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強迫性障害 (OCD)関連障害は強迫性障害を中心として身体醜形障害や摂食障害など (身体感覚

や外見への囚われ [こだわり]), トウレット障害や自閉症など (神経生理学的障告)および性衝動,

病的帽博や自傷行為 (衝動コントロール障害)など多岐にわたっている.これらに対し,いずれも選

択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)が反応することから脳内セロトニン (5-HT)系の異常

が関係していると考えられている.

強迫性障害 (OCD)は大脳皮質前頭前野一線条体一淡蒼球一視床-大脳皮質回路の過剰な活動がその

原因であると考えられている.SSRIの一つであるフルボキサミンがOCDの改善とともに眼前前頭

皮質や線条体における冗進した血流 (神経活動冗進)を低下させることや,パロキセチン (SSRI)

の慢性投与が小児OCDの増大した視床の容桁を低下させることなどが報告されている.この様に

OCDに対してSSRIが有効であることから,5-HT神経機能の低下が想定されるが,うつ病とは異

なり,5-HT代謝物である5-ハイドロキシインドール酢酸 (5-HIAA)やノルアドレナリン代謝物

であるホモバニリン酸には有意な変化がないことが報告されている.一万,m-chlorophenylpiper･

azine(m-CPP:主に51IiT2C受容体に作用する)をOCD瓜者に投与すると強迫症状が一過性に悪

化され,また5-HT神経自己受容体の5-HTl｡作動薬であるスマトリブタンの慢性投与により強迫

症状が軽減したことから,5-HT神経機能冗進または5-HT受容体感受性冗進が想定されている.

摂食障害 (ED)には神経性無食欲症 (AN)と神経性大食症 (BN)があり,ANはSSRIに反応

しにくいと言われており,栄養失調により脳脊髄液中のセロトニン代謝物である5-HIAA池度が低

くセロトニン神経の活動低下が認められている.脳画像研究からANでは51IT2A受容体結合の減

少,BNでは5-HTIA受容体結合の冗進が認められている.

OCDもEDも5-HT神経の活動や5-HT受容体結合能の異常が認められており,更に細胞内セカ

ンドメッセンジャーや5-HTトランスポータ活性などセロトニン系が複雑に相互に関与し,それぞ

れの症状を発現していると考えられる.

<索引用語 :強迫性障害,摂食障害,SSRI,セロトニン神経,セロトニン受容体>

<Keywords:obsessive-compulsivedisorder,eatingdisorder,Selectiveserotoninreuptake

inhibitor,serotonergicneuron,serotonergicreceptor>

は じ め に

強迫性障害 (OCD)関連障害は強迫性障害を

中心として身体醜形障害や摂食障害など (身体感

覚や外見への囚われ ｢こだわり｣), トウレット障

害や自閉症など (神経生理学的障害)および性衝

動,病的賭博や自傷行為 (衝動コントロール障
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害)など多岐にわたっている.

強迫性障害 (OCD)は自分では不必要,不合

理とわかっていながら,その行動を行わないと不

安に駆られるため,心の中で抵抗しながらある観

念 (obsession)や行為 (compulsion)を止める

ことができない障害である.また,摂食障害は食
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物やカロリーへの強い囚われや痩せるために徹底

的に運動に励むなど強迫的な中核症状を認めるこ

とから,摂食障害と強迫性障害の関連について注

目されてきた.強迫性障害と摂食障害は併存率が

高いことで知られており,その併存率は神経性無

食 欲 症 (AN)で 6-69%,神 経 性 大 食 症

(BN)で 4--43% と報告されている17).これ ら

に対し,いずれもSSRIが反応することから脳内

セロトニン (5-HT)神経系の異常が関係してい

ると考えられている.本稿では強迫性障害と摂食

障害における脳内5-HT神経系の異常について

言及し,SSRIによる効果について考察する.

