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演題名  眼窩前頭皮質を中心とした神経回路の情動行動への寄与  

発表者氏名   國石洋 1 ,  2 ,  4、一坂吏志 3、畠義郎 2、関口正幸 4、山田光彦 1    

   所属  1、国立精神・神経医療研究センター、精神保健研究所、精神薬理研究  

2、鳥取大、院、医、生体高次機能学  

3、鳥取大、医、生命科学、神経生物  

4、国立精神・神経医療研究センター、神経研究所、疾病研究第四部  

  

A 研究目的 

近年の脳機能画像研究により、不安障害、大うつ病などの様々な精神疾患において、眼窩前頭皮質

(orbitofrontal cortex: OFC)の活動異常や器質的な異常が報告されている（1, 2）。前頭前皮質の一領域で

ある OFC は、情動の制御に重要であると推測されており(3)、その機能破綻が精神疾患の症状を引き起

こす可能性がある。しかし、これらの画像研究のほとんどは相関研究であり、OFC の活動異常と精神疾

患症状の因果関係を詳細に調べるためには、動物モデルを用いた研究が必要である。そこで本研究で

は、ラット OFC の神経活動を薬理的に抑制し、不安様行動と衝動的攻撃性、うつ様行動に及ぼす影響

を調べた。 

 

B．研究方法 

ラットの OFC に持続的に GABAA受容体のアゴニストであるムシモールを投与し、神経活動を抑制し

た。その条件下で不安様行動評価のためのオープンフィールド試験・明暗試験、衝動的攻撃性の評価の

ための電気ショック誘発闘争試験、うつ様行動評価のための強制水泳試験を行った。また、行動テスト

バッテリー終了後の一部の動物において、細胞外記法録にて電気生理学記録を行い、ムシモールによっ

て神経活動が抑制された範囲を推定した。 

 

C．研究結果 

ムシモールの持続投与により、神経活動が抑制された範囲を電気生理学的に調べた結果、OFC のうち

腹外側部（VO、LO）が抑制されていると推定される。OFC抑制ラットは、オープンフィールド試験と

明暗試験において不安様行動が増加した。また、電気ショック誘発闘争試験においては Fighting反応の

増加が見られ、衝動的攻撃性が増加していた。一方、強制水泳試験では無動時間の短縮とよじ登り行動

の増加などのうつ様行動の減少が観察された(4)。 
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D．考察・結論 

今回の結果より、ラットの OFC は不安様行動と衝動的攻撃性に対する抑制機能を持つ一方、うつ様

行動に対する惹起機能を持つことが示唆された。OFC は扁桃体や腹側被蓋野などの情動に重要な部位に

神経投射を送っており(5 )、OFC はこれらの下流領域の神経活動を調節することによって情動行動を制

御している可能性がある。現在、OFC から扁桃体基底外側核へ投射する神経回路に注目し、そのシナプ

ス特性や可塑性にストレスが及ぼす影響を調べるため、オプトジェネティクスと電気生理学的手法を用

いた研究を実施している。 

 

F. 倫理的配慮 

本研究は鳥取大学および国立精神・神経医療研究センター神経研究所組み換え DNA 実験安全倫理委

員会、動物実験倫理委員会の承認を得て行った。 
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Novel PET probe to visualize AMPA receptors in living human brain 
 

Takuya Takahashi 
Department of Physiology 

 Yokohama City University  
Graduate School of Medicine 

 
Glutamatergic synapses play central roles in almost all of neuronal functions such as 
learning, motor and sensory functions. Among glutamate receptors, AMPARs are the 
“actual mediator” at glutamatergic synapses. Since the cloning of AMPARs 
approximately two decades ago, enormous number of papers have reported the 
importance of AMPARs on neuronal functions including diseases. Despite the 
accumulation of knowledge of physiological roles of AMPARs, its clinical translation is 
limited. Main reason for this is that we are not able to visualize AMPARs in living human 
brain. Although rodent neuronal disease models are elegant and well characterized, it 
remains unclear if these animal models fully mimic human disease. Drugs acting to 
AMPARs are under developed in pharmaceutical companies. Despite large potential 
relevance of AMPAR to diseases, clinical trials mostly failed and only one compound, 
perampanel (a drug for epilepsy, an antagonist of AMPARs from Eisai), was launched on 
market recently. Lack of technology to target diseases with abnormality in AMPARs 
could be the major cause of failures in clinical trials for AMPARs-acting drugs. PET is 
widely used as a clinical device for the diagnosis (eg. FDG-PET). The development of 
PET probe for AMPAR could be a powerful tool to tackle this problem. Thus, a PET probe 
to visualize AMPAR in living human brain is an “unmet medical needs” for the 
development of drugs acting to AMPAR.   
 We developed novel PET probe for AMPARs. We detected specific PET signals 
of AMPAR in rat, non-human primate and human. We could visualize the accumulation 
of PET signals of AMPAR in the temporal lobe of the hemisphere with epileptic foci 
where the 99mECD-SPECT blood flow signal was lower compared to the contralateral 
hemisphere. Further, we detected significant positive correlation between AMPAR-PET-
signals and protein amount of AMPARs with surgically removed tissue from epileptic 
patients. Thus, our PET probe for AMPARs specifically detects AMPARs and the first 
PET probe to visualize AMPAR in living human brain. 
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演 題 名 ： 自 閉 ス ペ ク ト ラ ム 症 児 の 聴 覚 過 敏 性 と 身 体 活 動 動 態 と の 関 連 に つ い て  

発 表 者 氏 名 ： 高 橋 秀 俊 1）  

   所 属  1） 国 立 精 神 ・ 神 経 医 療 研 究 セ ン タ ー   精 神 保 健 研 究 所  

児 童 ・ 思 春 期 精 神 保 健 研 究 部

A 研究目的 

発達障害のうち最早期に症状形成される自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorders: ASD)では、

感覚情報処理、中でも聴覚情報処理の非定型性（過敏・鈍麻など）がその社会適応に大きく影響すること

が知られている。ASD の方の多くは非定型的感覚特性を有すると考えられ、非定型的な感覚特性は患者や

支援者を悩ませ、ASD で問題となる他の症状や行動にも影響する。最近は ASDの中核症状の徴候の一つに

含まれ、ASDの感覚特性の重要性に対する認識は高まっている。 

ASD におけるトランスレーショナル・リサーチを推進するためには、定量的かつ客観的な行動上の表現

型ならびに神経生理学的エンドフェノタイプを同定し、これらの関連について解明することが重要な課題

である。聴覚性驚愕反射(acoustic startle response: ASR)は、精神医学領域のトランスレーショナル・

リサーチにおいて、広く用いられている神経生理学的エンドフェノタイプの最も有力な候補の一つである
1, 2）。最近、我々は、ASD 児では、定型発達(typical development: TD)児に比べ、ASR の潜時が延長して

