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略語表 

本論文においては以下の略語を用いた。 

ABC ATP-binding cassette 

BMI body mass index 

CE collision energy 

CEP collision cell entrance potential 

CIS clozapine-induced sialorrhea 

CLZ clozapine 

CNO clozapine N-oxide 

CPMS Clozaril Patient Monitoring Service 

CXP collision cell exit potential 

CYP cytochrome P450 

DFS drooling frequency scale 

DIEPSS drug induced extra-pyramidal symptoms scale 

DMEM dulbecco’s modified eagle’s medium 

DMSO dimethyl sulfoxide 

DP declustering potential 

DSFS drooling severity and frequency scale 

DSS drooling severity scale 

EDTA ethylenediamine-N,N,N’,N’-tetraacetic acid 



 

EGTA ethylene glycol-bis (2-aminoethylether) -N,N,N’,N’-tetraacetic acid 

EP entrance potential 

ESI electrospray ionization 

FBS fetal bovine serum 

HEPES N-2-hydroxyethylpiperazine-N’-2-ethanesulfonic acid 

HPLC high performance liquid chromatography 

HSY human salivary gland epithelial cell line 

IS internal standard 

LC/MS/MS liquid chromatography/tandem mass spectrometry 

NDMC N-desmethylclozapine 

PBS phosphate-buffered saline 

RSST repetitive saliva swallowing test 

SRM selected reaction monitoring 

T1/2 half-life 

Tmax time of maximum concentration 



1 

序論 

2011年、厚生労働省は4大疾病「がん、脳卒中、心臓病、糖尿病」に「精神

疾患」を加え、5大疾病とすることを決定し、精神疾患は医療法の医療計画

上、重要疾病として位置づけられた。精神疾患のひとつである統合失調症は、

人口の約1%が罹患する頻度の高い疾患であり、思春期から青年期に好発し、再

発率が高いことから、その疾病負担は非常に大きいことが知られている 1)。統

合失調症の治療は薬物療法と非薬物療法が包括的に行われるが、薬物療法の中

でも、ドパミンD2受容体遮断作用を有する抗精神病薬による治療は有効性の高

い治療法であり、主症状である陽性症状の改善に有用である。しかしながら、

複数の抗精神病薬を十分量、十分期間服薬しても治療反応性を示さない治療抵

抗性統合失調症が30%程度存在することが報告されており、臨床上大きな問題

となっている 2)。 

クロザピン (CLZ) は治療抵抗性統合失調症に対して適応を有する唯一の薬

剤であり、他の抗精神病薬と比較して高い治療効果を示すこと、抗精神病薬の

代表的な副作用である錐体外路障害の発現率が低いことが報告されている 3)。

一方、クロザピンは無顆粒球症、糖代謝異常、流涎症、便秘、起立性低血圧、

過鎮静、けいれん発作などの多種多様な副作用を呈することが知られている。

中でも、クロザピン誘発性流涎症 (clozapine-induced sialorrhea; CIS) はクロザピ

ン服用患者に高頻度で認められ 4)、quality of life やアドヒアランスの低下に加

え、二次的に誤嚥性肺炎を誘発することから 5-7)、クロザピン中止理由の上位

に位置する重症度の高い副作用である 8-9)。しかしながら、CIS のリスク因子や

発現機序は明らかとなっておらず、治療法も確立されていないことから、この

副作用への対策は困難を極める 10-14)。 

クロザピンは薬理学的には強力な抗コリン作用を有する薬剤であり 15)、重症

度の高い便秘 (腸閉塞や麻痺性イレウス) などの抗コリン性の副作用を示すこ

とは前述の通りである。一方で、流涎症はコリン作動性の副作用として知られ

ており、その発現はクロザピンの薬理特性と矛盾する。クロザピンは肝臓の薬

物代謝酵素の一つであるシトクロム P450 (CYP) によって代謝を受け、活性代
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謝物である N-デスメチルクロザピン (NDMC)、クロザピン N-オキシド (CNO) 

が生成される。これら活性代謝物はクロザピンとは異なる薬理・動態特性を有

する 15-20)ことから、CIS 発現への関与が示唆される。しかしながら、基礎・臨

床研究において、クロザピンならびに活性代謝物と流涎症の関連性を検証した

報告は乏しく、有効性の高い治療法も確立されていない。 

そこで、本研究は Fig. 1 で示す通り、基礎および臨床研究から CIS の原因物

質やリスク因子、発現機序を明らかにし、CIS の治療法の確立に繋がる新規知

見を得ることを目標に、種々の検討を行った。 

  
Fig. 1 Clinical and basic research program 
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第 1 章 クロザピン誘発性流涎症 (CIS) のリスク因子の同定 

第 1 節 諸言 

本邦の統合失調症患者はおおよそ 70-80 万人であり、その 20-30%にあたる約

15-25 万人が治療抵抗性と予測されている 21)。先述の通り、クロザピンは治療

抵抗性統合失調症に対して適応を有する唯一の薬剤であり、本邦を含む各国の

ガイドラインにおいて、その使用が推奨されている。しかし、本邦において、

クロザピンの治療を受けている割合は治療抵抗性統合失調症患者の 1-2%程度で

あり、その普及率は他国と比較して極めて低い 21-23)。この背景の一つとして、

クロザピンの多種多様かつ頻度、重症度の高い副作用の存在が挙げられる。

CIS は白血球減少、過鎮静、てんかん発作に次いで、クロザピン中止の契機と

なる副作用であり 9)、発現率が高く長期間に渡って、重症度の高い症状を呈す

ることから、CIS の予防および治療法の確立はクロザピン普及の一助となるこ

とが予想される。 

薬剤誘発性流涎症の原因として、唾液分泌の亢進あるいは唾液の口腔内過貯

留が挙げられる。抗精神病薬は線条体のドパミン D2受容体を遮断することで

用量依存的に錐体外路障害を引き起こし、二次性の嚥下障害を誘発することが

知られている 24)。嚥下障害は口腔内に分泌された唾液の嚥下を妨げ、唾液の口

腔内過貯留を引き起こすため、流涎症のリスク因子となり得る。また、クロザ

ピンの活性代謝物である N-デスメチルクロザピンは、ドパミン D2受容体をは

じめとする複数の受容体に対してクロザピンと類似した薬理活性を示す一方

で、ムスカリン受容体に対しては、クロザピンとは異なる作用を示すことが報

告されている 15)。唾液腺は自律神経の二重支配による制御を受けており、副交

感神経終末から分泌される神経伝達物質であるアセチルコリンがムスカリン受

容体に結合することで、唾液分泌が誘発される。したがって、コリン作動性を

示す N-デスメチルクロザピンは流涎症のリスク因子となる可能性がある。この

ように、嚥下および錐体外路障害、あるいはクロザピンや活性代謝物の存在が

流涎症の発現に寄与している可能性が考えられるが、これらの因子と流涎症の

関連性を検証した臨床研究は行われていない。 
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本章では、CIS のリスク因子を同定するため、前向きの観察研究を実施し、

流涎症と関連性の高い因子を探索した。 
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第 2 節 研究方法 

第 1 項 研究デザイン 

本研究は 2017 年 4 月から 2019 年 3 月の間にクロザピンを服用している 20

歳以上の患者のうち、研究期間中にクロザピンの用法用量の変更がない 25 名

を対象とした。なお、本研究は「ヘルシンキ宣言」や「人を対象とする医学系

研究に関する倫理指針」を遵守し、「クロザピン誘発性流涎症 (CIS) の発現リ

スク因子の同定に関する臨床研究」 (臨床研究番号：自 016-0141) として、北

海道大学病院自主臨床研究審査委員会の承認を受けて実施した。 

 

第 2 項 評価項目 

本研究では流涎症の評価尺度として、流涎症の重症度を評価する drooling 

severity scale (DSS) および頻度を評価する drooling frequency scale (DFS) の総ス

コアである drooling severity and frequency scale (DSFS) を用いて、各種因子との

相関性を検証した。 

1) 主評価項目 

 ・クロザピン、活性代謝物 (N-デスメチルクロザピン、クロザピン N- 

  オキシド) の血中濃度と DSFS の相関性 

2) 副次評価項目 

  ・クロザピン、活性代謝物の唾液中濃度と DSFS の相関性 

  ・反復唾液嚥下テスト (repetitive saliva swallowing test; RSST) と DSFS の   

   相関性 

  ・薬原性錐体外路症状評価尺度 (drug induced extra-pyramidal symptoms   

   scale; DIEPSS) と DSFS の相関性 

  ・クロザピンの服用量と DSFS の相関性 

  ・クロザピンの服用量と RSST および DIEPSS の相関性 

  ・クロザピンの服用量とクロザピン、活性代謝物の血中濃度の相関性 

  ・クロザピン、活性代謝物の唾液中濃度と RSST の相関性 

  ・クロザピン、活性代謝物の唾液中濃度と DIEPSS の相関性 
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第 3 項 試料の種類と採取方法 