強迫性障害

1.強迫性障害における脳活動 とSSRIによる

改善

OCDでは前頭葉 (前頭眼嵩面,前帯状回)と

その皮質下構造 (尾状核や視床)の過剰な活動が

PETやfMRIで認 められてお り,Saxena24)は

以下のようにこれを説明している.眼嵩前頭皮質

が興奮性神経を腹内側尾状核と背中側視床の両方

へ送 り,双方を活性化する.腹内側尾状核は淡蒼

球内節や異質に抑制をかけているので,腹内側尾

状核の過剰活動により抑制が強まってしまい,育

中側視床の抑制がさかなくなってしまう.背中側

視床は眼帯前頭皮質に興奮性の神経を送っており,

結果的には眼筒前頭皮質と背中側視床とが玉突き

の関係となり,相互に興奮を促進していることに

なる.OCDの治療ではparoxetineの場合,尾状

核,被 殻,視 床 の血 流 を減 少 させ,clomi-

pramineや行動療法の場合,右尾状核の血流を

減少させることから,これら脳部位の活動低下が

認 め られ て い る.また,300mg/日の飢lVOX-

amineは増大 した左前線条体の血流を低下させ

ると報告されている14).銅山 (Nabeyama)らは

臥lVOXamine(200mg/日迄)と認知行動療法で

OCDが回復した患者は症状誘発課題 (不潔や確

認に関する語を想起)で眼嵩前頭や帯状回の活動

を減弱することを認めている.上記試験ではいず

れの場合も強迫症状の改善も並行している.また,

精神経誌 (2007)109巻 2号

興味深いことに小児強迫性患者 10例にparox･

etine40-60mg/日を12週間投与すると,増大

した視床の容積が正常化する11)ことや小児強迫

性 障 害 患者 11例 でparoxetineを平 均38±16

mg/日×16±3.8週間投与すると,増大した左肩

桃体の容積を改善することを認めている27).この

ことからSSRIの長期投与はこれらの過剰活動し

ている脳部位に対し抑制的に働いているものと考

えられる.

2.強迫性障害患者の脳内セロトニン神経活動

一般にうつ病では脳内のセロトニン神経活動が

低下しており脳脊髄液 (CSF)中のセロトニン

代 謝 物5-ヒ ドロ キ シイ ン ドー ル酢 酸 (5-

HIAA)濃度が低下 している20)ことが知 られて

いるが,強迫性障害 においてはCSF中の5-

HIAA濃度は低下 していないか,あるいは増加

している16)と報告されている.

3.強迫性障害患者の脳内セロトニン受容体活

性

1)m-clorophenylpiperazine(m-CPP)を用

いた実験から (表 1)

表 1に示す ようにm-clorophenylpiperazine

(m-CPP)によってOCD患者の症状が悪化し,

5-HT2括抗薬 metergolineで悪化 した症状が改

善することが認められている.健常人やOCD症

状が改善した患者ではm-CPPを投与しても強迫

性症状の出現が認められないことから,m-CPP

が最も強 く結合する5-HT2｡受容体の感受性元

進が想定されている.しかし,m-CPPは選択的

な5lHT2C受容体作動薬ではなく,5-HT2C部分

作動作用,5-HT2A, B括抗作用,5-HTID作動

作用および5-HT3作動作用を持つ.それ故,ど

の受容体に結合してOCDの症状を悪化している

か という解釈は著者 によって異なる.また,

OCD患者でもm-CPPにより症状が悪化しない

という報告も認められる (表 1).

2)5-HTl｡作動薬を用いた実験から (表2)

5-HTl｡作動作用を持つsumatriptanの慢性投
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表 1 0CD患者におけるm-CPP (5-HT2｡作動薬)チャレンジの影響

報 告 対 象 結 果

Zohar,∫.ら(1987) OCD患者 20例 と健常者 m-CPP投与によりOCD症状が一過性に悪

20例を比較 化.健常者は悪化しない

Murphy,D.L.ら(1989) OCD患者 m-CPP投与によりOCD症状が悪化 し,不

安や抑うつ気分が出現.Clomipramineを4

ケ月間投与 してOCDが回復 した患者はm-

CPP投与による症状の悪化はない

Pigott,T.A.ら(1991) OCD患者 12例 m-CPP投与によりOCD症状が悪化 し,不

安が増大.5-HT2括抗薬 metergolineで症

状消失

Hollander,E.ら(1991) OCD患者 6例 m-CPP投与によりOCD症状が悪化.

