい

これは効能・効果を検証するための臨床試験で

うことを示唆しているのではないか．だからこ

有害事象を検出することの限界と，市販後に有害

そ，メランコリー親和型の特徴を持つものが多い

事象のシグナルを早期に検出するためには市販後

成人のうつ病性障害とは臨床像が異なるのではな

調査が必要であることとも整合する議論である．

いか．ならば，あえて小児・青年期のうつ病性障

有害事象は必ずしも医療機関に集積・認識される

害という臨床単位に対する薬物療法のエビデンス

ものではない．受診を中断した患者がその中断理

を確立すべく臨床試験を組まずとも，個々の臨床

由を医療側にもたらす機会が極めて少ないため，

家が誠実かつ慎重に，個々の患者の状態像に合わ

有害事象による治療の中断の実数を把握すること

せて，SSRIをはじめとした薬物を使用することに

は困難であることからも，明らかである．これを

留めればよいのではないか．そして，そのような

考えれば，当該薬剤の使用経験が乏しい疾患につ
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いて医薬品の安全性を確保するためには，症例が

SSRIについても，うつ病として診断されない人々

追跡できるチャンネルを数多く持つことが重要で

の間でも，気分の調整のために濫用されている点

ある．特に，小児・青年期のうつ病性障害では行

が指摘されている 34）．

為障害や反抗挑戦性障害の合併も多く，治療に乗

こうした状況から考えても，ICMJEの声明に対

らない症例，治療が継続しない症例も多数あるで

して任意の登録制度を国内に設けるという対応の

あろう．すでに第 1 節「SSRI と自殺」で紹介した

みで終始するのはいかにも表面的な反応であり，

Medawar C. が paroxetine の有害事象の集積に，

一連の事件から学ぶべきことは，第一に，小児の

Panorama というBBCのテレビ番組の視聴者から

疾患概念についての再検討すなわち個々の症例に

の電話や電子メールを用いたことを考えれば，医

ついての診断・処方の適正性の確保はいかにある

療提供側や規制当局の動きが鈍いうちに，一般市

べきか，という点であり，第二に，使用成績や害

民側から医薬品の安全性について問題提起される

作用の報告をもれなく拾い上げていくようなシス

という可能性をはらんでいる．そのような事態を

テムの確立ではないかと考える．二課長通知の拡

招来し続ければ，医療提供側や規制当局への市民

大も，そのようなシステムを前提として初めて可

からの信頼を失わせることとなる．

能となる．

おわりに：児童青年精神医学から社会問
題の解決の糸口を

2.4 小児の治験促進策は必要か
医師主導治験促進の政策の中で，小児に対する
治験促進の必要性が唱えられているが，以上の考
察から，これについても十分に検討する必要があ

本稿では，英国に端を発した paroxetine 問題か

ると考える．米国では 1997 年の FDA 近代化法，

ら，小児・青年期のうつ病性障害の臨床単位とし

1998 年の Pediatric Rule，2000 年から 2003 年にか

ての不確定性を素描し，「そもそも臨床試験は必

けてChildren s Health Act，Best Pharmaceuticals

要だったのかどうか」という観点からいくつかの

for Children Act（BPCA），Pediatric Research

側面について検討し，症例集積の重要性を述べ

Equity Act（PREA）など，一連の小児用医薬品や

た．すでに諸家により DSM- Á以降の操作的診断

小児対象研究についての促進政策によって，新規

基準における感情障害の概念の拡散と付随した薬

承認申請医薬品について小児臨床試験の実施を義

物療法の適応拡大の傾向について種々の論考があ

務化したり，小児臨床試験のネットワークを形成

る 35 〜 37） が，小児・青年期のうつ病性障害の合併

するといった動きがあり，日本でも同様の政策を

症から見えてくるものは，高岡の指摘したよう

求める声がある．

に，むしろ，小児を巡る社会の「息苦しさ」であ

しかしながら，適応外使用の問題を「治験」に

る 38）．また，上述の大統領委員会でも問題とされた

よって解決するという考え方自体に無理があり，

注意欠陥 / 多動性障害に対する methylphenidate

むしろ二課長通知

32）

のような制度の枠を拡大し，

療法について，森岡の指摘 39）においても，小児の

既存の使用成績をエビデンスとして活用できるよ

ハンディキャップや心理発達的な問題，環境など

うな方向を目指すべきである 33）．米国では小児に

に対する配慮を欠く結果となっているのと同様の

限らず医薬品試験がプロモーション的に行われる側

問題であるとして，小児期のその他の精神障害に

面もあり，大統領生命倫理諮問委員会の報告書で

対する薬物療法についても当てはまるとされてい

は，ADHD（注意欠陥 / 多動性障害）と診断された

る点は傾聴に値しよう．

青少年に対する methylphenidate や amphetamine

一方，小児・青年期のうつ病性障害をモノアミ

の投与が過剰となり保険制度のゆがみから不適正

ン仮説 40） により発展した成人のうつ病性障害に

な使用が広がったという問題の指摘とともに，

対する抗うつ薬を転用することによって，その症
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