採取検体は血液および唾液とした。本研究はクロザピンを１週間以上、同一

の用法用量で継続している症例を対象としているため、検体採取時の薬物濃度

は定常状態に到達しており、血液・唾液中濃度の日 (週) 間差異は小さいこと

が予想される。したがって、身体への侵襲や時間的拘束などの患者負担を要す

る検体採取は、研究期間内で統計解析が可能である最少回数 (3 回) とした。 

1) 血液検体 

  薬物濃度の測定に用いる血液検体は定期採血の残余を用いた。なお、 

 定期採血は採血時間を規定せず、Clozaril Patient Monitoring Service (CPMS)  

 によって規定された採血日 (1-2 週間に 1 回) に実施した。得られた検体 

 は遠心分離 (1,500×g, 5 min, 4℃) を行い、上清の血清をサンプルとした。 

 得られたサンプルは測定時まで-80℃で保管した。 

2) 唾液検体 

  薬物濃度の測定に用いる唾液検体は定期採血の前後おおよそ 3 時間以内 

 に採取した。唾液検体は滅菌ガーゼ (医療ガーゼタイプ IV, 10 cm×10 cm, 8 

 Ply) 1 枚を口腔内に挿入し、咀嚼せずに 2 分間口腔内に留置した後、口腔

 内から取り出した滅菌ガーゼを遠心分離 (12,000×g, 10 min, 4℃) を行い、

 回収した。得られたサンプルは測定時まで-80℃で保管した。 

 

第 4 項 観察、測定項目 

以下の項目について調査を行い、そのデータを本研究に利用した。 

1) 研究対象者の基本情報：年齢、性別、体重、身長、喫煙およびカフェイン 

 摂取の有無 

2) 疾患情報：疾患名、治療内容、併用薬剤名 

3) 流涎評価尺度のスコア：DSFS 

4) 嚥下障害評価尺度のスコア：RSST 

5) 錐体外路症状評価尺度のスコア：DIEPSS  
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第 5 項 観察、測定項目の評価方法 

1) 流涎症の重症度評価 

  流涎症の重症度評価はCrysdaleらが作成した 25) DSSおよびDFSの総

 スコアであるDSFSを用いて実施した。DSSは流涎の重症度を5段階、

 DFSは流涎の頻度を4段階でスコア化する自記式の評価であり、1日の中で

 最も流涎症の重症度が高い状態を基準に評価を実施した。 

2) 嚥下機能の評価 

  RSSTの評価は座位で実施した。評価者は第2指と第3指の指腹を対象者

 の喉頭隆起および舌骨部に軽く当て、30秒間繰り返し唾液を嚥下するよ

 うに指示し、喉頭拳上によって喉頭隆起が評価者の第2指を越えた回数

 をRSSTの値とした。 

3) 錐体外路症状の評価 

  DIEPSSは歩行、動作緩慢、流涎、筋強剛、アカシジア、ジストニア、 

 振戦、ジスキネジアの個別症状8項目と概括重症度1項目の全9項目に

 対して、それぞれ0から4までの5段階（0＝なし、正常、1＝ごく軽度、

 不確実、2＝軽度、3＝中等度、4＝重度）で評価し、総スコアをDIEPSS

 の値とした。 

 

第 6 項 症例数の設定根拠 

本研究の主目的は、CIS の原因因子の探索であり、クロザピンおよび活性代

謝物と流涎症の関連性を検証することである。したがって、流涎症の重症度と

中程度以上の正の相関性を示す原因因子を探索するため、検出される因子の相

関係数の効果量を Ferguson らの報告 26)を基に 0.5 と仮定し、α エラーを 0.05、

β エラーを 0.2、片側検定として、必要症例数を 21 例と算出した。 
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第 7 項 LC/MS/MS によるクロザピンならびに活性代謝物の定量方法 

1) 使用機器 

  HPLC には Prominence 20A (Shimadzu)、質量分析にはトリプル四重極型

 質量分析計である API 3200TM LC/MS/MS System (AB SCIEX) を用いた。

 測定は ESI 正イオン検出モード selected reaction monitoring (SRM) に 

 より行った。SRM におけるモニタリングイオンおよび分析部、質量 

 分析計の各パラメーターおよび分離条件を Table 1 に示した。 

 

 

2) 標準溶液および検量線 

  クロザピン、N-デスメチルクロザピン、クロザピン N-オキシドおよび

 内標準物質 (IS) として使用したカルバマゼピンは Santa Cruz 

 Biotechnology (Texas, USA) から購入した。メタノール、酢酸エチル、 

 炭酸ナトリウム、ギ酸アンモニウムは Wako (Tokyo, Japan) より購入した。

 クロザピン、N-デスメチルクロザピン、クロザピン-N-オキシド、カルバ 

 マゼピンはメタノールに溶解し、1 mg/mL 溶液を stock solution として、 

 -80℃で保存した。標準溶液は測定前に調製を行った。クロザピンおよび

 活性代謝物の stock solution をメタノールで 20 µg/mL に希釈した後、2 倍

 段階希釈を 8 回繰り返し、標準溶液を調製した。また、内標準物質である

 カルバマゼピンはメタノールで希釈し 1 µg/mL 溶液とした。検量線の作成

 には標準溶液をブランク血清で 10 倍希釈した希釈液 (7.8125, 15.625, 

 31.25, 62.5, 125, 250, 500, 1000, 2000 ng/mL) を用いた。 

 

 

Analyte  Transition  

(m/z) 
 DP 

(V) 
 EP 

(V) 
 CE 

(V) 
 CEP 

(V) 
 CXP 

(V) 

Clozapine  327  50  10  30  10  4 

N-Desmethyl clozapine  313  50  10  30  10  4 

Clozapine N-oxide  343  50  10  30  10  4 

Carbamazepine (IS)  271  50  10  30  10  4 

Table 1 SRM parameters for determination of clozapine and metabolites 
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3) サンプル調製および前処理の方法 

  薬物濃度の測定は、第 1 章、第 2 節、第 3 項で述べた方法で得られたサ

 ンプルを用いて、実施した。サンプルの前処理は溶媒抽出法を用いて実

 施した。サンプル 180 µL に内標準溶液 20 µL、炭酸ナトリウム溶液 (100 

 g/L, pH=11) 400 µL、酢酸エチル 600 µL を加え、10 分間振盪した。振盪

 後、遠心分離 (12,000×g, 10 min, 4℃) を行い、有機溶媒相を回収し、

 40℃、窒素気流下で溶媒を留去した。残渣を 100 µL の 1 mM ギ酸アンモ

 ニウム/メタノール混液 (8:2, v/v) で溶解し、溶解液 20 µL を LC/MS/MS

 へ注入した。 

4) サンプルの測定方法 

  分析カラムは Synergi Polar RP (150 mm × 2 mm, 4 µm, Phenomenex)、 

 ガードカラムは Polar RP (4 mm × 2 mm) を使用し、1 mM ギ酸アンモニ

 ウム/メタノール混液によるグラジエント溶出を行った (Table 2)。 

 カラム温度は 40℃とし、移動相の流速は 0.4 mL/min で測定を行った。 

 また、イオンソースにおける各種パラメーターは curtain gas, 20 psi; 

 collision gas, 5 psi; ion spray voltage, 5500 V; ion source temperature, 400 °C; 

 ion source gas 1, 40 psi, ion source gas 2, 70 psi とした。測定データは

 Analyst software (version 1.5) を用いて、解析した。  

Time (min) 1 mM Ammonium formate (%) Methanol (%) 

0 80 20 

1 80 20 

10 5 95 

13 5 95 

13.5 80 20 

15.5 80 20 

Table 2 Optimized HPLC elution condition 
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第 8 項 統計解析 

相関分析にはスピアマンの順位相関係数を用いた。統計学的な検定は、SPSS 

Statistics 23 を用いて行い、p<0.05 を統計学的有意差ありと判定した。 
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第 3 節 研究結果 

第 1 項 研究参加者 

2017年4月から2019年3月の間にクロザピンを服用している20歳以上の患者33

名のうち、除外基準に該当せず、かつ研究同意が得られた者は28名であった。

そのうち、研究期間中にクロザピンの服用を中止した2名と精神状態が不安定

となった1名を除いた計25名が本研究の対象者となった。 

  
Fig. 2 Flowchart of study participants 
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第 2 項 患者背景 

研究対象者 25 名の患者背景を Table 3 に示す。性別、体重、年齢、クロザピ

ンの服用量および服用期間、抗精神病薬およびベンゾジアゼピン (BZD) 受容

体作動薬の力価換算値 (クロルプロマジンおよびジアゼパム換算値) に明らか

な偏りは認められなかった。また、クロザピンおよび活性代謝物の血中、唾液

中濃度に影響を与える可能性がある嗜好品 (燃焼式タバコ、カフェイン含有飲

料) の摂取や抗精神病薬の併用の有無に加え、唾液分泌量に影響を与える可能

性があるムスカリン受容体遮断薬、BZD 受容体作動薬、アドレナリン β 受容体

遮断薬、アドレナリン α 受容体作動薬の併用の有無に関しても、群内の明らか

な偏りは認められなかった。 

 

