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演題名

情動行動と脂質栄養

発表者氏名

竹内絵理、関口正幸

所属

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
多価不飽和脂肪酸（PUFA）は不安・抑うつなどの情動行動を変化させることが報告されている(1-3)。
我々はこれまでに恐怖条件づけ学習により恐怖記憶の獲得を評価し、ω-6 PUFA に対してω-3 PUFA を
高含有する餌を摂取したマウスは恐怖記憶の獲得が減弱することを示してきた(4, 5)。近年の疫学調査か
らω-3 PUFA はうつ病のリスクを低下させることが報告されているが(6)、そのメカニズムについては不
明であった。本研究では抗うつ薬スクリーニングテストとして頻用される強制水泳試験を用いた基礎研
究を行い、ω-3 PUFA の抗うつ効果のメカニズムについて検討した。

B．研究方法
ω-3 PUFA を豊富に含む餌を製作し、雄性マウス（C57BL/6）に 6 週間給餌した。給餌後に強制水泳
試験を行い、水泳時間、クライミング時間、無動時間を計測した。また、同様に飼育されたマウスの内
側前頭前野、海馬、扁桃体、側坐核におけるモノアミン含有量を HPLC により定量した。さらに、側坐
核にドパミン受容体拮抗薬を微量投与したマウスにおいて強制水泳試験を行い、ω-3 PUFA 摂取の作用
を溶媒投与マウスと比較した。免疫組織化学染色法にて側坐核にドパミン神経を投射する腹側被蓋野に
おけるチロシン水酸化酵素（TH）の免疫反応を調べた。

C．研究結果
ω-3 PUFA 高含有餌摂取マウスは対照餌摂取マウスと比較して、強制水泳試験無動時間の短縮および
クライミング時間の増加が観察された。ω-3 PUFA 高含有餌摂取マウスの側坐核ドパミン代謝物含有量
は対照餌摂取マウスと比較して有意に高かった。そこで、側坐核にドパミン D1 受容体および D2 受容体
拮抗薬を微量投与し強制水泳試験を行ったところ、無動時間の短縮が消失した。さらに、ω-3 PUFA 高
含有餌摂取マウスの腹側被蓋野における TH 免疫陽性細胞の数が増加していた。
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D．考察
ω-3 PUFA 高含有餌摂取マウスの側坐核におけるドパミン代謝物量が増加し、側坐核へのドパミン受
容体拮抗薬投与により無動時間の短縮が消失することから、ω-3 PUFA 高含有餌摂取マウスにおける強
制水泳試験無動時間の短縮には側坐核ドパミン神経系が関与することが示唆された。そのメカニズムと
して、側坐核へのドパミン神経投射の起始核である腹側被蓋野における TH の発現上昇によるドパミン
産生増大の可能性が考えられた。

E．結論
ω-3 PUFA 高含有餌摂取により強制水泳試験無動時間が短縮した。この短縮には腹側被蓋野－側坐核
ドパミン神経系における神経活動亢進の可能性が考えられた。

F. COI,倫理的配慮
発表に際し、開示すべきCOIはありません。本研究は国立精神・神経医療研究センター

動物実験倫

理問題検討委員会の承認を得て行った。
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演題名
がんサバイバーのがん再発不安は慎重な脂肪酸選択で制御できるかもしれない
発表者氏名 大久保亮 1）、松岡豊 1）
所属 1）国立がん研究センター社会と健康研究センター健康支援研究部
A

研究目的
がんに罹患した 49％は中程度以上、7%は重篤ながん再発不安を抱え、生活の質や社会機能の低下が
問題となっているが、がん再発不安の病態理解は不十分である。がん再発不安では、恐怖記憶処理の機
能不全と強く関連していることが過去の研究から示唆されており、我われは n-3 系多価不飽和脂肪酸
が、がん再発不安の予防・治療に有用であるという可能性を提唱した（Okubo R＆Matsuoka YJ et al,
PLEFA, 2018）
。しかしながら我われの知る限り、これまでがんサバイバーにおいて多価不飽和脂肪酸と
がん再発不安の関連を調べた研究は存在しない。

B．研究方法
単施設横断研究を行った。対象は国立がん研究センター中央病院に通院する診断後 1 年以上経過した
20 歳以上の乳がんサバイバーで、浸潤性乳がんであることが確認されており、再発がなく、調査時点で
化学療法を受けていない者である。適格規準を満たした者に対して文書による同意を取得、指先から血
液を 80μl 採取し dried blood spot system 法を用いて脂肪酸を測定、がん再発不安に関する質問紙であ
る concerns about Recurrence Scale (CARS)の記入を依頼した。解析は CARS 平均点を目的変数、不飽和
脂肪酸（総 n-3 系脂肪酸、α-リノレン酸、エイコサペンタエン酸、ドコサペンタエン酸、ドコサヘキサ
エン酸、総 n-6 系脂肪酸、リノール酸、アラキドン酸、n-6/n-3 系脂肪酸比）、想定される交絡因子であ
る年齢、性別、同居者の有無、家族のがん罹患歴の有無、がん病期、化学療法歴、抑うつ症状、がん関連
PTSD 症状などを説明変数とした回帰分析を行い、不飽和脂肪酸とがん再発不安の関連について探索的に
検討した。統計解析は R 3.2.1 ソフトウェアを用い、有意水準は 0.05（両側検定）に設定した。
（倫理面への配慮）
なお、本研究は国立がん研究センター倫理委員会の承認を得たのち実施した。
C．研究結果
研究に同意が得られ、質問紙回収と脂肪酸測定ができた 126 名を解析対象者とした。平均年齢は 59
歳、99%が女性であり、47%が病期 I 期の乳がんであった。重回帰分析の結果、アルファリノレン酸が
高いほどがん再発不安が低いという有意な関連が認められた（beta = −0.165, p = 0.04）
。他の n-3 およ
び n-6 系多価不飽和脂肪酸とがん再発不安の間には、有意な関連は認められなかった。
D．考察
アルファリノレン酸ががん再発不安に対して予防的に働く可能性が示唆された。想定される作用機序
として、抗炎症作用、脳由来神経栄養因子の増加、神経新生の増加、および CB1 受容体の変化によるシ
グナル伝達の調節が考えられる。本研究の成果から、がん再発不安の予防・克服を目的とした個別的な
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栄養学的介入法の開発に繋げていくことができれば、補完的アプローチとして機能性食品による介入や
食生活・栄養指導といった行動介入が期待できる。
E．結論
アルファリノレン酸ががん再発不安に影響していることが示唆された。アルファリノレン酸を含んだ食品
を摂取させることで、がんサバイバーの最大のアンメットニーズである再発不安を軽減できる可能性がある。
F. COI
本発表に際して、開示すべきCOIはない。
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演題名

Pain Moni tori ng～ 機 械 学 習 に よ る 痛 み 判 別 ～

発表者氏名

中江

、我如古

奈緒美

2)

所属

文

1） 2） 3）

1)2)

、中井

、曽雌

1)2)3)

國 博 ４ )、 柳 田

1) 大 阪 大 学 大 学 院 生 命 機 能 研 究 科
3) 脳 情 報 通 信 融 合 研 究 セ ン タ ー

A

崇弘

、次田

敏雄

裕美

2）

、岸本

千恵

1）

1)３ )

2) PaMeLa株 式 会 社
4) 福 井 大 学 医 学 部 附 属 病 院

背景
痛みは国際疼痛学会においても「情動体験」と定義され、主観的なものすなわち本人の痛いという申
告に基づいて判断されるものである。しかし、実際の医療現場では他の疾患や症状と同様に何らかの客
観的喪モニタリング法の開発が求められている。
我々はその目的を達するために脳波を用いた痛みモニタリング法の開発を目指している。今回我々が
どのように考えて、痛みのモニタリング法を開発してきたかその方法論とこれまでに得られた結果につ
いて紹介する。

