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これまでの脳画像研究から,統合失調症では,病前から脆弱性に関連する脳形態の偏倍があり,顔

在発症に伴って,さらに病的な変化が加わると考えられる.脆弱性に関わる脳形態変化を明らかにす

るにはいくつかの方法が考えられるが,これまでは主に遺伝的ハイリスク,すなわち統合失調症患者

の親族を対象に検討されてきた.当教室における統合失調症スペクトラム障害の比較検討からは,宿

桃体,海馬,上側頭回などの体節減少は統合失調症スペクトラムに共通の形態学的基盤であり,おそ

らく脆弱性を表すと考えられた.また精神病症状の顕在化には前頭前野の異常が重要な役割を演じる

と考えられ,さらに前頭頭頂ネットワークあるいは異種モダリティー連合野の機能障害の関与も示唆

された.今後は臨床的ハイリスク,すなわち前駆症状を有する者の発症前後の縦断的比較研究を推進

することが重要である.

1. は じ め に

脆弱性-ス トレスモデルにおいて想定されてい

る統合失調症の生物学的脆弱性は,主に遺伝的 リ

スク,周産期合併症,母体のウイルス感染などに

よって形成され,脳の構造的変化はそのような生

物学的脆弱性のマーカーのひとつと考えられる.

このような考え方では,脳の形態学的変化が発症

の前から存在 し,比較的安定したものであること

を想定している.統合失調症の画像研究の歴史を

振 り返ってみても,CTスキャンによる研究が盛

んであった頃は,統合失調症に認められる脳室拡

大などの形態変化は発症後も一定で,おそらく発

症の前から存在しており,早期の発達障害による

という考えが有力であった. しかし,磁気共鳴画

像 (MRI)が登場 して研究に用いられるように

なると,脳形態の変化は患者の親族にもその一部

が認められることから,発症前から脆弱性 として

存在することが示唆される一方で,発症後に進行

性の変化が認められることも報告されるようにな

り,形態変化はより動的なものであることがわか

ってきた15).また,そのような進行性変化は発症
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の早期,初回エピソー ドからしばらくの問に,よ

り顕著に生じるということが報告され,さらに,

近年では精神病症状が顕在化する前,いわゆる前

馬区状態に当たる時期にも進行性の変化が起 こって

いることを示唆する報告がある.すなわち,統合

失調症では,病前から脆弱性に関連する脳形態の

偏侍があり,顕在発症に伴って,さらに病的な変

化が加わると考えられる8).

脆弱性に関わる変化を明らかにするには,患者

の病前の状態を調べればよい.しかしそれは実際

には困難なので,それに代わる方法 として,(∋遺

伝的ハイリスク,すなわち親族や非羅患双生児 と

擢患者を比較する方法,(塾観点は異なるが,統合

失調症スペク トラム障害について比較検討する方

法が考えられる.さらに第三の方法 として,臨床

的ハイリスク,すなわち前質区症状を有するものと

患者を比較する方法が考えられるが,この方法で

は,実際は発症がかなり切迫した状態で検査する

ことになるので,病前の特徴 というよりはもう少

し進んだ状態をみることになる.本稿では,統合

失調症の脆弱性 と発症に関わる脳形態の変化につ
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いての最近の報告と,関連するわれわれの研究を

紹介する.しかしながら,このような研究はまだ

十分に行われているとは言えず,これまでの研究

結果は必ずしも一致していない.

2. 遺伝的ハイリスク

1)統合失調症患者の親族

遺伝的ハイリスク者を対象とした,関心領域法

による用手的なMRI体積測定の報告では,扇桃

体一海馬複合体あるいは海馬の体積減少を認めた

というものがかなりの数に上る9).また海馬の体

積減少が言語性記憶の不良と相関することも報告

されている13).これらは内側側頭葉の体積減少が

脆弱性を表すことを示唆する所見だが,それ以外

の部位についてはほとんど検討されていないこと

が問題である.

脳全体の変化を観察できる方法として,voxe1-

basedmorphometry(VBM)が普及しつつある.