Measurement Mean Range

Age [year] 37 (± 10.5 ) 24-70

Weight [kg] 63 (± 13.1 ) 45-88

BMI [kg/m
2
] 24.0 (± 4.7 ) 18-35

Daily clozapine dose [mg] 381 (± 139.3 ) 125-600

Duration of clozapine treatment [day] 1286 (± 922.2 ) 246-2960

Chlorpromazine equivalent value [mg] 840 (± 332.9 ) 250-1800

Diazepam equivalent value [mg] 13 (± 17.0 ) 0-60

Proportion N Percent

Gender (male) 9 36.0

Smoker 4 17.4

Caffeine drinker 10 43.5

Antipsychotics co-medication 3 12.0

Benzodiazepines 16 64.0

Anticholinergic agents 6 24.0

β blocker 4 16.0

Vasopressor 4 16.0

Demographic and clinical characteristics

(SD)

Table 3 Demographic and clinical characteristic 
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第 3 項 クロザピンの服用量と嚥下機能、錐体外路症状、流涎症重症度 

 の関連性 

クロザピンの服用量と嚥下機能 (RSST)、錐体外路障症状 (DIEPSS) の相関

係数はそれぞれ rs=-0.031、rs=0.135 であり、有意な相関関係は認められなかっ

た (Fig. 3A, B)。また、嚥下障害のカットオフ値である RSST<3 を示す症例はな

く、全例において嚥下障害は認められなかった (Fig. 3A)。さらに、クロザピン

の服用量と流涎症重症度 (DSFS) の相関係数は rs=0.189 であり、有意な相関性

を示さなかった (Fig. 3C)。これらの結果から、クロザピンは他の抗精神病薬で

認められる用量依存的な嚥下障害および錐体外路障害を引き起こしにくいこと

が示され、その服用量から嚥下障害、錐体外路障害、流涎症重症度の予測は困

難であることが明らかとなった。 
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Fig. 3 Correlation between daily clozapine dose and clinical outcome 

Repetitive saliva swallowing test (A), drug induced extra-pyramidal symptoms 

scale (B) and drooling severity and frequency scale (C) correlated with daily 

clozapine dose. One circle indicates the result per patient. The solid line indicates 

correlation coefficient rs. The Spearman rank correlation test was applied to 

relate relationship between daily clozapine dose and clinical outcomes. 

Significance was set at p < 0.05. 
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第 4 項 クロザピンの服用量とクロザピン、活性代謝物の血中濃度の関連性 

クロザピン、N-デスメチルクロザピン、クロザピン N-オキシドの血中濃度と

クロザピンの服用量との間に有意な相関が認められた (Fig. 4 A-C)。また、クロ

ザピン高用量服用群においては血中濃度のばらつきが大きくなることが示され

た。 

  

Fig. 4 Clozapine and its metabolites serum concentrations correlated with 

daily clozapine dose 

One circle indicates the result per patient. The solid line indicates correlation 

coefficient rs. The Spearman rank correlation test was applied to relate 

relationship between clozapine (A), N-desmethylclozapine (B), clozapine N-

oxide (C) serum concentrations and daily clozapine dose. Significance was set at 

p < 0.05. 
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第 5 項 嚥下機能、錐体外路症状と流涎症重症度の関連性 

流涎症重症度 (DSFS) と嚥下機能 (RSST)、錐体外路症状 (DIEPSS) の関連

性を検証するために、各評価尺度と DSFS の相関性を検討した。その結果、

DSFS と RSST および DIEPSS の相関係数はそれぞれ rs=-0.168、rs=0160 であ

り、有意な相関関係は認められなかった (Fig. 5 A, B)。以上の結果から、他の

抗精神病薬で誘発される流涎症のリスク因子である嚥下障害や錐体外路障害

は、CIS のリスク因子とはならない可能性が示された。 

 

 

 

 

 

  

Fig. 5 Correlation between DSFS and RSST or DIEPSS  

Repetitive saliva swallowing test (A), drug induced extra-pyramidal symptoms 

scale (B) correlated with drooling severity and frequency scale.  

One circle indicates the result per patient. The solid line indicates correlation 

coefficient rs. The Spearman rank correlation test was applied to relate 

relationship between drooling severity and frequency scale and RSST or DIEPSS. 

Significance was set at p < 0.05. 
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第 6 項 クロザピン、活性代謝物の血中濃度と嚥下機能の関連性 

クロザピン、N-デスメチルクロザピン、クロザピン N-オキシドの血中濃度と

RSST の相関係数はそれぞれ rs=-0.069、rs=0.051、rs=0.047 であり、有意な相関

関係は認められなかった (Fig. 6A-C)。 

 

 

 

 

 

  

Fig. 6 Clozapine and its metabolites serum concentrations correlated with 

RSST 

One circle indicates the result per patient. The solid line indicates correlation 

coefficient rs. The Spearman rank correlation test was applied to relate 

relationship between clozapine (A), N-desmethylclozapine (B), clozapine N-

oxide (C) serum concentrations and RSST. Significance was set at p < 0.05. 
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第 7 項 クロザピン、活性代謝物の血中濃度と錐体外路症状の関連性 

クロザピン、N-デスメチルクロザピン、クロザピン N-オキシドの血中濃度と

DIEPSS の相関係数はそれぞれ rs=-0.072、rs=0.004、rs=0.187 であり、有意な相

関関係は認められなかった (Fig. 7A-C)。 

 

  

Fig. 7 Clozapine and its metabolites serum concentrations correlated with 

DIEPSS 

One circle indicates the result per patient. The solid line indicates correlation 

coefficient rs. The Spearman rank correlation test was applied to relate 

relationship between clozapine (A), N-desmethylclozapine (B), clozapine N-

oxide (C) serum concentrations and DIEPSS. Significance was set at p < 0.05. 
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第 8 項 クロザピン、活性代謝物の血中濃度と流涎症重症度の関連性 

クロザピンおよびクロザピン N-オキシドの血中濃度と DSFS の相関係数はそ

れぞれ rs=0.272、rs=0.065 であり、有意な相関は認められなかった (Fig. 8A, 

C)。一方、N-デスメチルクロザピンの血中濃度と DSFS の相関係数は rs=0.453

であり、有意な相関が認められた (Fig. 8B)。 

 

  Fig. 8 Clozapine and its metabolites serum concentrations correlated with 

DSFS 

One circle indicates the result per patient. The solid line indicates correlation 

coefficient rs. The Spearman rank correlation test was applied to relate 

relationship between clozapine (A), N-desmethylclozapine (B), clozapine N-

oxide (C) serum concentrations and DSFS. Significance was set at p < 0.05. 
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第 9 項 クロザピン、活性代謝物の唾液中濃度と流涎症重症度の関連性 

クロザピンおよびクロザピン N-オキシドの唾液中濃度と DSFS の相関係数は

それぞれ rs=0.260、rs=0.018 であり、有意な相関は認められなかった (Fig. 9A, 

C)。一方、N-デスメチルクロザピンの唾液中濃度と DSFS の相関係数は

rs=0.340 であり、有意な相関関係が認められた (Fig. 9B)。 

 

  Fig. 9 Clozapine and its metabolites saliva concentrations correlated with 

DSFS 

One circle indicates the result per patient. The solid line indicates correlation 

coefficient rs. The Spearman rank correlation test was applied to relate 

relationship between clozapine (A), N-desmethylclozapine (B), clozapine N-

oxide (C) saliva concentrations and DSFS. Significance was set at p < 0.05. 
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第 4 節 考察 

