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疼痛緩和治療を併用した化学療法中にアカシジアとミオクローヌス

を発症した肺癌の 1例 
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【要旨】 

 オピオイドによる疼痛緩和を行いながら進行肺癌への抗癌剤治療を実施した症例に、ミオクローヌスとアカシジ

アが急性発症した。オピオイド、制吐剤、抗ヒスタミン剤、消化器用薬の併用が錐体外路症状を誘発したと考えら

れた。急性期は主にBiperidenとFlunitrazepamを静注して対応した。発作のない期間は緩和ケアチームのラウン

ドと介入を継続し、再発の予兆出現時はDiazepam または Biperidenを追加内服して再発予防とした。抗癌剤治療

の継続から終末期診療まで行う中で錐体外路症状の早期発見と対応は重要であると認識した。 

 

【キーワード】：抗癌剤治療、アカシジア、ミオクローヌス、緩和ケアチーム 

 

【はじめに】 

 進行肺癌による強い痛みのためオピオイドを併用し

ながら抗癌剤治療を続けた経過中に、ミオクローヌス

を伴ってアカシジアが急速に進行した症例を経験した。

抗癌剤の副作用予防薬、オピオイドとその副作用治療

の薬剤が同時に投与される機会は増えていて、薬剤性

錐体外路症状が出現するリスクは大きくなってきてい

る。本症例の経過を振り返り問題点を考察した。 

 

【症例 60歳台 男性】 

X-6 月からの背部痛を主訴に近医を受診し、進行期

の肺腺癌の診断を受けた。大腿骨への転移と膵臓転移

による疼痛を伴っていた。発熱が続き臥床時間が多い

状態であったので前医では緩和医療の方針となった。

骨転移部への放射線治療を終えた後、本人の意向で当

院へ転院した。当院では感染症治療とオピオイド変更

後にリハビリを開始。解熱し疼痛が緩和されると動け

るようになり生活が自立した。本人が抗癌剤治療を希

望し、Performance Status（以下P.S.と略）1への向

上あり、X-3月にCarboplatin+Pemetrexed併用療法を

実施。十分には奏効せず、次の治療を準備中に、X-2月

にはイレウスを発症し、イレウス管による治療を受け

て回復した。X-1 月から 2 次治療として Nivolumabを

投与。特に副作用なく経過し、腫瘍の進行が止まって

容態が安定し外出可能になった。2週間毎にNivolumab

を投与する治療計画となりリハビリも進んでいた。ア

カシジア発症前日の夕食後から気持ちの昂ぶりが続き

午前 3 時まで眠られず睡眠薬を服用。X 日は午後から

Nivolumabの3回目の投与を予定していた。 

【既往歴】特記事項なし 

【家族歴】母親：胃癌 

【発症時身体所見】 

身長：162cm、体重：45.3kg、体温：37.3 ℃、 

意識清明。血圧：115/68mmHg、脈拍：95 /min、SpO2：

97 ％（room air）、頭頚部異常所見なし。胸部：右肺

は呼吸音減弱。呼吸性雑音なし。心雑音なし。 

腹部：腫瘤なし。圧痛無し。腸蠕動音：正常。 

大腿伸側の筋肉が不随意に収縮して膝が屈曲する様子

が1時間に2～3回あり（前日夜間から出現） 

歩容：正常 

四肢：浮腫なし。 

 

【血液検査所見】（表1） 

主な所見は鉄欠乏性貧血と腫瘍性の CRP上昇。肝機

能、腎機能は正常範囲。 

 

【画像所見】 

胸部XP（図1）：右上葉に径9ｃｍの肺腫瘍を認め、胸

部CT（図2）：右背部肋間への腫瘍浸潤を認めた。腹部C

T（図3）：膵頭部に径1cmの腫瘤を認めた。 

 

【発症日の経過】 

X日15時頃から廊下をしきりに歩き回る様子あり、安

静を促すと「足がすっきりしない。動くと良くなるの

で歩いて治している」と返答。帰室後Nivolumab・135m

gを点滴。16時には吐き気と焦燥感の訴えありMetoclo
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pramide・5mgとHydroxyzine・25mgを順に点滴投与。そ