第 1度または2度親族に2人以上の統合失調症患

者 を持つ若年者を前方視的に追跡するエジンバ

ラ ･ハイリスク研究からの報告によると5),ハイ

リスク者では,健常者 との比較により,前部帯状

回と左の海馬傍回に軽度の灰白質減少がみられた

のに対 し,初回エピソー ド統合失調症患者 との比

較では,初回エピソード患者においてさらに前頭-

側頭領域に広範に灰白質減少が認められた.これ

らの結果からは,前部帯状回と左の海馬傍回の変

化が脆弱性に関連すると考えられるが,統計学的

有意性がやや低 く,同じグループが同様の対象に

ついて報告した関心領域法の結果と必ずしも一致

していないため,解釈が困難な面がある.

2)羅患不一致双生児

Cannonら3)は羅患不一致の双生児を対象とし

て,脆弱性と疾患に関わる形態変化を区別するこ

とを試みている.この研究では,大脳皮質の三次

元確率マップにより,統合失調症患者における灰

白質減少のうち,遺伝的な近さに相関して変化す

る部分を遺伝的脆弱性に関連するものとして,一

方,遺伝的に同一な一卵性双生児の躍患者 と非羅
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患者との比較から抽出される部分を疾患特異的な

ものとして分離した.その結果,遺伝的影響の強

い部位 として前頭極 と背外側前頭前野など,疾患

特異的影響の強い部位として,背外側前頭前野,

上側頭回,上頭頂小葉などが示された.しかし,

この方法では大脳の内側面は評価されていないこ

とや,この結果が,それぞれの部位の変化が生じ

る時期を示すものではないことなどに注意する必

要がある.

3.統合失調症スペク トラム

統合失調症スペクトラムという概念は,統合失

調症の原因はさまざまであり,複数の脆弱性遺伝

子 と環境因子との相互作用により,多彩な表現型

が生じるという考えに基づいている14).統合失調

型障害schizotypaldisorderは,統合失調症スペ

クトラムの中核 とも考えられ,統合失調症と類似

した,より軽度の萌芽的な症状を特徴とし,明ら

かで持続性の精神病症状を呈さない.また統合失

調症患者の近親者に比較的多 くみられる.統合失

調症スペクトラムに共通の神経生物学的特徴は,

統合失調症の病因に必須であるが,さらに何らか

の病的変化が加わることにより統合失調症が発症

すると考えられる.そこで,統合失調症 とより軽

症の統合失調症スペクトラム障害 (この場合,疏

合失調塾障害)の共通点と相違点を検討すること

により,統合失調症スペクトラムに共通して存在

する脆弱性に関わる変化と,精神病症状の顕在化

に関連する異常を区別して明らかにできると考え

られる.なお,当教室における以下の研究はすべ

て,倫理委員会の承認を受け,被験者から書面に

よる同意を得た上で行っている.MRIの関心領

域法により内側側頭葉,前頭前野,上側頭回,顔

頂葉について検討した結果を示す.

1)内側側頭葉

ICD-10による統合失調型障害患者 25例 (男

15女 10,平均年齢 25.5歳),統合失調症患者 53

例 (男32女21,平均年齢 25.3歳)と健常者 59

名 (男35女 24,平均年齢 24.3歳)を対象 とし
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図 1 関心領域法による上側頭回灰白質の体宥i

た.1.5TのMRIスキャナ (MagnetomVision,

Siemens)により,3D-FLASH法にて全脳の三

次元撮像を行った.解析は画像解析ソフトウェア

Dr.View 5.0により行った.まず,MRI画像を

AC-PClineに垂直な厚さ1mmの冠状断面に再

構成し,扇桃体,海馬,海馬傍回を関心領域とし

て,水平断面と矢状断面を参考に境界設定を行い,

冠状断スライス上で体積を計測した.扇桃体と海

馬の体積は,統合失調型障害患者,統合失調症患

者のいずれにおいても,左右ともに健常者より有

意に小さかった16).海馬傍回の体積には3群間で

有意差はなかった.

