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ビプレッソ徐放錠の警告・禁忌
1.警告
1.1 著しい血糖値の上昇から、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡等の重大な副作用が発現し、死亡
に至る場合があるので、本剤投与中は、血糖値の測定等の観察を十分に行うこと。
［製品添付文書の
1.2、2.5、8.1、8.3、9.1.7、11.1.1参照］
1.2 投与にあたっては、
あらかじめ上記副作用が発現する場合があることを、患者及びその家族に十分に説明
し、口渇、多飲、多尿、頻尿等の異常に注意し、
このような症状があらわれた場合には、直ちに投与を中断
し、医師の診察を受けるよう、指導すること。
［製品添付文書の1.1、8.1、8.3、9.1.7、11.1.1参照］

解説

クエチアピン錠において、市販後に糖尿病性ケトアシドーシスを来し死亡した例や重篤な高血糖関連副作用症例が報告さ
れているため、本剤投与中には血糖値の測定等の観察を十分に行う必要がある。糖尿病性ケトアシドーシスは発症後に急
激な経過をたどることが多く、特に外来患者においては自宅での早期発見が重要となる。一般に双極性障害では外来患者
が多いことから、高血糖の典型的な症状である口渇、多飲、多尿、頻尿等があらわれた場合には直ちに投与を中断し、医師
の診察を受けるよう患者およびその家族に説明しておく必要がある。本剤の臨床試験では糖尿病性ケトアシドーシス、糖
尿病性昏睡等は認められていないが、
クエチアピン錠と同様に設定した。

2.禁忌（次の患者には投与しないこと）
2.1 昏睡状態の患者［昏睡状態を悪化させるおそれがある。］
2.2 バルビツール酸誘導体等の中枢神経抑制剤の強い影響下にある患者［中枢神経抑制作用が増強される。］
2.3 アドレナリンを投与中の患者（アドレナリンをアナフィラキシーの救急治療に使用する場合を除く）
［ 製品
添付文書の10.1、13.2参照］
2.4 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
2.5 糖尿病の患者、糖尿病の既往歴のある患者［製品添付文書の1.1、11.1.1参照］

解説

クエチアピン錠において、糖尿病を合併している患者における糖尿病性ケトアシドーシス、高血糖等の副作用が市販後に
報告されたことから、
クエチアピン錠と同様に禁忌2.5に設定した。

糖代謝異常に関連する副作用発現時の自覚症状
糖代謝異常に関連するビプレッソ徐放錠の重大な副作用には、
「 糖尿病性ケトアシドーシス」
「糖尿病性昏睡」
「高血
糖」
「低血糖」などがあり、下表のような自覚症状がみられます。
副作用

主な自覚症状

糖尿病性ケトアシドーシス

吐き気、甘酸っぱいにおいの息、深く大きい呼吸

糖尿病性昏睡

吐き気、甘酸っぱいにおいの息、深く大きい呼吸、意識の消失

高血糖

体がだるい、体重が減る、喉が渇く、水を多く飲む、尿量が増える

低血糖

お腹がすく、冷汗が出る、血の気が引く、疲れやすい、手足のふるえ、
けいれん、意識の低下
参考：ビプレッソ徐放錠患者向医薬品ガイド
（https://www.amel-di.com/medical/di/download?type=23&pid=1422&id=0）
より作表

●糖尿病性ケトアシドーシスとは
糖尿病の急性合併症の1つで、極度のインスリン欠乏とコルチゾールやアドレナリンなどインスリン拮抗
ホルモンの増加により、高血糖（≧300mg/dL）、高ケトン血症（β-ヒドロキシ酪酸の増加）、アシドーシス
（pH7.3未満）を来した状態。
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第二世代抗精神病薬と糖代謝異常の関連
第二世代抗精神病薬と糖代謝異常について
第二世代抗精神病薬では、体重増加・糖代謝異常などの代謝性の副作用が知られており、第二世代抗精神病薬治療
中の糖尿病発症のオッズ比は、第一世代抗精神病薬と比べて高いことが報告されています1）。第二世代抗精神病薬
は、食欲に関連するホルモンなどの内因性の要素、膵臓のα細胞、
β細胞に作用し、食事摂取量や血中インスリンの
増加から肥満を惹起してインスリン抵抗性、糖代謝異常や糖尿病を引き起こすと考えられています（図1）。そのほ
かにも、第二世代抗精神病薬のもつヒスタミンH 1 拮抗作用やセロトニン5-HT 2C 拮抗作用が肥満を誘発し、インス
リン抵抗性につながることが推測されています2）。
1）Sernyak MJ, et al.：Am J Psychiatry 159：561-566, 2002
2）Wirshing DA, et al.：Biol Psychiatry 44：778-783, 1998

