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Abstract

Background：In June 2019, one of the study subjects of a first in human (FIH) trial of an investigational

new drug E2082 (ClinicalTrials.gov identifier: NCT03402178) committed suicide probably because of his
excruciating psychiatric symptoms. The trial was a repeat-dose study in Japan that aimed to develop an
innovative anti-epileptic drug. The symptoms, including apparently auditory and visual hallucination,
manifested in the late withdrawal period of the candidate drug. After intensive inspection, the Ministry of
Health, Labour and Welfare (MHLW) of Japan issued its investigative report in November 2019.
Purpose：To clarify the underlying issues concerning this tragedy from the viewpoint of psychopathology
and clinical pharmacology as well as regulatory aspects.
Methods：A thorough review of the investigative report issued by the MHLW.
Results and Discussion：The differential diagnoses of the case are substance-related: 1) acute confusional
state, 2) delirium, 3) withdrawal symptoms, 4) neocortical temporal lobe epilepsy, and 5) postictal
psychosis. Although the symptom onset is difficult to determine whether in the dosing or withdrawal
period, the psychiatric symptoms grew worse in the withdrawal period, which consequently led to death.
Conclusion：As the candidate drug had the potential of psychoactivity, researchers should have developed
strategies for the psychiatric symptoms emerging afterward, including re-administration of the candidate
drug. The report concluded there was no serious deviation from the Good Clinical Practice (GCP)
Ordinance, whereas the descriptions in the report suggested deviations from GCP.
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2 号による厚生労働省からの依頼により，機構新

1．はじめに

薬審査第三部と同信頼性保証部が調査を行った結
果を，独立行政法人医薬品医療機器総合機構・藤

2019 年 6 月，日本国内で実施された治験の健康

原康弘理事長名で厚生労働省医薬・生活衛生局医

成人を対象とした臨床第Ⅰ相試験で，1 名の被験

薬品審査管理課長に対し，令和元年 11 月 27 日付

者が治験薬の投与完了後，5 日目に自死した（以

薬機発第 1127020 号として報告したものである．

1）

下，「本事案」） ．これは当該新薬候補物質を人

本項では，この中から，本事案の臨床的項目を中

類に初めて投与するヒト初回投与試験（first in

心にまとめる．

human trial: FIH 試験）として行われたものであ

さて，E2082（以下，「本薬」）は，日本の製薬

る．過去に FIH 試験では，英国ロンドンで 2006

会社によって創出された新薬候補物質であり，

年に抗ヒト CD28 モノクローナル抗体 TGN1412

α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic

で実薬を投与された 6 名全員に cytokine storm が

acid（以下，「AMPA」）型グルタミン酸受容体（以

生じるという重篤な有害事象が起き（TGN1412

下，「AMPA 受容体」）に対する非競合的拮抗作用

2 〜 5）

），2016 年にはフランスブルターニュ地

を有する物質である．すでに同様の作用機序を有

方の中心都市レンヌで脂肪酸アミド加水分解酵素

する医薬品としてペランパネル水和物（peram-

阻害剤 BIA10-2474 を投与された被験者のうち 1

panel hydrate）が，本薬の治験依頼者と同じ製薬

事件

名が死亡した（レンヌ事件

6 〜 8）

）．今般わが国で

起きた FIH 試験後の死亡は，日本発の革新的な医
薬品の創出という国策

会社から，平成 28 年 5 月より，わが国で抗てん
かん薬として販売されている 15）．

9）

a．基本的試験デザイン

に暗い影を投げかける大

きな問題である．

2017 年 10 月 17 日，本薬の初回治験計画が機構

2019 年 11 月 29 日，厚生労働省は同省薬事・食

に提出されたが，試験を10本のコホート（1コホー

品衛生審議会医薬品第一部会に対し，本事案の独

トにつき，プラセボ群 2 名，本薬群 6 名の計 8 名）

立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下，「機

である Part A（単回投与試験：0.2 mg, 0.5 mg, 1 mg,

構」）による調査結果を報告すると同時に，報道

2.5 mg, 5 mg, 15 mg, 25 mg, 40 mg が各 1 コホート

関係者に対し，その資料（（別添 1）概要版

10）

，
（別

ずつで 8 コホート，10 mg は 2 コホートで，計 10

添 2）調査結果報告書 11），（参考）報道発表資料（7

コホート）および3本のコホートである Part B（反

12）

13）

．そ

復投与試験：2.5 mg, 5 mg, 10 mg が各 1 コホート

こで本稿では，主として本事案の調査報告書（以

で計3コホート．この Part B の10 mg の第3コホー

下，「本調査報告書」）に基づき，本事案の検討を

トは 8 名の日本人と 6 名の白人に対し，プラセボ

行う．

をそれぞれ 2 名，本薬を日本人 6 名，白人 4 名に

月） ）を同省のウェブサイトで公開した

割り付けるものであった）の 2 つに大別して実施

2．本事案の概要

するものであった．単回投与試験である Part A
と反復投与試験である Part B のすべてのコホー

本調査報告書は，治験成分記号 E2082 という

トで，治験薬の投与は先行する被験者 2 名（本薬

新薬候補物質に対するヒト初回投与試験（FIH 試

1 名，プラセボ 1 名）から開始し，各コホートの

験）である国内第Ⅰ相試験（実施計画書識別番号

残りの被験者（Part A と Part B の日本人は 6 名

E2082-J081-001，ClinicalTrials.gov Identifier:

（本剤5例，プラセボ1例），Part B の白人は4例（本

14）

以下，「本試験」）に関連して，1

剤 3 例，プラセボ 1 例））への投与は先行する被験

名の被験者が治験薬の投与完了後に死亡した事案

者の安全性・忍容性を確認した後に実施する計画

に関し，令和元年 7 月 31 日付薬生薬審発 0731 第

であった．なお，Part A の結果から血漿中濃度

NCT03402178
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が 7 日間で定常状態に達することが想定されたた

