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バレニクリンの服用は重篤な交通事故を増加させるか
大島 明
2006 年度に「ニコチン依存症管理料」が新設され禁煙治療の保険適用が可能となり、ニ
コチンガム、ニコチンパッチ、そしてバレニクリンが禁煙補助薬として使えるようになっ
て、日本における禁煙治療は充実してきた。2015 年 5 月 29 日現在、
「ニコチン依存症管理
料」算定医療機関は 15,617 (2015.5.29 現在)存在する。
しかし、2011 年年 7 月にバレニクリン酒石酸塩の添付文書が改訂され、
「重要な基本的注
意」に下記の文言が記載された。
(4) めまい、傾眠、意識障害等があらわれ、自動車事故に至った例も報告されているの
で、自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること。
2011 年 10 月には厚生労働省医薬食品局から
「医薬品・医療機器等 安全性情報 No.284」
に再度注意喚起があり、製造販売元のファイザー社からも医療従事者は再度注意喚起を受
け、さらに PMDA ホームページでは、
「PMDA からの医薬品適正使用のお願い」(患者向け・
医療担当者向け)が作成され、図入りで「禁煙補助薬チャンピックス錠（バレニクリン酒石
酸塩）服用中の自動車事故について」という注意が掲載された。
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他の多くの薬剤にも同様の添付文書上の記載があるにもかかわらず、バレニクリン酒石
酸塩のみ、薬剤そのものが危険であるかのような図入りの注意文書が当局によって作成さ
れるなど、厳しい扱いを受けている。
註：PMDA ホームページ 「医療用医薬品の添付文書情報」検索ページ
http://www.info.pmda.go.jp/psearch/html/menu_tenpu_base.html
以下の条件にて検索したとき、該当する添付文書数 442 件（成分重複あり)。
・ 検索欄：
「重要な基本的注意」
・ 検索：
「自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること」
すべてを含む
しかも、このような際だって厳しい規制をおこなっている国は日本だけである。


バレニクリン酒石酸塩 米国添付文書

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/021928s028lbl.pdf
5.5 Accidental Injury
There have been postmarketing reports of traffic accidents, near-miss incidents in traffic, or
other accidental injuries in patients taking CHANTIX. In some cases, the patients reported
somnolence, dizziness, loss of consciousness or difficulty concentrating that resulted in
impairment, or concern about potential impairment, in driving or operating machinery. Advise
patients to use caution driving or operating machinery or engaging in other potentially
hazardous activities until they know how CHANTIX may affect them.


バレニクリン酒石酸塩 欧州添付文書 Summaries of Product Characteristics (SPCs)

http://www.medicines.org.uk/EMC/medicine/19045/SPC/CHAMPIX++0.5+mg+film-coated+ta
blets%3b+CHAMPIX++1+mg+film-coated+tablets/#CONTRAINDICATIONS
4.7 Effects on ability to drive and use machines
CHAMPIX may have minor or moderate influence on the ability to drive and use machines.
CHAMPIX may cause dizziness and somnolence and therefore may influence the ability to
drive and use machines. Patients are advised not to drive, operate complex machinery or
engage in other potentially hazardous activities until it is known whether this medicinal
product affects their ability to perform these activities.
たばこ規制における日本の取り組みの立ち遅れは先進国の中で際立っているが、まさか
バレニクリンに対する上記のような対応もタバコ会社の介入によるものとは考えられない。
これは「クスリノリスク」に対する規制当局の誤った｢予防原則｣の適用であり、禁煙治療
による利益を失わせる結果となっている。バレニクリンのプラセボ対照 18 臨床試験のデー
タを用いて、意識障害関連の有害事象，およびこれらの発現期間中の事故または怪我に関
してメタアナリシスを実施し，関連性を検討した結果では，プラセボ群と比べ意識障害に
分類される個々の有害事象の発現率に有意差はなく，また事故または怪我関連有害事象の
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リスクの上昇を示す結果は得られなかった。このようなデータを PMDA に示しても事態は
いまだに変わっていない。
このような中で、スウェーデンのカロリンスカ研究所から決定的なエビデンスが公表さ
れたので、以下に紹介する。
Varenicline and risk of psychiatric conditions, suicidal behaviour, criminal offending,
and transport accidents and offences: population based cohort study
Yasmina Molero, Paul Lichtenstein, Johan Zetterqvist, Clara Hellner Gumpert,1 Seena
Fazel
BMJ 2015;350:h2388 | doi: 10.1136/bmj.h2388
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h2388.full.pdf+html
スウェーデンでは、薬剤の処方も、疾病や事故、犯罪などと同様全国レベルで登録され
ており、個人 ID 番号でこれらの情報をリンケイジすることが出来る。この仕組みを用いて
カロリンスカ研究所の Lichtenstein 教授のグループでは、薬剤の効果・副作用に関してこ
れまで下記のような研究をおこなっている。