第二世代抗精神病薬
食欲行動
グレリン増加

内因性カンナビノイド
受容体活性化

β細胞

α細胞

ドパミン受容体（D2、D3）活性化阻害

グルカゴン増加

インスリン増加

アグーチ関連ペプチド増加
ニューロペプチドY増加
オレキシン増加

肥満
インスリン抵抗性

食事摂取量増加

糖代謝異常/糖尿病
Reprinted from Am J Med, 121, Elias AN, et al, Abnormalities in Glucose Metabolism in Patients with Schizophrenia
Treated with Atypical Antipsychotic Medications, 98-104., Copyright（2008）, with permission from Elsevier.

図1：第二世代抗精神病薬投与により糖代謝異常、糖尿病が生じる機序

投与前の一般的注意
第二世代抗精神病薬を新たに投与開始するときや切り替え時には、糖代謝異常の有無を確認することが重要であり、
血糖モニタリングガイダンス（案）では、血糖値およびヘモグロビンA1c値を測定することとされています（表1）。
また、同時に、糖尿病の家族歴や高血糖・肥満の有無も確認します。
表1：第二世代抗精神病薬を投与する際の一般的注意〔血糖モニタリングガイダンス（案）〕

注意事項
●

薬 剤 の 投 与 開 始 時 および切り替え時には、必 ず血 糖 値（ 可 能なかぎり空 腹 時 ）を測 定すること。
また、可能なかぎりヘモグロビンA1c値も測定すること。

●

可 能なかぎり糖 尿 病 の 危 険 因 子（ 糖 尿 病 の 家 族 歴 、高 血 糖・肥 満 ）の 有 無を調 査し、危 険 因 子を
有する患者では慎重に経過を観察すること。

●

ソフトドリンクの摂取量に注意し、大量に摂取している場合は血液検査と強力な指導をすること。

●

糖尿病性ケトアシドーシスの徴候に注意し、意識障害・口渇・多飲・体重減少・全身倦怠感などが
現れた場合は、薬剤の投与を中止し、適切な処置を行うこと。

●

体重を定期的に測定し、体重が増加しつつある患者にはダイエットや運動を早期から指導すること。
村崎光邦ほか：臨床精神薬理 11（６）
：1139-1148, 2008
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第二世代抗精神病薬と糖代謝異常

投与中の確認事項
血糖モニタリングガイダンス（案）では、ベースライン検査の結果に従って患者を「正常型」
「境界型」
「糖尿病を強く
疑う型」に分け、それぞれに応じたモニタリング方法が提案されています。

メソッド❶

＊
「正常型」

血糖モニタリング

＊
「境界型」

「糖尿病を強く疑う」

＊

定期的に
す み や かに

リスクとベネフィットを総合的に
判 断したうえで、他 剤 へ の 変 更
を検討する

内科医（糖尿病専門医が望
ましい）にコンサルトする

慎重投与

メソッド❸

糖尿病
OLZ、QUEの投与は禁忌。
他剤に変更する
OLZ：olanzapine,

＊
「境界型」

メソッド❷

＊血糖値測定にかかわらず、口渇・多飲・頻尿等の糖尿病を疑わ
せるような症状がある場合は、すみやかに内科医（糖尿病専門
医が望ましい）のコンサルティングを受ける。

他剤は慎重投与

QUE：quetiapine

村崎光邦ほか：臨床精神薬理 11（6）
：1139-1148, 2008

図2：血糖モニタリングの全体的な手順〔血糖モニタリングガイダンス（案）〕

正常型

境界型

糖尿病を強く疑う型

空腹時血糖値

110mg/dL 未満

110〜125mg/dL

126mg/dL 以上

随時血糖値

140mg/dL 未満

140〜179mg/dL

180mg/dL 以上

HbA1c値

6.0% 未満

6.0〜6.4%

6.5%以上

メソッド❶

メソッド❷

メソッド❸

・最 初 の 半 年 間 は 3ヵ月ごと、
それ以 降は6ヵ月ごと検 査を
実施する。
・空 腹 時 血 糖 値 が 1 0 0 〜
110mg/dL未満の場合は正
常高値と判断し、投与1ヵ月後
にも血糖検査を実施する。
・服 薬 継 続 中に「 境 界 型 」、
「糖
尿 病を強く疑う型 」と判 断さ
れた場合は、各々メソッド②、
メソッド③に移行する。

