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機能的脳画像と認知機能評価によるOCDの病態解明

- SSRIの効果をめぐって-

中 尾 智 博,黒 木 俊 秀 (九州大学大学院医学研究院精神病態医学)

現在,強迫性障害 (OCD)に対する薬物療法は,SSRIを中心に展開している.OCDの生物学的

背景には脳における前頭葉一皮質下の神経回路障害 (OCD-loop)が考えられており,SSRIはセロト

ニン受容体への作用を介してこの回路の調節不全を修復すると考えられる.しかしながらSSRIに対

する治療反応性は個体差が大きくOCD-1oopとセロトニンだけでOCDの病態を一元的に説明するこ

とは困難である.また,高次認知機能レベルでは遂行機能 ･記憶機能障害の存在が示唆されるちのの,

報告による所見の蔀離があり認知機能障害単一ではOCDの病態を説明できない.

演者らはfunctionalMRIと神経心理テストを用いてSSRI治療を含めたOCDの臨床研究を行っ

ている.これまでに治療前患者の前頭眼馬面や視床の活動冗進,頭頂葉や小脳の活動減弱とfluvox-

amine(FLV),行動療法によるこれらの機能異常の改善を確認している.またFLV反応性に関与

する因子を検討した結果,洗浄行為が主体ではなく重症度の軽い,後期発症･短期擢病のケースの方

が良好であった.FLVの血中渋皮と改善効果の関連についても臨床症状と神経画像による検討を行

ったが相関は得られなかった.

これまでの知見や我々の今回の研究結果から,症状内容や擢病期間,発症時期といった素因によっ

てOCDでは多様な脳病態が生じていることが考えられた.今後,OCDの治療反応性を検討する上

では,神経画像レベルにおける前頭葉一皮質下各領域の役割や,神経化学レベルにおけるドーパミン

系の関与も視野に入れた異種性モデルを検討していく必要があると考えられた.

<索引用語 :強迫性障害,SSRI,神経化学,神経画像,異種性>

は じ め に

強迫性障害 (OCD)に対 す る薬物療法 に関 し

て は,1980年代 の clomipramineの抗強迫効 果

の立証か ら現在第一選択 となっている選択的セロ

トニ ン再取 り込 み阻害薬 SSRI(selective ser-

otoninreuptakeinhibitor)に至るまで,セロ ト

ニンを中心 に展開 している.OCDの生物学的背

景には,眼嵩前頭 ･尾状核 ･視床 といった前頭葉一

皮質下の各部位の相互の促進 ･抑制のバランスが

崩れ強迫症状が出現するという,いわゆるOCD-

loop仮説11)が考 え られてお り,SSRIは5-HT

受容体への作用を介 してこの回路の調節不全を修

復することが考えられる. しか しなが らSSRIに

よって もなお30-50% の患者 は反応 しないなど

治療反応の個体差 は大 き くOCD-loopとセロ ト

ニンだけで OCDの病態 を一元的 に説明すること

は困難である.一方,高次認知機能レベルでは遂

行機能 ･記憶機能障害が多 くのOCD患者 にみ ら

れるものの,報告によって所見に蔀難があ りやは

り認知機能障害単一ではOCDの病態を説明でき

ない.今後 OCDの SSRIへの治療反応性 に関 し

て,脳 レベル と認知機能 レベルにまたがる病態解

明が不可欠であると思われる.本稿では機能画像

と神経心理 によるアプローチを中心 に,OCDの

病態 とSSRI反応性の関連について検証を行 う.

OCDの生物学的特徴

SSRIはOCD以外の不安障害や うつ病 に も有
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効であり,SSRIのOCDへの効果を論 じるにあ

たってはOCDの生物学的特徴を詳らかにするこ

とが必要であろう.そこでまず,臨床,神経心理,

神経化学,神経画像の各領域で示されている

OCDの特徴の概略を示す.