Fluoxetine12週間投与によりm-CPP投与

の症状が抑制

Hollander,E.ら(1995) OCD患者 14例

Xenon-183で脳血流を

測定

7例はm-CPP投与によりOCD症状が悪化,

同時に大脳皮質の血流が増大.m-CPP投与

により症状が悪化しない7例は大脳皮質血流

も増えない

表 2 0CD患者に対する5-HTl｡作動薬チャレンジの影響

報 告 対 象 結 果

HoPian,K.L.ら(1988) OCD患者 15例 SumatriptanlOOmg/日投与 によ りOCD症

状,気分や不安症状はプラセボと比べ変化し

ない.血祭GHのみ上昇

Stern,L.ら(1988) OCD患者 3例 SumatriptanlOOmg/日投 与 4週 で Y-

BOCS改善.HAM-Dも改善.2例で投与 2

日目より改善.1例で投与 1時間後 にOCD

症状悪化するが,投与 1日後には改善

Stein,D.∫.ら(1999) OCD患者 14例

Tc-99mHMPAO
SumatriptanlOOmg/日投与 に よ り4例 は

OCD症状が悪化し,前頭皮質の血流低下.4

例は若干 OCD症状が悪化し,下前頭皮質の

活動低下.Sumatriptanで悪化 した患者 は

SSRIの反応が悪い

Boshuisen,M.L.ら OCD患者 16例 Zolmitriptan5mg/日投与によりOCD症状,

(2000) HoPian,K,L.らと同じ 気分,不安症状にプラセボと比べ変化ない.

プロトコール 血 梁GHの み上 昇.ZolmitriptanはBBB

通過

Koran,LM.ら(2001) OCD患者 10例 SumatriptanlOOmg/日投与 に よ り5例 は

OCD症状 を有意 に悪化 (17.6%),他 の5

例 は 若 干 悪 化 (5.2%).5日 間 の

sumatriptan先行投与 はparoxetineの効果

を促進しなかった.

Gross-1sseroff,R.ら OCD患者 10例

(2004) 健常者5例

m-CPPはcortisol,prolactineを上昇 し,

OCD症状 を悪化.SumatriptanはOCD症

状のみ悪化
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与によりSSRIなどの薬剤耐性のOCDにおいて

強迫性症状が軽減したことから,Sternら26)は5-

HTl｡受容体の冗進 を推測 してい る.また,

sumatriptanの急性投与で症状が悪化した患者の

前頭葉の血流が低下したことを認め,前頭葉の活

動は代償性に冗進していると考えられている.し

かし,sumatriptanの急性投与ではOCD症状が

悪 化 し な い と い う報 告 が あ り,これ は

sumatriptanの脳内移行が悪いためであると結論

して い る.そ こで,脳 内移 行 性 の良 い zo1-

mitriptanをOCD患者に使用したが,この場合

もOCD症状を悪化せず,気分や不安症状などに

も影響しなかったと報告されている.m-CPPも

5-HTID作動作用 を持つので,Gross-Isseroff

ら12)はOCD患者を用いsumatriptanとm-CPP

の同時比較を行った.その結果,m-CPPはcor-

tisolやprolactineの遊離 を増加す るとともに

OCD症状 を悪化 し,sumatriptanはOCD症状

のみ悪化す ることか ら,5-HTID作動作用が

OCD症状の悪化に関与 し,5-HT2C作動作用が

cortisolや prolactineの遊離に関与するとしてい

る.