・投与開始1、3ヵ月後、以降は
3ヵ月ごとに検査を実施する。
・服 薬 継 続にあたっては、定 期
的に内科医にコンサルトする。
・服 薬 継 続 中 に 糖 尿 病と診 断
された場合は、OLZ、QTPは
投与禁忌であり、他剤に変更
す る 。他 剤 投 与 の 場 合 は メ
ソッド③に移行する。
・本 人 、家 族 へ の 注 意 喚 起 、食
事指導、運動療法を行う。

・1ヵ月ごとに検査を実施する。
・リスク＆ベネフィットを総合的
に判断し、他剤への変更を検
討する。
・速やかに内科医にコンサ ルト
する。
・糖尿病と診断された場合は、
O L Z 、Q T Pは投 与 禁 忌であ
り、他剤に変更する。他剤の場
合はメソッド③に従い検査を継
続し、慎重に投与を継続する。
・糖尿病がコントロール不良の
場合は、内科医が診察する。
・本 人 、家 族 へ の 注 意 喚 起 、食
事指導、運動療法を行う。

＊投 与 開 始 前 に 実
施するのが原則で
あるが、急 性 期 の
患者で採血が困
難な場 合には、服
薬 後 遅くとも1 週
間以内に検査を実
施し、結 果を入 手
すること。

OLZ：olanzapine
QTP：quetiapine

久住一郎：精神科治療学 31（増刊号）
：143-147, 2016

図3：血糖モニタリングガイダンスに基づく3型分類基準とモニタリング頻度〔血糖モニタリングガイダンス（案）〕
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■「警告・禁忌」等その他項目は最新の製品添付文書をご参照ください。

第二世代抗精神病薬と糖代謝異常
ビプレッソ徐放錠の重要な安全性情報：
自殺関連事象（自殺念慮、自殺行動）
双極性障害におけるうつ状態の患者さんでは自殺念慮があり、自殺企図が起こることがあります。
クエチアピンの国内外の臨床試験や製造販売後において、
クエチアピン投与中に自殺企図、自殺念慮、自殺既遂等が
報告されています。本事象は、患者さんの日常生活に重大な影響を及ぼす、死亡のおそれのある事象ですが、患者素
因（精神疾患）の影響が考えられ、本剤との関連性は明確になっていません。
ビプレッソ徐放錠の国内臨床試験では、安全性解析対象341例 ※ 中、副作用として「自殺念慮」が2例（0.6％）、
「自殺企図」が1例（0.3％）認められました。

※：第Ⅱ/Ⅲ相試験で150mg群に割り当てられた患者のデータは含まない。

■投与中の注意事項
本剤の投与開始早期や投与量を変更する際には、患者さんの状態および病態の変化を注意深く観察してください。
また、
うつ状態の患者さんが薬剤を用いて自殺を図る場合、処方された薬剤を過量服用することがあるため、
自殺傾向が認められ
る患者さんに処方する場合には、1回分の処方日数を最小限にとどめてください。
患者さんのご家族等にも、
自殺念慮や自殺企図があらわれるリスク等について十分説明を行い、医師と緊密に連絡を取り合うよう
指導してください。

第二世代抗精神病薬と糖代謝異常
ビプレッソ徐放錠の重要な安全性情報：
敵意、攻撃性
双極性障害患者や統合失調症患者のうつ症状、アルコール依存症やパーソナリティ障害といった衝動性が高い併存
疾患を有する患者さんにSSRIおよびSNRI等の抗うつ薬を投与すると、精神症状が増悪し、他害行動に至る疑いが
あることが報告されています。
クエチアピンの国内外の臨床試験や製造販売後において、
クエチアピン投与中に敵意、攻撃性、激越、易刺激性、躁病
等が報告されています。
うつ病患者でこれらの症状や行動を来した場合、基礎疾患の悪化や自殺念慮、自殺行動があ
らわれる可能性がありますが、本剤との関連性は明確になっていません。
ビプレッソ徐放錠の国内臨床試験では、安全性解析対象341例 ※中、副作用として「軽躁」が4例（1.2％）、
「 躁病」、
「易刺激性」が各1例（各0.3％）認められました。