B．研究方法
公募の被験者のうち頭部外傷や精神疾患の既往が明らかな人を除外した 158 名に対し、温冷痛覚刺激
装置（Pathway、Medoc、Israel）で温度を 40℃から 50℃までに調節して刺激し、脳波データを取得し
た。痛み刺激中に連続的に記録したデータから痛み変化に敏感な脳波特徴量を抽出し、作成した特徴量
を用いた、機械学習により判別モデルのパラメーターを決定した。未知のテストデータを用いて痛みの
判別推定を行った。
（倫理面への配慮）
文書による同意を得た後データ取得を開始し、被検者はやめたいと思った時にはいつでもやめれるこ
とを十分に説明して行った。
C．研究結果
刺激強度を 2 度刻みで変化させることにより主観的な痛み強度の VAS(Visual Analogue Scale)は、各
温度間で有意に上昇した（各刺激間すべてにおいて P＜0.0001）
。
異なる温度の脳波サンプルの比較において学習データ 80％、テストデータ２０％に分割し、機械学
習によりハイパーパラメータを決定し特徴の重みづけ計数を交差検定により決定した。同じ操作を 100
回繰り返し、テストデータの判別精度の検証を行ったところ、46℃と 48℃の間で判別精度 61％、48℃
と 50℃の間で 73％の判別精度という結果を得た。40℃と 50℃の間の判別精度は 84％であった。
D．考察
痛みの感覚は時に正確に評定するのが困難なケースがあるが、VAS が刺激強度に応じて段階的に有意に増
大していたことから今回参加した被験者は比較的若い健康被験者であり痛み強度を比較的正確に申告できて
いたと考えられる。
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40℃は健康被検者ではほぼ痛みがないと言っていい温度で、50℃はすべての被験者が痛みを感じている温
度と考えてよいが、その判別が脳波で 84％可能と言うことは、痛みの有無について脳信号で検出することは
可能であると考えられる。非常に強い痛みと考えられる 50℃とその 2℃下の 48℃の判別も 73％であったこ
とから、今後 False Positive に対する取り組みは必要であるものの、例えば鎮痛薬の効果判定に脳波によるモ
ニタリングが実用化できる可能性が示唆できる結果であるものと考えられる。
E．結論
これから超えていかなければならない課題はあるが、脳波を用いて痛みの客観的なモニタリングが実現で
きる可能性が明らかになった。
F. COI,倫理的配慮
COI：PaMeLa株式会社と利益相反はありますが、実際にはPaMeLa株式会社に対して直近利益をもたらす
ものではないと考えます。
倫理的配慮：この研究に関しては、大阪大学大学院生命機能研究科の倫理規定に従い手続きをすでに行い、
許可を得て文書による同意を得て行っているい。個人情報の管理に関しては、被検者本人かどうかを特定でき
ないように番号付けをし、被検者データと、被検者番号の対応表は別々のコンピューターにて保存管理を行っ
ている。
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演題名 PTSD モデルを用いた恐怖記憶の消去障害のメカニズム
－神経回路に着目して－
発表者氏名 森信 繁 1）、淵上 学 2)、片岡 努 2)、宮城達博 2)、大村 淳 2）荒木基亮 2)、山本茂人 3)
所属 1）吉備国際大学保健医療福祉学部作業療法学科 2) 広島大学大学院医歯薬保健学研究院精神神
経医科学 3) 早川クリニック
A 研究目的
外傷後ストレス障害(PTSD)の主要臨床症状の一つに恐怖記憶の侵入症状があげられ、本症状のメカニ
ズムとして恐怖記憶の消去の障害の関与が提唱されている。恐怖記憶の侵入症状に対して SSRI と持続暴
露療法が行われているが治療抵抗性の症例も少なくなく、このため PTSD の新規治療法の開発には恐怖
記憶の消去障害のメカニズムの解明が必要と考えられている。本研究では恐怖記憶の消去障害の形成に
関連する脳由来神経栄養因子(BDNF)の障害を解明する目的で、PTSD モデルラットの脳局所に BDNF を
投与して恐怖記憶の消去障害の修復を試みた。
B．研究方法
PTSD モデルの作製および文脈的恐怖条件付け試験のパラダイムは、従来からの演者らの方法で行った
1)
。BDNF の投与は消去学習(Ext-T)の 1 時間前に、Prelimbic cortex (PL), Infralimbic cortex (IL), Hippocampus
(HP)に行った 2)。BDNF タンパク量は、ELISA にて計測した 2)。
（倫理面への配慮）
本研究は広島大学動物実験倫理委員会にて、許可を受けている
C．研究結果
BDNF 量は SPS 群で IL, HP にて SPS 負荷後・Ext-T 前・Ext-T 後で、有意に対照群（SPS を受けていな
いラット群で恐怖条件付け試験は受けている）と比べて減少していた。SPS 群は対照群に比べて有意に
消去試験(Ext Test)時の、すくみ行動は遷延していた。BDNF の IL への投与によって、対照群では Ext-T
中及び Ext Test でのすくみ行動は PBS 投与群と比べて有意に減少していたが、SPS 群では Ext Test 時のす
くみ行動のみが有意に減少していた。BDNF の PL への投与では、対照群及び SPS 群で各 PBS 投与群と
の間ですくみ行動に差はみられなかった。
BDNF の HP への投与では、
対照群で PBS 投与群に比べて Ext-T
及び Ext Test でのすくみ行動の減少がみられたが、SPS 群では PBS 投与群と比べてすくみ行動に有意な
変化はみられなかった。
D．考察
本研究の結果は恐怖記憶の消去障害を呈する SPS ラットの IL, HP では、有意に BDNF 量の減少がみら
れることが明らかとなった。これまでに PTSD 患者を対象とした functional MRI の研究から、恐怖記憶の
消去障害に内側前頭葉の機能低下による扁桃体の機能亢進が密接に関与していると報告されている。本
研究の BDNF 計測結果から考察すると、少なくとも IL の BDNF 量の減少は、PTSD 患者でみられる内側
前頭葉の機能低下の一つのメカニズムとなっている可能性が示唆される。
本研究と同様に恐怖条件付け試験を用いて BDNF の恐怖記憶の消去作用を解析した Peters らの研究から
3)
、IL 及び HP への投与によって正常ラットでは恐怖記憶の消去が促進されることが報告されている。本
研究でも PTSD モデルである SPS ラットでも BDNF の IL 投与によって、恐怖記憶の消去障害の修復され
ることがわかった。これに対して SPS ラットの HP への BDNF 投与は Peters らの報告とは異なり、恐怖
記憶の消去障害の修復を導かなかった。HP での BDNF 投与の結果の違いは、SPS ラットでは恐怖条件付
け試験前から BDNF 減少があり、IL とは異なり投与された BDNF 量では HP での BDNF 情報系の活性化
が得られなかったためと考えられる。BDNF の HP での減少のない対照群では Peters らの報告と同様に、
Ext-T, Ext Test で BDNF 投与によってすくみ行動時間の有意な減少が得られている点からも、SPS ラット
の BDNF 投与前からの HP での BDNF 量の低下が行動実験での違いに関連していると考えられる。
E．結論
本研究の結果は PTSD にみられる恐怖記憶の消去障害のメカニズムに、内側前頭葉及び海馬でのストレ
スによる BDNF 減少から由来するこられの脳部位の機能低下があり、そのため扁桃体の機能亢進が導か
れ恐怖記憶の消去が困難になると考えられた。

2018 年医療心理懇話会

F. COI,倫理的配慮
特に開示するCOIはありません。
G 文献
1) Yamamoto S, Morinobu S, Fuchikami M, Kurata A, Kozuru T, Yamawaki S. Effects of single prolonged stress and
D-cycloserine on contextual fear extinction and hippocampal NMDA receptor expression in a rat model of PTSD.
Neuropsychopharmacology. 2008;33:2108-2116.
2) Kataoka T, Fuchikami M, Nijima S, Nagashima N, Araki M, Omura J, Miyagi T, Okamoto Y, Morinobu S.
Combined brain-derived neurotrophic factor with extinction training
alleviate impaired fear extinction in an animal model of post-traumatic stress disorder. Gene Brain Behav 2018,
e12520, doi: 10.1111/gbb.12520.
3) Peters J, Dieppa-Perea LM, Melendez LM, Quirk GJ. Induction of fear extinction with hippocampal-infralimbic
BDNF. Science 2010;328:1288-1290.
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演題名

ストレス性精神疾患の発病脆弱性に関わる脳内分子基盤

発表者氏名
所属

内田周作
京都大学大学院医学研究科メディカルイノベーションセンター

A 研究目的
うつ病の発症・病態メカニズムは未だに不明であるが、慢性ストレスによる脳神経細胞の構造的・機
能的変化に起因する神経ネットワーク変容といった神経可塑性障害仮説が提唱されている。神経可塑性
には脳内の遺伝子発現調節機構が重要な役割を担っている。うつ病患者や慢性ストレスを負荷したうつ
モデルマウスの脳内では、様々な遺伝子の発現異常が認められており、脳内ストレス適応機構における
遺伝子発現制御の重要性が伺える。一方、ストレスフルなライフイベントを経験したすべての人がうつ
病を発症するわけではなく、むしろ大多数の人はストレスに適応して精神的安定性を維持することがで
きる。しかしながら、うつ病の発症・病態メカニズムにおける個体差構築のメカニズムは不明である。
本研究では、精神疾患の発症リスクとなるストレス脆弱性の個体差構築の分子基盤に対する内側前頭前
皮質におけるヒストンリジン脱メチル化酵素（KDM5C）を介したエピジェネティックな遺伝子発現制
御の役割について検討した。
B．研究方法と研究結果
C57BL/6J(B6)、DBA/2(DBA)マウスに亜慢性社会性敗北ストレス（1 日 5 分、５日間; smSDS）
を負荷し、マウスの行動を社会性試験により評価した。その結果、DBA マウスの社交性はストレス負
荷によって有意に低下した。一方、ストレス負荷 B6 マウスの社交性は正常であった。この結果から、
B6 マウスはストレス耐性、DBA マウスはストレス脆弱性を有していることが示唆された。
B6 マウスと DBA マウスの脳内遺伝子発現を RNA-seq 解析したところ、DBA マウスの内側前頭前
野における KDM5C 発現量は B6 マウスに比して有意に増加していた（定常状態）。また、ストレス脆
弱性マウスにおける KDM5C 発現の有意な増加は、興奮性ニューロン選択的に観察された。
成獣 DBA マウスの内側前頭前野における興奮性ニューロン選択的に KDM5C の発現をゲノム編集
技術によりノックアウトしたところ、smSDS 負荷後の社交性は非ストレス群と同程度であった。つま
り、KDM5C のノックアウトによってストレスレジリエンスを獲得した。
前脳特異的に KDM5C を過剰発現するトランスジェニックマウス（B6 マウス系統）を作出し、
smSDS 負荷後の社交性を検討した。その結果、DBA マウスに認められる社交性の低下が観察された。
KDM5C の標的遺伝子を同定する目的で、
RNA-seq と H3K4me3 抗体を用いた ChIP-seq を行い、
KDM5C の候補標的遺伝子を探索した。現在までに、候補遺伝子４種類を見出している。
C．考察・結論
今回の実験により、内側前頭前野興奮性ニューロンにおける KDM5C を介したエピジェネティクス制
御がストレス感受性を制御している可能性が示唆された。今後は内側前頭前野を起点とした神経ネット
ワークとストレス対処行動との関連研究に主軸置いた検討が必要である。興味深いことに、精神疾患患
者における全ゲノム解析結果より、KDM5C の基質となる H3K4 メチル化に関わるパスウェイがヒッ
トしている。KDM5C を介した遺伝子発現が精神疾患発病脆弱性に関わっている可能性が推測される。
D. COI, 倫理的配慮
今回の発表に関連する COI は発生しない。遺伝子組換え実験について、所属研究機関の審査を受け、
承認を得た（承認番号: 180064）
。動物実験について、所属研究機関の審査を受け、承認を得た（承
認番号: MedKyo18544）
。
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成体脳で再生を続けるニューロンが、
睡眠中に恐怖記憶の固定化に果たす役割
筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構
坂口 昌徳
International Institute for Integrative Sleep Medicine (WPI-IIIS)
University of Tsukuba