の尺度を持つ指標．以下，「POMS」）の評価は

め，2018年6月14日に治験計画変更届が提出され，

Part B の Day 1，Day 5，Day 10，Day 17 の投与

Part B の治験薬の投与期間は 14 日間から 10 日間

前に実施した．自殺念慮の評価として，Part B

へ変更された．また，2019 年 4 月 11 日にも治験計

で は コ ロ ン ビ ア 自 殺 評 価 ス ケ ー ル（Columbia

画変更届が提出され，Part B にコホート 4（日本

Suicide Severity Rating Scale，以下，
「C-SSRS」）

人 5 名と白人 3 名で，プラセボを 2 名，本薬 15 mg

を，スクリーニング，ベースライン（Day − 1），

を 6 名に割り付ける）が追加された．

Day 2，Day 5，Day 11，フォローアップ／中止時

Part A（単回投与試験）は，スクリーニング後，

に実施した．

被験者はベースライン評価のため治験薬投与 2 日

また，安全性評価として，すべての有害事象，

前である Day − 2 に入院し，治験薬投与日の 4 日

臨床検査，バイタルサイン，体重，心電図検査，

後である Day 5 に退院するものとされた．被験者

連続的血圧モニタリング，身体所見の評価も実施

は検査のため，退院後，Day 8，Day 11，Day 15

した．

に来院することとなっていた（ただし，コホート

c．選択基準・除外基準

によって，研究目的が異なるため，これら 3 つの

選択基準と除外基準の概略は Table 1 の通りで

退院後の来院日程は，コホートによって異なり，

ある（除外基準については，精神症状の発生と関

すべてに来院するわけではない）．

連性のある可能性のある項目のみ抜粋）．これに

Part B（反復投与試験）は，スクリーニング後，

特段の問題はないと考えられる．なお，具体的な

被験者はベースライン評価のため Day −2 に入院

投与中止基準は設定せず，安全性上・治験実施上

し，当初は治験薬最終投与 4 日後である Day 18

の理由があれば，治験責任医師・治験分担医師が

に退院することとされた（これは治験薬の投与期

随時，被験者の試験への参加を中止できることと

間が 14 日間から 10 日間に変更されたため，Day

なっていた．

14 に変更された）．被験者は検査のため，退院後，

d．被験者の死亡

Day 21（後に Day 17 に変更）
，Day 24（同 Day 20）
，

本事案では，Part B（反復投与試験）のコホー

Day 28（同 Day 24）に来院する計画であった．

ト 4，すなわち，2019 年 4 月 11 日の治験計画変更

b．評価項目

届の際に追加されたコホートで本薬 15 mg を反復

以下で示すのは，反復投与試験である Part B

投与された 20 歳代日本人男性（本被験者）が，本

で治験薬の投与期間が当初の計画である 14 日間

薬の投与終了後に飛び降り自死した．本調査報告

から後に 10 日間に変更されたことを反映して変

書より，本被験者の臨床経過を Table 2 にまとめ

更された後の評価項目である．

た．

中枢神経系の副作用の指標として Bond & Lader

本被験者の入院中の中枢神経系の副作用評価指

Visual Analogue Scale（以下，
「VAS」）の評価（不

標は，VAS の不安スコアがベースラインの時点

安，不快感，鎮静の 3 つの尺度別にスコア化した）

で，同一コホートの他の被験者と比べて高く，投

を，Day 1（Part A 及び Part B），Day 5（Part B

与日数が経過するに伴って不安が増加する傾向で

のみ），Day 10（Part B のみ）の投与前，投与後 2，

はあったが，他コホートや同一コホートの被験者

4，8，12，24 時間に実施した．鎮静作用の指標

の変化の範囲内だった．SEM では，ベースライ

である断続的眼球運動（Saccadic Eye Movements，

ンからの変化量は同一コホートの被験者と比較し

以下，「SEM」）の測定は，VAS の評価時点に合

て大きく，強い鎮静効果がみられた．POMS では，

わせて実施した．精神運動機能の指標である気分

ベースラインの時点では，同一コホートの他の被

状態のプロファイル（Profile of Mode States．緊

験者と比べて混乱，疲労，緊張のスコアが高い傾

張，怒り，抑うつ，活気，疲労，混乱という 6 つ

向であり，Day 10 には怒りのスコアも高値を示
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Table 1

Inclusion criteria and exclusion criteria

選択基準
以下のすべての基準を満たす被験者を対象とする．
（1）非喫煙の男性で，文書同意取得時の年齢が 20 歳以上 55 歳未満の者（Part A のコホート 1 〜 9 及び
Part B の全てのコホート）又は 55 歳以上 85 歳以下の者（Part A のコホート 10 のみ）
．
（2）スクリーニング時の BMI が 18 kg/m2 以上，30 kg/m2 未満の者．
除外基準
以下の基準のいずれかに該当する被験者は対象から除外する．
（1）〜（2）略．
（3）治験薬投与前 4 週間以内に精神系，消化管，肝臓，腎臓，呼吸器，内分泌系，血液系，神経系，心脈
管系の疾患，先天性代謝異常等，薬物の評価に影響を及ぼす可能性のある疾病を有する者．
（4）略．
（5）スクリーニング時における既往歴・合併症，身体所見，バイタルサイン，心電図所見又は臨床検査値
から，治療を要する臨床的に異常な症状又は臓器機能障害を有すると疑われる者．
（6）〜（15）略．
（16）スクリーニング時又はベースライン時に薬物又はアルコールの依存あるいは乱用の既往がある者．
あるいはスクリーニング時又はベースライン時の薬物検査が陽性である者．
（17）ベースライン時に，コロンビア自殺評価スケール（C-SSRS）の自殺念慮に関する質問 4 又は 5 に「は
い」と回答した者．あるいはスクリーニング前 6 ヵ月以内，ベースライン時に自殺行動の既往がある
者．（Part B［MAD］
（反復投与試験）のみ）
（18）〜（20）略．
本調査報告書の表 9 より筆者にて作成．

Table 2

Clinical course of the research participant who committed suicide later

Day

イベント

−16

同意取得とスクリーニング

著変なし．

−2

入院

ベースライン評価は許容範囲内．

1

本薬 15 mg/日投与開始

2 〜 10

Day 10 まで本薬を反復投与

11

有害事象（重症度）

眠気（中等度（Day 2）
，軽度（Day 3 以降））
浮動性めまい（中等度（Day 3），軽度（Day
2，Day 6，Day 7）
）

所見等

本薬投与後に発現し，発現の同
日夜までに回復．

悪心（軽度）
眠気（軽度）
浮動性めまい（軽度）

12

幻聴・幻視（いずれも中等度）
（Day 14 pm の来院時の申告による）

13

不眠（中等度）
（Day 14 pm の来院時の申告による）

14 am

幻聴・幻視・不眠（いずれも中等度）
（Day 14 pm の来院時の申告による）

退院前診察時，有害事象の訴え
も他覚的所見もなし．

被験者が有害事象発現のた
め，自主的に来院，治験責
任医師が診察したが，被験
者は入院・転院せず帰宅

幻聴・幻視・不眠（いずれも中等度）

Day 12 より幻聴・幻視，Day 13
よりこれに加えてさらに不眠が
あり，いずれも継続していた旨
の申告あり．

15

電柱から本被験者が飛び降
り死亡

異常行動（高度）

16am

警察より本被験者が自死し
た旨の連絡

pm

退院

本調査報告書の表 11 および本文の記載より，筆者にて作成．網掛けは入院期間を示す．なお，この試験日程では，本薬投与
開始日を Day 1 とし，それを遡る投薬準備段階の日にちをマイナスで表記しているので，Day 0 が存在しないことに注意．
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したが，同年代健康男性の分布の範囲内だった．