※：第Ⅱ/Ⅲ相試験で150mg群に割り当てられた患者のデータは含まない。

■投与中の注意事項
本剤はSSRIおよびSNRI等の抗うつ剤ではありませんが、
うつ症状に投与されることから、
アルコール依存症やパーソナリティ障害
といった衝動性が高い併存疾患を有する患者さんに対しては慎重に投与してください。
また、患者さんの状態および病態の変化を注意深く観察するとともに、
これらの症状の増悪が観察された場合には、服薬量を増量
せず、徐々に減量し、
中止するなど適切な処置を行ってください。
患者さんのご家族等にも、興奮、攻撃性、易刺激性等の行動の変化および基礎疾患悪化があらわれるリスク等について十分説明
を行い、医師と緊密に連絡を取り合うよう指導してください。
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ビプレッソ徐放錠のその他の安全性情報
QT延長
第二世代抗精神病薬投与時にみられる重要な心血管系副作用として、心電図のQTc（心拍数補正QT）間隔延長が知
られています。QT間隔が延長すると、心室性頻脈性不整脈の危険性が増大します。
臨床試験においてビプレッソ徐放錠による持続的なQT延長作用は認められていませんが、
クエチアピンの国内外
の臨床試験や製造販売後において、
クエチアピン投与中に心電図QT延長等が報告されています。①クエチアピン
錠を統合失調症に対する最高用量（375mg/回の1日2回投与）で10日間反復経口投与したところ、
ΔQTcF間隔
は7.88msec、片側95％信頼区間の上限は11.2msecであり、
クエチアピンにおいてQT/QTc間隔延長作用が
認められたこと、②血漿中クエチアピン濃度の増加に伴い、
ΔQTcF間隔が増加したこと、③ビプレッソ徐放錠を強い
CYP3A4阻害剤と併用した場合には、Cmaxが約4倍に上昇することが予測されていることから、注意が必要です。
ビプレッソ徐放錠の国内臨床試験では、安全性解析対象341例 ※中、副作用として「心電図QT延長」が2例（0.6％）
認められました。

※：第Ⅱ/Ⅲ相試験で150mg群に割り当てられた患者のデータは含まない。

■投与中の注意事項
心筋梗塞や虚血性心疾患、刺激伝導障害等の心・血管疾患、脳血管障害、低血圧、
またはその疑いのある患者さんでは、本剤
投与により症状を悪化させるおそれがあるため、特に投与開始初期には慎重に投与する必要があります。
また、
ビプレッソ徐放錠と強いCYP3A4阻害剤を併用する際は、
クエチアピンの血漿中濃度が高値となり、QT間隔の95％信頼区
間の上限が10msecを超える可能性が推察されることから、個々の患者さんの症状および忍容性に注意し、本剤を減量するなどし
て慎重に投与してください。
なお、強いCYP3A4阻害剤を除くCYP3A4阻害剤との併用時においては、
クエチアピンの曝露量の上昇は予想されるものの程度
は大きくなく、強いCYP3A4阻害剤併用時と同程度のQT間隔延長の可能性はないものと推察されました。
モニタリングの頻度
・国内臨床試験（第Ⅱ/Ⅲ相試験）
12誘導心電図、QT/QTc評価：−2、0、8、12、20、28、52週、中止時
・国際双極性障害学会（ISBD）の安全性モニタリングガイドライン
第二世代抗精神病薬横断的モニタリング：心電図（ECG）は臨床的に必要な場合に測定

離脱症候
クエチアピンは、セロトニン5-HT 2A受容体およびドパミンD 2受容体並びにその他のセロトニン、
ドパミン、
ヒスタミン
およびアドレナリン受容体サブタイプに対して親和性を有しており、投与を中止した場合、
これらの受容体への強力
な遮断効果が急激に解除されることにより、離脱症状を引き起こす可能性があります。
クエチアピンの国内外の臨床試験や製造販売後において、
クエチアピンとの関連性が否定できない離脱症候が報告
されています。ビプレッソ徐放錠の投与中止後に不眠、悪心、頭痛、下痢、嘔吐などの離脱症状があらわれることがあ
り、投与を中止する場合には徐々に減量するなどの注意が必要です。
ビプレッソ徐放錠の国内臨床試験では、安全性解析対象341例 ※ 中、副作用として「離脱症候群」が4例（1.2％）、
「薬剤離脱症候群」が3例（0.9％）認められました。

