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近年統合失調症患者の治療やリハビリテーションのアウトカムの判定において社会機能評価の重要

性が認識されている．Spatial working memory（SWM）の障害は統合失調症の基本的障害の一つ

と考えられているが，これまでにSWM の障害と社会機能との関連を調べた研究は認められなかっ

た．今回紹介する著者らの論文 ‘Spatial working memory deficit correlates with disorganization
 

symptoms and social functioning in schizophrenia’はAdvanced Trail Making Test（ATMT）

という簡易な認知機能検査を用いて統合失調症におけるSWM と社会機能との関連を示した最初の

論文である．統合失調症患者50名，健常被験者34名を対象にATMTを施行し，SWM 利用率を比

した．そして統合失調症群では，社会機能および精神症状をそれぞれREHAB，BPRSといった

尺度で評価し，SWM 利用率との間の関連を調べた．統合失調症群は健常群に比べ，SWM 利用率は

著明に低下していた．統合失調症群では，SWM 利用率は「ことばのわかりやすさ」，「セルフケア」，

「社会生活の技能」といった社会機能，解体症状と関連していたが，陰性症状など他の精神症状や

「社会的活動性」とは関連がみられなかった．社会機能と精神症状との関連では，「ことばのわかりや

すさ」，「セルフケア」，「社会生活の技能」が解体症状と，「社会的活動性」は陰性症状とそれぞれ関

連していた．短時間の簡便な認知機能検査であるATMTで測定されたSWM により，患者の社会

機能の一部がある程度予測可能と考えられた．今後は社会的役割遂行や問題解決能力などREHAB

では評価しきれない社会機能とSWM との関連を検討していく必要があると考えられる．
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はじめに 研究の位置づけ

社会機能の障害は，統合失調症の中心的な障害

のひとつとして重視されている．近年，非定型抗

精神病薬の登場による薬物療法の進歩や統合失調

症のリハビリテーション技法の進展に伴い，統合

失調症の社会機能障害の改善の可能性が拡大して

おり，社会機能の客観的な評価の重要性もますま

す高まってきている．社会機能には，たとえば食

事・金銭・服装などの日常生活技能，人付き合

い・あいさつ・気配りなどの対人関係，そして職

業遂行能力などさまざまな側面が考えられる ．

しかし，このような社会機能が発揮される場面の

多くは極めて流動的で構造化し難い状況にあり，

行動レベルでは把握できない内容が含まれるため，
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評価のための妥当な方法論を構築しにくく，現状