臨床的にOCDの病態を理解する際,行動療法

理論による不安の学習の概念が普遍性をもって受

け入れられている.本理論は,OCDの本質は古

典的条件付けやオペラント条件付けにもとづく学

習された不安にあることを説明し,曝露反応妨害

法を主体 とする諸治療技法へと応用している.

OCDのもう一つの臨床的な特徴は,症状の多様

性であり,洗浄,確認,貯めこみといった臨床的

な亜型に関する多因子モデルが提唱されている.

さらに不安,不合理感の程度,病理水準にも大き

な個体差を認め,このような臨床的多様性が治療

反応性の乗雛につながっている可能性がある.

神経心理の領域では,OCDに特徴的な所見と

して,遂行機能や注意機能,非言語的な記憶機能

の障害が示唆されており,前頭前野や辺縁系,塞

底核の機能障害に由来する認知機能ネットワーク

の部分的障害の存在が考えられる.しかしながら,

研究者によっては認知機能自体の障害よりも,自

己の記憶に対する不確かさや,情動的な要素の影

響を重視する主張も見られ,現在も議論が続いて

い る.

一方,薬物療法の領域では,clomipramineの

特異的な治療効果の発見と証明に始まり,SSRI

の有効性が認められ,現在行動療法とならぶ有効

な治療法として容認されている.SSRIの高用量

投与が有効であることや,作用発現に遅れがある

ことは,OCDが他の神経症性障害や気分障害 と

は異なる機序で薬物の効果を得ている可能性を示

唆している.このような臨床的知見に加え,神経

伝達物質レベルでも動物やヒトへの実験を通して

セロトニン伝達系が強迫症状に主要な役割を担う

ことが示され (セロトニン仮説),なかでも前頭

眼帯面における前シナプス5-HT.D自己受容体,

後シナプス5-HT2受容体がOCDの症状発現に

関与している可能性が指摘されている1).その-
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万,OCDはSSRIをもってしても,なお治療抵

抗性 を示す という側面がある.治療抵抗性 の

OCD患者にはrisperidoneやhaloperidolといっ

た抗精神病薬による治療が有効であることが示唆

されており, ドーパ ミン系の直接的関与,ないし

ドーパ ミン-セロトニン間の相互調整作用がある

と考えられる (ドーパミンーセロトニン仮説).

さらに神経生物学の領域では,機能的脳画像研

究によるデータが集積されている.前頭葉と皮質

下領域,特に前頭眼筒面,前帯状回,尾状核,視

床の機能異常が繰り返し指摘されている.これら

の領域はOCDにおいて,概ねhyperactiveであ

り,さらに同じ撮影条件で治療前後に画像撮影を

繰 り返すデザインの研究によって,治療後にその

ような過活動の収束がみられた.このような知見

が集積し,前述のOCD-loop仮説が提唱された.

このような前頭葉一皮質下の機能冗進は,うつ病

や他の不安障害でみられる神経画像所見とは異な

っており,OCDの脳の生物学的特徴を示してい

る.しかしながら臨床症状や発症時期,あるいは

合併する他の精神疾恩による脳活動の差異も報告

されており,一元的に説明可能な理論には至って

いない.

著者らの研究グループが行っている研究

このようなOCDの生物学的基盤の解明を目的

として,著者らは神経心理および神経画像の手法

を用いた臨床研究を行っている.今回はSSRIの

治療効果の観点から研究結果を報告する.なお本

研究の対象患者は九州大学病院精神科を受診した

患者で協力の得 られたOCD患者である.OCD

の診断はSCIDによる構造化面接で確定し,大う

つ病を含む他のDSMl軸診断は除外した.薬物

の既服用者に関しては2週間以上のwash-outを

行った.本研究は学内の倫理委員会の承認を得て

い る.