※：第Ⅱ/Ⅲ相試験で150mg群に割り当てられた患者のデータは含まない。

■投与中の注意事項
クエチアピンの投与中止後に薬剤離脱症候群があらわれることがあるため、投与を中止する場合には、徐々に減量してください。
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尿閉、排尿困難
クエチアピンの代謝物ノルクエチアピンは抗コリン作用やノルエピネフリントランスポーター阻害作用を有するた
め、尿閉や排尿困難を引き起こす可能性があります。
ビプレッソ徐放錠の国内臨床試験では、安全性解析対象341例※中、副作用として「排尿困難」が1例（0.3％）認めら
れました。

※：第Ⅱ/Ⅲ相試験で150mg群に割り当てられた患者のデータは含まない。

モニタリングの頻度
・国内臨床試験（第Ⅱ/Ⅲ相試験）
尿検査：−2、0、2、4、8、12、14、16、20、28、36、44、52、53週、中止時

血圧上昇、頻脈
クエチアピンの代謝物ノルクエチアピンはノルエピネフリントランスポーター阻害作用を有するため、
ノルエピネフリ
ン濃度が上昇して交感神経が活性化されると、血管収縮作用、心拍数増加作用が強まり、血圧上昇や頻脈を引き起す
可能性があります。
ビプレッソ徐放錠の国内臨床試験では、安全性解析対象341例 ※中、副作用として「頻脈」が7例（2.1％）、
「 高血圧」
が4例（1.2％）、
「洞性頻脈」が2例（0.6％）認められました。

※：第Ⅱ/Ⅲ相試験で150mg群に割り当てられた患者のデータは含まない。

モニタリングの頻度
・国内臨床試験（第Ⅱ/Ⅲ相試験）
バイタルサイン（血圧・脈拍）
：−2、0、1、2、3、4、6、8、10、12、13、14、16、18、20、24、
28、32、36、40、44、48、52、53、54週、中止時
・国際双極性障害学会（ISBD）の安全性モニタリングガイドライン
第二世代抗精神病薬横断的モニタリング：血圧は最初の1年間は3ヵ月ごと、以降は1年後ごと

上記以外の事象
クエチアピンの国内外の臨床試験や製造販売後において、
クエチアピンとの関連性が否定できない以下の副作用が
報告されています。ビプレッソ徐放錠投与時はこれらの副作用にも注意してください。
●悪性症候群
●肝機能障害、黄疸
●肺塞栓症、深部静脈血栓症
事象名

●横紋筋融解症
●麻痺性イレウス
●膵炎

●痙攣
●遅発性ジスキネジア
●TEN＊、SJS＊＊、多形紅斑

●無顆粒球症、白血球減少
●脂質代謝異常

ビプレッソ徐放錠国内臨床試験（n＝341※）における発現状況

悪性症候群

因果関係が否定できない有害事象として悪性症候群は認められていない。

横紋筋融解症

因果関係が否定できない有害事象として横紋筋融解症は認められていない。

痙攣

因果関係が否定できない有害事象として痙攣は認められていない。

無顆粒球症、白血球減少

因果関係が否定できない有害事象として「白血球数減少」3例（0.9％）が認められている。

肝機能障害、黄疸

因果関係が否定できない有害事象として「肝機能異常」1例（0.3％）が認められている。

麻痺性イレウス

因果関係が否定できない有害事象として麻痺性イレウスは認められていない。

遅発性ジスキネジア

因果関係が否定できない有害事象として遅発性ジスキネジアは認められていない。

脂質代謝異常

因果関係が否定できない有害事象として「血中トリグリセリド増加」10例（2.9％）、
「 高脂血症」2例（0.6％）、
「 低比重
リポ蛋白増加」1例（0.3％）が認められている。