の社会機能評価法は充分に客観性が保証されたも

のが少なく，標準化とはほど遠い状況にある ．

認知機能障害は，20世紀初頭から統合失調症

の基本症状として考えられている ．1990年代に

入り，神経心理学的手法による統合失調症患者の

認知機能評価が盛んに行われ，統合失調症におけ

る認知機能障害は，その基本的障害の1つとして

ますます重要視されるようになった．そして，統

合失調症のいくつかの認知機能が，精神症状ある

いは社会機能のある側面と関連していることが指

摘され ，またベースラインの認知機能が追跡期

間の社会生活機能と関連しており，認知機能の評

価がその後の長期的予後の予測因子になりうるこ

とも指摘されている ．

作業記憶とは「ある活動や課題の遂行に必要な

情報を，必要な期間能動的に保持するメカニズ

ム」と一般に定義されている記憶形態である ．

1990年ころから統合失調症患者における視空間

作業記憶（Spatial working memory：SWM）

の障害が注目されている．統合失調症のSWM

の障害は薬物療法を受けている患者 にも受け

ていない患者 にも認められ，また統合失調症患

者の健常な近親者にも認められる ．SWM と精

神症状との関連を調べた研究では，SWM は陰性

症状 や解体症状 との相関が指摘されている．

作業記憶はその定義からも会話や思考など日常生

活のさまざまな認知機能の基礎過程と考えられて

いるが，これまでSWM と社会機能との関連に

ついて調べた報告はほとんどなく，今回紹介する

著者らの論文 は，簡易な認知課題であるAd-

vanced Trail Making Test（ATMT）を用いる

ことで統合失調症患者におけるSWM と社会機

能との関連を示した最初の論文である．

研究の方法および結果

対象はDiagnostic and Statistical Manual of
 

Mental Disorders, Fourth Edition により診断

された統合失調症50名（男/女：25/25，年齢

［平均±標準偏差］36.7±11.3歳，教育年数

12.2±2.4年），健常被験者34名（男/女：12/22，

年齢33.5±10.1歳，教育年数13.7±1.8年）で

ある．健常者と統合失調症群とは年齢（t＝1.17，

p＝0.247），性別（χ＝2.21，p＝0.137）に有意

な差は認めなかったが，教育年数は統合失調症患

者のほうが健常者より有意に短かった（t＝3.09，

p＝0.003）．Wechsler Adult Intelligence Scale-

Revised の日本語版を用いて評価した統合失調

症患者のFull scale IQは，83.1±15.4で，健常

者の推定Full scale IQ（知識・絵画完成・符

号・類似の4つの下位尺度による ）は110.0±

10.7であり，両群間に有意差を認めた（t＝9.41，

p＝0.003）．統合失調症患者群は発症年齢22.6±

6.1歳，罹病期間14.1±10.6年で，全員抗精神

病薬（クロルプロマジン換算服薬量：953.7±

762.2mg/日）を処方されていたが，薬剤性錐体

外路症状はほとんど認めなかった．なお本研究の

実施に先立ち，ヘルシンキ宣言の趣旨に基づき，

個々の被験者より書面にて自由意志による参加の

同意を得，被験者の匿名性への配慮がなされてい

る．

SWM の測定は，ATMTソフトウェアおよび，

15インチ-タッチスクリーンディスプレー

CV515PJ（東京特殊電線製），RS232C端子を要

するパーソナル・コンピュータを用いて行った．

ATMTは，Trail Making Test（TMT）を改変

し，タッチスクリーンディスプレー上に表示され

た18cm四方の画面上で行われるF［fixed］課

題・R［random］課題の2種類の課題から構成

される（図1）．いずれの課題も数字のみを扱い，

カテゴリー・チェンジは採用していない．F課題

では，最初1から25までの数字ボタンがスクリ

ーン上にランダムに配置されている．これらのボ

タンを1から順番に押していく．被験者がボタン

1を押すとそれが消え，新たにボタン26が画面

上に追加される（図1A）．このとき，残りのボ

タンの位置は固定されたままである．以下2，3，

4と順番に消えていき，新たに27，28，29，とボ

タンが追加される．画面上には常に25個のボタ

ンが表示される．被験者はターゲットを探索しな
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がら他のボタンの位置を覚えることによりボタン