の後、ベッド上で絶えず寝返りを繰り返し、興奮を伴

った言動が続いた。会話は可能だが、両足を同時に急

に屈曲・進展する動作の大きさと頻度が増加。筋攣縮

なし。筋硬直なし。筋力の左右差なし。不随意運動に

本人自身が怯えてさらに興奮する状態になった。内服

薬は拒否されたので、Flunitrazepam・1mgを間欠的に

約1時間の間隔をあけて4回静注したが治まらず、Diaz

epam・10mgを静注したが不随意運動が残り、さらにFl

unitrazepam・1mgを静注したところ安静になり、発症

から約7時間後に就眠し不随意運動が消失した。 

X+1日午前1時以降は時々開眼するが直ぐ眠る状態で過

ごし不随意運動は出現しなかった。X+1日の頭部CTでは

脳病変は認めなかった。X+2日朝から通常に会話と食事

が可能になり、X+3日から歩行可能になった。 

 

【その後の経過】 

 その後、精神科医の往診を受けて、「アカシジア」で

あったと診断を受けた。Nivolumabによる錐体外路症状

出現は0.02％であり今回のアカシジア出現と強い関連

はないと考えて、X+21日目からNivolumabを再開。アカ

シジア発症前の状態を見直し、不眠への強い訴えや焦

燥感が前兆であったと推察した。再発対策として精神

科医と緩和ケアチームの定期的なラウンドが開始され

た。同チームでは、症状緩和に処方した薬の副作用の

確認、アカシジア改善の有無、その他の症状の有無と

程度の把握を行って、判断を主治医と病棟看護師に伝

達。病棟看護師は夜間・早朝を含めた患者の様子、言

動の変調を、時間を空けずに主治医へ連絡して対応を

早め、また、より詳細に記録に残して緩和ケアチーム

との情報共有に努めた。緩和ケアチームのアドバイス

を参照して、予兆がある時は頓用でdiazepam・2mg、ま

たは、Biperiden・1mgを内服していただき安静を維持

できたので、その後の抗癌剤治療継続に支障はなかっ

た。 

X+8月にはNivolumabが奏功しなくなりP.S.3へ低下し、

抗癌剤治療を終了。対症療法は同様に継続しつつX+9月

からホスピスへの転院について相談を開始。この頃か

ら疼痛以外の愁訴が増加し、苦悶表情で過ごされる日

が続いた。精神科医の往診を受け、症状緩和にAsenapi

ne・10mg 1×就寝前内服が開始されて、徐々に気分が

回復し自分で動く機会が増えた。X+11月に転院先が決

まったが、癌性腹膜炎のため食事はできなくなり、点

滴を受けながらベッド上で臥床のまま本とテレビを見

て過ごす日々が続いた。特に誘因はなかったが、夕方

になってから急に「じっとしていられない。歩かない

ではいられない」と訴えあり。右手に震戦が出現。Bip

eriden・1mgを内服したが治まらず、Biperiden・5mgを

静注にて追加。しかし、ふらつきながらも歩き始め、

転倒しそうになったのでベッドに戻し、Flunitrazepa

m・1.5mgを注射したところ安静になり数分後に就眠。

約12時間眠られたのち覚醒し、神経学的異常は消失し

ていた。翌朝、緩和ケアチームに相談し、非定型抗精

神病薬であるAsenapineの影響を考慮して同薬を半量

に減薬した。その後は言動が安定し、アカシジアは再

発なく経過し、そのまま当科で療養を続けたが原疾患

の進行によりX+13月に永眠。 

 