4.OCDに対するSSRIの作用

OCDの治療においては,SSRIはうつ病の治

療に対するよりも高用量を必要とし,効果の発現

までに長期間を要することは一般によく認められ､

ている.また,OCDではうつ病の様に脳内セロ

トニン神経活動が低下している訳でもない.これ

らのことからOCDに対するSSRIの作用態度は

うつ病に対するそれとは異なることが考えられる.

動物実験においてはm-CPP投与による種々の反

応 (hypolocomotionや hypophagia)が SSRI

の慢性投与 (2-3週間)により,抑制されるこ

とが報告 されている19).また,健常者で もm-

CPPによるプロラクチンの遊離 と体温上昇が

SSRIであるparoxetine30mg/日の3週間投与

で抑制されることも認められている22).更に5-

HT2受容体を介するイノシトールリン酸の加水

分解がsertralinの28日間投与で脱感作されるが

精神経誌 (2007)109巻 2号

21日間投与ではまだ完全には脱感作されないこ

とも報告されており23),SSRIは長期投与により

5-HT2C受容体を脱感作させる可能性が動物実験

や健常者で認められている.OCD患者の場合は

どうかということであるが,Hollanderら15)は

m-CPP投与によりOCD症状が悪化した患者に

仇10Xetine12週間投与後に再度 m-CPPをチャ

レンジした場合,OCDが完全に寛解した患者で

はOCD症状は悪化せず,寛解 しない患者では

OCD症状が悪化することを認めている.

これらのことから,OCDに対するSSRIの作

用機序は以下のように考えられる.最初にSSRI

を投与することにより,セロトニントランスポー

タが阻害され,セロトニン神経のシナプス間隙と

細胞体の周囲でセロトニンが増加する.増加した

セロトニンはセロトニン神経の細胞体上にある5-

HTIA 自己受容体に結合し,セロトニン神経のシ

ナプス終末からのセロトニン遊離が抑制される.

これに対 し1-2週間SSRIの投与を継続すると

5-HTIA 自己受容体が脱感作され,セロトニン神

経が自動的に活動するようになり神経終末からの

セロトニン遊離が増えると考えられる25).事実,

fluvoxamineの単回投与では前頭皮質に比べ,セ

ロトニン神経の細胞体がある縫線核でセロトニン

量の増加が高 く7),2週間の反復投与により前頭

皮質の方のセロトニン遊離が数倍に高まる6)こと

が報告されている.ここまではうつ病の場合に想

定されているSSRIの作用機序と同様である.更

にSSRIを投与しセロトニン神経の活性化が継続

することにより,シナプス後膜上にあるセロトニ

ン受容体の5-HT2Cや5-HTl｡が脱感作される.

この時OCDにより冗進 している5-HT2C (5-

HTID?)受容体が脱感作され, トータルのセロ

トニン神経活動が正常に近づくことでOCD症状

を改善すると考えられる.

Zoharら30)は眼窟前頭皮質における神経活動

を観察 し,SSRIであるparoxetineの3週間投

与で5-HTIA受容体は脱感作されるが5-HT2C

受容体は8週間投与においても脱感作されないこ

とやOCDと関係の深い眼苫前頭皮質での5-HT
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遊離は脱感作の場合と同様 SSRIの3週間投与で

は認められておらず8週間投与で認められ,うつ

病 と深 く関わりのある視床下部や海馬ではSSRI

の3週間投与で既に5-HT遊離が増えているこ

とから,眼罵前頭皮質にあるシナプス前膜状の5-

HTID受容体の脱感作が重要であるとしている.