押しの反応時間を短縮できる．R課題でもF課

題同様，一つのボタンが消えると新たに数字ボタ

ンが追加されるが，その際残りのボタンも全て再

配置される（図1B）．従って，被験者は絶えず

新しい配置の中からターゲットを探索しなければ

ならない．個々の課題遂行に必要な認知的要素は，

F課題では視覚探索とSWM，R課題では視覚探

索のみが考えられる．そのためF課題の反応時

間はSWM によりR課題の反応時間よりも短縮

され，両課題のボタン押しの反応時間を比 する

ことでSWM を評価できると考えられた．

ATMTの評価変数は，F課題におけるボタン押

しの平均反応時間（RT-F：ms），R課題におけ

るボタン押しの平均反応時間（RT-R：ms）お

よびF課題においてSWM を利用したボタン押

しの割合すなわちSWM 利用率（SWR-R：%）

である．これら評価変数の解析法に関しては，共

著者である岩瀬らの論文にも詳細が記載されてい

る ．

精神症状は18項目版Brief Psychiatric Rat-

ing Scale （BPRS）の日本語版を用いて行った．

各評価項目は7段階（1＝症状が全くない，7＝非

常に高度）で評価された．BPRS総得点は

40.9±7.6点であった．そして症状項目の因子分

析研究 に基づく5つの因子，すなわちnega-
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図1

A：F課題では，最初1から25までの数字ボタンがスクリーンディスプレー上にランダ

ムに配置されている．これらのボタンを1から順番に押していく．被験者がボタン1を

押す（矢印a）とそれが消え，新たにボタン26が画面上の任意の位置に追加される（矢

印b）．このとき，残りのボタンの位置は固定されたままである．以下2，3，4と順番に

消えていき，新たに27，28，29，とボタンが追加される．画面上には常に25個のボタン

が表示される．被験者はターゲットを探索しながら他のボタンの位置を覚えること，つ

まりSWM の利用によりボタン押しの反応時間を短縮できる．B：R課題でもF課題同

様に1から順番に数字押しを行う．ボタン1を押す（矢印c）とそれが消え，ボタン26

が任意の位置に追加される（矢印d）．その際残りのボタンも全て再配置される．従って，

被験者は絶えず新しい配置の中からターゲットを探索しなければならず，SWM の利用は

不可能である．



tive（陰性症状：感情的引きこもり・運動減退・

情動鈍麻もしくは不適切な言動の合計）7.8±3.4

点，positive（陽性症状：心気的訴え・誇大性・

疑惑・幻覚・思考内容の異常の合計）13.5±3.4

点，disorganization（解体症状：思考解体・衒

奇的な行動や姿勢・失見当識の合計）5.7±1.9

点，belligerence（攻撃性：敵意・高揚気分・非

協調性の合計）5.6±2.0点，そしてaffect（抑

うつ気分：不安・罪業感・緊張・抑うつ気分の合

計）8.3±2.9点に分類した．

社会機能はRehabilitation Evaluation Hall
 

and Baker （REHAB）の「全般的行動」の日

本語版を用いて評価した．「全般的行動」は16の

下位項目から構成され，全ての項目は10段階

（0＝最も障害の重い行動のレベル，9＝地域社会

で普通のこととされる行動のレベル）で評価され

た．REHABの全般的行動全得点は，40以下の

スコアの患者であればコミュニティのグループに

属する可能性があり，60以下であればグループ

ホームや援護寮あるいは家族との同居など保護的

な居住環境では生活できる可能性があると考えら

れている．今回対象となった患者の全般的行動全

得点は，63.2±28.1点であった．そして因子分

析研究 に基づく5つの因子，すなわち社会的活

動性（病棟内交流，病棟外交流，余暇，活動性，

ことばの量，自発的言語の合計）28.4±10.9点，

ことばのわかりやすさ（ことばの意味，明瞭さの

合計）7.1±3.1点，ことばの技能（ことばの量，

自発的言語の合計）8.6±3.7点，セルフケア

（食事の仕方，身繕い，身支度，所持品の整 ，

助言・援助の合計）16.4±12.6点，社会生活の

技能（金銭管理，施設・機関の利用の合計）

7.6±5.6点に分類した．

健常群と統合失調症群との比 は，t検定を用

いた．また統合失調症群においては，Pearsonの

相関係数を用いてSWM-R，BPRSを用いて評

価された精神症状およびREHABで評価された

社会機能との相関を検討した．両側検定で，p＜

0.05であれば有意であるとした．

健常者群のRT-F・RT-RおよびSWM-Rは

それぞれ，2419.7±416.8ms･3421.5±500.1

ms･35.4±9.3%であった．統合失調症患者群の

RT-F・RT-RおよびSWM-Rはそれぞれ，

4271.9±1554.1msec・5329.3±1545.0msec・

24.1±8.3%であった．統合失調症患者は健常被

験者と比べ，反応時間はF・R課題ともに有意に

延長しており（RT-F：t＝8.02，p＜0.001；RT-

R：t＝8.14，p＜0.001），またSWM -Rも有意

に低下していた（t＝5.90，p＜0.001）．

統 合 失 調 症 患 者 に お い て SWM -R と

REHAB・BPRSの各因子との相関を検討した．

SWM-RはREHABとの相関においては，「全

般的行動の合計点」（r＝－0.36，p＝0.009）「こ

とばのわかりやすさ」（r＝－0.37，p＝0.008）

「セルフケア」（r＝－0.37，p＝0.008）「社会生活

の技能」（r＝－0.39，p＝0.006）との間に相関が

得られ，BPRSによって評価された精神症状と

の相関においては，「解体症状」（r＝－0.37，p＝

図2 F課題でのSWM による反応時間短縮効果と注意

視野の関係について

⒜次のボタンが注意視野外にある場合，反応時間の短縮

はSWM によるものと考えられる．⒝次のボタンが注意

視野内にある場合，反応時間の短縮はSWM によるもの

か，偶然近くにあったボタンをすぐに見つけたためかは

判定不能．
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0.009）およびBPRS総得点（r＝－0.31，p＝