【考察】 

 アカシジアは、多くが薬剤副作用として報告されて

いて、特発性の症例報告は少ない1-6）。 

厚生労働省重篤副作用疾患別対応マニュアル7）による

と薬剤性アカシジアの主な症状は「座ったままでいら

れない」、「姿勢の頻繁な変更」等が特徴として記載さ

れていて本症例と共通する。他に、動悸、焦燥、不安、

不眠などを伴う場合もある。しかし、アカシジアの診

断は「特別な検査法はないので早期発見は困難」と指

摘があり7）、本症例の発症時も内科医のみではアカシジ

アとは確信しきれず、使用経験が少ないBiperidenの投

与に躊躇した。診断に際して薬剤性アカシジア評価尺

度7）の活用が基本だが、後日、インターネット上の「A

kathisia」の動画が参考になる5）と知り、実際に見てみ

ると本症例の様相と共通点が多く、診断の参照になる

と実感した。 

アカシジアを生じうる薬剤を表2に示す。本症例では

、Mosapride、Fentanyl、Metoclopramide、Asenapine

の4剤が被疑薬となる。いずれも症状緩和と副作用対策

に用いる機会が増えているが、重なるとアカシジアを

誘発するリスクが高くなるので慎重さが必要であった

。また、本症例では血清鉄低値もリスク6）の1つと考え

られた。被疑薬の全てを中止することは難しいが、可

能な範囲で一部を減薬、鉄分補充など改善の余地はあ

り実施した。複数の定期薬を継続する中で、患者の体

重減少や代謝の低下による相対的な薬剤過量にも注意

すべきであると再考した。 

ミオクローヌスは「1つあるいは複数の筋肉が短時間

だが不随意に収縮するもので、振幅、周波数、発現部

位の変動を伴うことがある」と定義8）される。神経筋疾

患に伴う症候として知られているが、薬剤が原因にな

る（表3）9）場合がある。オピオイド投与時のミオクロ

ーヌス発現の指摘10）はあり、また、当時はNivolumabの

前投薬として抗ヒスタミン剤：Chlorpheniramineを投

与していたことが重なって本症例において誘発因子に

なったと推定される。 

急性アカシジアへの対応は、マニュアルに詳記され

ているが、本症例のアカシジア再発時（X+11月）は、
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既に診断がついていてBiperidenを早めに投与したに

もかかわらず奏功せず転倒事故が危惧されて、Flunit

razepam静注による鎮静を要した。症状が強固な場合は

鎮静による安静確保が必要と考えられた。 

 

【まとめ】 

 本症例では、進行癌に伴う様々な訴えのある中でア

カシジアとミオクローヌスが併発して症状・所見が複

雑になり診断に苦慮した。緩和医療を要する症例では

軽度のアカシジアが生じている症例が少なくない5）と

指摘されている。譫妄や認知症周辺症状と誤認される

事例がある2)5）といわれている。成書や動画資料を活用

しスタッフ間での知識の共有が望まれる。医療者側が

アカシジアに気付かないと、患者にとっては「体が意

のままにならない辛さ」と、それを「理解してもらえ

ない辛さ」が続くことになる。患者の隠れた辛さを緩

和するために、軽症であったとしても錐体外路症状の

早期発見と対応は必要である。 

 

本論文内容に関連する著者の利益相反なし 
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表1：発症時血液検査結果 

【末梢血】 

WBC         11500 / μL 

RBC      380×104 / μL 

Hb           8.2 g/ dl↓ 

Ht           28.0 % 

PLT     79.4×104 / μL 

【生化学・血清】 

T.P.        7.3 g / dL 

Alb.        2.3 g / dL↓ 

LDH        430 IU / L 

AST         33 IU / L 

ALT         31 IU / L 

γ-GTP      25 IU / L 

T-Bil     0.25 mg / dL 

 

Na        136 mEq / L 

K         5.0 mEq / L 

Ca         8.6 mg / dL 

BUN       12.2 mg / dL 

CRE       0.49 mg / dL 

Fe         12 μｇ/ dL↓ 

TIBC      220 μｇ/ dL 

CRP       7.37 mg /dL↑ 

CEA        1.3 ng / mL 
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表2：アカシジアを誘発する可能性のある薬剤 

●抗精神病薬 

クロルプロマジン、ハロペリドール、スルピリド、 

チアプリドなど  

●非定型抗精神病薬 

リスペリドン、オランザピン、クエチアピンなど 

●抗うつ薬  

アモキサピン、イミプラミン、クロミプラミン、 

ミアンセリン、トラゾドン、フルボキサミン、 

パロキセチン、セルトラリンなど 

●抗けいれん薬・気分安定薬：バルプロ酸Na 

●抗不安薬：タンドスピロン 

●抗認知症薬：ドネペジル 

●消化性潰瘍用薬：ラニチジン、スルピリド など 

●消化器用薬 

ドンペリドン、メトクロプラミド、モサプリド、 

オンダンセトロンなど 

●抗アレルギー薬：オキサトミド  

●血圧降下薬：マニジピン、ジルチアゼム、など 

●抗がん剤 

イホスファミド、カペシタビン、カルモフール、 

テガフール、フルオロウラシル  

●その他 

ドロペリドール、フェンタニル、インターフェロン 

 

表3：ミオクローヌスを誘発する可能性のある薬剤 

●抗ヒスタミン薬* 

●抗けいれん薬 

カルバマゼピン*、フェニトイン*、バルプロ酸* 

●抗生物質 

セファロスポリン系薬剤*、ペニシリン* 

●抗パーキンソン病薬 

レボドパ、MAO阻害薬* 

●三環系抗うつ薬* 

●リチウム* 

●オピオイド（通常は用量依存性） 

*毒性用量または高用量において。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 胸部CT：肋間への腫瘍浸潤 

 

 

 

 

図1 胸部XP：右上葉に径9cmの腫瘍 
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図3 腹部CT：膵頭部に径1cmの腫瘤 

 

 

 