5.5-HT2C ノックアウトマウス

5-HT2C ノ ックア ウ トマ ウス は1995年 に

Tecottら29)により作成され,過食により肥満し,

てんかんにより死亡することが報告されており,

これは5-HT2C受容体を介した抑制がなくなり,

脱抑制した結果と考察している.この肥満がセロ

トニン遊離作用と再取り込み阻害作用を併せ持つ

d-fenfluramineの投与により抑制されることよ

り,5-HT2C以外の受容体が食行動を抑制するこ

とが考えられている.この5-HT2C ノックアウ

トマウスが強迫症状 と考えられる粘土かじり行動,

スク リー ンか じ り行動 お よびhead-dipping

habituationなどを行うことから,強迫性障害の

モデルとしてChou-Greehら8)により報告されて

いる.このノックアウトマウスに対しm-CPPや

sumatriptanが上記の症状 を悪化するか,また

SSRIがこれらの症状を改善するか等興味深い実

験が待たれる.

摂 食 障 害

1.摂食障害と脳内セロトニン神経機構

摂食障害には神経性無食欲症 (AN)と神経性

大食症 (BN)があり,ANには食物の摂取を極

度に制限するAN-R型 と時に過食しそれに嫌悪

して曝吐したり下剤を使うAN-BP型がある.

また,BNには大食のみで排出をしないBN-NP

型 と大食し時に排出するBN-P型がある.これ

らはどれも摂食障害と呼ばれるが,病態はかなり

異なるように思われる.ANは体型へのこだわり

であったり,大人への成長の拒否だった りし,

BNは快楽を得るためだったり,生きることの不

安に対する逃避だったりする様に思われる.冒頭

述べたとおり,これらは食への ｢こだわり｣とい
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うことを共通項としており,強迫性障害との併存

率が高い.

SSRIの中では唯一乱10Ⅹetineが BNに対して

欧米で適応を持っている.この事からBNに対

するSSRIの症例報告は多数認められている.

BNに対する無作為二重盲検試験では40例の

BN患者に対し,仇10Ⅹetineを7週間投与 した結

栄,食に対する気持ちや食行動に関してはプラセ

ボと差はないが,有意な体重減少が認められたと

報告されている10).臥10XetineのBNに対する効

果はセロトニンの再取り込み阻害作用だけでなく,

飢10Ⅹetineの持つ5-HT2C作動作用も想定されて

い る2).また,fluvoxamineで はBN患者 72例

を用い15週間の投与後,再発予防効果を観察し

た.その結果,SIAB (神経性無食欲症,大食症

構造化面接)総スコアおよびそのサブスコアであ

る ｢絶食｣｢喧吐｣｢大食｣を有意に減少し,BN

の再発を有意に防止したと報告されている9).一

方,低体重,栄養失調のANに対 しては一般に

SSRIは効果がない と言われているが,Kaye

ら18)はAN患者の体重が回復 してからSSRIを

投与すると効果があると報告している.

摂食障害患者の脳内セロトニン神経活動である

が,摂食障害の病期において,ANでは5-HT

代謝物である5-HIAAのCSF中の濃度が正常よ

りも低 く,BNでは正常とほぼ同等の値であり,

ANでセロトニン神経活動の低下の可能性が報告

されている3).また,AN,BNか ら食行動が 1

年以上回復した患者では,CSF中の5-HIAA濃

度がいずれも正常よりも高値であった3).更に,

AN患者では栄養失調の結果,5-HT前駆体であ

るtryptophanの血中濃度が低 く,脳内の5-HT

合成が低下していることが示唆されている3).ま

た,健常者でも3週間の低カロリーダイエットで

tryptophanの血中濃度の低下が報告されており,

食行動により脳内5-HT量が変化しやすいこと

が示唆されている1).AN患者では5-HT前駆体

であるtryptophanが欠乏していることや,栄養

失調から回復した後にSSRIを投与すると反応す

るという事から,26例のAN患者にサプリメン
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表3 摂食障害 (AN患者,BN患者)の脳活動