いること、65～85 dB の比較的弱い聴覚刺激における ASR が亢進していること 3, 4）、さらにこれらの聴覚

処理特性は子どもの情緒・行動の問題と関連していること 4)を報告した。これらの指標は、保護者が評価

した感覚過敏を含む感覚処理特性の表現型の様々な側面と関連したことから、聴覚過敏性を評価する神経

生理学的指標としての妥当性が支持された 5)。さらに、これらの指標の 1年後の再検査信頼性の結果、児

童・思春期において moderately stable なマーカーとなり得ることが示唆された 6)。ASDを含む発達障害

には、精神障害を含む情緒・行動の問題の併存が少なからず認められるが、ASRとその制御機構であるプ

レパルス抑制(prepulse inhibition: PPI)や馴化の障害は、統合失調症やパニック障害、心的外傷後スト

レス障害など思春期以後に発症する様々な精神障害で報告されており、これらの神経生理学的エンドフェ

ノタイプを用いたアプローチが、発達障害と併存精神障害の病態解明のために有用である可能性が考えら

れる。そこで本演題では、聴覚過敏性に関連する指標としての ASRとその制御機構および客観的・定量的

な行動上の表現型としての身体活動動態との関連について ASD 児と TD児において検討した。 

 

B．研究方法 

対象は、ASD児 14名ならびに TD 児 13名である。驚愕性聴覚反射測定機器 Map1155SYS（二ホンサンテ

ク, 大阪市）を用いて、聴覚性驚愕反射検査を行った。聴覚刺激としては、60dB の白色雑音を背景音と

し、まず 65～105dBまで 10dBきざみの 5段階の音圧の白色雑音(40msec)をそれぞれ 6回ずつ提示した。

その後、PPIの評価のため、105dB の驚愕刺激、ならびにその 120msec前に 65, 70, 75dB の 3種類の音

圧のプレパルス (20msec)を有する驚愕刺激の計 4種類の刺激を各 8回ずつ提示した。最後に馴化の評価

のため、105dB の驚愕刺激を 6回提示した。各刺激提示後 20-120msec後の左眼輪筋筋電図を測定し、ASR

の大きさや潜時、PPI、馴化について評価した。これら ASRの指標と、時計型アクチグラフ(MicroMini 

Motionlogger actigraph; Ambulatory Monitors Inc., Ardsley, NY, USA)を用いて評価した 7日間の身

体活動動態との関連について検討した。 

（倫理面への配慮）本研究は、国立精神・神経医療研究センター倫理委員会および東京大学ライフサイ

エンス委員会倫理審査専門委員会の承認を得て行われ、全ての被験者及びその保護者から書面にて同意

を得た。 

 

C．研究結果 

TD児に比し ASD 児では、終日の身体活動量が有意に負の歪度を示し、日中の身体活動量も負の歪度も

示す傾向にあった。65dB、85dBの刺激に対する ASRの大きさや 70dBのプレパルスに対する PPIは、覚醒

時の活動量の負の歪度と有意な相関を示した。そして、75dBの刺激に対する ASRの大きさは、覚醒時の

活動量の平均と有意な相関を示した。 

 

D．考察 

ASD児では、身体活動量が有意に負の歪度を示した。65dBや 75dB といった弱い刺激に対する反応の大きさ
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や 70dB のプレパルスに対する PPI は、覚醒時の活動量の負の歪度や平均と有意な相関を示し、ASD の聴覚過

敏性は、覚醒時の高い活動性と散発的な活動低下という特徴との関連が示唆された。今後は、生活における

音環境情報も考慮して、聴覚過敏性と身体活動動態との関連について検討していくことが求められると考え

られる。 

  

E．結論 

ASD 児の聴覚過敏性は、覚醒時の高い活動性と散発的な活動低下という特徴と関連することが示唆された。

ASR および身体活動動態という客観的・定量的指標を評価することで、ASDの病態解明が推進し、新規治療法

開発につながると考えられた。 

 

F. COI,倫理的配慮 
  演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業などはない。また、本研究は、国立精神・神経医療研究
センター倫理委員会の承認を得て行われ、全ての被験者及びその保護者から書面にて同意を得た。 
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イ ン タ ー ロ イ キ ン 18 ( IL-18)  の 欠 損 状 態 が う つ 病 な ど 精 神 症 状 発 現 に 及 ぼ す 影 響

に つ い て ～ I L-18 欠 損 マ ウ ス を 用 い た 多 角 的 検 討 ～  

○ 山 西 恭 輔 1、土 江 伸 誉 2 , 3、橋 本 卓 也 1、井 窪 薫 1、澄 田 美 保 3、大 谷 (桑 原 )佐 知 4、

前 田 誠 司 4、 李 文 5、 渡 辺 優 子 6、 宇 和 典 子 1、 早 川 徹 5、 山 西 博 道 6、 岡 村 春 樹 5、

松 永 寿 人 1  

1 .兵 庫 医 科 大 学  精 神 科 神 経 科 学 講 座  

2 .兵 庫 医 科 大 学  先 端 医 学 研 究 所  神 経 再 生 部 門  

3 .兵 庫 医 療 大 学  心 理 学 講 座  

4 .兵 庫 医 科 大 学  解 剖 学 講 座 （ 細 胞 生 物 部 門 ）  

5 .兵 庫 医 科 大 学  腫 瘍 免 疫 制 御 学 講 座  

6 .社 会 福 祉 法 人  枚 方 療 育 園  枚 方 総 合 発 達 医 療 セ ン タ ー  

  

A 研究目的 

大うつ病性障害(MDD)は、抑うつ気分や制止といった精神症状のみならず、免疫異常や糖尿病、脂質異常症

などの身体疾患と密接に関連することが指摘されている。我々は以前、炎症性サイトカインであるインター

ロイキン 18(IL-18)欠損下では脂質異常症が出現することを報告した。本研究では、IL-18 の欠損状態が、

中枢神経系や精神症状発現にいかに影響するかについて、多角的検討を行った。 

 



2017 年医療心理懇話会 
 

 
 

 

B．研究方法 

IL-18 欠損(Il18−/−)マウスと野生型マウスを使用し、学習・記銘力評価、抑うつ様行動評価として、オープン

スイミングテスト、水迷路学習試験などの行動学的解析を行った。また構成概念妥当性の検証として、海馬

を中心に光学顕微鏡、電子顕微鏡を用いて形態的変化を評価した。さらには、MDD との関連性を検討するた

め、神経再生に関連する分子(Brdu や Doublecortin 等)の免疫染色を施行した。 

（倫理面への配慮） 

当研究は兵庫医科大学動物実験委員会の承認を得て行っている。承認番号は A09-206, #28041, 

#13-062, and #16-013 である。 

 
 

C．研究結果 

Il18−/−マウスは野生型と比較し、有意な学習・記銘力の障害、また行動抑制を認めた。また光学顕微鏡上では、
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海馬の体積、細胞数に有意な群間差は見られなかったが、電子顕微鏡の所見において、Il18−/−マウスでは海馬