肺塞栓症、深部静脈血栓症

因果関係が否定できない有害事象として静脈血栓塞栓症は認められていない。

膵炎

因果関係が否定できない有害事象として膵炎は認められていない。

TEN＊、SJS＊＊、多形紅斑

因果関係が否定できない有害事象としてTEN、SJS、多形紅斑は認められていない。

※：第Ⅱ/Ⅲ相試験で150mg群に割り当てられた患者のデータは含まない。
＊：TEN（Toxic Epidermal Necrolysis：中毒性表皮壊死融解症）
＊＊：SJS（Stevens-Johnson Syndrome：皮膚粘膜眼症候群）

詳細につきましては、最新の製品添付文書をご参照ください。
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ビプレッソ徐放錠の効能又は効果
4.効能又は効果
双極性障害におけるうつ症状の改善
ビプレッソ徐放錠は、
クエチアピンフマル酸塩（以下、
クエチアピン）を有効成分とする、1日1回経口投与の徐放錠で
す。
国内外のガイドラインでは、双極性障害におけるうつ症状の治療薬の1つとしてクエチアピンが推奨されており1）〜3）、
第一選択薬として位置づけているガイドライン2）,3）もあります。
しかし、日本ではクエチアピンの双極性障害に対する
効能又は効果は承認されていませんでした。このような状況を解消するため、
「 医療上の必要性の高い未承認薬・適
応外薬検討会議」の開発要請に基づいてアステラス製薬株式会社が開発を実施し、2017年7月、
ビプレッソ徐放錠
50mg・徐放錠150mgが「双極性障害におけるうつ症状の改善」を効能又は効果として承認されました。
ガイドラインにおけるクエチアピンの位置づけ
日本うつ病学会により作成された双極性障害の治療ガイドライン
（第3回改訂版、2017年）4）において、
クエチアピンは双極性障害の抑うつエピソード治療薬として推奨されている。
※国内で「双極性障害におけるうつ症状の改善」を効能又は効果にもつ薬剤は、
クエチアピン
（徐放錠に限る）
とオランザピンのみ。
1）Grunze H, et al：The World Journal of Biological Psychiatry 11：81, 2010
2）山田和男ほか：臨床精神医学 37（4）
：397, 2008
3）Yatham LN, et al：Bipolar Disorders 11：225, 2009
4）日本うつ病学会気分障害の治療ガイドライン作成委員会：日本うつ病学会治療ガイドライン Ⅰ.双極性障害 2017. 日本うつ病学会, p6, 2018
（https://www.secretariat.ne.jp/jsmd/iinkai/katsudou/data/180125.pdf）

■ビプレッソ徐放錠の使用期間
双極性障害は、躁状態とうつ状態を繰り返す疾患で、再発しやすいことが知られています。
躁状態および再燃・再発抑制に関するビプレッソ徐放錠の有効性・安全性は認められていないため、双極性障害のうつ症状の
寛解 ※が得られた段階で、
ビプレッソ徐放錠の投与中止を検討してください
（図4）。
※国際双極性障害学会（ISBD）における寛解の定義
＜双極性うつ病：症状寛解＞
・ ハミルトンうつ病評価尺度（HAM-D17）スコアが5点以下または7点以下
・ モンゴメリ・アスベルグうつ病評価尺度（MADRS）スコアが5点以下または7点以下、
あるいは双極性うつ病評価尺度（BDRS）スコアが8点以下
・ 日常機能は除外

ビプレッソ徐放錠
投与期間

開始

躁状態

ビプレッソ徐放錠
投与期間

中止検討

開始

時間

うつ状態

図4：双極性障害の症状経過とビプレッソ徐放錠の投与タイミング
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中止検討

■ビプレッソ徐放錠の対象疾患
ビプレッソ徐放錠の効能又は効果は、
「 双極性障害におけるうつ症状の改善」であるため、大うつ病性障害に対しては使用できま
せん。双極性障害の診断には、米国精神医学会から発表されている「精神疾患の診断・統計マニュアル
（DSM）」が用いられま
す。
うつ病におけるうつ症状と双極性障害におけるうつ症状はほぼ同様であり、表2のような相違点を踏まえたうえで、鑑別におい
ては過去に躁症状がみられたか、家族歴があるか、発症年齢などを問診によって本人や家族に詳細に確認することが重要
です。DSM-5において、抑うつ気分の診断手順が示されています（図5）。
また、
ビプレッソ徐放錠と有効成分が同じであるクエチアピン錠が、統合失調症を効能又は効果とする抗精神病剤として承認され
ています。
しかし、
ビプレッソ徐放錠は「統合失調症」への効能又は効果が認められていないため、統合失調症に対しては使用し
ないでください。
表2：うつ病と双極性障害のうつ症状の相違点
単極性うつ病