治験依頼者は米国で実施中の E2082-A001-201 試

C-SSRS は，評価時点のいずれでも自殺念慮や自

験 16）
（以下，「海外 201 試験」）も中断することと

殺行動を示唆するものではなかった．

した．なお，海外 201 試験では，治験薬が投与さ

退院後の経過だが，本被験者は，Day 14 午前

れた 5 名の被験者全員に有害事象が認められた

に治験実施計画の規定どおり退院したが，同日午

（傾眠 3 名など）．1 名は 2 回目の治験薬投与終了

後に規定外で自主的に来院し（以下，「規定外診

後に，重篤（発話困難，集中力低下，眼球回旋）

察」），入院中の Day 12（投薬終了後 2 日目）から

および非重篤（激しい怒り，暴力的衝動）の有害

幻視・幻聴があり Day 13（投薬終了後 2 日目）か

事象により試験への参加が中止された．海外 201

らは不眠であると訴えた．入院期間中にこれらの

試験での中止例 1 名はパニック発作やうつ病など

症状を申告しなかった理由は，「病院では様々な

を合併していた．また，以前に別の開発品の治験

音が不快で，早く家に帰りたかったため，入院期

で，重篤な有害事象（背景脳波の悪化，頻回な全

間中には症状を訴えなかった」と，本被験者は外

般性鋭波，瞼のミオクローヌス）を発現し試験を

来で規定外診察を行った治験責任医師に述べてい

中止したことがあった．

る．治験責任医師は，本被験者に心療内科の受診

その後，死亡した本被験者を除く Part B コホー

を勧めたが，本人が心療内科の受診を希望しな

ト 4 の被験者の診察・検査を行ったが，著変はな

かった．治験責任医師は入院や治験の検査による

かった．同コホートの 8 名のうち，本被験者を含

ストレスが症状の要因になっている可能性がある

む本薬群の日本人 2 名に有害事象があった．本被

と考えた．また，同医師は本被験者が幻視・幻聴

験者以外の 1 名の有害事象は眠気および浮動性め

について理路整然と説明する等，その言動に異常

まいで，いずれも投与翌日までに消失した．

はなく，眼振等の症状もなかったため，入院を要

本被験者と同コホートのその他の日本人被験者

するほどの有害事象ではないと判断し，本被験者

3 名の薬物動態パラメータや投与 10 日目以降の血

に対し，症状が続く場合は心療内科を受診するよ

漿中薬物濃度推移を比較したが，いずれも大きな

う指導し，翌 Day 15 に医療機関の医療従事者か

差はなかった．ただし，半減期（t1/2(h)）は同コ

ら本被験者に連絡することを伝え，本被験者を帰

ホートのその他の日本人被験者で中央値 35.0 時

宅させた．しかし，Day 15 午前 8 時に本被験者は

間［最小値 20.0, 最大値 37.8］であったのに対し本

電柱から飛び降り，脳挫傷にて死亡した．退院後

被験者では 57.0 時間と，本被験者で大きかった．

に他の薬物を使用した形跡はなく，剖検時に採取

以上が，本調査報告書からの臨床的項目を中心

された血液・尿のいずれからも覚せい剤や睡眠薬

とした概要である．

等，異常行動を誘発する可能性のある薬物は検出

3．本被験者に何が起きたのか：

されなかった．

精神病理学的考察

本被験者が自死した Day 15 には，治験依頼者
は，臨床試験と並行して実施したラット 26 週間
反復投与毒性試験で網膜萎縮が認められたという

本被験者の死亡後，Day 14 の夜から Day 15 の

情報を入手し，実施中であった Part B（反復投与

朝までの間に書かれたものと思われる本被験者の

試験）コホート 4 の中断を決定し，Day 16 午前に，

手記が，本被験者の自宅から発見された．手記に

Day 17 以降のコホート 4 への投与を中止するよう

は精神症状を思わせるいくつかの記載があった

治験実施医療機関に伝達した．Day 16 午前に警

（Table 3）．手記の筆跡は乱れ，誤字も多かった．

察より本被験者が自死した旨の連絡が治験実施医

a．精神症候学的検討

療機関にあり，治験実施医療機関は同日午前中に

この手記から，精神症状として何が考えられる

治験依頼者に本被験者の死亡を報告し，同日午後，

であろうか．これは本来，司法精神医学に関連す
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Table 3

Private note written by the deceased participant

�治験薬の投与を受けるまではうつになったこともなく，精神症状はなかった．
�聞いたことのある音が脳内で複数重なり合う幻聴がある．
�他の形が漫画の一場面や絵画，キャラクターのロゴ等様々に見える．
�夜が来ても眠れない．体が眠っても意識が起きている感覚がある．
�次々と考えが浮かび上がり，思考が瞬時に入れ替わるなど頭が極めて冴える感覚がある．
�一方自分は支離滅裂であり，壊れている感覚がある．
�自分が障害者になってしまったと感じる．
�自分がなくなる恐怖がある．殺してほしい．
�この状態なら自殺する．
本調査報告書より転載．