の歯状回で神経終末のミトコンドリアの変性を認めた。また Il18−/−マウスにおいて、Brdu 陽性細胞数、

Doublecortin 陽性細胞数は有意に増加したが、Calbindin 陽性細胞数の減少を認めた。 

 

D．考察・結論 

Il18−/−マウスは野生型と比較し、学習・記銘力障害などの海馬機能不全による症状を多角的に呈し、これは海

馬における形態学的変化と一貫していた。その機序として、IL-18 は先行研究からもエネルギー代謝に深く

関与しており、中枢神経細胞においても正常なエネルギー代謝や機能維持に必要なことから、これが欠損し

た結果として、神経再生にも悪影響が及んでいる可能性が推察された。さらには、免疫機能やエネルギー代

謝と、学習・記銘力、抑うつなどの精神症状とに、密接な相互関連が存在するものと考えられた。 

 

 

 
 

E. COI,倫理的配慮 
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開示すべき COI はありません。 

当研究は兵庫医科大学動物実験委員会の承認を得て行っている。承認番号は A09-206, #28041, 

#13-062, and #16-013 である。 
 
 

F 文献 

スライド内に記載させて頂きました。 
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演 題 名  ギ ャ ン ブ ル 障 害 の 脳 画 像 研 究  

発 表 者 氏 名   鶴 身 孝 介 1） ,  2 ) 

   所 属  1） 京 都 大 学 大 学 院 医 学 研 究 科 脳 病 態 生 理 学 講 座 （ 精 神 医 学 ）  

     2) 京 都 大 学 医 学 部 附 属 病 院 デ イ ・ ケ ア 診 療 部  

   

A. ギャンブル障害とは 

 ギャンブル障害 （Gambling Disorder: GD） は慢性的な精神疾患であり、その患者は悲惨な帰結にも関わ

らず賭博行動を止めることは困難である。明示的に GDが原因であると報じられる事件も少なくないが、ニュ

ースを読み込むと背景に GDが存在する事件も後を絶たない。 

 欧米での報告では、問題ギャンブルの有病率は約 0.2～2%にほぼ収まっているが、本邦で厚生労働省研究班

が行った調査によると、成人男女それぞれ 9.6%・1.4% （2009） 、8.8％・1.8％ （2013） で 500 万人以上

であった。最近の中間報告ではそれぞれ 6.7％、0.6％で 320万人と推計（2017）されている。2017年の調査

では 2009、2013年の調査と比較して有病率が低下しているが、これは調査方法の違いによるものだと思われ

る。2009年、2013年の調査では自記式の質問紙であったのに対し、2017年の調査では訪問して対面式で行っ

ているとのことである。嗜癖患者全般において、自らの嗜癖行動を嘘をついて隠蔽するのは臨床現場ではよ

く見られることであり、また訪問した際に在宅している層から聴取しているためにある程度のバイアスはか

かっていることが想定される。ただし、問題ギャンブルを指摘されたものの全てがギャンブル障害の診断基

準を現在満たすわけではないことにも留意が必要である。 

 長らく、GD と物質使用障害を同様に扱ってよいかについては議論があったが、両者の類似を指摘する知見

が蓄積されてきた (Potenza 2008など) ため、2013年改訂された診断基準 DSM-5において、初めて物質使用

障害と同じ項目に分類されるに至り (American Psychiatric Association 2013) 、ICD-11でも踏襲される予

定である。 

 一方、薬物療法のエビデンスは乏しく国内では承認された薬剤はない。このため多くの精神科医に敬遠さ

れているきらいがある。一貫して有効という報告がなされているのは Naltrexone、N-acetylcysteine程度で

あり、抗うつ薬などの有効性の報告は一貫していない (Grant 2014) 。このため、現在の加療は心理社会的

治療が中心であり、自助グループ・集団精神療法・動機づけ面接法・ブリーフ インターベンション・認知行

動療法・認知療法などが用いられている （Hodgins et al., 2011） 。 

 

B. ギャンブル障害の研究 

1 報酬予測 

報酬系の中心である腹側線条体が、腹側被蓋野からの入力を通して報酬に反応して活動することは広く知

られているが、連合学習が進むと様子は異なってくる。サルを用いた実験で、報酬を予測するシグナルのな

い状態で単純に果物ジュースを与えられると、ジュースを与えられた際にドパミンニューロンが活動する。

しかし、光が点滅してからしばらくしてジュースが与えられるように訓練されると、光が点滅した際にドパ

ミンニューロンが活動するようになるが、ジュースを与えられた時には次第に活動しなくなる。すなわち訓

練を継続した結果、ジュースが与えられなくても光が点滅すればドパミンニューロンは活動するようになる 

（Schlutz et al., 1997)。すなわち、報酬が繰り返し決まった手続きに沿って与えられるようになると、報

酬を獲得する時よりも報酬を予測しているときの方がドパミンニューロンは活動するようになるのである。

報酬を予測している際に快情動を感じることは幼少期の遠足や修学旅行の前日のことを想起すれば理解しや

すいだろう。このため、様々な嗜癖患者において報酬予測時の脳活動が検証されている。 

病的賭博・問題賭博患者 (DSM-5が出版される前の研究であるため、本稿ではこのように記載する) を対象

に報酬予測時における線条体の活動を検討した研究はいくつかあるが、提示される視覚刺激により線条体の

活動は異なっている。具体的には、病的賭博・問題賭博患者は健常群と比較して、ギャンブルを想起させる

トランプを用いた凝った刺激の場合には線条体の活動は上昇しており (van Holst et al, 2012) 、ギャンブ

ルを想起させるほどではないがやや強い刺激やパチンコを主たるギャンブルとする病的賭博患者に対するポ

イントの場合は線条体の活動は同等であり (Sescousse et al., 2013; Tsurumi et al., 2014) 、味気ない

金銭刺激や性的な画像に対する線条体の活動は低下していた (Balodis et al., 2012; Choi et al., 2012; 

Sescousse et al., 2013) 。これらの知見を総合して考えると、嗜癖対象に向かう気持ちは強い一方、嗜癖
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対象から遠いものほど興味がなくなるためより一層嗜癖対象から抜けられないという悪循環に陥っているこ

とが推察される。 

これらの知見は物質使用障害で見られる知見と一致しており、回復過程や有効な治療の類似性から、ギャン

ブル障害が経験的に物質使用障害に準じて治療されて来たことの正当性を裏付けるものである。 

 

2 損失回避 

従来の経済学では人間が合理的に行動することを前提にしていたが、例えば選択肢が極端に多い場合には

思考のコストが高まるため直感的な選択になりがちである。また、考える時間が短い場合にも十分に選択肢

を吟味して合理的な意思決定が出来ないことが予測される。このように実際の行動はそこまで合理的でない。

これを「限定合理性」という。このことを前提に経済学に心理学的視点を取り入れた分野が行動経済学であ

る。2017年ノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラ―が 2002年受賞のダニエル・カーネマンらと 