精神経誌 (2007)109巻 2号

報 告 対 象 結 果

AN Naruto,T.ら(2000) AN-BP7例,AN-R7例,

健常者7例 SPECT

Naruto,T.ら(2001) AN-BP7例,AN-R7例,

健常者7例 SPECT

Rastam,M.ら(2001) REC-AN21例
SPECT

Takano,A.ら(2001) AN14例,健常者8例
SPECT

Lask,B.ら(2005) 早期発症AN24例
SPECT

Kojima,S.ら(2005) AN-R12例,健常者11例
SPECT

Matsumoto,R.ら AN8例

(2006) SPECT

AN-BPでは食物をイメージした時の血流は右側下方,

上方,前頭,頭頂皮質で増加.AN-BPは食物摂取に関

して高い不安を示した

AN-Rでは前帯状束の血流低下,AN-BPは低下が少

ない

REC-ANで側頭,頭頂,後頭,眼嵩前頭皮質の血流低

下

体重低下AN:中前頭皮質,前帯状束の血流が低下し,

視床と扇桃体一海馬complexの血流上昇.皮質機能の低

下により辺縁系の脱抑制

片側の側頭皮質の血流低下.血流低下と視覚空間認知,

視覚記憶の低下および情報処理速度上昇

治療前 :両側帯状束,島皮質,後頭皮質の血流低下.治

療後 :右頭IB皮質の血流が回復し,大脳基底核と小脳の

血流低下.体重が回復しても帯状束の血流低下は回復し

ないのでANに対する特性と関係あるかもしれない

治療後 :樫前部,前･後帯状束,右背側 ･内側前頭皮質

の血流が回復.特に右背側前頭皮質と内受容覚醒が相関

BN Delvenne,Ⅴ.ら(1997) BNll例,健常者11例 壁皮質でglucose利用低下.Glucose利用低下とBMI,

不安スコア,HAM-Dスコアとは相関しない

Uher,R.ら(2004) BNIO例,AN16例

健常者19例 fMRI

Frank,G.K.ら(2006) Rec-BNIO例

健常者6例 fMRI

AN,BNとも食物刺激で左内側眼窟前頭皮質,前帯状

束が著名に活動

Glucose投与時右側帯状束と左棋 (後頭葉)の血流低下.

帯状束は報酬の予期と関係,BNでは栄養に対する報酬

の期待が低下

ト と し て tryptophanを 2.3g/日 与 え,fluox-

etine (40-60mg/日)を6ケ月投与 し,効 果 を

検討 した. しか し,期待 に反 し,tryptophanの

付加投与 は仇10Ⅹetine単独 に比 べ体重増加 お よ

び不安,強迫症状スコアに有意差がないことが報

告5)されている.

2.AN患者,BN患者の脳活動 (表 3)

摂食障害患者の脳活動に関しては多 くの報告が

ある (表 3)が,体重が低下 している病期のAN

患者では一般に前頭皮質や帯状束の血流が低下 し

てい る.Takanoら28)はこれ らの大脳皮質 の血

流低下 を観 察す る とともに視床や扇桃体 com-

plexの血流上昇 を認 めてお り,皮質機能の低下

か ら辺縁系への制御が弱 まっていることを示唆 し

ている.一方,治療により,低下 した右頭頂皮質

の血流が回復 し,相反的に大脳基底核 と小脳の血

流が低下することが報告されてお り,同様 に皮質

が皮質下部位を制御 していることを示唆 している.

また,帯状束の血流低下は病期だけでな く,1年

以上 ANか ら回復 した後で も認 め られてお り,

ANの特性 (な り易さ) と関係があると考 えられ

る.

BNでは頭頂皮質の活動低下が認められてお り,

食物刺激で,左内側眼嵩前頭皮質や帯状束が著明

に活動 する ことが報告 されてい る. また,glu-

coseを摂取すると右側帯状束の活動 は低下する.