る問題であり，異常心理学・精神病理学的に慎重

次に「他の形が漫画の一場面や絵画，キャラク

な検討を要するところではあるが，本調査報告書

ターのロゴ等様々に見える」という訴えはどうか．

に記載された内容から，漸時，精神病理学的に考

これは実際に見た物が既知の別の物に見えるとい

察してみる 17）．なお，米国精神医学会の Goldwater

う訴えであり，幻視ではない．幻視は実際には物

rule

18）

に鑑み，本事例に関する精神医学的考察を

を見ていないのに，患者本人には物が見えている

公表することに関する倫理的検討を行ったが，公

かのように感じられる現象である．本被験者の

表することには再発予防に寄与するなど，公衆衛

「他の形が漫画の一場面や絵画，キャラクターの
ロゴ等様々に見える」という訴えは，錯視（visual

生上の利益が大きいと考えた．
さて，まず精神症候学的に検討する

19）

．「聞い

illusion）
［対象を誤って知覚する現象である錯覚

たことのある音が脳内で複数重なり合う幻聴があ

のうち視覚にかかるもの］，視覚領域の知覚変容

る」という記述は「幻聴」なのであろうか．幻聴

（sensory distortion）
［知覚対象が変形・強調して

（聴覚性幻覚）は，感覚器が外的刺激を受けては

感じられる主観的体験］
，視覚領域の変像（pareido-

いないのに知覚を体験したと確信する「対象なき

lia）20）
［活発な想像力による表象と現実感覚が重

知覚」
（幻覚）のうち，聴覚にかかるもので，実際

なり合う現象］のいずれかを指すものと考えられ

には音がしていないのに，患者本人には音が聴こ

よう 21）．本被験者に起きた症状として，この中で

えているかのように感じられる現象である．「聞

は変像がもっとも考えやすい（変像は視覚でも聴

いたことのある音」がどのような音であるのかは

覚でも起きる）．

不明だが，幻聴であるとすれば，患者の著しい苦

「体が眠っても意識が起きている感覚がある」

痛から考えて，仮性幻聴ではなく，真正幻聴であ

という記載はどうか．次の「次々と考えが浮かび

ろう．患者が「聞いたことのある音」と表現して

上がり，思考が瞬時に入れ替わるなど頭が極めて

おり，「聞いたことのある声」と表現していない

冴える感覚がある」
（観念奔逸）やその次の「一方

ところからは幻声ではなく，要素幻聴（幻音）と

自分は支離滅裂であり，壊れている感覚がある」

考えられるかもしれない．いっぽう，これを機能

と併せて考えると，過覚醒状態や躁状態を思わせ

性幻聴（音が刺激となって幻聴が生じる現象）や

る．

聴覚過敏（音が普段よりも強く感じられる）と考

最後の「自分がなくなる恐怖がある．殺してほ

えることもできよう．あるいは，後に述べる変像

しい」という記載だが，自我の危機（特に自己の

や知覚変容が聴覚領域で起きたと考えることもで

存在の障害や自他境界の障害 22））を表現している

きる．

ものと思われる．
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b．精神医学的鑑別診断

の も の」
（F19.52） と コ ー デ ィ ン グ し て も 良 い．

以上より，本被験者に起きたと思われる精神症

ICD-11 では，6C4E.6 “psychotic disorder induced

状は，遺された手記からは，1）要素性幻聴もしく

by other specified psychoactive substance” である．

は機能性幻聴，聴覚過敏，2）視覚領域の変像，3）

DSM-5 では，
「物質・医薬品誘発性精神病性障害，

過覚醒や躁状態，4）自我障害が疑われる．一方，

離 脱 中 の 発 症」 で あ る． 重 症 度 に つ い て は，

治験責任医師の認識した患者の精神神経系有害事

DSM-5 の 第 Ⅲ 部「Clinician-Rated Dimensions of

象は，眠気，浮動性めまい，幻聴，幻視，不眠，

Psychosis Symptom Severity」では，幻覚のドメ

悪心であった．以上をまとめると，まず，①急性

インが 3 点，認知の障害が 4 点，躁が 4 点であり，

錯乱状態（acute confusional state）であったと考

概ね重症であったと考えられる．
また，本被験者に起きた現象を②せん妄と考え

えられる．
また，②せん妄と考えることもできる．ただし，

るのであれば，ICD-10 では F19.40 とコーディン

せん妄では「3）過覚醒や躁状態」を上手く説明で

グできる．すなわち，「精神作用物質からの離脱

きない．しかし，躁病とせん妄が同時に起きる，

に よ る せ ん 妄 で 痙 攣 を 伴 わ な い も の」 で あ る．

せん妄性躁病（delirious mania）という病像も知

ICD-11 では，6C4E.5 “delirium induced by other

られており

23）

，本事例がこれであった可能性もあ

specified psychoactive substance including medica-

る．せん妄の際に生じる意識状態の変動は，軽度

tions” で あ る．DSM-5 で は，「物 質 離 脱 せ ん 妄，

のものであれば他覚的には認識しがたいので，本

過活動型」となる．
ICD-11 では，精神活性物質による精神障害は，

被験者に意識障害があったかどうかは規定外診察

develop during or soon after intoxication with or

時の所見からは判断しがたい．
本薬の投与中止 2 日後の Day 12 より，「幻聴・

withdrawal from a specified psychoactive sub-

幻視」が出現し，次第に増悪していることから，

stance と説明されており，ICD-10 が精神活性物

本薬の直接の向精神作用による症状ではなく，③

質の離脱期の精神障害を別コードにしていること

離脱徴候であったとも考えられる．

とは違い，離脱期に起きた精神障害を含んでい

c．操作的診断基準による診断

る．これは精神活性物質の離脱期における精神障

③離脱徴候と考えるならば，ICD（International

害では，投与中に発症した障害が離脱期に顕在化

Statistical Classification of Diseases and Related

したのか，それとも離脱症状なのかを特定するこ

Health Problems：疾病及び関連保健問題の国際

とは困難であるため，ICD-11 では，このような

統計分類）第 10 版（ICD-10）では，F19.3，すな

臨床単位の設定が行われていると思われる．ただ

わち，「精神作用物質からの離脱状態」である．

し，ICD-11 にも，精神活性物質の投与に関連性

ICD 第 11 版（ICD-11）では，6C4E.41 “other speci-

が高いと考えられる精神障害に対し，離脱状態に

fied psychoactive substance withdrawal, with percep-

焦点のあるコードもある．

tual disturbances” で あ る．DSM（Diagnostic and

ここで離脱に関して「徴候」
（symptom）という

Statistical Manual of Mental Disorders: 精神疾患

言葉を用い，「兆候」
（sign）を用いなかったのは，

の診断・統計マニュアル）第 5 版（DSM-5）では，

本被験者の精神医学的異常体験が主として他覚的

A 基準の「大量かつ長期間にわたっていた物質の

なものというより，自覚的なものだからである．

使用を中止」の「長期間」に本薬を投与した 10 日

また，日本薬学会では，「離脱症候」
（withdrawal

間が該当するとすれば，
「他の物質の離脱」となる．

syndrome）という言葉を用いているが，「主に中

あるいは，①急性錯乱状態が本薬の投与時に発

枢神経系薬物を反復的に摂取し依存が形成された

症しその後増悪したと考えれば，ICD-10 では「精

ときに，その薬物摂取を断つことにより現れる症

神作用物質による精神病性障害で主として幻覚性

状」であると説明されており 24），本事案に本薬に
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対する物質依存があったかは不明であることや，
医学では

syndrome

Table 4

Differential diagnoses of the case

という言葉は「症候群」と
①急性錯乱状態
②せん妄
③離脱徴候
④外側側頭葉てんかん
⑤てんかんの発作後精神病状態

訳されており，必ずしも病因は明らかではないが
一連の身体・精神症状を生じる病理現象を指すも
のなので，ここでは「離脱症候」という言葉は用
いなかった．
な お，DSM-5 で は コ ー デ ィ ン グ を ICD-9-CM