1. 神経画像研究

OCD患者の脳活動を測定するため,機能的脳

画像検査としてfunctionalMRI(fMRI)を用い



154

治療前
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治療後 p<0.00I,uc

I叫l 拝感 前後の耐 簡比校 ■Stroop課題 (N-10)

的嫉後, lm･HL54RE"J,琉rifl腰,JJlよび小脳の所動が脚強している (文献 6)より改変引Ill)

た.仮像には1.5テスラの臨床)l]MRI装置を用

い,スキャン中に心PJi課題による脳の賦活を試み

た.データの解析にはSPM99を用いた.神経

心理課題 としてSLroop課題を実施 し,選択的注

意に関連する脳部位を調べた.症状誘発課題では,

症状 とfit-J適 した語句の想起を行った.以上のよう

な方法に基づき研究を実施 したグループ解析の結

果 (健常満との比佼および治療前後比較)を呈示

する.

a.健常者 との比較

SLroop課題施行時の賦活部位 をOCD患者 24

名 と健常対照者 14名にて比佼 した結果,健常群

は前帯状ITTIや尾状核においてOCD群より強い賦

活を認めた5).

b.治療前後での比較

治療前後の画像については12週間の行動療法

(N-6)ないしFIuvoxamine(FLV)による薬物

療法 (N-4)が割 り付けられた 10名を対象とし

てデータ解析を行った.FLVは25mg/dayにて

開始後漸増 し200mg/dayを8週間以上持続投与

した.臨床 所 見 で は,Y-BOCSの ス コアが

29.0±3.6から14.6±9.2に減少 し,十分な改善

が確認された.画像解析の結果,Stroop課題 に

おいて,治療後,頭頂葉や小脳の賦活が治療前よ

り有意に強まった (図 1).症状誘発課題に関 し

て,治療後前頭眼帯面の賦活が減少した (図2)6).

2. 薬物療法の効果と背景因子の関連について

の検討

次に,FLVの治療効果 と背景因子の関連につ

いて,FLVによる12週間の治療を受けた 10名

を対象として検討を行った.Y-BOCSの改善率

は個人差が大きく,10名中改善基準 とされる35

% 以上の総得点減少を満たしたのは3名であっ

た.今回,改善群 (35% 以上減少,∩-3)と非

改善群 (35% 未満,∩-7)にわけて検討 した.

まず,症状の内容についてであるが,改善群は確

認に関する症状が主体である.対 して,非改善群

は汚染に関する観念と洗浄行為が主体であった.

重症度 との関連では,改善群の方が,初診時の

Y-BOCSスコアは低 く,比較的軽症である印象

があった.発症年齢 と躍病期間に関して,非改善

群には,10-20年の長い雁病期間を有するもの

が半数いた.改善群は発症が早期の者はおらず,

3人中2人は発症前の一過性エピソー ドを有 して

いた.個別のデータを調査した結果からは,洗浄

行為が主体ではない,重症度の比較的軽い,比較

的発症が遅 く経過の短いケースの方が,薬物が有

効である印象があった8).
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治療後
P<0.00J.uc

l対2 治嫉前後の仰 懲比較 :症状誘発秋成 (N 1())

治U,i後,症状 誘発によって賦旅される左脳'&前軌 両側前帯状rDJ,および小 脳の析劫が鉢花弘 している (文献 6)より

政変引用)
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(対3 YBOCS政蒋率 とFLV血中淡度の倣イrJ川
YBOCS改甫率とFLV血1日泌度にヰ目性=J認めなかった.

江)161!.洲娃 したが l乍卜血申泌度50Ong/m/以 l･_となり良欲不

振,倦怠感で投主酔 いrmrした.

3. FLV血中浪度 と治療効果

さらに今回,SSRlの治療効果 と関連する生物

学的因子の解明のためYIBOCS改善度 とFLV

血中濃度,rMRI画像データとの関連を調べるこ

ととした.対象はFLVによる治療 を受 けた 16

名の患者である.FLVは25111gから段階的に増

丑 し,200mg到達後 1週間経過時点での血液サ

ンプルを用いて測定した.このようにして測定 し

た FLV池度 (8∠1.4十53.7ng/m/) とY BOCS

改善率 (38.8±27.300)の相快は 散イド図にして

示 した (Eg13).ほ とん どの症例 は50-120ng/

m/の矧)如こ収まっていたが,血 llliJl3度 と改善率

との倒日割は,有意ではなかった.ただし,濃度が

15ng/111/と低値だった 1名は全 く治療反応がな

く,逆に500ng/m/以上の高値 を里 した 1名 は

倦怠感,食欲不振等の副作用でIiJ断と,血中濃度
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と薬物の作用に一定の関連性はある印象を受けた.