本研究では CIS のリスク因子を同定するため、流涎症の評価尺度である

DSFS を主評価項目として、各種因子との関連性を検証した。その結果、クロ

ザピンの服用量、嚥下機能、錐体外路症状、クロザピンおよびクロザピン N-オ

キシドの血中・唾液中濃度は DSFS とは相関関係を示さず、N-デスメチルクロ

ザピンの血中・唾液中濃度のみが DSFS と有意な相関性を示すことが明らかと

なった (Fig. 3, 5, 8, 9)。これらの結果から N-デスメチルクロザピンが CIS の原

因物質である可能性が示された。しかしながら、本研究ではクロザピンの服用

量とクロザピンおよび活性代謝物の血中濃度は有意な相関関係を示していた

が、クロザピンの服用量やクロザピン、クロザピン N-オキシドの血中濃度は

DSFS と相関関係を示していない (Fig. 4)。この一因として、クロザピンの服用

量と血中濃度の相関性が用量に依存して低下することが挙げられる (Fig. 4)。

特に N-デスメチルクロザピンの血中濃度は、クロザピン高用量服用群におい

て、そのばらつきが大きいことが示されている (Fig. 4)。クロザピンおよび活

性代謝物の血中濃度に影響を与える因子として、クロザピンの服用量、性別、

体重、年齢、喫煙およびカフェインの摂取習慣、CYP1A2、3A5、2D6 ならびに

ABC トランスポーターの遺伝子多型等が報告されており、クロザピンの服用

量、性別、年齢および喫煙の有無は、クロザピンの血中濃度の変動要因の約

50％を占め、残りの 50％は薬物代謝酵素、トランスポーターの遺伝的多型なら

びに併用薬の種類が影響を与えるとの報告もある 27-28)。したがって、N-デスメ

チルクロザピンが CIS の原因物質であった場合、N-デスメチルクロザピンの血

中濃度が高値となる因子を検証することで、CIS の予測因子を同定できる可能

性がある。今後は、これらの因子に関しても CIS との関連性を検証していく必

要があると考える。 

本研究にはいくつかの研究限界が存在する。先述の通り、CIS の発現には

様々な要因が複雑に関与している可能性があり、これらの相互的関与は交絡因

子となり得るが、本研究のような小規模研究ではそれらの影響を除外すること

はできない。したがって、交絡因子の影響が評価可能となる大規模な研究によ
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る検証が必要となる。また、本研究は研究参加者への負担を最小限に抑えるた

め、クロザピンの服用時間や検体採取時間に制限を設けずに研究を実施してお

り、クロザピンの服用時間や検体採取時間は一定していない。本研究で測定さ

れたクロザピンの血中濃度とクロザピンの服用量の相関性は既報に近似してお

り 27, 29-30)、本研究の条件が他の臨床研究と著しく異なる可能性は低いことが予

想されるが、以上の点も研究限界であると考えられる。そのため、本研究では

先述の研究限界を踏まえ、臨床研究で得られた知見が真の事象であるのかを検

証するため、後述する種々の基礎的検討を実施した。 
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第 5 節 まとめ 

薬剤誘発性流涎症のリスク因子である嚥下機能や錐体外路症状は流涎症の重

症度には影響を与えず、クロザピンの活性代謝物である N-デスメチルクロザピ

ンの血中濃度が流涎症の重症度と相関性を示すことが明らかとなった。したが

って、N-デスメチルクロザピンが CIS の原因物質である可能性が示された。 

  

Fig.9 Conclusion of the clinical research and research limitations 
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第 2 章 CIS モデル動物を用いた CIS リスク因子の同定 

第 1 節 諸言 

第 1 章において、N-デスメチルクロザピンが CIS の原因物質である可能性が

示された。しかし、本研究で実施した臨床研究には複数の研究限界が存在する

ため、本検討では実験動物を用いた CIS のリスク因子の検証を実施すること

で、臨床研究で同定されたリスク因子の妥当性を評価した。 

唾液腺は交感神経・副交感神経の二重支配を受けており、標的受容体である

ムスカリン受容体やアドレナリン受容体にリガンドが結合することで唾液分泌

反応が誘発されるが、そのほとんどが即時的反応である。したがって、実験動

物を用いた従来の研究手法の大半は、麻酔下において短期間の唾液分泌反応を

評価するものである 31)。しかしながら、臨床で認められる CIS の発現は遅発

性であり 32)、既存の研究手法とは異なる方法で検証を行う必要がある。現に、

ラットやマウスなどのげっ歯類に対してクロザピンを投与し、流涎症の発現を

評価する検討が今までに複数報告されているが 33-36)、臨床を模したデザインに

おいて、唾液分泌を認めた報告はなく、CIS モデル動物が作製された例は未だ

にない。そこで、本研究では臨床を反映した CIS モデル動物の作製を第一に行

い、作製されたモデル動物を用いて、CIS の原因因子を検証した。 
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第 2 節 実験材料および方法 

第 1 項 使用薬物、試薬 

ラットへの経口投与に用いるクロザピン懸濁液は Novartis (Tokyo, Japan) より

購入したクロザリル®から調製した。 

 

第 2 項 使用物品 

ラットの唾液量の測定には Matsumae Surgical Dressing (Aichi, Japan) で購入し

た Benitsuru A. C. F. 綿球 No. 3 (直径 3.0 mm) を用いた。唾液採取前後の綿球

は、アズワン株式会社 (Osaka, Japan) で購入したガラス瓶 (14 mL, No.1) で保

管した。 

 

第 3 項 使用動物 

雄性 Wistar ラットを日本クレア (Tokyo, Japan) より購入し、1 週間馴化した

後に 6-8 週齢 (体重 130-200 g) の時点で実験を行った。全てのラットの飼育は

気温 23±2℃、湿度 50±10%で管理された北海道大学薬学部動物舎で行われ、

Rodent Lab Diet EQ 5L37、新鮮水道水を唾液量測定前の 1 時間以外は自由に摂

食、飲水させた。なお、本研究における全ての動物実験は「国立大学法人北海

道大学 動物実験に関する規定」に則り実施した。 
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第 4 項 クロザピンの投与方法と各種検体の採取方法 

1) クロザピンの投与法 

  投与されるクロザピンの用量は既報 37-38)で示されたヒト等価用量に

 基づき、25 mg/kg、50 mg/kg、100 mg/kg に設定した。投与薬はクロザリ

 ルⓇ100 mg 錠を蒸留水 1 mL で懸濁したものを蒸留水で各濃度に段階希釈

 したものを用いた。なお、対照群は蒸留水を投与した。ラットの薬液投与

 経路は経口とし、投与量が 1 mL/kg となるように経口ゾンデを用いて、投

 与した。ラットの体重は薬液を投与する直前に測定した。予備検討の結果

 から投与開始時間は唾液分泌量に大きな影響を及ぼさないことが明らかと

 なったため、薬液投与開始時刻は 20±2 時とし、前日の投与と同一時刻に

 投与を行った。 

2) クロザピンの単回投与 

 薬液の投与は 1 日 1 回行い、薬液投与直後、投与後 6 時間、12 時間、

18 時間、24 時間に覚醒下で口腔内に綿球を挿入し、全唾液量を測定し

た。 

3) クロザピンの複数回投与 

  薬液の投与は 1 日 1 回、計 7 日間行い、唾液量の測定はクロザピン単回

 投与時に最も唾液分泌量が多かった投与後 24 時間毎とし、7 日間実施し

 た。 

4) 唾液量の測定方法 

  使用する綿球は密封式のガラス瓶に入れ、天秤により秤量した後、唾液

 を吸着させた。綿球の挿入時間は 30 秒とし、上顎・舌上・口蓋、左右の

 頬粘膜、舌下の 3 か所を各 10 秒間、1 か所あたり 1 個の綿球で拭った。

 唾液を吸着採取した綿球は再び、ガラス瓶に封入し、秤量した。唾液分

 泌量は前後の秤量値の差から算出した。  
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5) 採血、組織採取方法 

  単回、反復 (7 日間) 投与した 24 時間後にラットを麻酔し、心臓採血法

 で約 2 mL の血液を採取した。採取した血液は直ちに微量のヘパリンナト

 リウムと混和し、遠心分離 (1,500×g, 5 min, 4℃) 後、上清を分取し、測定

 用サンプルとした。また、心採血で脱血後、速やかに顎下腺と全脳を摘出

 し、氷冷の生理食塩水で 2 回洗浄したものを組織サンプルとした。なお、

 得られた全てのサンプルは測定まで-80℃で保管した。 

 

第 5 項 血中、顎下腺および脳内薬物濃度の測定法 

各組織サンプルは測定前に室温で解凍し重量測定後、氷冷の生理食塩水で 25 

w/v %に希釈した。その後、氷冷下にてハサミを用いて、十分に細切した後、

超音波ホモジナイザーを用いて破砕し、遠心分離 (12,000×g, 15 分, 4℃)後、得

られた上清を測定用サンプルとした。各サンプル内薬物濃度の測定は、第 1 章 

第 2 節 第 7 項で述べた方法と同法で実施した。 

 

第 6 項 統計解析 

実験結果は平均±標準偏差 (mean±S.D.) で示した。統計解析は Dunnett’s 

test、Tukey’s test のうち適したものを用いて行った。統計学的な検定は、SPSS 

Statistics 23 を使用し、p<0.05 を統計学的有意差ありと判定した。 
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第 3 節 実験結果 

第 1 項 クロザピン単回投与による唾液分泌量の変化 

クロザピン 25、50、100 mg/kg の単回投与直後は唾液分泌量の減少が認めら

れ、クロザピン 50 mg/kg 単回投与群の唾液分泌量は対照群と比較して、有意に

減少した (Fig. 10A)。単回投与 6 時間後からは唾液分泌量の時間依存的な増加

が認められ、投与 24 時間後に唾液分泌量が最大となった。しかし、いずれの

投与群も対照群と比較して、唾液量の有意な増加は認められなかった (Fig. 