Introduction
睡眠と記憶は相互作用し、その破綻はPTSDの病態と関連が
有る
Sleep Disturbances as the Hallmark of PTSD: Where Are We Now?
Germain, American J Psychiatry, 2013

睡眠と記憶の相互作用は特に海馬で、回路・電気生理学・
行動学的な研究が進んでいる
The memory function of sleep
Diekelmann and Born - Nature Rev Neurosci., 2010

海馬の歯状回にはニューロンの新生が起こり、睡眠中の活動
が恐怖記憶の固定化に必要である
This study

睡眠と記憶の固定化
睡眠：脳波の波形パターンにより判定
混成

覚醒

レム睡眠

ノンレム睡眠

シータ波優位

デルタ波優位

学習時に嗅がせた匂いをかがせると記憶の固定化
が増強

シータ波を抑制すると記憶固定化に障害
シータ波を抑制

t

Rasch et al., Science, 2007

海馬のシータ波の強度（青->赤)
Boyce et al., Science, 2016

ノンレム睡眠時に恐怖記憶を減弱させられる

音
音

ホワイトノイズのみ

ノンレム睡眠中に音

レム睡眠中に音

正常な恐怖記憶反
弱い反応 正常な反応
フ(リージング）

電
気
刺
激

• 学習に聞かせた音をノンレム睡眠中に聞かせると記憶が減弱した
• 音によって睡眠は変化しなかった
(Purple, Sakurai, Sakaguchi*, Sci. Rep., 2017)

成体脳におけるニューロン新生

1913 Santiago Ramon y Cajal
The mother of
“no new neurons after birth” dogma

1962 Joseph Altman

1998 Peter Eriksson

The first report of
adult neurogenesis

The first report of
adult neurogenesis in human brain

海馬の歯状回ではニューロンが新生する
マウスの脳断面

幹細胞

歯状回
歯状回内でのニューロンの成熟

哺乳類の歯状回は他の種と相似性がない
記憶回路
海馬

CA1
CA3

皮質

Layer II

歯状回

Layer IV, V

Picture adopted from: http://atlas.brainmap.org/

New neurons for survival of the fittest'
Kempermann – Nat Rev Neurosci, 2012

歯状回のニューロンの活性化で記憶を蘇ら
せることができる
Optogenetic stimulation of a hippocampal engram
activates fear memory recall, Liu, S et al., Nature,
2012

歯状回の記憶回路に、新生ニューロンが組
み込まれる
Sakaguchi* et al, J. Neurosci,, 2011, 12, Akers et al.,
2017, Koyanagi et al., 2017

ヒト海馬のニューロン新生
Neurogenesis in the adult human
hippocampus.
Eriksson PS and Gage FH et al.
Nat Med. 1998
BrdU and neuronal maker, up to 67
years old

NeuN

BrdU

Dynamics of hippocampal neurogenesis in adult humans.
Spalding and Frisén J et al.
Cell. 2013
Carbon dating, 1.8% turn over / year, up to 92 years old
Human hippocampal neurogenesis drops sharply in children to undetectable
levels in adults.
Sorrells SF and Alvarez-Buylla A et al.
Nature. 2018 Mar
Marker, up to 77 years old
Human Hippocampal Neurogenesis Persists throughout Aging.
Boldrini and Mann JJ et al.
Cell Stem Cell. 2018 Apr
Marker, up to 79 years old
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Anxiety disorders and sleep issues
• Sleep disturbances are common in anxiety, with
almost 75% of primary care patients with anxiety
disorders reporting difficulties initiating sleep (DIS) or
restless sleep.
• DIS is frequently reported particularly in those with
GAD, PTSD, or comorbid MDD.
• Nightmares and disturbed sleep are, respectively,
symptoms of intrusion and hyperarousal that are
included in the diagnostic criteria for PTSD.
• Isolated sleep paralysis (ISP) has been associated with
Panic disorder, PTSD, and other anxiety disorders.
Sutton EL. Med Clin North Am 98(5):1123-1143, 2014.
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Thank you for your kind attention.
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PTSDと炎症系
国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所
行動医学研究部

堀 弘明

演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業等はありません

Inflammation & PTSD
 Epidemiological studies have found a link between PTSD and an increased
risk of serious physical diseases, such as cardiovascular disease (Edmondson
et al., 2013) and autoimmune disease (O'Donovan et al., 2015; Song et al., 2018),

in which immune activation and inflammation play an important role.
 A number of studies have shown that a substantial proportion of individuals
with PTSD exhibit significantly elevated blood levels of inflammatory
markers, such as IL-1β, IL-6, TNFα and CRP, relative to healthy control
subjects (Michopoulos et al., 2015; Passos et al., 2015).
 A better understanding of causes and consequences of the altered
inflammatory system will aid in elucidating the etiology of, and developing
biologically-oriented diagnostics for, PTSD.
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Possible association between inflammation and
cognitive function in PTSD: Our study
This study aimed
1) to examine the inflammation markers in patients with PTSD
compared to healthy controls, taking account of the possible
effects of childhood maltreatment and comorbid depression,
and
2) to explore the relationship between inflammatory markers
and a range of cognitive functions in the patients with PTSD
and controls, as wide-ranging cognitive impairments were

found in our previous study (Narita-Ohtaki et al., 2018. J Affect Disord).

Demographic and clinical variables of PTSD patients and healthy controls
Variable
Age, years: mean ± SD

PTSD patients Healthy controls
(n = 40)
(n = 65)
38.3 ± 10.1

36.4 ± 12.7

Analysis
Statistic
d.f.
t = 0.84

96.2

p
0.40

Education levela: median (25-75 percentile)

3 (3-4)

3 (3-4)

Smoking: yes, n (%)

7 (17.5)

7 (10.8)

χ2= 0.97

1

0.32

Body mass index: mean ± SD

22.0 ± 3.5

20.7 ± 2.9

t = 1.9

72.3

0.06

Outpatients/inpatients: n/n

39/1

N.A.

35 (87.5)

N.A.

2/38

N.A.

Major depressive disorder: yes, n (%)

25 (62.5)

N.A.

Anxiety disorder: yes, n (%)

21 (52.5)

N.A.

Total score: mean ± SD

51.0 ± 17.7

N.A.

Intrusion: mean ± SD

17.8 ± 7.4

N.A.

Avoidance: mean ± SD

18.6 ± 8.3

N.A.

Hyperarousal: mean ± SD

14.6 ± 5.3

N.A.

32.0 ± 9.1

N.A.

Mann-Whitney U = 1155.5

0.31

Type of index trauma
Interpersonal violence: yes, n (%)
Duration of illness, < 6 months / >=6 months
Comorbid psychiatric disorder

Impact of Event Scale-Revised

Posttraumatic Diagnostic Scale, total score: mean ± SD

Abbreviations: PTSD, posttraumatic stress disorder; d.f., degree of freedom; SD, standard deviation; N.A., not applicable.
a
: 1, junior high school graduate; 2, high school graduate; 3, some college graduate / partial university; 4, university graduate; 5, graduate school graduate.

Adapted from Imai et al., 2018. J Psychiatr Res
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Inflammatory markers in PTSD patients and healthy controls
Serum IL-6 levels of PTSD patients and healthy controls
p = 0.009

Concentration (pg/ml)

(Mann-Whitney U test)

The other inflammatory markers
examined were not significantly
different between groups:
•

sIL-6R

•

IL-1β

•

hsTNF-α (trend-level
difference)

•

hsCRP
IL-6 levels were not significantly
different between PTSD
patients with vs. without MDD.

PTSD patients
(n = 40)

Healthy controls
(n = 65)

IL-6 levels were not significantly
correlated with childhood
trauma or PTSD severity.

⇒ IL-6 levels were significantly higher in PTSD patients than in healthy controls
Adapted from Imai et al., 2018. J Psychiatr Res

Correlation of inflammatory marker levels with cognitive function
in PTSD patients
Correlations between inflammatory markers and cognitive
functions in PTSD patients (n = 40).
Immediate
memory
(RBANS)

Visuospatial
construction
(RBANS)

Language
(RBANS)

Attention
(RBANS)

Delayed
memory
(RBANS)

RBANS
Total score

IL-6

–0.28

–0.32*

–0.41**

–0.33*

–0.28

–0.41**

sIL-6R

0.03

–0.33*

–0.16

–0.07

–0.22

–0.18

IL-1β

0.01

0.05

–0.03

–0.01

0.08

0.04

–0.24

–0.36*

–0.15

–0.25

–0.20

–0.40*

–0.13

–0.25

hsTNF-αa
hsCRP

–0.05
–0.11

–0.18
–0.09

Abbreviations: IL-6, interleukin-6; sIL-6R, soluble interleukin-6 receptor; IL-1β, interleukin-1β; hsTNF-α, high-sensitivity tumor
necrosis factor-α; hsCRP, high-sensitivity C-reactive protein; RBANS, Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological
Status.
Notes: *: p < 0.05; **: p < 0.01.
Figures indicate Spearman's ρ.
an

= 39.
Adapted from Imai et al., 2018. J Psychiatr Res
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Association of IL-6 levels with cognitive function in PTSD patients
Cognitive functions of PTSD patients with NORMAL vs. HIGH IL-6 levels
PTSD patients with normal IL-6 levels (n = 22)
PTSD patients with high IL-6 levels (n = 18) **

*
*

RBANS index score

120
100
80
60
40
20
0
Immediate
memory

Visuospatial
construction

Language

Attention

Delayed
memory

Total score

Patients were split into normal and high IL-6 groups by the 75th percentile IL-6 level in healthy controls of 1.0 pg/ml (i.e., normal
IL-6 group: equal to or lower than 1.0 pg/ml; high IL-6 group: higher than 1.0 pg/ml).
Error bars indicate SEM. *: p < 0.05; **: p < 0.01. t-test

⇒ Cognitive function was significantly lower in patients with high IL-6 levels than in those
with normal IL-6 levels

Adapted from Imai et al., 2018. J Psychiatr Res

Neuroinflammation & PTSD
 A key concept that can explain the link between inflammation and impaired cognition would
be “neuroinflammation”, or inflammation of the nervous tissue.
 The brain was once considered an “immune-privileged” organ, which means that cells from
the immune system do not enter the brain except for certain cases of disease and injury.
 A growing body of evidence in recent years, however, indicates that the brain and the
immune system communicate routinely, both in sickness and in health.
 It is now well known that peripheral proinflammatory cytokines can affect the brain via
several mechanisms, including through active transport across the blood-brain barrier (BBB),
through leaky regions in the BBB, or through the activation of neural pathways such as the
vagal nerve (Dantzer et al., 2008).
 Thus, inflammation in the periphery as well as in the CNS can both contribute to
neuroinflammation.
 In particular, IL-6, TNFα, and IL-1β are shown to influence the brain at the morphological,
functional, and cognitive level, thereby affecting, for example, neurogenesis, synaptic
plasticity, and memory/learning (reviewed by Levin & Godukhin, 2017).
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Is inflammation specifically associated with PTSD?
• Several lines of work suggest that inflammation may be
specifically involved in PTSD.
• Rodent studies have shown that heightened inflammation
impairs extinction of fear memory (Quiñones et al., 2016; Yu et
al., 2017; Young et al., 2018).