牽引してきた分野である。 

行動経済学の代表的な理論の一つに、選択の結果どれくらいの確率でどれくらいの利益や損失があるかが

わかっている状況で、どのような選択をするかを記述するプロスペクト理論がある (Kahneman and Tversky 

1979) 。プロスペクト理論の代表的知見の一つに損失回避がある。 

コインの表が出れば 1万円獲得でき、裏が出れば 1万円失うようなギャンブルをやろうと言う人は、なか

なかいないものである。しかし、表が出れば 2万円獲得でき、裏が出れば 1万円失う条件ならやりたいとい

う人がかなり増えてくる。このように、人は同じ額であっても報酬よりも損失の方が大きいと知覚するもの

であり、この現象を損失回避と言う。 

GD はリスク追求的人格傾向があり、向こう見ずな意思決定をしがちであるという報告がある (Slutske et 

al. 2005) 。この場合、GDは損失回避性が低いと言うことになる。一方で、Chasingという診断基準の項目

にもある、ギャンブルでの損失はギャンブルで取り返そうとする現象があるが、この際 GD患者はリスク回避

的/損失回避的であるという報告もあり (Xuan and Shaffer 2009) 、GDのリスク態度についての報告は一貫

していない。 

また、問題ギャンブル及び GDを 3つのサブタイプに分類するパスウェイズモデルとうモデルも提唱されて

いる (Blaszczynski and Nower 2002) 。その 3つとは、①behaviourally conditioned problem gamblers、

②emotionally vulnerable gamblers、③antisocial impulsivist gamblersである。①は賭博場が近くにあ

るなどの環境要因を重視したサブタイプであり、他の 2つと比較して病理が浅く自然寛解するなどして病院

には現れることが少ないのではないかと考えられる。一方、②は不安・抑うつを背景に持つサブタイプ、③

は衝動性・刺激希求性を背景に持つサブタイプとされており、より病理が深く、これら後者 2つのサブタイ

プが現時点で臨床現場に現れる患者層の中心であると考えられる。このように考えると先ほど述べた GDのリ

スク態度についての報告の一貫性のなさを説明することが出来る。 

 GDの不均一性を支持する知見は他にもある。GDの薬物療法において、抗うつ薬を用いた試験の効果は一貫

していない (Black et al., 2007; Grant and Potenza 2003; Kim et al., 2002; Saiz-Ruiz et al., 2005) 。

また、ナルコレプシー治療薬を用いたモダフィニルを用いた試験では、衝動性の高い群は症状改善、低い群

は悪化していた （Zack et al., 2009）。 

 これらから我々は GDには、損失回避性の低い群と高い群が存在し、損失回避性の低い群は衝動性・刺激希

求性が高く、損失回避性の高い群は不安・抑うつが高いのではないかと仮説を立て実験を行った。 

 31人の病的賭博患者と 26人の健常対照群に対して損失回避課題を施行し、損失回避係数を求めた。また、

性格傾向、賭博への渇望も質問紙で聴取した。健常群においては、損失回避係数が低い群、中等度の群、高

い群とまんべんなく分布していたが、病的賭博群は損失回避係数が低い群と高い群に偏っており、中等度の

群はほとんど居なかった。また病的賭博群の中で、損失回避係数が低い群は刺激希求性や渇望が高く、損失

回避係数が高い群は不安が高かった (Takeuchi et al., 2015)。 

 また、この神経基盤を調べるべく我々はさらなる検証を行った。36人の病的賭博患者と 36人の健常対照群

に対して同様に損失回避課題を施行し、損失回避係数を求めた上で性格傾向、賭博への渇望も質問紙で聴取

した。さらに脳構造画像も撮像し、その神経基盤を検討した。この実験においても健常群においては、損失

回避係数が低い群、中等度の群、高い群とまんべんなく分布していたのに対し、病的賭博群は損失回避係数

が低い群と高い群に偏っていた。中等度の群は居なかった。病的賭博患者において、損失回避性の低い群も

高い群も、健常群と比較して左縁上回や両側小脳半球後葉が萎縮していた。一方、損失回避係数の高い病的

賭博患者においてのみ両側眼窩前頭皮質が萎縮していた。 

 脳画像研究などの結果から鑑みると、嗜癖対象をまたいで共通する特徴がある一方で、GD内でも不均一性 

が存在する。また、嗜癖対象による特徴の違いも想定される。従って、今後は疾患内の不均一性に着目した
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研究や嗜癖対象をまたいだ研究を遂行していくことが、嗜癖のメカニズム解明及び、よりよい治療戦略の確

立に重要であると考えられる 

 



演題名	 強迫関連症の脳画像研究	

発表者氏名	 中尾智博	

所属	 九州大学大学院医学研究院精神病態医学	

	

A. はじめに 
従 前 か ら 生 物 学 的 素 因 が 強 く 示 唆 さ れ て き た 強 迫 症 （ OCD: 
Obsessive-Compulsive Disorder）は、2013年改訂の DSM-5において不安症か
ら独立し強迫関連症群（OCRD: Obsessive-Compulsive Related Disorders）を

構成することとなった（図１）。本発表では OCD および新設のためこみ症を中
心にその臨床背景を概説し、画像研究の知見について著者らの研究も交えて報

告した。 

B. 臨床的背景 
DSM-5における主要な改訂点は、①OCRDカテゴリーおよびためこみ症の新設、
②チック関連 OCDの特定、③病識（洞察）の程度を 3段階で評価する、の３点

である。ためこみ症に関しては、早発例が多く、物品保存への強い衝動など OCD
とは異なる臨床特徴を持っているが、一方で ASD（自閉スペクトラム症）や
ADHDとの関連も示唆されており、今後多角的な検証を必要とする。また OCD

自体も、ASD との関連、病識欠如例など多様な病態を持っており、その的確な
評価が必要である。 
C. 画像研究の知見 
この 30 年間に、OCD に関して、多くの生物学的知見が集積した。前頭眼窩面
と神経基底核を結ぶ神経回路の障害が OCD の病態を作り出していると考えら
れるが、その病態の多様性は一元的に説明することは困難である。そこで OCD

の異種性が画像研究においても盛んに調べられており、代表的なものの一つは

症状様式ごとの差異を調べたものである。その結果、洗浄強迫、確認強迫、た

めこみはそれぞれ固有の神経回路の障害を抱え、その一部を OCD-loop として

共有することが示唆されている（文献１）。我々の研究結果からも、洗浄強迫と

島皮質体積、確認強迫と小脳体積の相関が示唆されている（図２）（文献２）。

一方、我々のグループも参加し、近年行われたメガ解析の結果は、OCDにおけ

る淡蒼球体積の増加と海馬体積の減少を示し、前者は若年（18歳未満）発症者
で、後者は成人発症（18 歳以上）でより顕著であった（図３）（文献 3、４）。
このことは、早発例における ASDの影響、成人発症例における不安や認知機能