10B-E)。 
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Fig. 10 Effects of a single administration of clozapine on salivary secretion in 

rats 

Whole saliva was measured every 6 hours after a single oral administration of 

vehicle or several clozapine dose (25, 50, 100 mg/kg): (A) 0 hour; (B) 6 hours; 

(C) 12 hours; (D) 18 hours; (E) 24 hours. Each columns show the mass of saliva 

was calculated from the change in the weight (g) of cotton balls for 30 seconds. 

Each column represents the mean with SD of five determinations. * p<0.05; 

significantly different from the control. 
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第 2 項 クロザピン反復投与による体重の変化 

クロザピンの反復投与によって、用量依存的な体重増加量の減少が認められ

た (Fig. 11A)。体重増加量の減少の要因として、クロザピンの用量依存的な鎮

静作用がラットの摂食量を減少させた可能性が考えられる。しかし、測定期間

中、クロザピン 25、50、100 mg/kg 反復投与群の実体重は、対照群と比較して

有意な差を示さなかった (Fig. 11B-D)。  

Fig. 11 Body weight change by a repeated administration of clozapine 

Rats were administered daily for 7 days with vehicle or clozapine. Delta body 

weight (A) and body weight changes were compared between clozapine 

administration groups; (B) 25 mg/kg; (C) 50 mg/kg; (D) 100 mg/kg (closed 

circles) or control group (open circles). Each column represents the mean 

with SD of five determinations. 
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第 3 項 クロザピン反復投与による唾液分泌量の変化 

クロザピン 100 mg/kg 反復投与群では、投与 3 日目から対照群と比較して、

有意な唾液分泌量の増加が認められ、その反応は 7 日目まで持続した (Fig. 

12C-G)。また、クロザピン 100 mg/kg を 7 日間反復投与した群においては、他

の投与群と比較して、有意な唾液分泌量の増加を認めた (Fig. 12G)。これらの

結果から、クロザピン 100 mg/kg の 7 日間反復経口投与によって CIS モデル動

物が作製できる可能性が示された。 
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Fig. 12 Effects of a repeated administration of clozapine on salivary secretion 

in rats 

Rats were administered daily for 7 days with vehicle or clozapine (25, 50, 100 

mg/kg). Whole saliva was measured every 24 hours after oral administration of 

vehicle or several clozapine dose: (A) 1 day; (B) 2 days; (C) 3 days; (D) 4 days; 

(E) 5 days; (F) 6 days; (G) 7days after administration. Each column represents the 

mean with SD of five determinations. * p<0.05 versus the control; † p<0.05 

versus clozapine at 25 mg/kg; ‡ p<0.05 versus clozapine at 50 mg/kg. 
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第 4 項 クロザピン単回、7 日間反復投与後の血中濃度 

前述の検討で作製された CIS モデル動物 (クロザピン 100 mg/kg 7 日間反復

経口投与) の各種薬物濃度を測定し、ヒトとの相関性を検証することで、臨床

結果の妥当性を評価した。クロザピン 100 mg/kg 単回あるいは 7 日間反復経口

投与 24 時間後の血中濃度を測定したところ、単回投与 24 時間後ではクロザピ

ンおよび活性代謝物の血中濃度に有意な差は認められず、いずれも低値であっ

た (Fig. 13A-C)。一方、7 日間反復投与 24 時間後では、クロザピンと N-デスメ

チルクロザピンの血中濃度が単回投与 24 時間後と比較して、有意に高値であ

った。また、7 日間反復投与群内で比較したところ、N-デスメチルクロザピン

の血中濃度はクロザピン、クロザピン N-オキシドの血中濃度と比較して、有意

に高値であった (Fig. 13D)。さらに、CIS モデル動物 (クロザピン 100 mg/kg 7

日間時反復投与群) の薬物血中濃度は臨床濃度に近似していた 43-45)。  
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Fig. 13 Serum concentrations of clozapine and metabolites after a single or 

repeated for 7 days administration of clozapine 

Serum concentrations of clozapine (A), N-desmethylclozapine (B), and 

clozapine N-oxide (C) were measured 24 hours after a single or seventh oral 

administration of clozapine 100 mg/kg. Serum concentrations of clozapine and 

its metabolites were measured on day 7 after repeated administration of 

clozapine 100 mg/kg (D). Each column represents the mean with SD of three 

determinations. * p<0.05; significantly different from a single oral 

administration group. † p<0.05; significantly different from clozapine and 

clozapine N-oxide serum concentrations. 
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第 5 項 クロザピン単回、7 日間反復投与後の顎下腺内濃度 

クロザピン 100 mg/kg 単回あるいは 7 日間反復経口投与 24 時間後に採取した

顎下腺の薬物濃度を測定したところ、単回投与 24 時間後ではクロザピンおよ

び活性代謝物の顎下腺内濃度に有意な差は認められず、いずれも低値であった 

(Fig. 14A-C)。また、7 日間反復投与 24 時間後においては、クロザピンと N-デ

スメチルクロザピンの濃度が単回投与 24 時間後と比較して、有意に高値であ

った。さらに、7 日間反復投与群内で比較したところ、N-デスメチルクロザピ

ンの顎下腺内濃度は、クロザピンならびにクロザピン N-オキシドと比較して、

有意に高値であった (Fig. 14D)。 
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Fig. 14 Submandibular gland concentrations of clozapine and metabolites 

after a single or repeated for 7 days administration of clozapine 

Submandibular gland concentrations of clozapine (A), N-desmethylclozapine (B), 

and clozapine N-oxide (C) were measured 24 hours after a single or seventh oral 

administration of clozapine 100 mg/kg. Submandibular gland concentrations of 

clozapine and its metabolites were measured on day 7 after repeated 

administration of clozapine 100 mg/kg (D). Each column represents the mean 

with SD of three determinations. * p<0.05; significantly different from a single 

oral administration group. † p<0.05; significantly different from clozapine and 

clozapine N-oxide serum concentrations. 
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第 6 項 クロザピン単回、7 日間反復投与後の脳内濃度 

クロザピン 100 mg/kg 単回あるいは 7 日間反復経口投与 24 時間後に採取した

全脳の薬物濃度を測定したところ、単回投与 24 時間後では血中濃度、顎下腺

内濃度と同様にクロザピンおよび活性代謝物の脳内濃度に有意な差は認められ

ず、いずれも低値であった (Fig. 15 A-C)。また、7 日間反復投与 24 時間後にお

いても、他組織と同様にクロザピンと N-デスメチルクロザピンの濃度が単回投

与 24 時間後と比較して、有意に高値であった。しかしながら、7 日間反復投与

群内の比較においては、血液および顎下腺で認められた N-デスメチルクロザピ

ンとクロザピンの有意な濃度差は全脳では認められなかった (Fig. 15 D)。 
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Fig. 15 Brain concentrations of clozapine and metabolites after a single or 

repeated for 7 days administration of clozapine 

Serum concentrations of clozapine (A), N-desmethylclozapine (B), and clozapine 

N-oxide (C) were measured 24 hours after a single or seventh oral administration 

of clozapine 100 mg/kg. Brain concentrations of clozapine and its metabolites 

were measured on day 7 after repeated administration of clozapine 100 mg/kg 

(D).Each column represents the mean with SD of three determinations. * p<0.05; 

significantly different from a single oral administration group. 
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第 4 節 考察 

本研究では臨床研究で得られた結果の妥当性を評価するため、臨床状況を模

した研究デザインに基づき、実験動物を用いた基礎的検討を実施した。 

クロザピンの単回経口投与では、投与直後に唾液分泌量が減少し、その後は

時間経過とともに唾液分泌量の増加が認められた (Fig. 10A)。しかしながら、

唾液分泌量が最大となったクロザピン投与 24 時間後においても対照群と比較

して、唾液分泌量の有意な増加は認められなかった (Fig. 10B)。また、投与 24

時間後のクロザピンおよび活性代謝物の血中、顎下腺内、脳内濃度はいずれも

低値であった (Fig. 13, 14, 15A-C)。これらの結果から、クロザピンの単回経口

投与はコリン作動薬が引き起こす急性の唾液分泌反応を示さないことが明らか

となった。 

クロザピン反復経口投与では、投与回数依存的に唾液分泌量の増加が認めら

れ、クロザピン 100 mg/kg 7 日間反復投与においては対照群を含めた全投与群

と比較して、有意な唾液分泌量の増加が認められた (Fig. 10A-E)。さらに、ク

ロザピン 7 日間反復投与後の血中、顎下腺内、脳内濃度においては、いずれの

組織でも N-デスメチルクロザピンの濃度が高値であった (Fig. 13, 14, 15A-C)。

これらの結果から、クロザピンの反復経口投与は遅発性の唾液分泌反応を引き

起こすことが明らかとなり、各種組織内の N-デスメチルクロザピン濃度が高値

であったことから、実験動物を用いた基礎的検討においても、臨床研究と同様

に N-デスメチルクロザピンが CIS の原因物質である可能性が示された。 

臨床上、CISの発現は遅発性に認められることが多く 32)、通常のコリン作動

薬とは発現時期が異なる。クロザピンは低用量から開始し、その増量も緩徐に

行うことが添付文書に明記されているため、クロザピンの増量には一定の期間

を要する。そのため、臨床で認められるCISの発現が用量あるいは服用期間に

依存するのかは、先述した用法用量の制限から推察は困難である。しかしなが

ら、臨床研究でクロザピンの服用量と流涎症の重症度が相関しなかったことか

ら、服用開始からの期間もCISの発現に重要な因子である可能性が考えられ

る。本検討で実験動物に認められたクロザピン反復経口投与による遅発性の唾
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液分泌反応は臨床の発現状況に類似しており 32)、臨床状態を反映している可能