• In humans, increased inflammation is shown to be related
to enhanced amygdala activation in response to threatening
stimuli (Inagaki et al., 2012; Swartz et al., 2017).
• Taken together, it can be said that elevated inflammation
may be useful in classifying (stress-related) psychiatric
disorders in general, with PTSD possibly representing a
model case in which heightened inflammation lies at the
intersection where psychopathology meets pathoetiology.
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OCDの症状因子モデル

医療心理懇話会 第3回集会
2018.10.3-4, 東京

強迫観念

因子

強迫行為

ためこみためこみ症として独立（DSM-5）
ためこみ
ためこみ
順序

ためこみ症の臨床と脳基盤

対称性

対称性

繰り返し
数かぞえ

攻撃性
性的

九州大学大学院医学研究院精神病態医学

確認
禁断思考

宗教

中尾智博

身体
洗浄

汚染

洗浄
Bloch et al, 2008

DSM-Ⅳの不安障害・強迫スペクトラム障害と
DSM−５の強迫関連症群

不安障害

強迫スペクトラム障害

OCD

不安症群や他のカテゴリーへ

OCD以外の
不安障害

他のカテゴリーへ

OCD
醜形恐怖症

ためこみ症
抜毛症

皮膚むしり症

摂食障害
病的賭博
チック
トゥレット

強迫関連症群

中尾、２０１７

DSM-5におけるためこみ症の診断基準
A. 実際の価値はないのにも関わらず、所有物を捨てたり手放す
ことはつねに困難である
B. この困難さは物品を保存したいという強い衝動や捨てることに
対して生じる強い苦悩に起因している
C. 所有物が捨てることができないために実際の生活空間が物で
いっぱいになり、散らかり、実質的に部屋の使用が障害される
D. ためこみは著しい苦悩と社会的、職業的、その他の機能面で
の障害（自身や他人にとっての安全な環境を維持することも
含めて）をもたらす
E. ためこみは他の医学的問題によるものではない（例えば、脳
の損傷、脳血管疾患、Prader-Willi症候群など）
F. ためこみは他の精神疾患の症状によってはうまく説明できな
い（例えば、OCDの強迫観念、大うつ病によるエネルギー
低下、統合失調症による妄想、認知症における認知機能障害
など）

OCDとHoardingの違い

ためこみ症の疫学調査（九大）：発症年齢

OCD
OCDの診断

１２名／２１名
（57%）が14歳ま
でに発症

数十年潜伏経過後
“ゴミ屋敷”化？

必要

Hoarding
20%程度合併、必須ではない
気分障害、不安障害の合併が多い

強 迫 観 念 ・ 強 迫 行 ほぼみられる
為の存在

遺失の不安は強迫観念に近いが、
侵入的で不快な思考はない
過剰な収集行動と捨てる行為の回
避は強迫行為に近い

臨床的に顕著な
ため込みの存在

まれ（５％程度）
多くは強迫性障害と独立して存在

常にある

洞察

様々だが一般的には良い

不良、特に初期は自我親和的

助けを求める行動

数年を要するものの助けを求める

問題が生じるまではとらない
周囲が助けを求める

症状の動揺性

増悪、消長を繰り返す

安定的で長期かけて悪化する

強化のパターン

苦痛を避けるための負の強化あり、遺失を避ける負の強化と、獲得、所
強迫行為としての正の強化はない 有、による正の強化がある

治療反応性
（薬物/心理療法）

中等〜良好、多くの所見

不良〜中等、知見が乏しい

Mataix-Cols et al, 2010を改変

1

ためこみ症とASD

ためこみ症とADHD
ためこみの症状はOCDよりもADHDとの関連が強いのでは
ないかと議論されている
Hoardingのある患者の83％はOCDの症状を否定する
(Frost 2010)
Hoardingのある患者の２０％はADHDの診断基準を満たす
（Ratchford 2009）
Hoardingと不注意、多動、衝動性との関連、病的賭博、抜
毛癖などの合併が指摘されており、hoardingの基盤に
ADHDと共通する要素がある可能性がある

! ためこみ症患者群は健常群よりは高いASD傾向を示したが、その程度においてOCD
群、不安症群との差はなかった
! ASD群はOCD群、不安症群よりもためこみ症のスコアは高かったが、ためこみ症群よ
りはスコアが低かった
→ASDにみられるためこみ症状が、ためこみ症全てを包括的に説明するのは困難

Pertusa et al 2012

ためこみ症状の鑑別診断の流れ

ためこみ症と関連疾患に関する一仮説

ためこみ症状の存在
整理できている・
何らかの価値が付加

遺伝負因・生育環境・状況因子

収集癖

・・
・

除外診断

ためこみ行動 （情緒的愛着・代償行動）
ためこみを二次的に
生じる疾患の鑑別

併存症の鑑別診断
ためこみ症併発か、二
次的ためこみかの鑑別

脳損傷
脳血管疾患
Prader-Willi 症候群
認知症
統合失調症
気分障害
摂食障害

過剰な獲得
整理できない

ASD、不安障害、収集癖

ADHD

OCD

ためこみ症

ASD
ためこみ症

ADHD

中尾, 2017

強迫関連症の生物学的基盤

Cognition

Emotion

OCD-loop

! OCDの症状発現には
①OCDループを基盤
に、②情動や③認知に
関わる脳部位が関与
する
! 症状内容や発症様式
によって①②③の関与
の度合いは異なり、結
果として多様な病態が
存在していると考えら
れる
! ためこみ症はより固有
の回路をもつ可能性

OCDのVBM画像研究のメタ解析の結果
Year

Authors

OFC

2015

Eng

ー

2012

Zi W Peng

ー

2010

Rotge

ー

2009

Rotge

2009

Radua

ACC

Striatum

Thalamus

ー
ー

ー

他にもmedial PFC, insula, hippocampus, amygdala,
DLPFC, cerebellumに関する所見が見られるが、結果は
一致しない。

Nakao et al 2014
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OCDの症状亜型と脳画像

Hoarding vs non-Hoarding OCD vs Controls

Washing
Experiment:
ventromedial PFC,
ACG
Checking
Experiment:
Putamen/GP,
thalamus,
brain stem
Hoarding
Experiment:
precentral/
superiorfrontal,
fusiform, OFC
洗浄、確認、ためこみの各誘発課題によってOCD患者は異なるパ
ターンの脳賦活を示した
Mataix-Cols et al, 2004

ためこみ症状の有無でOCD患者の内側前頭前野の賦活量は
有意に異なっていた
An et al, 2008

遂行機能課題におけるためこみ症の脳賦活

Go/No-Go課題による賦活においてためこみ症グループは健常、OCD（
ためこみ（−））グループよりPFC/OFC/ACC等の領域で強い賦活が生じ
ていた
Hough et al, 2016

ためこみ症の治療
! ためこみ症状の治療反応性
・ OCDの症状として、他の亜型より不良（Mataix-Cols 1999、Stein 2008）
・ ためこみ（＋）のOCDは認知行動療法、薬物療法ともに治療効果
が低い（Bloch 2008）
・・・早期の発症、物への強い愛着、低い洞察、うつ病などの併存
、認知機能障害、腹側前頭野の機能障害、などの影響が推定される

! ためこみ症の治療展望
・ 治療動機付け、物の整理や処分を行うための意思決定や問題解
決に関するスキルトレーニング、ものの所有に関する認知修正に
重点をおいた認知行動療法プログラム（Tolin 2007）
・ 薬物治療・・・SSRIの効果は不十分、もしくはかなり限定的
難治OCDに対して行われる非定型抗精神病薬による強化療法、dcycloserineやmemantine といったNMDA受容体調節薬、ADHDを併存
するためこみ症に対してはmethylphenidateやatomoxetine

ためこみ症患者はためこみ症状のないOCD患者や健常者
に比して前頭葉の体積が有意に増大している Yamada et al, 2018

ためこみ症の臨床と脳基盤：まとめ
! ためこみ症は強迫関連症のひとつとしてDSM-5で新
たに定義された疾患であり、早発、慢性経過、強い生
活機能障害を特徴とする
! ためこみ症には前頭葉領域を主体とした特異的な構
造異常、機能異常が推定され、これらの異常が報酬
系の障害や遂行機能障害を引きおこし、ためこみ症
の病態に関与する可能性がある
! 現時点では標準的な治療は確立されて折らず、認知
行動療法や薬物療法の有効性について検証が必要
である
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演 題 名 精 神 疾 患 の 認 知 機 能 障 害 に 対 す る 認 知 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン：最 近 の 知 見 と 北
大での取り組み
発表者氏名
所属