注：いずれも本薬に関連して誘発されたものと考えられる．

も し く は ICD-10-CM に 準 じ て お り， 本 稿 で は
DSM-5 に付随するコーディングは記載しなかっ
た．

4．臨床薬理学的考察

d．てんかんの可能性
以上で，本事例に関する精神病理学的考察を
行ったが，重要なことは，本事例が被験薬の投与

a．最高用量反復投与での投与中止

終了後に急激に精神症状が増悪し，1）被験薬から

機構が本調査報告書で指摘するように，中枢神

の離脱期に急性錯乱状態となった，もしくは 2）

経系に作用する薬剤では投与中だけでなく，投与

被験薬の投与を中止したことにより離脱せん妄と

終了後の血中濃度が低下する時期にも事象が発現

なった，のいずれかが起きたと考えられることで

する可能性がある．本被験者は本薬の反復投与試

ある．すなわち，被験薬の投与を中止した後しば

験の中でも最高用量である 15 mg の反復投与を受

らくしてからも，被験薬の投与に関連して激しい

けている．本被験者の薬物動態パラメータや血漿

精神症状が生じることがある，ということである．

中薬物濃度推移から，poor metabolizer であるこ

さらに本被験者に要素性幻聴，めまい感，視覚

とが示唆されるが，本薬の投与中止後の血中濃度

領域の変像などが見られることから，本薬により

も緩やかに減少することが見込まれ，血中濃度だ

④外側側頭葉てんかん（lateral/neocortical tem-

けでは離脱徴候と思われる症状が起きたことは説

25）

poral lobe epilepsy） が単純部分発作として起き

明できない．しかしながら，向精神薬では一般に，

た可能性もあるが，これでは離脱期に精神症状が

血中濃度と向精神作用は必ずしも比例しない 28）．

増悪したことを上手く説明できない．だが，離脱

また，離脱徴候は高濃度からの急激な血中濃度低

期の精神症状は，⑤てんかんの発作後精神病状

下や短半減期の精神活性物質で起きやすいことを

態

26, 27）

とも考えられるので，本薬でてんかんが

考えると，本事例では本薬が長半減期の物質では

誘発されて起きた精神症状である可能性は残る．

あっても，高濃度状態で本薬の投与を中止してい

本薬が精神活性を持つ可能性だが，類薬である

ることが離脱徴候の発現に寄与している可能性は

ペランパネル水和物の添付文書で，精神神経系の

ある．なお，血中濃度も緩やかに減少する場合，

副作用（浮動性めまい，傾眠等），易刺激性，攻

離脱徴候も長期間にわたる 29）．

撃性・敵意，自殺企図等の副作用について注意喚

本事例では本薬の最高用量を 10 回にわたり反

起されており，本薬の非臨床試験でラット及びサ

復投与されているが，10 回ほどの少数回の投与

ルを用いた 7 日間の反復投与毒性試験（用量設定

で，果たして精神神経系の離脱徴候が起きるの

試験）の高用量群で，中枢神経症状（よろめき歩

か，という疑問は残る．向精神薬の短期間反復投

行，活動性低下等）が認められていることを考え

与後の突然の服薬中断（abrupt discontinuation）

合わせると，本薬は精神刺激作用・精神抑制作用

の際の離脱徴候についての文献は少ないが，9 日

のいずれをも喚起しうると考えられる．

間ほどの temazepam の投薬後の突然の投薬中止で

Table 4 に本稿における鑑別診断をまとめた．

も離脱徴候は起きる 30）．また，日常臨床でも，初
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診時に向精神薬が常用量内の最大量投与が行われ

実施しておくことが，脳の器質的疾患の除外のた

た 場 合 に， 患 者 が 種 々 の 副 作 用 に 忍 容 で き ず，

めに望ましいと考える．

1 週間以内の数日間の服用の後，患者が突然に服

c．治験担当医師の専門性は問題なのか？

薬を中断し，その後，離脱徴候と思われる服薬中

本事例の治験責任医師は認定内科医で中枢神経

とは別の激烈な精神神経症状に患者が数日から数

領域の薬剤の多くの治験実績を持つが，精神科・

週間にわたって苦しむことをしばしば経験する．

脳神経内科等の中枢神経領域の専門医ではない．

こうした日常臨床における経験からも，短期間で

治験分担医師も精神科・脳神経内科等の専門医で

あっても精神活性物質が反復投与された後に，急

はない．治験責任医師や治験分担医師が精神科・

激に当該精神活性物質を中断した場合には，激し

脳神経内科等の専門医であれば，本事例で適切な

い離脱徴候が起きることがあると考えられる．し

処置を行えていたか否かは不明である．たとえば，

かしながら，こうした日常臨床でしばしば経験す

本被験者が退院後に規定外診察に来院した際に，

る現象に関する報告・研究は，検索した限りでは

その精神症状に離脱徴候の可能性があることを看

乏しい．それは初診時に向精神薬を常用量内の最

破することは，プロトコルに離脱徴候の可能性に

大量投与を行うという医師の処方行動自身が異常

ついて記載されていなければ，たとえ外来で規定

であり，諸外国ではそうした処方が行われていな

外診察を行った医師が精神科・脳神経内科等の専

いいっぽうで，我が国ではそうした処方が稀でな

門医であろうとも，著しく困難であったと思われ

く，これに問題を感じる医師が少ないことを示唆

る．
一方，本試験の医学専門家には，国内・海外の

しているのかもしれない．

b．抗てんかん薬開発早期における脳波測定の

中枢神経領域，臨床薬理の専門家が入っていた．
治験実施計画書の作成・改訂の委員会には，中枢

必要性
本薬が抗てんかん薬として開発中であったこと

神経領域の専門家が含まれており，薬事法規や

を考えると，スクリーニング時もしくはベースラ

GCP 33, 34），ICH 基準や国内通知等に具体的な規

イン時に脳波が測定されていないことに疑問を感

定がなくとも，本薬の精神活性の可能性を想定

じる．これは患者が幻聴や錯覚を思わせる症状を

し，プロトコルで精神症状に注意を促すことは，

持ち，一時的には浮動性めまいも訴えていたとこ

ある程度可能であったと思われる．

ろから，本薬がてんかんの閾値を下げて，側頭葉

d．試験薬再投与の可能性を開くべき

てんかんを誘発した可能性も考えられることから

しかしながら，外来で規定外診察を行った医師

も，脳波が測定されていなかったことは残念であ

が精神科・脳神経内科等の専門医であった場合，

る．ただし，側頭葉てんかんでは，精神症状が離

本被験者を入院させた上で，精神症状に対し何ら

脱期に増悪していることや，過覚醒もしくは躁状

かの薬物療法（抗精神病薬もしくは抗不安薬等の

態となっていることは説明しにくい．しかしなが

投与）を行った可能性はある．だが，本被験者に

ら，離脱期の精神症状は，てんかんの発作後精神

起きた現象が本薬の離脱徴候であった場合，本薬

病状態であったと考えることもできよう．

の再投与なしでは，激しい離脱徴候から抜け出す

本薬が抗てんかん薬として開発されているにも

ことは困難だったのではなかろうか．一般に，試

関わらず，なぜ筆者が本薬によっててんかんが誘

験時の投薬期間後の被験薬の再投与はプロトコル

発された可能性を考えるのかといえば，逆説的に

上規定されておらず，ここに世界医師会「ヘルシ

も，抗てんかん薬が発作を誘発する現象が知られ

ンキ宣言」35） における post trial access の問題が

ているからである 31, 32）.

浮上する．類薬であるペランパネル水和物と本薬

さらに，脳波とともに，脳 MRI などの画像診

は別の化学物質であり，交叉耐性の可能性を斟酌

断をスクリーニング時もしくはベースライン時に

したうえでもなお，本薬で離脱徴候が起きたので
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あれば，類薬の投与では改善するとは限らないの