障害の影響を示唆するものであった。 
D. おわりに 
これまでの研究結果から、OCD の症状発現には OCD ループを基盤に、情動や



認知に関わる脳部位が関与し、複数の異なったネットワークが形成されている

可能性が示唆された。引き続き、拡散テンソル画像や安静時 fMRIといった新し

い手法も取り入れての OCRDの病態解明が期待される。 
E. COI、倫理的配慮 
	 COI開示：今回の発表に関連する COIは発生しない。 

	 倫理的配慮：今回報告した我々の研究は学内の倫理委員会の承認の下実施さ

れ、参加者の書面による同意を得ている。 
F. 文献 
1) Nakao T, Okada K, Kanba S: Neurobiological model of obsessive-compulsive 
disorder: Evidence from recent neuropsychological and neuroimaging findings. 
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2) Okada K, Nakao T, Sanematsu H, et al: Biological heterogeneity of 
obsessive- compulsive disorder: A voxel-based morphometric study based on 
dimensional assessment. Psychiatry Clin Neurosci. 69:411-21, 2015 

3) Ikari K, Nakao T, Nemoto K, et al:  Title: Morphologic and clinical differences 
between Early- and Late-onset obsessive-compulsive disorder: Voxel-Based 
Morphometric study. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 

2017 [in press] 
4) Boedhoe PS, Schmaal L, Abe Y, et al: Distinct Subcortical Volume Alterations 
in Pediatric and Adult OCD: A Worldwide Meta- and Mega-Analysis. Am J 

Psychiatry. 174:60-69, 2017. 
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ウェアラブル脳波計の開発と応用

情報通信研究機構
成瀬 康

脳波の社会応用

病院におけるてんかん
などの脳疾患の診断

現在の脳波の利用シーン

利用可能
シーンを

拡大しよう！

リハビリテーション
の定量化

自宅でのヘルスケア

教育 マーケティング

これまでの神経科学の知見に基づきつつ，これまでに無かった応用を目指す．
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小型脳波計の開発

• 電極：ドライ電極対応

• 脳波チャネル数: 8

• 接続方式: 無線(Bluetooth Ver. 2)

• C言語，MATLABのAPIを開発済み

NICTにて開発した小型脳波計 製品化された小型脳波計

(株)ミユキ技研
Polymate mini

誰の頭にもフィットするヘッドギアの開発

頭

澤村義肢製作所と共同出願 (特願2014‐106943)

脳波が簡単にはかれるようになった！



2017/11/27

アプリケーションの例

脳波を利用した
外国語学習法

ゲーム等のモチベーション
評価法

無意識レベルでちゃんと学習が
進んでいるか(脳はちゃんと分
かっているか)を伝える．

定性的にしか伝えられ
ない情報を定量化して
伝える．

LightとRightを聞き分けられるようになった！

Chang et al., PLOS ONE (2017)

英単語での実験結果

LightとRightの聞き取り能力



2017/11/27

研究内容（ゲーム内容）

野球ゲーム(実況パワフルプロ野球2013 PS3)をプレイ中の脳
波を計測

ストライク，ボールなどのイベントに応じて変化する脳波は
でるか︖

また本⼈のやる気，モチベーションによって変化するか︖
やる気があるほど，くやしさの脳波は⼤きくなる︖

逆に，やる気がない，⼤差を付けられると悔しくなくなってしまうの
では︖

本研究の狙いどころ
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演題名     表現型と分子の統合解析による PTSD の病因理解  

 

発表者氏名    堀  弘明    

     所属    国立精神 ・神経医療研究センター精神保健研究所   

成人精神保健研究部    

A Background/Aim 

Posttraumatic stress disorder (PTSD) is a debilitating psychiatric condition that can develop 

after a traumatic event. However, not everyone who experiences such an event develops PTSD, 

and thus complex gene-gene and gene-environment interactions are thought to be involved in 

the pathogenesis. Moreover, PTSD is considered to be a heterogeneous disorder. A multifaceted 

approach will therefore be necessary to better understand the etiology of PTSD and to develop 

objective measures such as laboratory tests that will aid in its prediction and diagnosis. To 

address this, we have started a research project on PTSD encompassing genes, biomarkers and 

phenotypes. In this presentation I focus on inflammatory markers and cognitive function.  

 

B．Methods 

The present study was conducted at 3 institutes: National Center of Neurology and Psychiatry 

(NCNP), Tokyo, Japan, Tokyo Women’s Medical University Hospital, and Nagoya City 

University Hospital. This study was approved by the ethics committee of each institute, and was 

conducted in accordance with the Declaration of Helsinki. After description of the study, written 

informed consent was obtained from every participant.  

All participants, both patients and controls, were Japanese women. They were recruited at the 

3 institutes and their affiliated hospitals/clinics in Tokyo and Nagoya. Forty patients with PTSD 

(age range: 21-59 years) were enrolled in this study. Diagnosis was made according to the 

DSM-IV criteria. Sixty-five healthy volunteers (age range: 20-64 years) without any current 

psychiatric disorders were also enrolled.  

Blood samples were collected for the measurement of high-sensitivity C-reactive protein, 

interleukin-6 (IL-6), soluble interleukin-6 receptor, interleukin-1β, and high-sensitivity tumor 

necrosis factor-α. Cognitive functions were assessed by the Repeatable Battery for the 

Assessment of Neuropsychological Status (RBANS).  
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The Mann-Whitney U test was used to compare inflammatory markers between the 2 

diagnostic groups. The t-test was used to compare cognitive functions between groups.  

 

C．Results 

Compared to controls, PTSD patients showed significantly higher IL-6 levels (p=0.009) and 

significantly poorer performance in all cognitive domains examined (all p<0.01). PTSD patients 

with (n=25) and without (n=15) major depressive disorder did not significantly differ in IL-6 

levels or cognitive functions. Concerning the relationship between IL-6 levels and RBANS 

scores in patients, language and attention index scores and the total score of RBANS were 

significantly lower in patients with high IL-6 levels (n=18) than in those with normal IL-6 levels 

(n=22) (all p<0.05). Specifically, patients with high IL-6 levels demonstrated marked 

impairments in these cognitive domains while those with normal IL-6 levels showed nearly 

normal cognitive functioning.  

 

D．Discussion 

These results indicate that PTSD is associated with compromised cognitive function and 

increased inflammation, and moreover, that the increased inflammation is associated with 

cognitive impairments. The increased inflammation combined with impaired cognitive function 

may be a risk and/or poor prognostic factor for PTSD. However, this applies only to a part of 

patients with PTSD, and it is likely that those patients with normal inflammatory system and 

cognition will have abnormalities in other systems. Such an integrated profiling of phenotypes 

and biomarkers may provide a better understanding of the etiology of PTSD.  

  

E．Conclusion 

Our findings suggest that the elevation of IL-6 can define a unique phenotypic subtype of 

PTSD, supporting that PTSD is a heterogeneous disorder with different phenotypic 

characteristics linked to different biological mechanisms.  