A

豊巻敦人

1）

1） 北 海 道 大 学 医 学 研 究 院 精 神 医 学 教 室

精神疾患の認知機能障害
近年、統合失調症をはじめとした様々な精神疾患で、認知機能障害が存在することが知られ、大学病院の

ような研究機関だけでなく一般の精神科臨床においても治療的介入の必要性が叫ばれるようになってきた。
認知機能は医学、心理学の様々な領域で用いられる概念であり、作業療法学でも高次機能障害や認知症で用
いられるが、本稿で扱う認知機能の障害とは就労、就学、家事などを主体的に行う若年、壮年世代の精神疾
患で観察されるもので、情報処理的な認知機能である神経認知、および対人場面で駆動し他者の状態の円滑
な理解を実現する社会認知の低下を指す。
これまでの研究の蓄積から、統合失調症、双極性障害、大うつ病性障害のほとんどの患者で神経認知障害
が存在することが分かっている。例えば、日本人の統合失調症患者の神経認知障害の重症度の効果量は平均
でマイナス 2.07 と重度以上に低下している（兼田ら、精神医学、2008）。我々も完全寛解した大うつ病性患
者において神経認知機能障害が中等度低下していることを報告した（Shimizu, Toyomaki et al, Psychiatry
Research, 2013）
。こうした神経認知障害は料理、部屋の掃除、金銭管理、対人コミュニケーション、就労能
力などといった社会生活機能に精神症状以上に影響することが多数の先行研究で分かっている。
B．認知機能改善療法
認知機能障害のリハビリテーション的な介入法として Cognitive Remediation Therapy
（以下 CRT）
がある。
海外を中心に様々な技法が発表されているが、構造化されていて、我が国で導入可能な技法は 6 つある。国
内で早くに導入された CRT は NEAR（Neuropsychological Educational Approach to Rehabilitation）である
(Alice, Tiffany, Nadine, 和幸, & 多美子, 2008)。鳥取大学の最上らが中心に翻訳したものである。認知機能障
害のある精神疾患患者を対象としている。コンピュータセッションと言語セッションから成る。コンピュー
タセッションでは市販のゲームソフトや知育ソフトを用いて、記憶、処理速度、遂行機能などを必要とする
課題を行わせる。言語セッションは、日常生活で認知機能の関与が大きい活動について、どんな認知機能が
必要であるか、どんな方略を意識すると効率的に対処できるかなどを議論し、患者にコンピュータセッショ
ンのソフトで求められる認知処理と対応付けて理解してもらう。こうした取り組みのことをブリッジングセ
ッションと呼ぶ。NEAR ではコンピュータセッションについて 1 回 1 時間を週 2 回、言語セッションについて
1 回 1 時間を週 1 回行う。
こうした認知機能改善療法は確かに認知機能障害を改善させ、社会生活機能の様々な側面の機能を向上さ
せることが分かっているが、健常者と同じ水準にまで改善するわけではない。統合失調症患者を対象に認知
機能改善療法を行った 40 の研究のメタ解析を行った Wykes らの報告によると、認知機能改善療法による認
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知機能検査の全般スコアの効果量の平均は＋0.45（95％信頼区間は 0.31~0.59)と、軽度であった（Wykes T et
al, American Journal of Psychiatry, 2011）
。
C．聴知覚訓練
2009 年にカリフォルニア大学サンフランシスコ校（以下 UCSF）の Vinogradov のグループは統合失調症
患者に対する 50 時間の聴知覚訓練によって神経認知機能が著明に改善したことを報告している（Fisher et al,
American Journal of Psychiatry, 2009）
。聴知覚訓練とは純音や言語音を短時間呈示して音響的特徴の弁別能
力を高める訓練から成る（図 1 左参照）
。以降、UCSF、後にミネソタ大学のこのグループは聴知覚訓練を用い
た検討を報告しており、認知機能検査の改善効果についての効果量（Cohen’s d）は、約+0.8 と非常に大き
い（図 1 右参照）
。聴知覚訓練は既存の認知機能改善療法には無い強力な改善効果があるが、効果発現の理論
的根拠が分かっていないことと、介入内容についてさらに適切な介入があるかもしれないがそうした研究は
このグループ自身、及び他の研究機関でも行われていない。
また、近年では視知覚機能を向上させる視知覚訓練も統合失調症において認知機能を改善させる報告が相
次いでおり、精神疾患患者の社会機能を向上させるためには、従来の認知改善療法よりももっと効果のある
聴知覚、視知覚訓練の確立が強く望まれる。
D．現在進行中の我々の研究について
我々は現在、聴知覚訓練の日本語化、その他の視知覚訓練課題などを作成し、精神疾患での改善効果を検
討する研究を開始している。まず UCSF の Vinogradov（現ミネソタ大）が開発した聴知覚訓練について、英
語であるため日本語版を作成する。UCSF 版聴知覚訓練は 6 課題からから成り、2 課題は人工的合成音を用い
ているが、残り 4 課題は英語の言語音を用いている。現在、開発者の Vinogradov と共同研究について議論し
ており、すでに日本語化を進めているところである。さらに他の先行研究に基づいて、聴知覚訓練課題、視
知覚訓練課題を作成する。PsychoPy といった無償の心理課題作成ソフトを使用し、患者にノート PC を貸与
し、自宅で実施できるようにする。候補課題は視知覚、聴知覚課題併せて 15 から 20 課題を作成する。1 課題
は 5 分から 10 分程度で、マウス、もしくはキーボードで反応させる課題を行う。正答、誤答のフィードバッ
クを提示し、飽きずに取り組めるインターフェースにする。
全部で 15 から 20 の候補となる視知覚、聴知覚訓練課題を作成した後、統合失調症患者をリクルートし、
ノート PC を貸与して訓練課題に取り組んでもらう。
2 年間で 150 名の患者のリクルートしたいと考えている。
各訓練課題について、介入開始前のベースライン時点の成績と 10 時間おきに来院し、訓練課題を行って、ベ
ースラインからの変化量を算出する。各課題の変化量を従属変数とし、認知機能検査、生活機能評価尺度、
脳波指標、MRI 指標などそれぞれを独立変数にした重回帰分析を行い、独立変数に強く影響する訓練課題を
統計学的に明らかにする（図 2 参照）。
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図 1 聴知覚訓練は、従来の認知機能改善療法よりも低次の機能を標的としているが（中央）、改善効果
は 2 倍も高い（右グラフ）

図 2 UCSF 版聴知覚訓練課題の日本語版 6 課題に加え、先行研究を踏まえ他の聴知覚、視知覚の訓練課題を
複数作成する。認知機能、社会生活機能への改善の効果量の高い課題及び、神経可塑的変化（脳波、MRI 指
標の変化）の大きい訓練課題を選択するために重回帰分析を行い、最終的に 5 つ程度の訓練課題を同定する。
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演題名

強迫スペクトラムの認知行動療法

発表者氏名
所属

吉田賀一

1）

、松永寿人

2)

1） 兵 庫 医 科 大 学 病 院 臨 床 心 理 部
2) 兵 庫 医 科 大 学 精 神 科 神 経 科 学 講 座

A．はじめに
強迫症(obsessive-compulsive disorder: OCD)については、DSM-IV-TR まで、不安障害の一型とされてき
た。
しかし 2013 年に改訂された DSM-5 では、従来の不安障害の領域に大きな変更が加えられ、OCD はパニ
ック症や社交不安症などを含む不安症群から分離された。
そして「とらわれ」
、あるいは「繰り返し行為」を共有する「強迫症および関連症群(Obsessive-Compulsive
and Related Disorders ; OCRD)」という新たなカテゴリーの中心に位置付けられている。
OCD 内においても従来の認知的要素の介在が明白で、高度の不安や強迫観念を有する cognitive OCD に加
え、
「チック関連」サブタイプが導入され、認知的プロセスを介さず、前駆衝動など多彩な感覚現象が先行し、
「まさにぴったり感（just right feeling）」の追求や不完全感の解消などを目的とする motoric タイプと
して特徴づけられる。
本発表では、OCSD の概念に触れ、OCD の異種性に配慮し、繰り返し行為の特性を考慮した CBT 技法の
選択や具体的方法について報告する。
B．強迫スペクトラム（OCSD）
・強迫症および関連症群(OCRD)とは
1990 年代初め、Hollander ら 4)5)により提唱された概念であり、OCD の中核的臨床像である「とらわれ」、
あるいは反復的、儀式的な「繰り返し行為」に注目し、これを症候学的特徴とする一群が、精神病理や生物
学的病態の共有、あるいは連続性で説明しうる可能性を推定した（図 1、図 2）
。
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2013 年に改訂された DSM-51)では、OCD に BDD（醜形恐怖症）
、HD（ためこみ症）
、HPD（抜毛症）、
SPD（皮膚むしり症）などを含む、強迫スペクトラムを基盤とする強迫症および関連症群（OCRD）カテゴ
リーが新設され、従来の不安症群から独立した（図 3）
。