性が高いと思われる。さらに、クロザピン100 mg/kg 7日間反復投与後に測定し

たクロザピンの血中濃度はヒトの血中濃度と近似している 40-42)。したがって、

クロザピン100 mg/kg 7日間反復経口投与は、CISモデル動物の作製に適した投

与方法であり、この方法で作製されたモデル動物はCISの臨床像を反映してい

る可能性が高いと考えられる。一方で、CISモデル動物のN-デスメチルクロザ

ピン血中濃度はクロザピン血中濃度と比較して、著しく高値であり、クロザピ

ンとN-デスメチルクロザピンの血中濃度比は臨床とは大きく異なっている。こ

の理由として、両薬物の物性や薬物動態学的特性の違いが挙げられる。CISモ

デル動物を用いた検証において、クロザピンは脳内濃度が唾液腺内濃度に比し

て高値である一方で、N-デスメチルクロザピンは唾液腺内濃度が脳内濃度に比

して高値であり、組織移行性の違いが認められた。さらに、クロザピンはCYP

に加え、グルクロン酸抱合や硫酸抱合などの様々な経路を介した代謝を受ける 

43-46)が、N-デスメチルクロザピンの主代謝は第二相反応であり、その代謝過程

は飽和を受けやすい。本研究で実験動物として用いたラットの薬物代謝は硫酸

抱合に比してグルクロン酸抱合の寄与が大きいことが知られている 47-48)。クロ

ザピンはUDP-グルクロン酸転移酵素 (UGT) 1A1をはじめとした複数種のUGT

による代謝を受けるのに対して、N-デスメチルクロザピンの代謝に関与する

UGTはUGT1A4のみであり、代償する代謝機構が少ないラットにおいてはN-デ

スメチルクロザピンの代謝がヒトに比して飽和しやすく、半減期の延長による

過蓄積を起こす可能性が考えられる。したがって、ムスカリン受容体に対して

相反する薬理作用を有するクロザピンとN-デスメチルクロザピンの血中濃度比

が、その薬物動態学的な差異によって日内変動することで唾液分泌量の経時的

な変化がもたらされると推察される。しかしながら、両研究では、唾液分泌に

重要な役割を果たす末梢器官である唾液腺に対するクロザピンおよび活性代謝

物の直接的作用の有無を検証できておらず、各種薬物の唾液分泌反応への寄与

は不明である。そこで、次に培養細胞を用いたin vitroの検討を実施し、各種薬

物の唾液腺細胞に対する作用を検証した。  
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第 5 節 まとめ 

実験動物を用いた検証によって、クロザピンの単回投与は唾液分泌反応を示

さない一方、反復投与は遅発性の唾液分泌反応を示すことが明らかとなった。

また、ラットにクロザピン 100 mg/kg を 7 日間反復経口投与することで、臨床

状態を反映した CIS モデル動物が作製できること、CIS モデル動物の N-デスメ

チルクロザピンの血中濃度がクロザピンおよびクロザピン N-オキシド体の血中

濃度と比較して、有意に高値であることが明らかとなった。これらの結果から

実験動物を用いた基礎研究においても、臨床研究の結果と同様に N-デスメチル

クロザピンが CIS の原因物質であることが示唆された。 

 

 

  

Fig.16 Conclusion of the in vivo research 
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第 3 章 唾液腺細胞内 Ca2+濃度を指標とした CIS 原因物質の評価 

第 1 節 諸言 

先の検討において、N-デスメチルクロザピンが CIS の原因物質として同定さ

れた。先述の通り、クロザピンと N-デスメチルクロザピンは異なる薬理活性お

よび動態学的性質を有していることが報告されており 15-20)、特にムスカリン受

容体への相反する作用が流涎症の発現に寄与している可能性が考えられる。し

かしながら、唾液分泌への寄与が最も高い末梢器官である唾液腺に与える影響

を検証した研究は未だになく、クロザピンおよび活性代謝物の唾液分泌反応へ

の寄与は不明である。 

唾液腺からの唾液分泌は自律神経 (交感神経と副交感神経) の二重支配を受

けており、交感神経あるいは副交感神経終末から放出されたアドレナリンやア

セチルコリンなどの神経伝達物質が器官側細胞の標的受容体に結合した後、細

胞内の Ca2+濃度上昇を誘発し、各種輸送担体やイオンチャネルを活性化させる

ことで引き起こされる。そのため、唾液腺由来の培養細胞を用いて、細胞内の

Ca2+濃度の変化を評価することで、薬物の唾液分泌への関与を間接的に検証す

ることが可能となる。したがって、唾液腺細胞を用いた本検討では、臨床研究

ならびに実験動物を用いて実施した基礎研究で得られた結果の妥当性を異なる

評価系で再検証することを目的とした。 
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第 2 節 実験材料および方実験法 

第 1 項 使用薬物、試薬 

クロザピンは LKT Laboratories (Minnesota, USA)、N-デスメチルクロザピンは

Santa Cruz Biotechnology (Texas, USA)、クロザピン N-オキシドは Enzo Life 

Science (New York, USA) から購入した。メタノール、塩化マンガン四水和物、

カルバコール、アトロピン、ペニシリン、ストレプトマイシンは Wako (Tokyo, 

Japan)、イオノマイシン、DMEM は Sigma-Aldrich (Tokyo, Japan) で購入した。

FBS (ウシ胎児血清) は Biosera (Nuaille, France)、EGTA は Nacalai Tesque (Kyoto, 

Japan)、Fura-2 キットは Dojindo (Kumamoto, Japan) で購入した。 

 

第 2 項 使用細胞 

全ての検討はヒト唾液腺由来腺癌細胞株 HSY (human salivary gland epithelial 

cell line) 細胞を用いて行った。なお、HSY 細胞は北海道医療大学 歯学部歯学

科 薬理学教室の谷村 明彦教授から提供頂いたものを使用した。 

 

第 3 項 細胞培養の方法 

HSY 細胞の培養は、37℃、5% CO2条件下のインキュベーター内で行い、非

働化した 10% FBS、100 IU/mL ペニシリン-100 μg/mL ストレプトマシンを含む

DMEM を培養液とした。細胞は 100 mm ディッシュ (TPP) で培養し、播種後

4-5 日目に継代を行った。継代は細胞を滅菌 PBS (137 mM NaCl, 2.68 mM KCl, 

8.1 mM Na2HPO4, 1.47 mM KH2PO4) で洗浄後、0.25%トリプシンおよび 0.02% 

EDTA を含む PBS により細胞をディッシュから剥離させて行った。 
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第 4 項 細胞内 Ca2+濃度の測定方法 

1) 試薬の調製 

  Fura 2-AM DMSO 溶解液は Fura-2 AM 50 μg に DMSO 50 µL を添加し、 

 ボルテックスで 5 分間攪拌し、調製した。loading buffer は 2×recording 

 medium (20 mM HEPES, 115 mM NaCl, 5.4 mM KCl, 0.8 mM MgCl2, 

 1.8 mM, CaCl2, 13.8 mM glucose, pH 7.4) 5 mL に Fura 2-AM DMSO 溶解液

 50 μL、界面活性剤 pluronic F-127 (最終濃度 0.04 % (w/v) )、probenecid (最

 終濃度 1.25 mM) を添加し、蒸留水で全量 10 mL に希釈後、超音波処理

 し、混合した。 

2) Ca2+アッセイ 

  細胞の浮遊液を 1 well あたり 40,000 cells/ 100 µL で 96 穴ブラックボト

 ムプレート (Nunc) に播種し、CO2インキュベーターで一晩培養した。

 培地を除去後、37℃の PBS で 2 回洗浄し、100 μL/well ずつ 37℃の loading 

 buffer を加え、37℃で 20 分間インキュベートした。loading buffer を除

 去後、37℃の PBS で 1 回洗浄し、37℃の recording medium を 100 

 μL/well 添加した。カルバコール、アトロピン、クロザピン、N-デスメ

 チルクロザピン、クロザピン N-オキシド溶液を添加した後、蛍光マイ

 クロプレートリーダー (Infinite Pro M200) を用いて、Table 4 に示す設

 定で蛍光強度比の変化を計測した。その後、イオノマイシン (最

 終濃度 1 μM)、EGTA トリス塩酸緩衝液 (最終濃度 5 mM)、過剰量の

 MnCl2溶液をそれぞれ添加し、各薬液投与後の蛍光強度比の変化を Table 5

 に示す設定で計測し、キャリブレーションを実施した。Ca²⁺濃度は 

 Table 6 に示す計算式に各測定値を代入することで、その近似値を計算

 した。 
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Mode Top 

Kinetic Cycle / Use kinetic interval 41 cycles 

Kinetic condition Handling for cycle 6 

Injection Injects 20 µL with speed 100μL/sec. 