 

F. COI 

  The author declares that there is no conflict of interest.  
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演 題 名   脳 発 達 期の栄養摂取とマウス行動の関連  
発 表 者氏名  前 川 素子、吉川武男  
   所 属  国 立 研究開発法人理化学研究所  脳 科 学総合研究センター  
  分 子 精 神科学研究チーム  

A 研究目的 
脳の発達期における様々な侵襲が統合失調症の発症脆弱性形成の基盤になる可能性が考えられてきた

（「神経発達障害仮説」）。その一つとして不適切な栄養摂取が想定されているが、この説は、「妊娠中の
母親が一時的に飢餓にさらされると子供の将来の統合失調症発症率が約 2倍に高まる」という複数の大
規模な疫学研究の結果から認識されるようになった。飢饉では様々な栄養素の欠乏が考えられるが、1)
脳発達期の適切な多価不飽和脂肪酸摂取が神経発生に必須、2)統合失調症患者の赤血球膜や死後脳での
脂肪酸減少が多数報告、3) FABP7(脳型脂肪酸結合タンパク質)遺伝子が統合失調症に関連、4)多価不
飽和脂肪酸は FABP のリガンドの一つ、等の理由から、統合失調症の脆弱性形成に多価不飽和脂肪酸欠
乏が関与する可能性を考えた。本研究では、脳発達期の多価不飽和脂肪酸欠乏が精神疾患発症脆弱性に
繋がる機構を検討する。 
 

B．研究方法 
C57BL/6 マウス(母獣)に対して、妊娠 2週間前から離乳期の生後 3週目までアラキドン酸/ドコサヘ

キサエン酸(AA/DHA)欠乏餌(AIN76 飼料をベースに脂質中の AAと DHAを 0%に調整)を摂取させ、
その後は通常餌で飼育した。対照群として、AA/DHA 含有餌(AIN76 飼料をベースに脂質中に AAと
DHAをそれぞれ 4%含む)でマウスを飼育した。仔が成体になった段階(8 週齢以降)で、AA/DHA 欠乏
餌群と対照群との比較を行った（図 A）。食餌の効果は、精神疾患関連行動試験、マンガン強調MRI、
マウス前頭前野の遺伝子発現解析、メチル化解析等により評価した。また、統合失調症および健常者由
来毛根細胞を用いて遺伝子発現解析を行なった。 
（倫理面への配慮） 
本研究の実験内容は、理化学研究所の動物実験倫理問題検討委員会、組換え DNA実験安全委員会の許
可を得ている。本研究に含まれるヒト由来試料・情報を用いた研究に関しては、理化学研究所の倫理委
員会にて研究プロトコルの承認を受けている。 
 

C．研究結果 
1. マウスの研究 
AA/DHA 欠乏餌群のマウスでは、対照群と比較して、以下の変化が認められた。 
1) 統合失調症前駆状態に相当する行動変化: AA/DHA 欠乏餌群では、対照群と比較して、自発活動量
の低下や、尾懸垂テストでの無動時間の延長など、意欲の低下や抑うつ状態を示す行動変化が認め
られた。さらに、ヒトに投与した場合に精神疾患でみられるような幻覚を引き起こす物質（NMDA
受容体阻害薬）を両群のマウスに投与したところ、AA/DHA 欠乏餌群ではこの薬剤に対する感受性
が著しく高まっていた（図 B）。 

2) マンガン強調MRI 測定による脳内神経活性の変化: AA/DHA 欠乏餌群では、対照群と比較して、
統合失調症との関連が報告されている大脳皮質前頭前野や側坐核といった脳の領域で神経活動が亢
進していた（図 C）。 

3) 大脳皮質前頭前野におけるミエリン、GABA 関連遺伝子群の発現低下: 神経活動の変化が見られた
大脳皮質前頭前野について網羅的遺伝子発現解析を行ったところ、AA/DHA 欠乏餌群では、対照群
と比較して、「オリゴデンドロサイト系遺伝子群および GABA 系遺伝子群の発現低下」が認められ
た（統合失調症の死後脳研究で観察される結果とほぼ一致）（図 D）。 

4) 「核内受容体遺伝子」の遺伝子発現低下: AA/DHA 欠乏餌群の大脳皮質前頭前野において数多くの
遺伝子の発現変化が認められたことから、これらの遺伝子の上流に共通の転写因子が働く可能性を
考え、オリゴデンドロサイト系遺伝子および GABA 系遺伝子のプロモーター領域の配列を調べたと
ころ、転写因子の一種である核内受容体（Rxr、Ppar）が認識する共通配列があることが分かっ
た。AA/DHA 欠乏餌群の前頭前野において核内受容体遺伝子の発現を調べると、核内受容体遺伝子
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（Rxr サブタイプの Rxra, Rxrb および Ppar サブタイプの Ppara, Pparb/d）の発現が低下してい
ること、これらの核内受容体遺伝子の発現とオリゴデンドロサイト系遺伝子および GABA 系遺伝子
の発現が強く相関していることが分かった。 

5) 「核内受容体遺伝子」のプロモーター領域のメチル化変化: 4)で特に発現変化が大きかった Rxra、
Ppara 遺伝子について、発現低下のメカニズムを検討する目的で、エピジェネティック変化の検討
を行った。AA/DHA 欠乏餌群の大脳皮質から DNAを抽出し、両核内受容体遺伝子のプロモーター
領域の CpG サイトにおける DNAメチル化状態を調べたところ、対照群と比較して、DNAメチル
化の程度が高いことが分かった。 

2. ヒトの研究 
核内受容体パスウェイと統合失調症病態メカニズムとの関連について調べるため、統合失調症患者から
採取した毛根細胞（脳の細胞と発生学的な起源が同一であり、多くの遺伝子が脳と共通して発現してい
る）を用いて遺伝子発現解析を行った。その結果、統合失調症患者由来毛根細胞では、健常者の毛根細
胞と比較して、核内受容体遺伝子（RXRA、PPARA）の発現が低いことを確認した。この結果は、
AA/DHA 欠乏餌マウスの結果と一致する。これらの結果は、統合失調症の病態メカニズムに、核内受
容体遺伝子（RXRA、PPARA）が深く関与することを示していると考えられた。 
 

D．考察・結論 
本研究の結果から、「脳発達期の AA/DHA 摂取不足は、核内受容体遺伝子（RXRA、PPARA）のプロ

モーター領域のメチル化レベル上昇とそれに伴う核内受容体遺伝子機能の低下を引き起こすことで、下
流のオリゴデンドロサイト系遺伝子および GABA 系遺伝子の発現を低下させ、結果として統合失調症の
なりやすさの基盤を形成する」というメカニズムが考えられた。本研究は、1) 脳発達期の不飽和脂肪酸
欠乏が将来の精神疾患発症脆弱性につながる可能性、2) 広い意味で統合失調症の発症メカニズムに胎児
プログラミングが関与する可能性、を示唆しており、不明な点が多い統合失調症の発症機序解明の一つ
の手がかりが得られるもの期待している。 