不安や苦痛、認知的プロセスが関与する cognitive なもの（BDD、HD）と、とらわれや不安、あるいは認
知的プロセスを介さず、 前駆衝動などの感覚現象がその出現に関与する motoric なもの（HPD、SPD）まで
拡がりを持って構成され、その特性は OCD 内における異種性と連続性をなしている。
OCD の診断においては、従来通り、強迫観念ないし強迫行為といった強迫症状が存在し、これらが強い苦
痛を生じて時間を浪費させ(1 日 1 時間以上)、日常や社会的、職業的機能に著しい障害を来たしていることが
必須とされている。
一方で、強迫行為が観念や不安への反応として出現する典型的な OCD とは異なる、「チック関連」が導入
された。
「チック関連」OCD は、TICD の生涯罹病の有無によって特定される。
認知的プロセスを介さず、前駆衝動など多彩な感覚現象が先行し、「まさにぴったり感（just right
feeling）
」の追求や不完全感の解消などを目的に強迫行為が行われる motoric タイプとして特徴づけられる。
この様な OCD 内の異種性は、OCD 患者で見られる多彩な comorbidity の特徴とも連続的である。
この様に個々の OCD 患者に適切な治療ストラテジーを考え適用させる上で、OCD 自体の特性に加え、
comorbidity の有無や影響を考慮することが重要となる。
C．OCRD に対する認知行動療法（CBT）
Skapinakis ら 9)が行った OCD 治療に関する network analisys では BT（行動療法）
、CT（認知療法）
、CBT
は SSRI に比べより有効性が高いことが報告されている。
また、
APA 治療ガイドライン 6)において、
選択的セロトニン再取り込み阻害薬(selective serotonin reuptake
inhivitor；SSRI)を用いた薬物療法とともに OCD の第一選択の治療として CBT（ERP）が推奨され、NICE
ガイドライン 8 )においても OCD に対して CBT（ERP を含む）単独もしくは SSRI との併用が推奨されてい
る。
ガイドラインでは曝露反応妨害法（Exposure and Response Prevention；ERP）を含む CBT が推奨され
ているが、ERP とは 1966 年に Meyer7)によって初めて報告された技法である。曝露法と反応妨害法から成
り、前者は、強迫症状の引き金となる先行刺激に不安や不快が下がるまで長時間直面させ、habituation（馴
化）を経験させるものである。
また後者は、不安や不快を軽減する為に行ってきた強迫行為を、衝動が下がるまで持続的に止めさせるも
のである。
ERP は強迫行為（儀式）が不安（恐怖）に反応することで強化されている場合に限定される。
チック関連 OCD のように、不安（恐怖）条件づけが伴わない、認知的プロセスを介さず、前駆衝動など多
彩な感覚現象が先行し、「まさにぴったり感（just right feeling）」の追求や不完全感の解消などを目的と
する motoric OCD では別の技法が用いられる。これには、ハビットリバーサル（habit reversal; HR）、モデ
リング、ペーシング、プロンプティング、シェーピング、などが含まれる。
次に OCRD の各疾患に対する CBT についてその概略を述べる。
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HD に対する CBT では、
「意思決定や整理整頓のスキル」、「物の廃棄やごみを減らす手続きや手段」など
の習得、溜めこみ行為に関わる非機能的な認知に対する認知再構成法や問題解決訓練、
「廃棄のする物や優先
順位の自己決定」による ERP などを行う。
BDD に対する CBT では、欠陥を認識している身体部分（例えば、鼻や唇など）を意識させながら、不安
状況への直面を繰り返し、鏡による確認やグルーミングなどの繰り返し行為を止める ERP や非機能的信念へ
の反証に焦点を当て、適応的かつ現実的な認知に置き換えていく認知再構成法に取り組む。
HPD・SPD に対する CBT ではハビットリバーサル（habit reversal; HR）を用いる。
HR は TICD や TD を対象とした技法として、Azrin & Nunn2)によって開発されたものである。HR は、①
意識化練習、②拮抗反応の学習、③リラクゼーション練習、④偶然性の管理、⑤汎化練習の 5 段階から構成
されている 3)。
D．まとめ
OCSD・OCRD の概要と OCRD に対する CBT の介入について述べた。
OCD 内の異種性や comorbidity により、強迫症状は複雑化し、経過の中でも症状の習慣化や症状への意味
づけなどの変化も起こりうる。そのため、CBT の技法選択のうえでは行動分析が重要となる。また、CBT の
有効性を高める上で、薬物療法の併用、そして最適化が望まれる。
マインドフルネス、Acceptance and commitment therapy (ACT)や制止学習理論など、新しいアプローチ
の検討も今後期待される。
F. COI,倫理的配慮
発表者 吉田賀一 演題発表に関連し、開示すべき COI 関係にある企業などはありません。
G．文献
1) American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th
edition (DSM-5). APA. 2013.
2) Azrin, NH. & Nunn, RG. Habit-reversal: A method of eliminating nervous habits and tics. Behaviour
research and therapy, 11, 619-628. 1973.
3) ベアー,L 越野好文 五十嵐透子 中谷英夫 (訳) 強迫性障害からの脱出．晶文社.
2000（Baer, L.
Getting control: Overcoming your obsessions and compulsions. Penguin. 2000.）
4) Hollander E. Obsessive-Compulsive Related Disorders. Washington, DC: American Psychiatric Press
Ine; 1993.
5) Hollander E, Kim S, et al. Obsessive-compulsive disorder and obsessive-compulsive spectrum
disorders; diagnostic and dimensional issues. CNS Spectrums 12 (suppl; 3): 5-13. 2007.
6) Koran, L M., et al. Practice guideline for the treatment of patients with obsessive-compulsive
disorder. Am J Psychiatry, 2007, 164.7 Suppl: 5-53.
7) Meyer, V. 1966 Modification of expectations in cases with obsessional rituals. Behaviour research
and therapy, 4, 273-280.
8) National Collaborating Centre for Mental Health (UK. "Obsessive-compulsive disorder: core
interventions in the treatment of obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder."
British Psychological Society, 2006.
9) Skapinakis, Petros, et al. Pharmacological and psychotherapeutic interventions for management of
obsessive-compulsive disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet
Psychiatry, 2016, 3.8: 730-739.
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演題名
「アタッチメント（愛 着 ） 障 害 の脳 画 像 研 究 」
発 表 者 氏 名 滝 口 慎 一 郎 、友 田 明 美
所 属 福 井 大 学 医 学 部 附 属 病 院 子 どものこころ診 療 部

A 研究目的
反応性アタッチメント障害（Reactive Attachment Disorder: RAD）は、児童虐待により養育者との安定した愛着
形成が阻害されることで発症する。養育者に安らぎを求めず、無関心で人を信頼しない、自己統制や感情調節
が困難で自己肯定感が極端に低いなど社会性や感情面で反応性に問題をきたすため、早期診断と適切な治療
が必要だが未だ詳しい病態は明らかになっていない。本研究は、乳幼児期に不適切養育（虐待、マルトリートメ
ント）を受けたアタッチメント障害児における神経ネットワークの形態・機能の変化を脳画像で捉え、RAD の神経
基盤を解明することを目的とした。また愛着行動スタイルや心理指標、被虐待経験の時期や種類との関連性を
検討した。
B．研究方法
DSM-5 で診断した右利き 10～15 歳の RAD 児 16 名（平均年齢 12.6 歳）と年齢と性別、利き手を一致させた
定型発達児 20 名（12.7 歳）に金銭報酬課題を行い、機能的磁気共鳴画像法（functional MRI）で脳賦活度を測定
した。また、RAD 児 21 名（12.8 歳）と定型発達児 22 名（13.0 歳）に T1 強調画像を撮像し、全脳の灰白質容積を
測定した。
SPM を用いて群間差の統計的推定を行った後、RAD 児を対象に、脳活動量と愛着行動スタイルの関連を偏
相関解析で行い（うつ尺度を共変量に入れ、うつ症状が脳機能に与える影響を除外）、虐待を受けた時期および
種類が脳機能と脳構造に与える影響についてランダムフォレスト法を用いて感受性解析を行った。
（倫理面への配慮）
本研究は福井大学医学系研究倫理委員会の承認を得て実施され、参加者の書面による同意を得ている（承
認番号 FU23–43、FU25-157）。
C．研究結果
RAD 群では定型発達児と比べて、脳機能では高報酬獲得時に腹側線条体の賦活度が有意に低下していた
(P < 0.05, corrected for multiple comparisons) 。また、回避的な対人関係の問題をより強く抱えている児ほど腹
側線条体の脳活動が低下した。感受性期解析により、1 歳前後に虐待を受けたことが RAD 児の線条体の活動
低下に最も強く影響を及ぼしていたことが示された。
脳構造では、RAD 群の左側一次視覚野の灰白質容積が定型発達児と比べて 20.6%有意に低下していた。ま
た、内在化問題が深刻な児ほどこの灰白質容積が低下した。感受性期解析では、4～7 歳の被虐待経験が灰白
質容積減少に有意な影響を及ぼしていることが示された。
虐待種類では、虐待種類の併存数の多さ、およびネグレクト経験のいずれもが有意に脳機能と脳構造に影響
を及ぼしていた。
D．考察
腹側線条体は動機づけや報酬による行動・情動に関与する部位であり、この部位の機能不全は RAD 児の意
欲の低下や対人的問題行動に関わる臨床症状につながる所見と考えられ、RAD のドーパミン神経系異常が示
唆された。また、後頭葉の視覚野は下前頭回を介して解剖学的・機能的に辺縁系と連結し、扁桃体や前頭前野
と相互作用して視覚的な感情処理にも関与していることから、この部位の形態異常は RAD 児の内在化問題に
関わる臨床症状につながる所見と考えられる。
E．結論
幼少期の被虐待経験は、動機づけや報酬反応低下、情動的な視覚刺激に対するストレス反応の憎悪因子で
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ある可能性が示唆される。RAD の脳機能・脳構造と、対人関係症状・内在化問題や虐待を受けた時期・種類の
関連が示されたことにより、早期介入の重要性と関連する精神疾患発症メカニズムの理解や治療・支援法に貢
献すると考えられる。
F. COI
本研究に関連して開示すべきCOIはありません。
G 文献
1. Takiguchi S, Fujisawa TX, Mizushima S, et al., Ventral striatum dysfunction in children and adolescents with
reactive attachment disorder: functional MRI study. Br J Psychiatry Open, 1, 121-128, 2015.
2. Mizuno K#, Takiguchi S#, Yamazaki M, et al., Impaired neural reward processing in children and adolescents
with reactive attachment disorder: A pilot study. Asian J Psychiatr, 17, 89-93, 2015.
3. Shimada K, Takiguchi S, Mizushima S, et al., Reduced visual cortex grey matter volume in children and
adolescents with reactive attachment disorder. Neuroimage Clin, 9, 13-19, 2015.
4. Fujisawa TX, Shimada K, Takiguchi S, et al., Type and timing of childhood maltreatment and reduced visual
cortex volume in children and adolescents with reactive attachment disorder. NeuroImage: Clin, 20, 216-221,
2018.
5. Tomoda A, Takiguchi S, Shimada K, Fujisawa TX. Structural and functional changes of brain due to
childhood maltreatment and adversity. In Memory in Social Context: Brain, Mind, and Society. Springer,
pp251-266, 2017.
6. 友田明美, 子どもの脳を傷つける親たち, NHK出版 2017.