双極性うつ病

臨床症状

身体化症状が多い（とくに筋肉、呼吸器、泌尿生
殖器に関する）
不眠、認知障害、悲哀感が多くみられる
精神病症状の合併は少ない

精神運動抑制症状が強い
恐怖感が強い
精神病症状の合併が多い
少ない体重減少
焦燥感、無快感、無価値観が強い

大うつ病、躁病の家族歴

少ない

家族歴の存在が多い

発症年齢

遅い

若年発症例が多い

過去のエピソード数

少ない

うつ病エピソードが多い

結婚歴

有意差なし

有意差なし
川嵜弘詔ほか：医学のあゆみ 219（13）
：917, 2006

抑うつ気分
はい

一般身体疾患あるいは物質・医薬品の作用により説明可能

他の医学的疾患による抑うつ障害あるいは
物質・医薬品誘発性抑うつ障害

いいえ
現在および過去の気分エピソード
（抑うつ、躁病、軽躁病）の有無を確認

躁病エピソードが現在or過去にある

はい

精神病症状が気分エピソードの期間外にある

いいえ

いいえ
はい

過去に軽躁病エピソードと最低1回抑うつエピソードあり
いいえ

抑うつエピソードあり

はい

精神病症状が気分エピソードの期間外にある

はい

抑うつ気分がある日が多い期間が2年以上
いいえ

はい

抑うつ気分が、月経周期前1週に一致した時期に生じる
いいえ

はい

これまでのどの気分障害の規準も満たさないが、
抑うつ気分がストレス因子に反応して生じている

双極Ⅰ型障害

気分循環性障害
はい

いいえ

いいえ

統合失調症
スペクトラム障害

双極Ⅱ型障害

はい

2年以上の軽躁病症状と抑うつ症状期
いいえ

はい

統合失調症
スペクトラム障害
うつ病
持続性抑うつ障害

月経前不快気分障害

適応障害：抑うつ気分を伴う

髙橋三郎（監訳）, 下田和孝・大曽根彰（訳）
：DSM-5 鑑別診断ハンドブック. 医学書院, 58, 2015

図5：DSM-5に基づく抑うつ気分の診断手順
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ビプレッソ徐放錠の用法及び用量第二世代抗精神病薬と糖代謝異常
6.用法及び用量
通常、成人にはクエチアピンとして1回50mgより投与を開始し、2日以上の間隔をあけて1回150mgへ増量
する。その後、さらに2日以上の間隔をあけて、推奨用量である1回300mgに増量する。
なお、いずれも1日1回就寝前とし、食後2時間以上あけて経口投与すること。
7.用法及び用量に関連する注意
肝機能障害のある患者及び高齢者では、2日以上の間隔をあけて患者の状態を観察しながら1日50mgずつ慎
重に増量すること。
［ 製品添付文書の9.3、9.8、16.6.1、16.6.2参照］

■臨床推奨用量
双極性障害におけるうつ症状に対するビプレッソ徐放錠の推奨用量は300mg/日です。300mg/日未満での有効性・安全性は確
認されていません。

■投与タイミング
ビプレッソ徐放錠の薬理作用由来の起立性低血圧、傾眠等の発現による日中活動への影響、催眠作用を考慮し、1日1回就寝前
に投与することとしました。
また、健康成人男性にビプレッソ徐放錠50mgを経口投与したときのCmaxおよびAUClastの幾何平均
比（90％信頼区間）
は、空腹時投与と比較して高脂肪食後投与では2.14（ 1.88，2.43）および1.18（ 1.04，1.34）、低脂肪食後投与
では1.82（ 1.60，2.07）および1.06（ 0.94，1.20）
でした1）。
ビプレッソ徐放錠を食事とともに服用した場合、Cmaxが約2倍に上昇する
可能性があることから、食後は2時間以上の間隔をあけて投与してください。