  
E．COI 

 発表に関連し、開示すべきCOIはありません 
 
G 文献 

 Maekawa M et al., Transl Psychiatry. 7, e1229. 2017 

 
図: AA/DHA 欠乏餌投与マウスの表現型（理化学研究所プレスリリースの図を使用: 

http://www.riken.jp/pr/press/2017/20170905_2/） 
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演 題 名  脳 内 中 間 表 現 型 ： 遺 伝 子 と 行 動 を つ な ぐ た め の キ ー コ ン セ プ ト  

発 表 者 氏 名   萩 原 英 雄 1 )、 宮 川 剛 1 )  

   所 属  1) 藤 田 保 健 衛 生 大 学 ・ 総 合 医 科 学 研 究 所 ・ シ ス テ ム 医 科 学 研 究 部 門

A 要約 

Genetic studies have revealed millions of polymorphisms in human genome, and 
theoretically, these polymorphisms can have infinite possible combinations. However, it 
is well-accepted that the human personality can be represented by a small number of 
traits and that extreme forms of personalities can be categorized into a limited number of 
psychiatric disorders. An interesting question is: how, despite such huge genomic 
variability, are there distinct categories of individuals showing similar behavioral 
patterns?  
We have been investigating the relationships between genes and behaviors by using a 
comprehensive behavioral test battery in genetically engineered mice. This test battery 
covers a broad range of behavioral domains, such as sensorimotor functions, 
emotionality, and cognition. So far, we have subjected more than 170 different strains of 
mutant mice to this test battery. Among them, α calcium/calmodulin-dependent protein 
kinase II heterozygous-knockout (α-CaMKII+/-) mice show several strong behavioral 
phenotypes, such as hyper-locomotion, abnormalities in social behavior, and a working 
memory deficit. Detailed molecular and electrophysiological analyses revealed that 
almost all neurons in their dentate gyrus are in a pseudo-immature status; we named 
this phenotype “immature dentate gyrus (iDG).” Surprisingly, this phenotype is observed 
in several other strains of mutant mice showing behavioral phenotypes similar to that of 
α-CaMKII+/- mice as well as in wild-type mice subjected to chronic anti-depressant 
treatment or having epileptic seizures. Moreover, molecular expression analyses of 
post-mortem brains suggest that the iDG phenotype exists in certain populations of 
patients with psychiatric disorders, such as schizophrenia and bipolar disorder. The iDG 
phenotype might be an intermediate phenotype or an endophenotype onto which many 
unique genetic and non-genetic features converge and through which a similar pattern of 
behavioral traits emerges.  
By using iDG as an example, I will discuss the impact of “endophenotype of the brain” 
concept on understanding the pathways linking genes to behavior and on investigations 
into the pathogenesis and pathophysiology of neuropsychiatric disorders. 

 

B. COI,倫理的配慮 
HH has no conflict of interest to disclose. TM is an advisor for GeneQuest, Inc. 

 

C. 文献 

Hagihara H, Catts VS, Katayama Y, Shoji H, Takagi T, Huang FL et al (2017) Decreased 
brain pH as a shared endophenotype of psychiatric disorders. 
Neuropsychopharmacology [Epub ahead of print] 

Hagihara H, Horikawa T, Nakamura HK, Umemori J, Shoji H, Kamitani Y et al (2016). 
Circadian gene circuitry predicts hyperactive behavior in a mood disorder mouse 
model. Cell Rep 14: 2784–2796. 

Hagihara H, Ohira K, Takao K, Miyakawa T (2014). Transcriptomic evidence for immaturity 
of the prefrontal cortex in patients with schizophrenia. Mol Brain 7: 41. 
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Schnurri-2, an MHC enhancer binding protein, induces mild chronic inflammation in 
the brain and confers molecular, neuronal, and behavioral phenotypes related to 
schizophrenia. Neuropsychopharmacology 38: 1409–1425. 

Walton NM, Zhou Y, Kogan JH, Shin R, Webster M, Gross AK et al (2012). Detection of an 
immature dentate gyrus feature in human schizophrenia/bipolar patients. Transl 
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This is our tentative model. In schizophrenia, multiple genetic and environmental factors could 
induce mild chronic inflammation/neuronal hyper-excitation and this could subsequently results in 
multiple endophenotypes in the brain, including immaturity of the brain cells and synaptic loss, 
which may, as a whole, cause behavioral abnormalities in schizophrenic patients. Similar thing 
can be happening in other psychiatric disorders like bipolar disorder or autism. 



自律神経系を介した negative valence systems の恒常性維持機構 

 

山田大輔、関口正幸 

国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾病研究第四部 

 

【緒言】 

精神疾患と代謝疾患の併存性に関わる生物学的メカニズムの解明は重要な課題と思わ

れる。我々はその解明に資することを目的の一つとして、代謝・消化臓器から脳への神

経性情報についてマウスを用いた研究を行っている（Front Neurosci 11: 366, 2017, 

FASEB J in-press など）。本発表では、代謝臓器の異常として普遍的であり、より重篤

な疾患のきっかけにも成りうる「脂肪肝」と脳の関係について、未発表のデータを紹介

した。 

【研究の要約】 

短期間の高脂肪食摂取によって脂肪を軽度に異常蓄積した状態のマウス肝臓に転写因

子 PPARγ（＊）を過剰発現させることにより、高脂肪食摂取により脳で生じた不安亢進

（＊＊）を正常レベルに引き下げる「抗不安システム」が惹起されることを見出した。

この新規抗不安システムにおいては肝臓領域から脳（延髄弧束核）に投射する自律神経

である求心性迷走神経肝臓枝が主要な役割を担っており、このシステムは不安情動の恒

常性を維持するための臓器間コミュニケーションの一種である可能性が考えられた。 

＊PPARγ（ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体ガンマ）：多様な生理活性を有する転写因子

であり、核内受容体スーパーファミリーに属するタンパク質。チアゾリジンジオン系２型糖

尿病薬の作用点でもある。 

＊＊高脂肪食摂取による不安亢進：既知の現象で多くの報文がある。脳内モノアミン異常や炎

症惹起などが原因とされる。 

【今後の展望】 

今回用いた単純な脂肪肝から炎症や線維化を伴うより重篤な肝病理に進行することに

より、上述の不安情動恒常性維持システムが破綻し、これが慢性肝疾患でのうつ病併発

に関与するのではないかという新たな仮説を想定しており、現在検討中である。 

 代謝・消化臓器からの自律神経シグナルに応答する脳内（情動性）神経回路の存在と

その実態に関する知見は、炎症因子などの液性因子に関する知見と並んで、精神疾患と

代謝疾患の併発メカニズムを考える上で重要と思われる。 
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演 題 名  DSM-5 の不 安 症 群 について：概 念 のスリム化 とその先 を見 据 えた試 み  