B

図1．A：金銭報酬課題時の定型発達群とRAD群の脳活動 B：線条体の活動量の比較
図 2．RAD の子どもが虐待/ネグレクトを受けた時期と腹側線条体の脳活動低下の関連性

図 3．視覚野灰白質容積の群間差：定型発達 > RAD
図 4．RAD の内向的問題尺度と視覚野局所灰白質容積の関連性
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演題名

統 合 失 調 症 の 病 態 に 迫 る -From bench to bedside を 目 指 し て -

発表者氏名
所属

三輪

秀樹

1） 国 立 精 神 ・ 神 経 医 療 研 究 セ ン タ ー

精神保健研究所

精神薬理研究部

（以下の書式、フォント、構成は自由ですが、余白、フォントサイズ、行間はできるだけ見本の通りでお願
いします。総説的な発表の場合は小見出しをてきお願いします。スライド、図表を用いる場合は本文中に適
宜、埋め込んでください）
A

研究目的
統合失調症死後脳解析結果に基づく GABA 仮説を検証するために、新規統合失調症モデルマウスの作成
及びモデルマウスとしての妥当性を調べた。

B．研究方法
パルブアルブミン(PV)陽性細胞特異的に GAD67 遺伝子を欠損させるために、PV-Cre マウスと GAD67
flox マウスを交配させ PV-GAD67 KO マウスを得て、統合失調症の表面妥当性を評価する行動実験を行
い、モデルマウスとしての有用性を評価した。また、ノンレム睡眠スピンドル波発生と統合失調症との
関連性を調べるため、GAD67 flox マウスの視床網様核に CreGFP を組み込んだアデノ随伴ウィルス
（AAVCreGFP）にインジェクションし、視床網様核特異的 GAD67 欠損マウスを作成し、脳波を測定し、
スピンドル波発生密度の解析を行った。
（倫理面への配慮）
所属機関の動物実験規則およぼ NIH 基準に準拠し、実施した。
C．研究結果
PV-GAD67 KO マウスは統合失調症様行動（PPI の減弱、MK-801 感受性の増大、社会新奇嗜好性の減弱）
を示した。視床網様核特異的 GAD67 欠損マウスはスピンドル波発生密度の減弱及び睡眠依存性記憶固定
の異常を示した。
D．考察
統合失調症死後脳解析結果による PV ニューロンにおける GAD67 mRNA 及び GAD67 タンパク質発現の
低下は再現よく報告されているが、これが病態の病因なのか、それとも発症に至る２次的変化であり病
態の本質的なものでないのか、については明らかではなかった。本研究発表から、この発現変化は病態
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の病因一部であることを示唆している。
E．結論
統合失調症死後脳解析結果に基づく GABA 仮説を検証するために、新規統合失調症モデルマウス
（PV-GAD67 KO マウスおよび視床網様核特異的 GAD67 欠損マウス）を作成しモデルマウスとしての妥
当性を調べた。これらのマウスは統合失調様行動および統合失調症で観察される中間表現型を呈した。
このことから、
これらの GABA シグナル伝達欠損マウスは統合失調症 GABA 仮説を支持するものであり、
今後、新規統合失調症治療薬の開発・リハビリテーションなどの改良・開発に貢献できるものである。
F. COI,倫理的配慮
発表内容に関連して開示すべきCOI関係にある企業等はありません。
G 文献（必須ではありません。文献書式はできれば Science を標準としますが、自由です）
1.

Hideki Miwa, Kazuyuki Fujihara,, Toshikazu Kakizaki, Ryosuke Kaneko, Masahiko Mikuni, Chiyoko Tanahira,
Nobuaki Tamamaki, Yuchio Yanagawa: Glutamate Decarboxylase 67 Deficiency in a Subset of GABAergic Neurons
Induces Schizophrenia-Related Phenotypes. Neuropsychopharmacology. 40(10): 2475-2486, 2015.

2.

Toshinobu Kuki, Kazuyuki Fujihara, Hideki Miwa, Nobuaki Tamamaki, Yuchio Yanagawa, Hajime Mushiake:
Contribution of parvalbumin and somatostatin-expressing GABAergic neurons to slow oscillations and the balance
in beta-gamma oscillations across cortical layers. Front Neural Circuits. 2015 Feb 3;9:6. doi:
10.3389/fncir.2015.00006. eCollection 2015.
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演 題 名 うつと不 安 の見 分 けと仕 分 け：その歴 史 と変 遷 から考 える
発表者氏名
塩 入 俊 樹 1）、杉 山 俊 介 1）、武 藤 恭 昌 1）、山 本 円 香
高 井 健 太 朗 1）、野 瀬 早 織 1）、松 下 智 一 1）