Chang Z, Lichtenstein P, D’Onofrio BM, Sjölander A, Larsson H. Serious transport
accidents in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder and the effect of
medication: a population-based study. JAMA Psychiatry 2014;71:319-25.
ADHD の患者では ADHD でないものに比して重篤な交通事故のリスクが高いが、
within patient level での分析で ADHD の薬剤が ADHD の男性患者において事故のリ
スクを軽減することが示された。



Chen Q, Sjolander A, Runeson B, D’Onofrio BM, Lichtenstein P, Larsson H. Drug
treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder and suicidal behaviour:
register based study. BMJ 2014;348:g3769.
ADHD の患者では ADHD でないものに比べて自殺関連イベントの ADHD リスクが高
いが、within patient level での分析で ADHD の薬剤が自殺関連イベントのリスクを下
げることを明らかにした。



Fazel S, Zetterqvist J, Larsson H, Långström N, Lichtenstein N. Antipsychotics,
mood stabilisers, and risk of violent crime. Lancet 2014;384:1206-14.
抗精神病薬や気分安定薬は、再発の予防や症状の軽減に加えて、精神障害の患者の暴
力的な犯罪のリスクを下げることを within individual analyses で明らかにした。



Lichtenstein P, Halldner L, Zetterqvist J, et al. Medication for attention deficithyperactivity disorder and criminality. N Engl J Med 2012;367:2006-14.
ADHD の患者では ADHD の薬剤を服用している期間は犯罪率が低い。
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上記の分析に共通するのは、within person analyses という手法である。バレニクリンを
処方されたものと処方されなかったものとの比較においては、RCT であれば両者の比較可
能性があるが、市販後の調査での症例報告や両群の比較では、調整しきれない交絡要因の
存在があるため注意が必要である。この点で、within person analyses のデザインでは、同
じ人物内で比較し、これをひとつの stratum として解析するので、調整しきれない交絡要
因の存在の問題は生じない。
スウェーデンの 15 歳以上の全人口 7917436 人のうち、2006 年 11 月 22 日（スウェーデ
ンにバレニクリンが導入された時）から 2009 年 12 月 31 日までに 69757 人のものがバレ
ニクリンの処方を受けていた。
Outcomes の情報源は以下の通りである。
犯罪：National Crime Register および Register of People Suspected of Offences から
精神疾患の罹患：Patient Register から
精神病(psychoses) ICD-10 F20-F29、
気分障害（mood conditions）ICD-10 F30-F39
不安障害(anxiety conditions) ICD-10 F40-49, F48
(神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害)
自殺関連行動：Patient Register および Cause of Death Registry から故意の自傷及び自
殺 ICD-10 X60-X84
交通事故及び交通違反：Patient Register および Cause of Death Registry から
交通事故(traffic accidents) ICD-10 V00-V99
National Crime Register および Register of People Suspected
of Offences から交通違反(traffic offences)
薬物乱用：Patient Register から、アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害
（ICD-10 F10）
、薬物使用による精神及び行動の障害（ICD-10 F11-F16,
F18-F19）
、タバコ使用<喫煙>による精神及び行動の障害(ICD-10 F17)
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Table1 には、バレニクリン治療コホートとバレニクリン非治療コホートのベースライン
および追跡結果を示した。

Table2 には、between person の比較における調整前のハザードと、性・年齢を調整した
ハザードを示した。調整後のハザードは、7 つの outcome のすべてで有意に 1 より大きか
った。しかし、これは調整しきれていない交絡要因によるものかもしれない。そこで、within
persons の比較を行った。この場合、各人におけるバレニクリン非投与期間が投与期間のコ
ントロールとなる。精神疾患の罹患のハザードが有意に 1 より大きかったが、他は有意差
がなく、バレニクリンとの関連は認められなかった。
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精神疾患の outcome をさらに詳しく解析した結果を Table3 に示した。不安障害のハザー
ドと気分障害のハザードは有意に 1 より大きかったが、精神病では有意差はなかった。ベ
ースラインの時点ですでに精神科的異常を有していたものにおいてのみ不安障害のハザー
ドと気分障害のハザードは有意に 1 より大きく、これを除外すると有意ではなくなった。

次に、ニコチン離脱症候群による交絡を見るため、バレニクリンあるいはブプロピオン単
独で治療されたものの間での比較を行ったところ、バレニクリン治療群ではブプロピオン
治療群に比して気分障害では有意に低くなった。不安障害でもギリギリ有意に低かった。

以上の結果から、バレニクリンの使用は、自殺や事故を含む多くの副作用のリスクを増加
させるとの心配は、今回の観察的研究では支持されなかったと結論している。なお、精神
科的異常を有するものでは、不安障害のハザードと気分障害のハザードは不安障害のハザ
ードと気分障害のハザードが少し増加する点に関しては、他の研究デザインを用いて確認
する必要があるとしている。今回の within person design は、選択あるいは適応による効
果を最小にし、未知の交絡要因を調整している。従って、バレニクリンと犯罪、自殺行動、
交通事故、交通違反や精神病との間に因果関係があるとの証拠は認めなかった、という本
研究の結論には説得力があると考える。
(以上)
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