発 表 者 氏 名   塩 入 俊 樹 1 ）、杉 山 俊 介 1 ）、武 藤 恭 昌 1 ）、山 本 円 香 1 ）、鎌 谷 俊輔 1 ）、  

高 井 健 太 朗 1 ）、野 瀬 早 織 1 ）、松 下 智 一 1 ）  

 

 

   所 属  1 ）岐 阜 大 学 大 学 院 医 学 系 研 究 科 精 神 病 理 学 分 野  

   

 

A. DSM-5 の不安症群のスリム化 

1. DSM-5 の大分類 

右図に、DSM-5 診断基準（2013）2)の大分類を

示した。これを見ると明らかなように、DSM-5 では

300 を超える全ての精神疾患を 22 の大分類に分

けている 。その中で 、 「 不安症群  Anxiety 

Disorders：AD」は、第 5 章に入っている（右図、参

照）。実は、同じく太字下線で示した「6. 強迫症

（OCD）および関連症群」と「7. 心的外傷およびス

トレス因関連障害群」は、DSM-5 以前に用いられ

ていた DSM-Ⅳ-TR 診断基準（2000）1)では、AD に

含まれていた。つまり、ADは DSM-5によって診断

分類上スリム化されたのである。 

その理由として、DSM-5 の第 6 章では「“OCD

及びその関連障害“に含まれる疾患の関連性を示

すエビデンスが増加したこと、そして、これらの疾

患を同じ章にグループ分けすることの臨床的有用

性のため」とし、さらに第 7 章では「あるケースでは

出現した症状を不安や恐怖をベースにしたものと

捉える方がより理解しやすいかもしれないが、トラウマやストレスフルな出来事に暴露されている人の多く

は、不安や恐怖よりはむしろ無快感症や不機嫌、外面化した怒りや攻撃性、あるいは解離症状を主症状と

するからである」としている 2)。そして AD の章の初めには、「不安症には、過度の恐怖と不安、そしてそれら

に関連した行動上の障害を特徴として共有する障害が含まれる」と明記された 2)。しかしながら一方で、新

たにできた第 6、第 7 章には、「AD とは密接な関係がある」との記載がなされている 2)。これは、この両群が

ADから独立したとは言え、依然、ADとの併存は少なくないからとされるが、果たしてそうなのであろうか。B.

項で見てみよう（後述）。 

 

2. DSM-5 の不安症群 

では、DSM-52)でスリム化された AD の中身は

実際にどうなったのであろうか。右図にADの亜系

分類を示した。実は、新たに AD に含有された疾

患もある。「分離不安症」と「選択性緘黙」である。

これらは DSM-Ⅳ-TR1)までは、「通常、幼児期、

小児期、または青年期に初めて診断される障害」

という大分類に入れられていたものである。さらに、

DSM-5 で初めて「パニック症」と「広場恐怖症」が

独立した疾患となった（右図、参照）。 

ここで注目すべきは、6 番目のパニック発作を

除いた 1～8 番目までの疾患の順番が発症年齢

順ということである。つまり、AD の中で最も早く発
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症するのが分離不安症で、もっと遅いのが全般不安症ということになる。 

 

B. 不安症群と OCD 及び PTSD の Comorbidity と好発年齢 

右の図は、各ADの亜系分類から見

たそれぞれの疾患の好発年齢とその

Comorbidity（併存症/併発症）を示した

ものである。上から好発年齢の若い順

に、各疾患について時系列的に並べ

ている。一例を示すと、一番上にある

分離不安症では、未就学時に発症す

ることが多く、その後、10 歳までに限

局性恐怖症、そして 30 歳前後で全般

不安症を併存することが多い、というこ

とになる。これを見ると、各 AD の疾患

では、それぞれお互いに併存している

ことが多く、時系列的にみると、一連の

連続した（spectrum）流れがあるように

思える。“Anxiety Spectrum Disorders”

と言えるかもしれない。 

一方で、右図に示した AD 側からみ

た OCD や心的外傷後ストレス障害

（PTSD）との併存については、成人の分離不安症の場合にOCDが、そして社交不安症においてPTSDが併存す

ることがある、という記載のみしかない 2)。つまり、OCDやPTSDでは、ADの各疾患間ほど、それぞれに併存して

いるわけではなく（併存が多いほど、その両者は近縁の疾患という可能性が高い）、やはり両群の AD から独立し

たことは、理にかなっていよう。 

 

C. DSM-5 の不安症群：その先を見据えた試み 

最後に、各疾患の病態から AD のスリム化を捉え、その先の AD について考えてみたい。下図は AD の病態メ

カニズムにおける推定責任脳部位について示したものである。 

 

 
 

ADの共通の病態は、扁桃体の病的な活性化と前部帯状回等の前頭前皮質の機能低下である。例えば、パニ

ック症を例にすると、最初の不安発作（例：パニック発作）により生じた、動悸・呼吸困難感・窒息感等の体性感覚
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情報が孤束核から感覚性視床に入力され、さらに扁桃体や島へ投射される。パニック症患者の扁桃体は病的に

過敏となっているために、その体性感覚情報を得てすぐに過活動となり、再び不安発作を誘発する。加えて、通

常はその扁桃体の過活動を抑制する働きのある前頭前皮質の機能低下があり、扁桃体の病的な過活動状態が

維持されることになる。さらに、不安発作が誘発された場所や日時などの文脈を海馬が記憶しているため、同じ

状況になると、海馬から危険信号が出て、扁桃体が活性化されるという悪循環に陥る。ちなみに、パニック症で

は扁桃体の体積は減少しているが、海馬の体積は保たれているという 3)。 

一方、フラッシュバック等の記憶のメカニズムに障害がある PTSD の場合、トラウマ（心的外傷）を受けない時

点で、すでに海馬の体積が小さく、その働きに脆弱性があることが想定されている 4)。また、全般的反応性の麻

痺が生じる PTSDでは、前頭前皮質の過活動と扁桃体の病的低活動が起こっている可能性がある。したがって、

AD と PTSD では、その病態メカニズムにおける責任脳部位は類似していても、その機能障害の方向性が異なる

ものと思われ、PTSD に代表される「心的外傷およびストレス因関連障害群」を AD から独立させたことは、病態メ

カニズム的にも理にかなっているものと思われる。 

また、「OCDおよび関連症群」についても同様である。下図にOCDの病態メカニズムにおける責任脳部位につ

いて、簡単にまとめた 5)。図を見ると明らかなように、OCDでは、ADの病態メカニズムとは全く異なる、皮質-線条

体-視床-皮質（Cortico-Striatal-Thalamo-Cortical：CSTC）回路の異常が想定されている。 

 

 
 

最後に、AD と PTSD、そして OCD の病態メカニズムに関連した責任脳部位について、1 つの図にまとめた 6)。

参考にされたい（下図、参照）。 
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