Furarescence Intensity (1) Ex.340 nm/Em.510 nm, gain 100 

Furarescence Intensity (2) Ex.380 nm/Em.510 nm, gain 100 

Mode Top 

Kinetic Cycle / Use kinetic interval 41 cycles 

Kinetic condition Handling for cycle 6 

Injection Injects 10 µL with speed 100μL/sec. 

Furarescence Intensity (1) Ex.340 nm/Em.510 nm, gain 100 

Furarescence Intensity (2) Ex.380 nm/Em.510 nm, gain 100 

[Ca2+]i＝Kd × (R-Rmin )/ (Rmax-R) × (Fmin (380) / Fmax (380)) 

[Ca2+]i：細胞内 Ca2+濃度 

Kd：解離定数 (224 nM) 

R：二波長間の蛍光強度比 (F (340) / F (380)) 

Fmin：Ca2+非存在下 (EGTA トリス塩酸緩衝液添加後) の蛍光強度 

Fmax：過剰 Ca2+存在下 (Ionomycin 添加後) の蛍光強度 

Rmin：Ca2+非存在下の蛍光強度比 （Fmin (340) / Fmin (380)) 

Rmax：過剰 Ca2+存在下の蛍光強度比 (Fmax (340) / Fmax (380)) 

Fbank：自家 (MnCl2溶液添加後) の蛍光強度 (全ての蛍光値から Fbankを差し引く) 

Table 4 A fluorescence microplate reader setting 

Table 5 A fluorescence microplate reader setting for calibration 

Table 6 Calculation formula of intracellular calcium concentration 
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第 5 項 統計解析 

 実験結果は平均±標準誤差 (mean±S.E.) で示した。また、独立二群間の有意

検定は Student’s t-test により実施した。統計学的な検定は SPSS Statistics 23 を使

用し、p<0.05 を統計学的有意差ありと判定した。 
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第 3 節 実験結果 

第 1 項 カルバコール、アトロピンによる細胞内 Ca2+濃度の変化 

HSY 細胞のムスカリン受容体作動薬に対する応答性を評価するため、ムスカ

リン受容体作動薬であるカルバコールを positive control として、Ca²⁺応答を評

価した。カルバコール 100 µM を処理した後、HSY 細胞内の Ca²⁺濃度を測定し

たところ、添加前と比較して有意な Ca²⁺濃度の上昇が認められた (Fig. 16A)。

また、ムスカリン受容体遮断薬であるアトロピン 1 μM を前処理した後、カル

バコール 100 µM を処理したところ、カルバコールの処理による Ca²⁺濃度の上

昇反応は認められなかった (Fig. 16B)。これらの結果から、HSY 細胞のムスカ

リン受容体を介した Ca²⁺応答性が確認された。 

  

Fig. 16 Effects of carbachol and atropine on [Ca2+]i in HSY cells 

(A) Carbachol (100µM) -induced Ca2+ response in HSY cells and (B) the effect 

of pretreatment with atropine (1µM) on the carbachol-induced increase in [Ca2+]i. 

Each column represents means with S.D. of 3 determinations. Significance was 

set at *; p < 0.05. 
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第 2 項 クロザピン、活性代謝物による細胞内 Ca2+濃度の変化 

HSY 細胞に対して、クロザピンおよび活性代謝物 (N-デスメチルクロザピ

ン、クロザピン N-オキシド) を 100 µM で処理した後に細胞内 Ca2+濃度を測定

し、各薬物の唾液腺細胞に対する作用を評価した。クロザピンおよびクロザピ

ン N-オキシド処理群では処理前後の細胞内 Ca2+濃度を比較したところ、有意な

差は認められなかった (Fig. 17A, C)。一方、N-デスメチルクロザピン処理群で

は、処理前と比較して細胞内 Ca2+濃度の有意な上昇が認められた (Fig. 17B)。 

Fig. 17 Effects of clozapine and its metabolites on [Ca2+]i in HSY cells 

(A) Clozapine (100µM), (B) N-desmethylclozapine (100µM), (C) clozapine N-

oxide (100µM) -induced Ca2+ response in HSY cells. Each column represents 

means with S.D. of 3 determinations. Significance was set at *; p < 0.05. 
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第 3 項 唾液腺細胞に対する N-デスメチルクロザピンの用量依存的な作用 

先の検討で認められた N-デスメチルクロザピンによる細胞内 Ca²⁺応答の用量

依存性を検証するため、HSY 細胞に N-デスメチルクロザピン 1, 10, 100 μM の

処理を実施した。その結果、10, 100 μM 処理で認められた Ca2+濃度の上昇が、

1μM 処理では認められなかった (Fig. 18A-C)。  

Fig. 18 Dose-dependent effect of N-desmethylclozapine on [Ca2+]i in HSY cells 

N-Desmethylclozapine (A; 1 µM, B; 10 µM, C; 100 µM) -induced Ca2+ dose-

dependent response in HSY cells. Each column represents means with S.D. of 3 

determinations. Significance was set at *; p < 0.05. 
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第 4 項 N-デスメチルクロザピン誘発性 Ca2+応答に対するアトロピンの作用 

先の検討によって示された、N-デスメチルクロザピンの唾液腺細胞内のCa2+

濃度上昇作用に対するムスカリン受容体の関与を検証するため、ムスカリン受

容体遮断薬であるアトロピンの影響を検討した。アトロピン1μMの前処理を行

った後に、N-デスメチルクロザピン100 μMの処理を実施したところ、N-デスメ

チルクロザピン処理による有意なCa2+濃度の上昇反応 (Fig. 19A) は認められな

かった (Fig. 19B)。  

Fig. 19 Effects of N-desmethylclozapine and atropine on [Ca2+]i in HSY cells 

(A) N-Desmethylclozapine (100µM) -induced Ca2+ response in HSY cells and 

(B) the effect of pretreatment with atropine (1µM) on the NDMC-induced 

increase in [Ca2+]i. Each column represents means with S.D. of 3 determinations. 

Significance was set at *; p < 0.05. 
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第 4 節 考察 

臨床研究ならびに in vivo 基礎研究の結果から、CIS の原因物質として、N-デ

スメチルクロザピンが同定された。本章では、両研究で得られた知見の妥当性

を評価するために in vitro の検討において、N-デスメチルクロザピンの唾液腺へ

の作用を検証した。その結果、N-デスメチルクロザピンは唾液腺における唾液

分泌の介在反応である細胞内 Ca2+応答を用量依存的に引き起こすことが明らか

となった (Fig. 17B, 18A-C)。また、N-デスメチルクロザピンによる唾液腺細胞

内の Ca2+応答が抗コリン薬であるアトロピンで抑制されたことから、この反応

がムスカリン受容体を介したものであることが示された (Fig. 19C)。 

N-デスメチルクロザピンはクロザピンの代謝物であるため、クロザピンを経

口投与した場合、血液および各臓器にはクロザピンと N-デスメチルクロザピン

が混在した状態となる。抗コリン作用を有するクロザピンは N-デスメチルクロ

ザピンによる唾液分泌作用を阻害する可能性が考えられるため、これらの濃度

比は CIS の発現に影響を与える可能性が考えられる。in vivo の検討では、クロ

ザピンの経口投与直後に一過性の唾液分泌の減少が認められ、その後は時間依

存的に唾液分泌量が増加することが示されており、反復投与においては投与回

数に依存した唾液分泌量の増加が認められる。これら一連の反応には、先述の

通り、クロザピンおよび N-デスメチルクロザピンの薬物動態学的特性の差異に

よる日内、日間の濃度比変動や薬理学的特性 (in vitro の検討で認められた唾液

腺細胞への作用の違い) が寄与しているものと推察される。 

臨床ではクロザピンと N-デスメチルクロザピンの血中濃度は近似しており、

その濃度比は 1 に近い値を示す。一方、N-デスメチルクロザピンの非蛋白結合

率はクロザピンの 2 倍程度高く 49)、実際に薬理作用を示す N-デスメチルクロ

ザピンの遊離体濃度は高くなる可能性が考えられる。また、ヒトの唾液腺にお

いても in vivo の検討で示された結果と同様に、クロザピンと N-デスメチルク

ロザピンの組織内濃度あるいは濃度比が血中とは異なる可能性が考えられる。

しかしながら、in vitro の検討においては、N-デスメチルクロザピンによる Ca2+
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応答に対するクロザピンの阻害作用は検証しておらず、その用量依存性も含