加えて今回,上記 16名中治療前後の画像撮影を

施行した9名を対象として,前頭葉領域のfMRI

における治療前後でのvoxel数変化 と,改善率,

血中濃度の関連を調べた.結果,9名中6名は治

療後に症状誘発課題で賦活される前頭葉領域の

voxel数は減少していたもの,濃度,改善率との

相関は認めなかった.

我々の今回の研究の結果をまとめると,1)有

効な治療によって認知機能に関連する後方脳の機

能は回復し,症状発現に関連する前頭葉領域の過

活動 は収束することが示唆された.2)一方,

FLVの治療効果は個体差が大きく,洗浄強迫,

重症者,長期羅病者において,治療効果は低まる

可能性が示唆された.3)FLVによる治療後,強

迫症状に関連する前頭葉の活性は収束する可能性

が高いが,fMRIの賦活量変化,FLV血中濃度

とY-BOCS改善率には相関を認めなかった.

OCDの多様性と治療効果の関連

このようにOCD治療におけるSSRIの有効性

を生物学的に調べてきた結果,OCDの薬物反応

性には個体差が大きく,そこにはOCDの疾患内

異種性の問題があると思われる.fMRIによって

強迫症状の病態に応じて異なるニューロン回路の

機能異常が関与している可能性を示した報告があ

る4).また,OCDの発症時期や羅病期間による異

種性の検討も重要な課題であり,Busattoら2)は

SPECTを用いた研究で 10歳未満の早期発症者

は視床や前帯状回の血流が有意に低下しているこ

とを報告している.筆者らも現在,羅病期間と認

知機能障害の観点からOCDの異種性の問題を調

べており,OCDの長期罷病者は注意機能 と記憶

機能に低下を認めた7).さらにStroop課題や N-

back課題を用いた画像解析の結果,基底核や前

頭前野の活動パターンも羅病期間によって異なり,

OCDの認知機能異常に羅病期間の長さが影響す

る可能性が考えられた.このようなOCDの脳病

態の多様性がSSRIに対する治療反応性にも影響

を与えている可能性があり,今後の検討が必要で

精神経誌 (2007)109巻 2号

ある.

セロトニン仮説の限界と今後の脳病態一治療モデル

これまで示したようにOCDの治療において

SSRIは確かに有効に作用するが,その一方で

OCDの脳病態には多様性が存在し,今後の治療

モデルはその点をふまえて構築されていく必要が

あると考えられる.

神経伝達物質レベルでは,セロトニン系に加え

ドーパ ミン系等のOCDへの関与について,今後

より詳しい研究が必要となる.最近の画像研究で

は,β-CIT というセロトニン,ドーパ ミンに特

異的なリガンドを用いたSPECT研究が行われ,

OCDでは線条体や中脳における各 トランスポー

ターの利用率が変化しておりドーパミンとセロト

ニンの不均衡が生じていることが示されている3).

SSRIはその不均衡を調整することで症状改善を

もたらす可能性が指摘されている10).