この帯状束の血流低下は帯状束が報酬の予期 と関
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表 4 摂食障害 (AN患者,BN患者)の5-HT21受容体結合活性
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報 告 対 象 結 果

AN Bailer,U.F.ら(2004) REC-AN

Audenaert,K.ら(2003) SPECT AN15例 と

健常者 11例

下膝状帯状束,近位側頭皮質,頭頂皮質の5-HT2A受容

体結合低下

下膝状帯状束の 5-HT2A受容体結合低下 とやせ願望相関

左前頭皮質,左右頭頂皮質および後頭皮質の5-HT2A受

容体の結合低下

BN Okamoto,Y.ら(1995) ANとBN患 者 の血 小 5-HT刺激による血小板内Ca2+動員が有意に増加

(5-HT2受容体機能上昇)

Kaye,W.H.ら(2001) REC-BN女性 9例,

健常女性 12例

Goethals,Ⅰ.ら(2004) SPECT BN例と

健常者 11例

SSRI治療反応後前頭皮質のみで5-HT2A受容体結合低

下

大脳皮質の5-HT2人受容体結合に差はない

表 5 摂食障害 (AN患者,BN患者)の5-HTIA受容体結合活性

報 告 対 象 結 果

AN Bailer,U.F.ら(2005) REC-AN13例,

REC-ANBN12例,
健常者 18例

[llC]WAY-100635 PET

REC-AN:5-HTIA受容体結合不変,

Harmavoidanceと5-HTIA受容体結合が正相関

REC-AN-BN:帯状束,近位側頭皮質,外側 ･内側限

馬前頭皮質,頭頂皮質,前頭前野,背側縫線核 の5-

HTIA受容体結合上昇

BN Henry,S.(2005) REC-BN

Kaye,W.H.ら(2005) [llC]WAY-100635 PET

Tiihonen,∫.(2004) IlトBN

[llC]WAY-100635 PET

大脳皮質と縫線核で5-HTIA受容体結合上昇

前頭皮質,帯状克,後頭皮質で5-HTIA受容体結合上昇

係することから,BNでは栄養に対する報酬の期

待が低下しているとしている.

3.AN患者,BN患者の脳内5-HT受容体活

性 (表 4,5)

一般にAN では5-HT2A受容体結合の低下が

認められてお り (表 4),BN では5-HTIA受容

体結合の冗進が認められている (表5).即ち,

病期のAN-R (体重が低 く,摂食を制限してい

る)では左前頭皮質,頭頂皮質,後頭皮質の5-

HT2A受容体結合が低下していることが認められ

てお り,ANから回復 した (REC-AN :1年以

上 ANがなく体重が回復 している)患者でも頭

頂皮質,下膝状帯状束,近位側頭皮質5-HT2A

受容体結合が依然として低下していることが示さ

れている.この様に頭頂皮質の5-HT2A受容体

結合低下は病期および回復期のAN で認められ

ており,ANへのなり易さ (体型への囚われや成

長への拒否など)と関連しているかも知れない.

また,REC-AN患者で下膝状帯状束 と5-HT2A

受容体結合低下とやせ願望が相関していることも

認められており,AN の特性との関連が示唆され

ている.5-HT神経は縫線核より大脳皮質に投射

してお り,皮質に存在 している5-HT2A受容体

はシナプス後膜に存在していると考えられる.ま

た,5-HT2A受容体はセカンドメッセンジャーと

してイノシトールの代謝を介して,皮質の神経細

胞を興奮させると考えられている.AN患者では

前記大脳皮質の血流低下やglucose利用の低下に

よる活動低下が認められており,5-HT2A受容体
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結合が低下している部位 とほぼ一致することは興

味深い.一方,BN患者の5-HT2A受容体結合に

関しては一致した報告がない (表4).

5-HTIA受容体結合に関しては,REC-AN-R

では5-HTIA受容体結合能が健常者 と同等であ

る.但 し,この時 REC-AN-Rの性格傾向とし

てharm avoidance(危険回避)特性 と5-HT.A

受容体結合元進が相関している事が認められ,

AN-Rの患者では回復後 も不安が強い傾向にあ

る.一方,ANでもむちゃ食いと喧吐を繰 り返す

(AN-BP)ことから回復 した患者 (REC-AN-

BP)では帯状束,側頭皮質,眼嵩前頭皮質,頭

頂皮質,前頭皮質および背側縫線核の5-HTIA

受容体結合元進が認められている.BNの病期で

は,前頭皮質,帯状克,後頭皮質において,回復

期では,大脳皮質 と縫線核で5-HTIA受容体結

合克進が観察されている.REC-AN-Rでは51

HTIA受容体結合の元進が認められていないこと

から,5-HT.A受容体はむちゃ食い喧吐を繰 り返

すことと何らかの関連を有していると考えられる.