め、今後検討していく必要がある。 

CIS の治療法を探索するため、イプラトロピウム 50)、グリコピロレート 
51)、

ビペリデン 52)、ピレンゼピン 53)、ブチルスコポラミン 54)などの抗コリン薬を

対象とした臨床研究が実施されているが、その有効性は限定的と評されてい

る。また、親化合物であるクロザピンが強力な抗コリン作用を有するため、抗

コリン薬の追加投与は便秘症などの抗コリン性の副作用を増悪させる可能性が

考えられる。これらの問題を解決するため、ブチルスコポラミン軟膏 55)などの

作用部位を限局させた治療も試みられているが、有効性は先述と同様である。

したがって、これらの薬剤反応性の低さと CIS の重症度および発現頻度を踏ま

えると、CIS の発現は N-デスメチルクロザピンのムスカリン受容体への作用の

みでは一元的に説明できない可能性も考えられる。しかしながら、唾液分泌反

応亢進時において、N-デスメチルクロザピンの唾液腺内濃度が高値であり、N-

デスメチルクロザピンによる唾液腺細胞内の Ca2+応答が抗コリン薬で抑制され

たことから、唾液腺への集積性が高い抗コリン薬は既報で検証されている抗コ

リン薬の有効性を上回る可能性が考えられる。現に、唾液腺への移行性が高い

抗コリン薬であるオキシブチニンを治療薬とした報告 56)では、CIS の対する有

効性が示されている。CIS の発現が夜間に多いこと 57)を踏まえると、半減期が

短いオキシブチニンの速放錠は、日中の抗コリン性の副作用を増悪させずに

CIS の改善効果を期待できる可能性がある。 

本検討にはいくつかの問題点が存在する。クロザピンおよび活性代謝物は中

枢移行性を示すため、末梢系のみならず中枢系への影響が流涎症の発現に関与

している可能性も考えられるが、本検討では末梢器官への作用のみを評価して

おり、中枢神経系を介した反応に関しては検証できていない。そのため、ヘキ

サメトニウムなどの自律神経節遮断薬を用いた検討も必要と思われる。また、

CIS の原因物質であると考えられる N-デスメチルクロザピンがムスカリン受容

体に対して作動性を示し、唾液分泌反応の介在反応の一つである Ca2+応答を引

き起こすことを明らかにしたが、その下流のカスケードである輸送担体やイオ
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ンおよび水チャネルの活性化を介した唾液分泌反応に関しては検証を行ってい

ない。先述の通り、CIS の重症度を考えると、N-デスメチルクロザピンのコリ

ン作動作用による唾液分泌誘発反応に加えて、クロザピンあるいは活性代謝物

の曝露によって、唾液分泌反応に関与する輸送担体やイオンおよび水チャンネ

ルの遺伝子・タンパク質発現の変化や機能の活性化が生じ、相加的に唾液分泌

反応を増強させている可能性も考えられる。そのため、中枢神経系の影響に加

え、末梢器官においてもさらなる検証が必要と考えられる。さらに、今回の検

証ではムスカリン受容体の関与は確認できたものの、標的となる受容体のサブ

タイプは検証できていないため、新規治療法を確立するためには、ムスカリン

受容体の各種サブタイプの選択的遮断薬を用いて、標的となるサブタイプを同

定していく必要がある。このように、今回得られた結果を基に、CIS の詳細な

機序を解明していくことで、治療効果および忍容性の高い CIS 新規治療法を探

索していくことが可能になると考えられる。 
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第 5 節 まとめ 

本章で実施した in vitro の検証により、先の臨床研究ならびに in vivo 研究で

CIS の原因因子として同定された N-デスメチルクロザピンが唾液腺細胞内の

Ca2+濃度の上昇を引き起こすことが明らかとなった。また、この反応がアトロ

ピンで抑制されたことから、N-デスメチルクロザピンの唾液腺細胞に対する作

用はムスカリン受容体を介したものであることが明らかとなった。今後は、中

枢神経系を介した唾液分泌反応への関与の有無に加え、唾液腺において、唾液

分泌反応に影響を与える輸送担体やチャネルへの作用を検証していく必要があ

る。 

  

Fig. 21 Conclusion of the in vitro research and research limitation 
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総括 

我が国においても近年、プラセボを対象とした抗精神病薬の治験が実施され

るようになり、精神科医療が科学的根拠に基づいて提供される基盤が築かれつ

つある。一方で、精神科領域の薬物療法のエビデンスは未だに乏しく、個体差

の大きさから治療反応性を予測できず、治療が難渋する場合も多い。先述の通

り、統合失調症の治療は薬物療法と心理社会的療法を組み合わせることが治療

の大前提であり、抗精神病薬による単独の治療効果は、副作用の発現リスクを

考慮すると決して高くはない。一方で、抗精神病薬は統合失調症の陽性症状を

はじめとする精神症状や再発予防に対しては一定の効果を示し、さらには、服

薬継続の中止は再発リスクを 5 倍程度、上昇させるとの報告 58)もあることか

ら、本邦および各国のガイドラインにおいて、抗精神病薬による治療の継続が

強く推奨されている。しかしながら、その忍容性の低さから治療の継続は容易

ではない。クロザピンは他薬に比して、高い治療効果を示すことから統合失調

症の治療において注目される薬剤であるが、多種多様な副作用を呈することか

ら、服薬継続が困難となるケースが散見される。今回、研究対象とした CIS

は、発現頻度および重症度が高いことから、クロザピンの服薬中止理由の上位

に位置する副作用である。そのため、本研究では高い治療効果を有する薬剤の

服薬の負担を軽減する目的で、CIS のリスク因子の解明ならびに新規治療法の

探索を目指した。 

第 1 章では、クロザピンを服用している患者を対象とし、流涎症の重症度と

関連性の高い因子を検証した。その結果、クロザピンの服用量、嚥下機能、錐

体外路症状、クロザピンおよびクロザピン N-オキシドの血中・唾液中濃度は流

涎症重症度とは相関せず、N-デスメチルクロザピンの血中・唾液中濃度のみが

流涎症の重症度と関連性が強い因子として同定された。 

第 2 章では、未だ報告のない CIS のモデル動物の作製を試みた後、作製され

たモデル動物を用いて、臨床研究において同定された CIS のリスク因子の妥当

性を評価した。その結果、クロザピン単回投与では、投与直後に唾液分泌の減

少を認めた後、時間依存的に唾液分泌量が増加することが確認された。また、 
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クロザピン反復投与では、投与回数依存的に唾液分泌量の増加を認め、クロザ

ピン 100 mg/kg 7 日間経口反復投与を実施した際に、対照群および他の投与群

と比較して有意な唾液分泌量の増加が認められたことから、当投与方法が CIS

モデル動物の作製方法となる可能性が示された。さらに、CIS モデル動物の血

中、顎下腺内、脳内の N-デスメチルクロザピン濃度が高値であったことから、

臨床研究と同様に N-デスメチルクロザピンが CIS の原因物質である可能性が示

された。 

第 3 章では、先述の検証結果から CIS の原因物質として同定された N-デスメ

チルクロザピンが唾液腺細胞に与える作用を検証した。その結果、クロザピン

およびクロザピン N-オキシドは唾液腺の細胞内 Ca2+応答を示さない一方で、N-

デスメチルクロザピンは有意な Ca2+応答を示すこと、この反応が抗コリン薬で

あるアトロピンで抑制されることが明らかとなった。 

以上の結果から、CIS は N-デスメチルクロザピンのムスカリン受容体に対す

る作動作用によって発現し、抗コリン薬が CIS の治療候補薬となり得る可能性

が考えられる。また、CIS の発現ならびにその重症度は N-デスメチルクロザピ

ンとムスカリン受容体遮断作用を有するクロザピンの血中あるいは唾液腺内の

存在比に依存する可能性が高く、薬物動態学的な性質の違いによって生じる日

内・日間の濃度比変動が唾液分泌量の変化をもたらしているものと推察され

る。したがって、CIS の重症度が高くなることが予想される N-デスメチルクロ

ザピン/クロザピンの濃度比が高い時間帯に唾液腺の集積性が高い抗コリン薬を

服用することで CIS の予防・軽減効果が認められる可能性が考えられる。 

本研究で明らかとなった CIS のリスク因子あるいは発現機序は CIS の一機序

を示していると考えられるが、臨床研究では流涎症の重症度が高い時間帯の血

中濃度の評価や唾液分泌量の客観的評価が実施できておらず、基礎研究におい

ても中枢神経系の影響や唾液分泌反応に寄与する輸送担体あるいはイオン・水

チャネルに加え、N-デスメチルクロザピンの標的となる受容体のサブタイプな

どに関する検証は実施していない。今後は、これらの研究限界を解決していく

ことで、治療効果の高い新規治療候補薬を探索できると考えられる。 
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