2)前頭前野

内側側頭葉と同じ対象において,前頭前野灰白

質の体積を計測した.前頭葉に内在する解剖学的

構造,すなわち前頭葉の脳溝 ･脳回を指標にして,

上前頭回,中前頭回,下前頭回,腹側内側前頭前

野,眼嵩前頭回,直回の6領域に細分化した.統

合失調症患者では,健常者と比較して,両側の上

および下前頭回,左側の中前頭回,両側の直回の

灰白質体積が減少していた16).統合失調型障害患
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者では,健常者と比較して,右側の直回の体積減

少がみられたが,両側の中前頭回の灰白質体積は

有意に増加していた16).

3)上側頭回

統合失調型障害患者39例 (男24女 15,平均

年齢 25.7歳),統合失調症患者 65例 (男35女

30,平均年齢 25.8歳)と健常者72名 (男38女

34,平均年齢 23.9歳)を対象 とした.側頭極を

除 いた後 に,上側 頭回 をさ らに,側頭平 面

planum temporale,Heschl横回,側頭桓平面

planum polare,および上側頭清に接する上側頭

回の外側部分の前方部と後方部に細分化して灰白

質体積を計測した.図1に示すように,統合失調

型障害患者,統合失調症患者のいずれにおいても,

左の側頭平面と両側の上側頭回外側後方部の体積

が,健常者に比較して有意に減少していた.統合

失調症患者では,両側のHeschl横回の体積 も減

少していた17).また羅病期間が 1年未満の統合失

調症患者では,左の側頭極平面と上側頭回外側前

方部の体積が小さいほど,幻覚と妄想の得点が高

かった17).
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図2 関心領域法による頭頂葉灰白質の体積

4)頭頂葉

内側側頭葉および前頭前野と同じ対象において,

頭頂葉灰白質の体積を計測した.やはり頭頂葉の

脳溝 ･脳回を指標にして,中心後回,上頭頂小葉,

棋前部,縁上回,角回に区分した.図2に示すよ

うに,統合失調症患者では,両側の中心後回,上

頭頂小葉,撰前部,緑上回,角回の体積はいずれ

も健常者より小さかった20).一方,統合失調型障

害患者では左側の中心後回の体積のみ健常者に比

較して減少していた20).

5)統合失調症スペクトラムにおける脳形態の

変化 と統合失調症の病態生理

扇桃体,海馬,上側頭回などの領域では,統合

失調型障害と統合失調症にほぼ同様の体積減少が

みられたことから,これらは統合失調症スペクト

ラムに共通の形態学的基盤であり,おそらく脆弱

性を表すと考えられる.この考えは,統合失調症

患者における上側頭回や内側側頭葉の体積減少が

陽性症状の重症度と相関するという,これまでの

多数の研究報告と一見矛盾するように見える.し

かしこの点は,前頭前野の変化を合わせて考える

ことにより説明可能かもしれない.すなわち,側

頭葉の変化は精神病症状の生じやすさに関連する

が,統合失調症では,前頭前野の広範な体積減少

に伴う抑制機能障害のために,側頭葉の欠陥が精

神病症状として顕在化するのに対し,統合失調型

障害では,前頭前野がほぼ保たれることにより,

それが回避されるのかもしれない7･8･16) (図3).

統合失調型障害における精神病症状の回避には,

中前頭回など一部の領域に認められた体積増大か

ら示唆される代償性変化も関与するかもしれない.

これらはKurachiによる側頭一前頭 2段階発症仮

説7,8)の観点からも今後の検討課題である.また

頭頂葉皮質に認められた統合失調症と統合失調塑

障害の差異,特に統合失調症における下頭頂小葉

(緑上回と角回)の選択的侵襲は,前頭頭頂ネッ

トワークあるいは上側頭回も含む異種モダリティ

ー連合野の機能障害と精神病症状との関連を示唆

するものかもしれない20).

4.臨床的ハイリスク

臨床的ハイリスク状態を診断する基準として,

メルボルン大学による,いわゆる超ハイリスク

ultra-high-riskの診断基準が国際的に用いられ

るようになりつつある.この基準によると,いか
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図3 統合失調症の発症メカニズムにおける側頭辺縁系と前頭前野の形態学的変化の関与

なる集団において用いるかにより異なるが,1年

以内に約 40% が精神病に移行するという報告が

多い19).