はしばしば臨床試験で自殺リスク評価のゴールド

である．精神活性の可能性のある被験薬では離脱

スタンダードとして用いられているが，その信頼

徴候への対応策として，被験薬の再投与を可能と

性には疑義が呈されている 37）．本被験者は「幻聴・

すべきである．

幻視」の出現前の Day 11 には C-SSRS が検査さ

e．離脱期における精神症状への対応

れているが著変なかった．「幻聴・幻視」の出現

さて，本被験者を規定外診察した際に，重篤な

後の Day 14 午後の規定外診察の際に，C-SSRS

精神症状が出現していることを対応した医師が看

で評価されていたら，どのようになっていたであ

取できたとする．その場合に，再入院の後，いか

ろうか．本被験者の遺した手記を参考に Day 14

なる処置が可能であっただろうか．本被験者が入

夜 か ら Day 15 朝 ま で の C-SSRS を 推 定 す る と，

院を拒否した場合に，非自発的入院が可能な体制

C-SSRS の Suicidal ideation の 1. Wish to be

であったろうか．さらに，治験中の薬剤の投与に

Dead と 2. Non-Specific Active Suicidal Thoughts

関連して起きた精神症状に対し，どのような向精

が Yes だが，その他の 3 〜 4 の項目については判

神薬療法が可能であったろうか（重篤な精神症状

断できる情報がない． Intention of ideation

により入院に至った患者に対し，向精神薬療法を

ついても，判断できる情報がない．しかし，本被

行わずに経過観察するならば，それはどのように

験者は，C-SSRS による評価を退院までの間に少

正当化できるであろうか）．

なくとも 5 回受けており，Day 14 午後の規定外診

に

本薬と本被験者の精神症状の治療のために用い

察の際に，C-SSRS で評価しようとすれば，本被

る向精神薬の薬物相互作用の可能性を考えると，

験者から協力が得られたのではないだろうか．そ

本事例で向精神薬療法を行うことは容易なことで

の場合，規定外診察時に自殺リスクが高いことが

はない．医原病カスケード（Cascade iatrogene-

判明した可能性はある．むろん，同意取得時に本

36）

sis） に陥り，病状が複雑化・重篤化してしまう

試験で精神症状の出現する可能性や自殺リスクが

可能性があるからである．事前にプロトコル内で，

あることを被験者に十分に説明し，同意を得なけ

本薬の離脱期に生じた精神症状に対する向精神薬

ればならないことは言うまでもない．さすれば，

療法について，本薬の薬理学的プロフィールに鑑

被験者も精神症状が出現した時に，それが深刻な

み，いかなる対応を行うのかを定めておかなけれ

状況であることを認識し，速やかに医師や看護師

ばならない所以である．事前にプロトコルで対応

に対し精神症状の出現を申告できたのではないだ

策を決めておかないと，精神症状発現時に，日常

ろうか．

診療と同様の向精神薬療法で良いのか，それとも

5．GCP 適合性に関する考察

新薬候補物質の薬理学的プロフィールを考慮して
対応しなければならないのかを，被験者に対応す
る現場の医師が判断しなければならず，判断に迷

本 調 査 報 告 書 で は，GCP 適 合 性 に つ い て は，

いが生じ，処置が遅れる，あるいは不適切となる

「3.2 治験実施医療機関及び治験依頼者の対応に

可能性がある．また，前項で述べたように，本被

ついて」という項目に，「被験者の管理」
「被験者

験者の精神症状を離脱徴候であると考えるのであ

に対する情報提供」
「治験実施医療機関の治験実

れば，本薬の再投与なしで本被験者の精神症状が

施体制」
「治験依頼者の治験管理体制」の 4 点から

改善したかどうかは疑問である．

見解がまとめられている．そして，4 つの点を包

f．自殺リスク評価尺度

括する見解として「「医薬品の臨床試験の実施の

本 試 験 で は， コ ロ ン ビ ア 自 殺 評 価 ス ケ ー ル

基準に関する省令」
（以下，「GCP」）の規定からの

（Columbia-Suicide Severity Rating Scale: C-SSRS）

重大な逸脱に該当する所見は認められなかった．」

が自殺リスクの判断に用いられている．C-SSRS

とし，「健康成人を対象とした試験における被験
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者 の 死 亡 と い う 転 帰 の 重 大 性 を 考 慮 す る と，

外来院時に本被験者に心療内科の受診を勧めては

GCP の理念に従い，より配慮を要すると考えら

いるが，被験者本人が受診を希望しなかったこと

れる以下の事項が認められた．」として，この 4 つ

から，翌日の経過確認連絡のみとの措置をとって

の点に関する検討結果が述べられている．しかし

いた．しかしながら，その後の経緯を考慮すると，

ながら，検討結果の記載を読むと，「GCP の規定

治験責任医師は，本被験者に対し，速やかに精神

からの重大な逸脱に該当しない」と解することは

科等の医師による診察を受けさせることが適切で

困難な内容となっている．そう考える理由を，以

あったと考える．」と記述されている．また，専

下に述べる．Table 5 に，参照している GCP 省令

門委員の意見として「被験者本人が自主的に来院

条文の全文を示す．

した規定外来院時に，治験実施医療機関に入院す

a．被験者の管理

るよう促し，厳格な監視下におくことが最も現実

「被験者の管理」の項目では，事実関係につい

的な対応であったのではないか」
「入院期間中 Day

て「本被験者は，規定外来院時に酷く怯えた様子

13 以降の診療録及び Day 12 以降の看護記録に全

であり幻聴及び幻視等の症状を訴えていたにもか

く記載がないことは問題であり，被験者からの申

かわらず，症状が未回復のまま精神科の医師によ

告に加えて，被験者の状態を医療関係者が詳細に

る診察を受けないで帰宅し，その翌日に異常行動

観察すべきであった」とある．

による死亡が確認された．」
「治験責任医師は規定

Table 5

これに対応し「GCP においては，治験実施医療

Related provisions of the Good Clinical Practice Ordinance cited in the report

「a．被験者の管理」における参照：
（被験者に対する責務）
第 45 条（中略）
3 実施医療機関の長及び治験責任医師等は，被験者に生じた有害事象に対して適切な医療が提供され
るよう，事前に，必要な措置を講じておかなければならない．
（後略）
「b．被験者に対する情報提供」における参照：
（文書による説明と同意の取得）
第 50 条 治験責任医師等は，被験者となるべき者を治験に参加させるときは，あらかじめ治験の内容そ
の他の治験に関する事項について当該者の理解を得るよう，文書により適切な説明を行い，文書
により同意を得なければならない．
「c．治験実施医療機関の治験実施体制」における参照：
（実施医療機関の要件）
第 35 条

実施医療機関は，次に掲げる要件を満たしていなければならない．

1）十分な臨床観察及び試験検査を行う設備及び人員を有していること．
2）緊急時に被験者に対して必要な措置を講ずることができること．
3）治験責任医師等，薬剤師，看護師その他治験を適正かつ円滑に行うために必要な職員が十分に確保
されていること．
「d．治験依頼者の治験管理体制」における参照：
（医療機関等の選定）
第6条

治験の依頼をしようとする者は，第 35 条に掲げる要件を満たしている実施医療機関及び第 42 条
に掲げる要件を満たしている治験責任医師を選定しなければならない．

文献 33 より抜粋．
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機関及び治験責任医師等の責務として，被験者に