5-HTIA受容体は大脳皮質ではシナプス後膜上に

存在 し,縫線核では自己受容体 として5-HT神

経細胞体上に存在すると考えられている.この5-

HTIA受容体結合の冗進は大脳皮質でも縫線核で

も同じ程度に元進されており,シナプス前膜,後

膜に差がないと報告されている4).5-HTIA受容

体はセカンドメッセンジャーとしてcAMPの生

成を介して神経細胞を抑制しているので,BNで

5-HTIA 受容体結合が克進する結果,大脳皮質の

活動が抑制されると考えると,BNにおける大脳

皮質血流低下が説明できる.縫線核の5-HT細

胞上にある5-HTIA受容体 も自己受容体 として

自身の5-HT神経活動を抑制するが,前頭皮質

のシナプス後膜上にある5-HT.A受容体 も活性

化することによりフィー ドバックループを経由し

て,縫線核を抑制することが報告されている13).

以上のように摂食障害患者の5-HT受容体結

合能に関しては,AN-Rでは5-HT2A受容体結

合が低下しており,BNIPでは5-HTIA 受容体

結合が克進しているという事が,脳機能画像研究

精神経誌 (2007)109巻 2号

によりわかってきた.これら受容体は同じ神経細

胞上に存在すると考えられているので,5-HT2A

受容体は興奮的に,5-HTIA受容体は抑制的に働

き,これら受容体活性のバランスが摂食障害の症

状発現に関与している様に感じられる.更に他の

5-HT受容体や神経伝達物質の関与は否定できな

い .

一般に摂食障害患者は不安レベルが高 く強迫的

であるが,これらは摂食障害発現以前より出現し

ている.また,前帯状束は不安や恐怖の中枢と考

えられている扇桃体の反応に対し抑制的に制御し

ており,AN-R患者の病期または回復期の帯状

束機能の低下や5-HT2A受容体結合能の低下は

扇桃体機能の制御の障害が示唆される.特にTa･

kanoら28)が認めている `̀中前頭皮質と前帯状回

の血流が低下する一方,視床と肩桃体一海馬 com-

plexの血流が増加 している''という事実は上記

の制御障害を物語っていると思われる.また,5-

HTIA受容体や5-HT2A受容体はうつ病やパニッ

ク障害などとの関与も知られており,摂食障害は

これら疾患としばしば併存することから,うつ病

やパニック障害などの不安障害の結果であること

も否定できない.

お わ り に

強迫性障害や神経性大食症ではうつ病の様なセ

ロトニン (5-HT)神経活動低下は認められてい

ない.神経性無食欲症の5-HT神経活動の低下

は本質的なものではなく,栄養失調による5-HT

前駆物質であるtryptophan摂取の減少がその原

因と考えられ,体重が回復すると5-HT神経活

動は健常人よりも冗進している事が認められてい

る.強迫性障害は大脳皮質一基底核ループの異常

活動がその原因と考えられているが,5-HT受容

体 (5-HT2C または5-HTID) 活性の冗進も認め

られている.神経性大食症では5-HTIA受容体

活性が冗進 してお り,神経性無食欲症では5-

HT2A受容体活性の低下が認められ,摂食障害は

これら受容体のバランスが症状の発現に関与して

いるように思われる.これ らの疾患 に対 し,
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SSRIは5-HT神経系の活性化 と種々の5-HT

受容体の脱感作を介して効果を発現していると考

えられるが,その作用は複雑である.
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