1）承認時評価資料：社内資料（健康成人・薬物動態：CL-0003）

■製剤間の同等性

●50mg錠と150mg錠の薬物動態の比較1）
大うつ病性障害患者 ※を対象に、2×2クロスオーバー法によりビプレッソ徐放錠50mg×3錠およびビプレッソ徐放錠150mg×1錠
を投与したときの薬物動態を比較しました。
ビプレッソ徐放錠50mg×3錠投与時に対するビプレッソ徐放錠150mg×1錠投与時
のCmaxおよびAUC 24hの幾何平均比（90％信頼区間）
はそれぞれ、1.22（ 1.03，1.44）および1.05（ 0.95，1.15）
でした。
●50mg錠と150mg錠の製剤切替試験 2）
双極性障害の大うつ病エピソードと診断された患者を対象に、2×2クロスオーバー法によりビプレッソ徐放錠50mgおよびビプレッソ
徐放錠150mgを150mg/日または300mg/日で投与しました。
その結果、表3に示したとおり、MADRS合計スコアの50mg錠投与
時と150mg錠投与時との調整済み平均値の差（両側95％信頼区間）
は−0.5（−3.4，2.3）
であり、
製剤間で差はありませんでした。
副作用発現率は、用量調節期間では50mg錠先行投与群44.4％
（4/9例）、150mg錠先行投与群36.4％
（4/11例）でした。
切替前では50mg錠先行投与群（50mg錠投与時）0％、150mg錠先行投与群（150mg錠投与時）9.1％
（1/11例）、切替後で
は50mg錠先行投与群（150mg錠投与時）22.2％
（2/9例）、150mg錠先行投与群（50mg錠投与時）0％でした。2例以上に発
現した副作用は、用量調節期間で認められた傾眠および口渇であり、傾眠の発現率は50mg錠先行投与群33.3％
（3/9例）、
150mg錠先行投与群18.2％
（2/11例）、口渇の発現率は50mg錠先行投与群22.2％
（2/9例）、150mg錠先行投与群18.2％
（2/11例）
でした。傾眠および口渇以外の副作用発現例数は、
いずれの投与群でも各治療期で1例でした。
50mg錠先行投与群および150mg錠先行投与群において、副作用による投与中止、死亡例、重篤な副作用はみられませんで
した。
また、切替前中止例では、副作用が2例全例に認められ、投与中止に至った副作用は1例（傾眠）
でした。
表3：MADRS合計スコアの製剤間の差：FAS
投与製剤
50mg錠投与
150mg錠投与

MADRS合計スコア（平均値±SD）
12週時（切替前）
9.2±6.9 a）
9.1±7.2b）

20週時（切替後）
5.9±5.6b）
6.8±5.4a）

投与製剤別の調整済み平均値c）
最小二乗平均
7.4
7.9

両側95％信頼区間
4.4，10.4
5.0，10.9

調整済み平均値の製剤間の差
（50mg錠投与－150mg錠投与）c）
最小二乗平均
両側95％信頼区間
−0.5

−3.4，2.3

a）50mg錠先行投与群（n＝9）
b）150mg錠先行投与群（12週時：n＝11、20週時：n＝10）
c）治療期12週および20週のデータを用いた、先行群、時期および製剤を固定効果、被験者を変量効果とした分散分析

【試験方法】 双極性障害の大うつ病エピソードと診断された患者22例（有効性解析対象例：20例、安全性解析対象例：20例）を対象に、
ビプレッソ徐放錠
150mgまたは300mgを1日1回就寝前に20週間経口投与した。ビプレッソ徐放錠の投与量は、治療開始時のクエチアピン錠服用量によって、
2日間または4日間で150mg/日へ漸増後、5日～4週目は300mg/日を投与した（4週目までは150mg/日に減量可）。5週目からは50mg錠
先行投与群と150mg錠先行投与群に分け、4週目までと同じ用量を5～12週目は先行製剤、13～20週目は製剤を切り替えて投与した（多施
設共同非盲検無作為化2剤2期クロスオーバー試験）。
【評価項目】 MADRS（合計スコアの製剤間の差）など
【解析計画】 有効性評価項目は前観察期、治療開始時、投与1、2、4、8、12、16、20週時、治療期最終時および後観察期に評価することとした。

以上より、
ビプレッソ徐放錠の2つの製剤（50mg錠および150mg錠）
を同一用量で投与したときの有効性および安全性に明らかな
違いはなく、製剤間の同等性が示唆されました。
※4.効能又は効果
双極性障害におけるうつ症状の改善
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