の薬剤において一般的に自殺念慮のリスクがある

生じた有害事象に対して適切な医療が提供される

ことを，口頭にて説明していた」ことや，また，

よう措置を講ずることが規定されている．」と記

ペランパネルの添付文書の重要な基本的注意の項

載している（Table 5 の第 45 条第 3 項）．このよう

に，「攻撃性・敵意，自殺企図等の精神症状発現

に GCP 省令に規定される有害事象に対する適切

の可能性について十分説明を行い，医師と緊密に

な医療の提供が履行されていないにも関わらず，

連絡を取りあうように指導すること」と注意喚起

GCP 省令の規定からの重大な逸脱はなく，GCP

されていることが記述されている．この点につい

の理念に従い，より配慮を要する事項であると機

て，「当該内容は被験者の生命及び社会生活に影

構が結論していることには論理矛盾がある．

響を与える重大な事象であることを踏まえると，

これを少しく敷衍すれば，規定は理念を述べた

機構は，被験者に対する同意説明時には，当該内

ものであって実質的に措置を講じることを規定し

容についても文書を用いる等，十分な説明を行

たものではないと，本調査報告書で述べているに

い，心身の変調が生じたら速やかに申告するよう

等しい．あるいは，日本の薬事法制が医師の行為

被験者に求めることが適切であったと考える．」

を規制できないことによる矛盾ともいえる．第

と述べ，また，専門委員の意見として，「本被験

45 条第 3 項は事前の措置のことを規定しており実

者は Day 12 から幻視・幻聴が発現していたにも

際に適切な医療を提供しなかった場合には規定に

かかわらず，入院中に訴えていなかったことから，

反していることにはならない，という趣旨ならば，

同意取得時の事前の説明において，リスクが高い

34）

GCP ガイダンス 「被験者の治験参加期間中及び

ことを十分に説明できていたのか疑問であり，機

その後を通じ，治験に関連した臨床上問題となる

構の見解のとおり，自殺に関連するリスクに対す

すべての有害事象に対して，十分な医療が被験者

る説明も文書を用いて行うことが適切であった」

に提供されることを保証すること．」と矛盾する

とある．

し，そもそも精神科医による必要な診察を受ける

これに対応し「GCP には，被験者を治験に参加

体制がとられていなかったのだから事前の措置は

させるときは，予め治験の内容その他の治験に関

問題なかったとも言えない．さらに，GCP 省令

する事項について当該者の理解を得るよう，文書

の規定に反していないというのが正しい解釈であ

により適切な説明をすることが規定されている．」

るならば本事案の再発防止のためには GCP 省令

と記載している（Table 5 の第 50 条第 1 項）．この

の改正が必要になる．規定外来院時に心療内科医

点についても，類薬であるペランパネルで報告さ

を受診することは被験者が頑なに拒否したとある

れている自殺企図の副作用について同意説明文書

が，この時点で「医薬品開発におけるヒト初回投

に記載の上，本被験者に対し十分に理解できるよ

与試験の安全性を確保するためのガイダンス」
（以

うに説明していなかったのだから，GCP 省令の

38）

下「FIH 試験ガイダンス」） にある緊急対応を実

規定による文書による適切な説明が行われていな

際に試みたのか否かについては，本調査報告書に

いことを示しており，機構が GCP 省令の規定か

記載が見当たらない．

らの重大な逸脱ではないと判断し，GCP の理念

b．被験者に対する情報提供

に従い，より配慮を要する事項である，と結論し

「被験者に対する情報提供」の項目では，事実

ていることには無理がある．

c．治験実施医療機関の治験実施体制

関係として「治験実施医療機関は，類薬であるペ
ランパネルにおいて自殺企図の副作用が報告され

「治験実施医療機関の治験実施体制」の項目で

ていることに関して，同意説明文書に記載されて

は，事実関係として「本薬は類薬における知見及

いなかったが，本試験の同意説明時に，検査項目

び非臨床試験成績より，中枢神経症状の発現に特

である C-SSRS の説明に合わせて，中枢神経系

に注意を要する品目であるが，本試験の治験責任
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医師・治験分担医師の中に精神科・神経内科等の

携体制についてより具体的な検討を促すことが適

中枢神経領域を専門とする医師がおらず，治験実

切であったと考える．」としている．この点につ

施医療機関にも精神科・神経内科等の中枢神経領

いても，同様に機構が GCP 省令の規定からの重

域を専門とする医師はいなかった．治験実施医療

大な逸脱はなく，GCP の理念に従い，より配慮

機関では，被験者の症状に応じて専門的な対応が

を要する事項であるとしていることには無理があ

可能な医療機関を選択し，治験責任医師又は治験

る．

分担医師同行の上で対応を依頼する運用とされて

以上 a, b, c, d で述べた内容は，本調査報告書が

いた．」と記述され，規定外来院時の対応につい

GCP 省令に反すると解される事実を述べつつ，

ては上記「a. 被験者の管理」と同じことが記述さ

省令の規定に対する重大な逸脱ではないが理念に

れている．

従いより配慮を要する，という無理な論理展開を

これに対し「GCP には，治験実施医療機関の要
件として，緊急時に被験者に対して必要な措置を

していることを示唆しており，一般社会に対する
より合理的な説明が求められる．
また，本項目で示された以下の専門委員の意見

講 ず る こ と が で き る こ と が 規 定 さ れ て い る．」
（Table 5 の第 35 条第 1 項第 2 号）
「機構は，治験担

は，FIH 試験ガイダンスの運用実態，精神保健福

当医師にとって専門外の有害事象が認められた場

祉法に定める非自発的入院の制度の運用実態など

合は，結果としてその講じるべき措置をより慎重

を踏まえて，今後さらにその適否の検討を要する

に判断することが適切であったと考える．」と述

と筆者は考える．

べている．この点においても，緊急時に被験者に

�第Ⅰ相試験専門の治験施設において精神科医

対して必要な措置を講ずることができるような体

を治験責任医師等に選定すべきとなると今後

制が取られていなかったのであるから，機構が

の治験への影響は大きい．

GCP 省令の規定からの重大な逸脱ではないと判

�類薬で自殺企図等が注意喚起される治験薬を

断し，GCP の理念に従い，より配慮を要する事

用いる場合には，精神科医や神経内科医の診

項であるとしていることには無理がある．

察が可能な機関に依頼をするか，治験責任医

d．治験依頼者の治験管理体制

師等に精神科医や神経内科医を含めることが
適切である．

「治験依頼者の治験管理体制」の項目では，事
実関係として，「本薬は中枢神経症状の発現に特

�精神保健指定医を治験責任医師等に含めると

に注意を要する品目であったが，治験依頼者は精

ともに，家族等の保護者の関与も事前に検討

神科を専門とする医師のいない治験実施医療機関

できたのではないか．

に治験を依頼していた．また，治験実施医療機関

6．本調査の示す今後の対応

では対応できないような有害事象が発現した際の
対応について，治験実施医療機関と十分な協議を
していなかった．」と記述されている．

今後の対策については，本調査報告書の「3.3

これに対し「GCP においては，当該治験を適切

今後の対応について」にまとめられており，その

に実施する上で求められる要件を満たした治験実

概要が別添 1 に要約されているので，この概要版

施医療機関及び治験責任医師を選定することが規

からさらに要約した（Table 6）．

定されている．」
（Table 5 の第 6 条）
「機構は，治験

この記載内容の大部分は通常の治験でも当然と

依頼者は本薬のリスクを踏まえた要件を満たす治

されてきた事項の域を出るものではなく，少なく

験実施医療機関又は治験責任医師・治験分担医師

とも（1）の 1, 2, 3，（2）の 1, 3, 4 はこれを適切に

を選定する，あるいは治験実施医療機関が対応困

行わなければ GCP 逸脱又は違反とみなすべきで

難な有害事象が発現した場合の専門の医師との連

あり，TGN1412 事件の後に欧州でガイダンスが
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Summary of preventive measures proposed by the regulatory authority

（1）治験依頼者における対応
1．被験薬のリスクに応じた対応が可能な治験実施医療機関・治験責任医師等を選定．
2．重大な転帰につながる有害事象について医療機関に十分に説明，被験者に文書で情報提供．
3．当該有害事象に対応可能な医師が参加，又は連携体制により即時対応を可能とする．
4．中枢神経系薬剤の場合には有害事象診断が可能な機関での実施・家族等の関与を検討．
（2）治験実施医療機関における対応
1．発現が想定され重大な転帰につながる有害事象は被験者に文書で情報提供，心身の変調を速やかに
申告するよう伝達．
2．重篤な事象発現時には入院期間延長等の措置の可能性，症状によっては精神保健指定医への依頼，
家族等に連絡を取る可能性を説明，同意を得る．
3．被験薬の性質により終了後も有害事象が発現する可能性があることを理解し，被験薬投与終了後も
有害事象発現の有無を確認，記録を取る．
4．重大な転帰につながる可能性のある事象が発現した際には臨床経験のある専門の医師の意見を参照
する等の連絡体制を整備．
文献 10 より筆者にて要約．番号は筆者による．