1)横断的比較

最近,メルボルン大学のグループが,海馬と房

桃体の関心領域法を用いた体積測定により,超ハ

イリスク者を含む多数例を横断的に比較した結果

を発表している18).海馬の体積は,超ハイリスク

者では,後の精神病への移行に関わらず変化がな

かったが,初回エピソード統合失調症患者では左

側で減少,慢性統合失調症患者では両側で減少が

認められた.初回エピソード統合失調様障害患者,

初回エピソード気分障害患者,その他の初回エピ

ソード精神病患者では変化がなかった.一方,戻

桃体の体積は,超ハイリスク者では減少傾向がみ

られたが,初回エピソード気分障害患者とその他

の初回エピソード精神病患者で逆に有意に増大し

ており,初回エピソードおよび慢性統合失調症患

者,初回エピソード統合失調様障害患者では変化

は認められなかった.これらの所見全体に対して,
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整合性をもった説明を加えることは困難と思われ

るが,この結果からは,海馬や扇桃体の変化は脆

弱性 というより,発症に伴う変化ということにな

り,これまでの遺伝的ハイリスク研究や,統合失

調型障害を対象としたわれわれの結果と必ずしも

一致しない.

2)発症前後の縦断的比較

同じくメルボルン大学のグループは,超ハイリ

スク者の精神病発症前後における,VBM による

脳形態の縦断的比較についても報告している12).

超ハイリスク者のうち,後に精神病を発症した群

(23例)と発症 していない群 (52例)の初回の

MRIを比較すると,後に発症した群において,

内側および外側側頭葉や,下前頭回,帯状回の灰

白質が少なかった.後に精神病を発症した10例

の発症前後のMRIを縦断的に比較すると,内側

側頭葉,眼嵩前頭葉,小脳,帯状回に進行性の灰

白質減少がみられた.この研究は,精神病の発症

前後の脳形態変化を初めて縦断的に検討した重要

な報告と思われるが,注意すべき点として,統合
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失調症 とその他の精神病を区別していないこと,

および健常対照者との比較をしていないことが挙

げられる.さらに最近,エジンバラ･ハイリスク

研究から,経過観察中に顕在発症した遺伝的ハイ

リスク者の縦断的検討結果が報告されている4).

それによると,一過性の精神病症状を有する18

人のハイリスク者のうち,8人が統合失調症を発

症 し,発症の平均2.3年前に撮像 された初回の

MRIと,発症の平均0.8年前に撮像された2回

目のMRIを比較すると,左の下側頭回,鈎回,

右の小脳で灰白質密度の減少が認められた.

このような縦断的検討はまだ始まったばかりで

あり,容易に行えるものではないが,統合失調症

の発症メカニズムを明らかにするためには非常に

重要であり,横断的検討の問題点や不一致を解消

しうるものと考えられ,今後知見を積み重ねてい

くことが必要である.

5.今後の課題

脳形態からみた発症脆弱性について,さらに明

らかにしていくための当面の課題 として,考えら

れるものを挙げておく.

(∋先述のように,発症前後の縦断的比較研究を

推進していくことが必要である.

(参近年,統合失調症の脆弱性遺伝子の変異が,

脳形態に及ぼす影響についての関連研究が盛んに

なっているが2,ll),脳形態の縦断的変化との関係

が問題になる.

③脳の形態学的発達 ･成熟との関連を,心理社

会的要因の関与も含めて検討することにより,釈

合失調症の発症メカニズムがより明らかになると

考えられる.

④脳形態画像を臨床的補助診断法 として応用

し6),発症 リスクなどの診断に役立てていく試み

ち,慎重に進めていくことが重要である.

(9抗精神病薬が脳形態に及ぼす影響についての

研究が行われつつあるが10),発症予防法の開発も

視野に入れながら,薬物療法の脳形態への効果に

ついて検討する1)ことが有意義と思われる.
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