また,不安を媒介とした神経症的な疾患メカニ

ズムがOCDという疾患の主幹をなすことは確か

であるが,hoardingやslownessといった特殊な

病態のOCDや,チックや トウ-レット,抜毛癖

の合併例などは,必ずしも不安による媒介メカニ

ズムの説明が適合せず,概してSSRIに対する治

療反応性も不良である.前述した亜型の研究結果

や,前頭眼嵩面の外傷,あるいは基底核変性疾患

におけるOCD様病態の出現などの知見は,OCD

において器質的素因を無視できないことを示して

いる.つまり,OCDには神経症性の不安を動因

として症状が形成され脳内におけるOCD-loop

と連動するタイプと,尾状核や前頭眼嵩面といっ

た特定部位の器質的,あるいは機能的な異常に由

来する非不安介在型のタイプの対極的なタイプが

存在し,その軸上で症候群 としてのOCDを形成

している可能性がある9).局所脳部位のOCD神

経ネットワークにおける役割,セロトニンや ドー

パ ミンが果たす役割,さらにそれらの脳内メカニ

ズムと臨床的に観察されるOCDの多様性との関

連について,今後さらなる検証が望まれる.
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お わ り に

OCDに対するSSRIの有用性について,神経

画像と神経心理研究の立場からの報告を行った.

SSRIはOCDに有効である一方,治療抵抗性を

示す一群が存在し,その背景にOCD特有の疾患

内多様性があることが示唆された.

SSRI抵抗性のOCDでは,セロトニン系に加

え, ドーパミン系を含めた脳内神経ネットワーク

の統合的調節の必要性が考えられている.今後の

治療の発展には,脳病態も含めた異種性モデルの

検討が必要であると思われた.

文 献

1)Bergqvist,P.B"Done,J.,Blier,P.:Effectof

long-termadministrationofantidepressanttreatments

onserotonhreleaseinbrainregionsinvolvedinobses-

sive-compulsivedisorder.BioIPsychiatry,45;164-174,

1999

2)Busatto,G.FリBuchpiguel,C.A.,Zamignani,D.

R.,etal.:RegionalcerebralbloodRowabnormalitiesin

early-onsetobsessive-compulsivedisorder:anexplora-

torySPECTstudy.∫AmAcadChildAdolescPsychia-

try,40;347-354,2001

3)Hesse,S"Muller,U.,Lincke,T.,etal.:Serl

otoninanddopaminetransporterimaglnginpatients

withobsessive-compulsivedisorder.PsychiatryRes,

140;63-72,2005

4)MataixICols,D.,Wooderson,S"Lawrence,N.,

etal∴Distinctneuralcorrelatesofwashing,cheking

157

andhoardingsymptomdimensionsinobsessive-compul-

sivedisorder.ArchGenPsychiatry,61;564-576,2004

5)Nakao,T.,Nakagawa,A.,Yoshiura,T"etal.:

AfunctionalMRIcomparisonofpatientswithobses-

sive-Compulsivedisorderandnormalcontrolsduringa

ChinesecharacterStrooptask.PsychiatryResNeur-

oimaging,139;10ト114,2005

6)Nakao,T.,Nakagawa,A"Yoshiura,T.,etal.:

Brainactivationofpatientswithobsessive-Compulsive

disorderduringneuropsychologicalandsymptomprov-

ocationtasksbeforeandaftersymptomimprovement:

afunctionalMRIstudy.BioIPsychiatry,57;901-910,

2005

7)中尾智博,中谷江利子,銅山麻衣子ほか:強迫性

障害の神経心理機能と治療反応性に擢病期間が与える影響.

精神経誌,107;1286-1298,2005

8)中尾智博,神庭重信 :強迫性障害の薬物療法.強

迫性障害治療ハンドブック (原田誠一編).金剛出版,莱

戻,p.204-227,2006

9)中尾智博 :強迫性障害の生物学-臨床理論と神経

生物学理論の統合モデル-.特集/神経症圏障害のすべて.

臨床精神医学,35;835-841,2006

10)Pogarell,0"Poepperl,G.,Mulert,C.,etal.:

SERTandDATavailabilitiesundercitalopram treat-

mentinobsessive-compulsivedisorder (OCD).Eur

Neuropsychopharmacol,15;52ト524,2005

11)Saxena,S.,Blody,A.L.,Schwartz,J.M.,etal.:

Neuroimagingandfrontal-subcorticalcircuitryinob-

sessive-compulsivedisorder.BrJPsychiatry,173;26-

37,1998

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