作成され 39），日本でも FIH 試験ガイダンスが作

験では，2006 年に英国で TGN1412 事件が，2016

成された際のような，化合物自体や，治験の実施

年にはフランスでレンヌ事件が起き，世界中の医

体制，実施方法に対する分析に基づく新たな対策

薬業界を震撼させた．そして，それら諸外国の規

の提案とはなっていない．新しい点といえば，中

制当局は綿密な調査を行い，また，医薬学者らも

枢神経系薬剤の場合における，家族の関与や，精

学術誌でこれらの事件について真摯なる検討を重

神保健指定医との連携体制の検討程度であり，い

ねた．いずれも 1 か月以内にプロトコル等資料が

ずれも実際に機能させるためには様々な詳細な検

公表され，約 1 〜 4 か月以内に行政・第三者専門

討が必要な課題である．

委員会による報告書が公表されている 8, 40）．
今般わが国で起きた FIH 試験後の被験者の死亡

7．まとめ

は，これら諸外国の FIH 試験関連の重大事件に比
肩する大事件である．当然のことながら，世界の

以上，本事案の経緯を臨床的観点から概括し，

医薬業界からの関心も高い．しかしながら，情報

その後，精神病理学的検討を経て，臨床薬理学的

公開は，英仏で発生した事件に比して遅く，限定

に問題点を抽出し，さらに GCP 省令への適合性

的であり，報道や専門家による論評も極めて乏し

について考察した．本事案は，日本国内で実施さ

い．

れたヒト初回投与試験（FIH 試験）で被験薬の反

本事案は，精神活性物質の臨床試験では，被験

復投与を受けた後，被験薬からの離脱期に被験者

薬の投与が終わってからもなお，被験薬由来の精

が重篤な精神症状により自死したという深刻な

神神経症状が出現する可能性があること（場合に

ケースである．FIH 試験は被験薬の人体での振る

よっては，精神神経系の後遺障害のリスクもある

舞いが未知の段階での試験であるため，いかに基

であろう）を，我々に改めて認識させた．再発予

礎研究を積み重ねようと，FIH 試験で何が起きる

防策は真剣に考えれば考えるほど難しい．まず，

かは完全には予測できない．また，人体に使用す

FIH 試験という，人類に初めて当該新薬候補物質

るための医薬品の開発を目的とする以上は，FIH

を投与する試験で有害事象が起きた場合に，当該

試験を避けて通ることはできない．過去に FIH 試

物質の使用経験が乏しく，病態の把握が困難であ
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る．さらに本事例のように精神神経症状が生じた

ためには，行うべき対策があるだろう．精神科医

場合に，精神神経症状には客観的な指標が乏し

など，向精神薬を日常的に処方する医師であれ

く，患者や医師の主観に負うところが大きいの

ば，抗てんかん薬という精神神経系の疾患をター

で，症状評価が困難である．そして，有害事象が

ゲットに開発する薬には，精神活性があることを

顕在化した時期が，被験薬を投与した後，経過観

想像することはたやすい．そして，精神活性物質

察期を経て退院した後のことであり，通常であれ

が離脱期にも精神神経症状を起こすことがあるこ

ば，有害事象を予期しえない時期であった．この

とは，服薬遵守性の悪い患者への向精神薬の使用

ように本事例が FIH 試験であることや，有害事象

経験から熟知しているものである．こうした診療

が退院後に顕在化した精神神経症状であることに

現場で毎日のように遭遇する問題が，今後の治験

由来する対応困難なケースであったことを考慮に

に活かされることを祈念してやまない．Table 7

入れてもなお，今後の臨床試験の安全性の確保の

に，本稿の考察から再発予防策を抽出した．

Table 7

Improvement strategy to prevent similar cases

�類薬の知見や基礎研究の結果，標的疾患の性質（特に中枢神経系疾患），薬理学的機序等より，新薬
候補物質に精神活性がある可能性のある時は，当該新薬候補物質の投与期間中はもとより，投与後
の離脱期に精神症状が発生・顕在化することがある．これに即応できるよう，遅滞なく精神医学的
な判断と処置（非自発的入院を含む）を行える体制を整備してから，治験を開始する．そのためには
緊急時における精神医学的評価・対応に長じた医師および精神医療における十分な経験を有する看
護師等の医療従事者の参画が適時必要だが，併せて臨床試験に関する適切な知識（臨床試験の十分な
経験があるとなお良い）のある人物であることが望ましい．
�新薬候補物質に精神活性がある可能性のある時は，治験責任医師および治験分担医師は，研修等に
より精神医学的な基礎知識を修得した者が治験業務に従事すべきである．
�新薬候補物質に精神活性がある可能性のある時は，脳 MRI 検査および脳波をスクリーニング時もし
くはベースライン時に行うべきである．また，精神症状出現時に，可及的速やかにこれら検査を再
度実施する．
�新薬候補物質に精神活性がある可能性のある時は，同一被験者に対し，当該物質の漸増・漸減を基
本とし，それが不可能である場合は，科学的・倫理的に正当化可能な理由を明らかにする．
�新薬候補物質に精神活性がある可能性のある時は，精神症状が出現した場合に，どのような精神症
状に対していかなる向精神薬をどのタイミングでどの用量で投与するか，あらかじめプロトコルに
定めておく必要がある（できれば，フローチャート化しておく）．その際，当該新薬候補物質と治療
に用いる向精神薬との相互作用の可能性を，当該新薬候補物質の薬理学的プロフィールから推測し
た上で，薬学的治療戦略を決定し，プロトコルに記載する．
�当該新薬候補物質に精神活性がある可能性のある時，その離脱期に精神症状が発生・顕在化した場合，
それが当該新薬候補物質からの離脱徴候であることがある．この場合，被験者の精神症状に対処す
る医師の判断で，必要に応じて当該新薬候補物質を再投与することを許容することとし，その際の
判断の基準や用量・投与のタイミング等をプロトコルに記載しておく．
�当該新薬候補物質に精神活性がある可能性のある時は，有害事象としての自殺念慮や自殺行為の生
じる可能性について検討し，被験者に対しその可能性を十分に説明し，文書で同意を得る．なお，一
般に精神活性物質では，幻覚妄想状態や抑うつ状態，不安状態等を生じることがあり，それが自殺
念慮や自殺行為に結びつく可能性があると考えるべきである．また，現時点では，信頼性の高い自
殺リスク評価の方法は確立していないことに留意すべきである．
�以上は，ヒト初回投与試験（FIH 試験）では，当該新薬候補物質の人体での振る舞いが十分に予測で
きないので，特に重要である．したがって，精神活性がある可能性のある新薬候補物質の FIH 試験
についての検討事項を明らかにした上で，国が施設要件や従事者要件，実施要件を定め，認証制度
を創設する．
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