所属

1）

1）

、鎌 谷 俊 輔

1）

、

岐阜大学大学院医学系研究科精神病理学分野

A. 不安の歴史 1)
1. 西洋における不安
通常、不安は、“身体的な不快と関連した苦悩の感情”などと定義されるが、その歴史は古い。“不安
anxiety” という言葉は、紀元前 3～4 千年頃までには存在していたと想定される印欧祖語(インド・ヨーロッ
パ語)の“Angh”が語源とされ、その意味は、「きつく圧する」、「窒息させる」、「重荷(負担)」、「悩み」等であっ
た 2)。最初の“不安”の記載は、シュメール文学の“ギルガメッシュ叙事詩”に見られ、その中では、古代メソ
ポタミア王ギルガメッシュ Gilgamesh (在位：BC2,600 頃?) が、死を免れないことに対する心配を表現してい
る。そしてこの時代での“不安”は、たびたび、神や邪悪な霊や魔法によって生じると考えられていた。
一方、古代ギリシャ時代になると、上記のような迷信的な考えから、現代にも通じるような合理的で科学
的な、つまり、「精神を安定し、平穏に達することで“不安”をコントロールしようとする」考えに変わっていっ
た。この時代の自然科学に対する考え方の特徴は、この世にある物質や現象を抽象的に考察し、「万物は
ただひとつのものから発展してできた」としたことにある。このような思想の下に、原子論を確立したアブデ
ラの哲学者デモクリトス Dēmokritos (BC460?-370?) は、｢行動の終わりが平穏であり、平穏とは、魂を静か
で強く維持し、いかなる恐怖や迷信、あるいは他の感情によっても乱されない状態である｣と定義した。そし
てその後のヘレニズム・ローマ時代においても、“不安”は快楽主義(全ての行動は、苦痛や恐怖を減じる方
向に向く)やストア哲学(ヒトは平穏な生活に受託すべきであるという信念)を通じて軽減しようとしたのである。
つまり、これらの思想に基づく“不安”に関するとらえ方は、現在でもある程度、了解可能なものであった。
しかしながら、時代は「中世の暗黒」と呼ばれる時代へと進んでいく。この中世時代のヨーロッパでは、キ
リスト教が人々の生活と思想を支配し、教会はキリスト教の都合のいいように自然現象を解釈し、異なった
考え方は封殺された。読者の中には、“キリスト教会最大の教父”と言われ、この時代に最も高名な神学者
で聖人でもあるアウグスティヌス Augustinus (354-430) 作の『告白』の一文、「神は、何もないところから宇
宙を造り給うた」を思い出す方も多いであろう。だがその反面で、「宇宙の始まりは、最初に何かがあって、
その何かから宇宙や世界は誕生した」という考え方が、実は当時の常識だったというように、矛盾を含んで
いた点は注目すべきであろう。そしてこのような背景の中、この暗黒時代の約 1,000 年間、｢“不安”は、その
ヒトの罪のため、あるいは責務がうまく遂行できなかったために生じる｣とされてきたのである。
ギリシャ・ローマ時代の古典の復興を目指すルネッサンス期になると、現世の肯定、個性の重視、感性の
開放等をスローガンに、自己洞察が奨励された。その結果、｢“不安”は、ヒト自身の中にその源が存在す
る｣ と、古代ギリシャ時代の解釈が復活した。以降、様々な“不安”や“恐怖”に関する考えが、高名な哲学
者達によって示された。オランダの哲学・神学者スピノザ Baruch De Spinoza (1632-1677) は、｢“恐怖”の混
在していない希望はないし、また希望の光が全くない“恐怖”もない｣と述べ、フランスの哲学者・政治思想
家であるモンテスキューCharles-Louis de Montesquieu (1689-1755) は、”The thing I fear most is fear”と
記し、これは第 2 次世界大戦中の戦争スローガンとなった。また、デンマークの哲学者キルケゴール Søren
Aabye Kierkegaard (1813-1855) は、“不安“を、「危険を求めることに関連した心配・懸念」と「選択の自由に
関する不安」の 2 つに区別した。宗教革命、産業革命、市民革命と進んで行ったこの時代、ヒトは自由となっ
たが、同時に、多くの可能性・実現性から選択したものに対しては責任が生じるようにもなった。
2. 東洋における不安
では、東洋において“不安”はどのように捉えられていたのであろうか。その答えには、紀元前 5 世紀、釈
迦によって開かれた仏教の始まりまで遡らなければならない。仏教では、苦しみや喜びに対して無の境地
になり、自らの運命の全てを無抵抗で受け入れることを説き、それが“不安”を減弱させるとした。またほぼ
同時期の中国春秋時代の思想家にして哲学者、儒家の始祖である孔子 (BC551-479) は、「正しい行いを
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することで、人々は“不安”から解放される」と、彼の著書『論語』で述べている。その後、魏晋南北朝時代
(184-589)に重用され道家の中心思想となった老荘思想では、“不安”を生じさせないために森羅万象の調
和を維持することが勧められた。
これらの宗教指導者・思想家によって、東洋(大部分が中国文明であるが)では、｢徳を積んだ者は疑念か
ら解放され、“不安”があってもそれを有効に活用し、“恐怖”に立ち向かう｣とされ、さらには｢ヒトが何かすべ
きことを実行に移す時には、その行為自体が倫理的に正しければ、その結果が成功であろうとなかろうと、
そのようなことは考えずに、シンプルに行うべきである｣とされた。これらの考え方は、現在でも通用する普
遍的なものと感じるのは、筆者だけであろうか。
B. うつと不安：両者のヒエラルキー3)
現在でこそ、うつ病と不安症（不安障害＝神経症）が併存することに何ら違和感を覚えないが、約 30 年前まで
は、うつ病に不安症が併存するという考え方は精神科診断学において一般的ではなかった。DSM-III 以前の従
来診断の時代では、不安症は心因性障害に分類され、ストレスにより生じる精神疾患の代表とされていた。一方
うつ病は統合失調症と同様に内因性精神障害に分類され、稀で重症なものとされていた。1950～60 年代にかけ
ては、Auden による詩や Bernstein による交響曲（いずれもタイトルは’Age of Anxiety’）に象徴されるように、メン
タルヘルスの主たる問題は不安あるいは神経症であったようである。また当時は精神疾患には階層構造（ヒエラ
ルキー）が存在すると考えられ、神経症患者にうつ症状が認められても、発症機転が神経症的であれば、あくま
で神経症性うつと診断され、逆に内因性であるうつ病患者に不安症状が認められても，それは不安症（＝神経症）
とは追加診断されず、うつ病の随伴症状として扱われていたのである。1980 年に出版された DSM（Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders）-III においても、このヒエラルキーの考え方は引き継がれ、うつ病と不
安症の双方が同時に診断されることはなかったのである。
ところがその後 1987 年に出版された DSM-III-R では、精神疾患の原因論的考え方が廃止され、症候に基づく
操作的診断基準が採用された。つまり、原因不明な精神疾患を、想定される原因に基づき分類することをやめ、
純粋に症状とその組み合わせにより診断することになったのである。これにより、それまで内因性精神疾患であ
ったうつ病が、ストレス関連で生じたものであっても診断基準に定められた症候を満たせばうつ病と診断されるよ
うになり、それ以後、不安障害（神経症）にとって代わり、うつ病こそがメンタルヘルスの主たる問題となったので
ある。また同時に、それまでの診断上のヒエラルキー構造の考え方が廃止されたことで、うつ病は不安障害を優
越する上位の診断から、同時に認められる併存する診断となり、両者の併存は多々生じることになったのであ
る。
C. うつと不安：その頻度と類似性
1. その有病率から併存を考える
右の図は、米国における生涯有病率の高
い主な精神疾患を示したものである 4)。これを
みると明らかなように、最も頻度の高い精神疾
患は、うつ病で 17.1%、それから順に、アルコー
ル依存症、社交不安障害、全般性不安障害、
パニック障害と続いている。後者 3 つは不安
障害であることから、少なくとも不安障害の
生涯有病率は 21.9%以上であることがわかる。
したがって、非常に頻度の高いうつ病と不安障
害が互いに併存することは十分に予想され、実
際の日常臨床においても頻回に認められるはず
であろう。
2. 臨床症状の相違から併存を考える
次頁の図は、うつ病と不安障害それぞれの、そして
それらに共通する精神・身体症状を示したものである
5)
。この図からも明らかなように、両者では、集中困難、
睡眠障害、パニック発作、胃腸症状、慢性疼痛、等々、
多くの共通した症状が存在する。不安時で食欲減退
や希死念慮が生じたり、抑うつ時に過覚醒状態ともと
れる精神運動性の激越が認められたりすると、両者の
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区別は容易にできなくなろうと推測される。実際に臨床において、抑うつと不安がともに病的な状態に陥る
と、程度の差こそあれ、両者は、同時に存在していると言わざるを得ないと感じている読者も少なくないもの
と思われる。Gorman が「うつ病患者の約 85%が明らかな不安症状を経験し、同様に不安障害患者の 90%に
うつが併存している」と言ったように 6)、抑うつと不安は非常に近い精神症状であり、当然併存する可能性は
高いであろう。
D. 不安が何故、うつ病の臨床に重要なのか？
不安を伴ううつ病では、そうでない場合と比べて、より重症で慢性に経過し、自殺の危険が高いと報告されて
いる 7-9)。また、うつ病患者において、不安障害の併存有無の評価にとどまらず、不安の有無そして程度を把握す
ることは、自殺危険性および社会機能の評価にとどまらず、治療反応性、そして寛解後の再発危険性予測に役
立つことが報告されている 10,11)。Baek らによる、300 人のうつ病患者を 6 ヶ月間観察した報告 12)では、治療開始
時の不安症状が重度であると、開始時には認められなくても、その後の経過中に希死念慮が発現しやすいとい
う結果であった。またうつ病および不安障害はともに社会的機能を低下させるものであるが、両者の併存により、
社会的機能の低下はより深刻となる 7)。不安はしばしば社会的活動および対人関係の回避・制限につながるが、
うつの合併により、意欲低下およびか活力低下が加わると、これらがより悪化すると容易に予測される。Plaisier
らの報告によると、不安障害とうつ病双方併存している場合、それぞれ単独の場合に比して、欠勤ならびに作業
能力低下のリスクが約 2 倍になるという 13)。
不安を伴ううつ病では治療反応も不良である。つまり、うつが治療抵抗性になりやすく、また寛解後も再発しや
すくなる。Souery らは、うつ病の治療抵抗性に関連する因子を調べ、パニック症の併存、いずれかの不安症の併
存、社交不安症の併存等があげられる 14)。STAR*D 試験でも、ファーストラインの抗うつ薬（citalopram）への反応
不良群における治療寛解率を不安の有無で比較すると、不安の強いうつ病は寛解しにくかったことが示されてい
る 7)。また不安が高いうつ病患者では治癒後の再発率が高いことも知られている。Dombrovski ら(2007)は、うつ
病寛解患者を、不安が高い群と低い群に分割し、それぞれを抗うつ薬あるいはプラセボで治療した際の、再発率
を検討した 15)。その結果、うつ病寛解後、不安が高い群では再発が多く、特に寛解後抗うつ薬中止群での寛解
後 40 週での再発率は 6 割以上であった 15)。
E. うつと不安の見分け：診断のコツ
周知のごとく、DSM-5 診断基準（2013）16)では、うつ病を代表とする「抑うつ障害群」と「双極性障害およびその
関連症群」の多くで、“不安性の苦痛を伴う With anxious distress”を特定するようになった。この理由は前述した
通りであるが、DSM-5 では、以下のように述べられている：「不安性の苦痛は、プライマリケアおよび精神保健の
場面で、双極性障害およびうつ病でも特に目立った特徴の 1 つとして記述されてきた。強い不安は、自殺のより
高い危険性、より長い罹病期間，および治療に対する反応のない可能性がより高いことと関連している。したが
って、不安性の苦痛の存在、およびその重症度を正確に特定することは、治療計画を立てることと治療反応をみ
ていくために、臨床的に有用である。」16)
したがって、うつと不安の見分け、つまり診断のコツとしては、まず、この“不安性の苦痛を伴う”か、どうかを特
定することである。具体的には、以下に示した 5 つの不安症状、すなわち、
① 神経過敏な、あるいは緊張した感じ
② ひどく落ち着かない感じ
③ 心配のために集中が困難
④ 何か恐ろしいことが起こるかもしれないという恐怖
⑤ 自分自身をコントロールできなくなるかもしれないという感じ
のうち、少なくとも 2 つ以上を認める場合、“不安による苦痛を伴うもの”と特定する 16)。そしてさらに、この不安症
状がいくつあるかで、不安の重症度を決定する。具体的には、症状が 2 つで軽症、3 つで中等症、中等~重症では
症状は 4 つ以上、そして最も重い重症では症状が 4 つ以上に運動性のイライラ(焦燥)が認められることが必要と
されている 16)。この運動性の焦燥、つまり、“激越”を重度の不安とする評価は、私見ではあるが、臨床的にも非
常に有用であろうと思われる。
さらに、うつ病患者に不安症が併存している場合も十分考えられる。実は、Zimmermann らの報告にもあるよう
に、実臨床において限られた時間内で通常の診察のみでうつ病と不安症の併存を的確に診断することは実は困
難とされている 17)。したがって、不安症の併存を見抜くために、同研究でも使用された半構造化面接、たとえば精
神疾患簡易構造化面接法(MINI) 18)等、を使用することが理想的ではあるが、実臨床の現場では現実的ではない
であろう。しかしながら、チェックリスト方式の自己記入式質問紙、例えば、うつ病の最も併存しやすい社交不安
症であれば LSAS-J19)を使用するなどの工夫は、臨床的に大切と思われる。
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F. うつと不安の仕分け：治療（薬物療法）の仕分け方
最後に、うつと不安の仕分け、つまり、治療（薬物療法）の仕分け方について、少し述べる。不安症状あるいは
不安障害を併存したうつ病を対象とした治療ガイドラインは、2012 年に発表された CANMAT(Canadian Network
for Mood and Anxiety Treatments)が最初である 20)。これによると、不安うつ病においても、通常のうつ病と同様に、
第一選択薬として SSRI あるいは SNRI を使用することが推奨されている 20)。さらに、CANMAT では 2016 年に、
“不安性の苦痛”を伴ううつ病に対して推奨される薬物療法として、全般不安症（GAD）に効果のある抗うつ薬を
使用すること、そして SSRI、SNRI、bupropion（DNRI：国内未承認)の三者間で治療効果に差はないことを述べて
いる 21)。
また、2015 年に World Journal of Psychiatry (WJP)からうつと不安の併存時の治療アプローチについての論文
が出されており 22)、その中では、①身体合併症のない不安症スペクトラムを併存したうつ病における第一選択薬
は SSRI であること、②短時間作用型のベンゾジアゼピン系薬剤（BZD）は、急性の不安成分に対処する“橋渡し
戦略 bridging strategy”として重要であるが、物質乱用の併存時は、BZD は避け、その代わりに非定型抗精神病
薬を用いること、③併用療法や補充療法は、単一療法よりも良い結果には必要かもしれないこと、そして④治療
に抵抗性で、抑うつ・不安症状が混合している患者では、双極性障害である可能性を考慮すること（誤診率は
70％に上る）、が挙げられている 22)。日常臨床の参考になれば、幸いである。
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