0.029）と相関を示した．

統合失調症患者においてREHAB・BPRSの

各因子間の相関を調べた．REHABの「社会的

活動性」（r＝0.34，p＝0.015）ならびにその下位

項目の一部で構成される「ことばの技能」（r＝

0.32，p＝0.025）が「陰性症状」と相関を示し

た．「解体症状」はREHABの「全般的行動の合

計点」（r＝0.36，p＝0.009）「ことばのわかりや

すさ」（r＝0.40，p＝0.004）「セルフケア」（r＝

0.41，p＝0.003）「社会生活の技能」（r＝0.42，

p＝0.002）との間に相関を示した．

苦労・工夫したこと

SWM の評価に関しては，delayed-response
 

task（DRT）などが用いられることが多い ．

著者らも当初はDRTを用いて，SWM を評価す

ることを試みた．しかし，今回対象とした患者は

慢性期の入院患者がほとんどで，知的機能が低下

し教示を十分に理解できない患者もいた．このよ

うな患者はTMTのB課題における数字と文字

のカテゴリー・チェンジに関する理解も不十分で

あった．今回，カテゴリー・チェンジのない

ATMTを用いたことで，課題の教示として「数

字を1から順番に押していく」ということが理解

できれば実施可能となり，さまざま病状の患者に

対して施行することが可能となった．

ATMTのF課題はSWM を全く利用しなく

ても遂行が可能であり，この点は情報の一時保持

を確実に行わなければ正解できないDRTなど従

来のSWM 課題とは若干性質が異なる．この課

題ではSWM を使用しなくてもよいが，SWM

を使用して他のボタンの位置を記憶しながらター

ゲット・ボタンを探索する（dual task）ことに

より課題の遂行速度を上げることが可能である．

つまり，ATMTで評価しているSWM は，日常

の作業で無意識に使っている情報の保持容量を測

定していると考えられ，より自然な状況での情報

処理容量を評価していると考えられ，精神症状や

社会機能の関連を示すことができたと考えられた．

本論文の知見の意義

本研究では，統合失調症患者は健常者と比べ，

F・R各課題の全ボタン押しの平均反応時間はと

もに有意に延長し，F課題でのSWM 利用率は

有意に低下していた．統合失調症の基本的な認

知・行動特性として作業速度が低下していること，

情報処理容量が限られていること は古くからよ

く知られており，本研究の結果もこの見解と一致

している．われわれの考案したATMTにより評

価されたSWM 利用率は健常者との間の有意差

を明確にでき，この指標により統合失調症の障害

の程度を簡便に評価できる可能性が示唆された．

今回対象とした患者は病歴の長い慢性期の入院

患者が中心であり，これらの患者の社会生活能力

を的確に評価することは統合失調症患者の社会復

帰を促すためにも臨床上重要である．今回我々は

患者の社会生活能力の評価にREHABを用いた

が，REHABの評価は他の社会機能評価尺度に

比べ簡便であるとはいえ1週間という十分な観察

期間や情報源が必要であり，評価者の主観に左右

される場合もある．

ATMTで評価した患者のSWM は「ことばの

わかりやすさ」，身の回りの整理整 を示す「セ

ルフケア」，金銭管理・施設の利用などより複雑

な社会機能を示す「社会生活の技能」と関連して

いた．一方で，対人交流を反映すると考えられる

「社会的活動性」や「ことばの技能」はATMT

の成績とは関連がみられず，対人交流はSWM

とは異なる認知的要素が必要であると推測された．

これらの結果は，短時間の簡便な認知機能検査で

あるATMTが，対人交流を評価できないなど一

定の限界は持つものの，患者の社会生活能力をあ

る程度予測可能なことを示している．

社会機能と精神症状との関連を調べた研究では，

陰性症状との関連を報告したものが多い ．実

際，本研究でもREHABで評価された「社会的

活動性」「ことばの技能」の2項目は陰性症状と

関連があった．しかし，この2項目以外の全ての

項目すなわち「ことばのわかりやすさ」「セルフ

ケア」「社会生活の技能」など，より高度な技能
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を要すると考えられる項目は解体症状と関連した．

これらの社会機能はSWM-Rとも関連のあった

項目であり，SWM-Rと解体症状とは負の相関

を示した．これまでにも，SWM と解体症状との

関連 あるいは，社会機能と解体症状との関連

を指摘した報告はあるが，SWM が解体症状と社

会機能の両方と関連を示すことを報告したのは本

研究が初めてである．ATMTにより評価された

SWM は，社会機能のみならず，精神症状の一部

も説明していることが示され，情報処理容量の低

下が統合失調症の基本的障害として重要視される

従来の見解を支持しており，ATMTが統合失調

症患者のSWM を評価するための新しい検査と

して有用であることが示された．

今後の研究課題および方向性

SWM と社会機能との関連を調べた研究は依然

少ない ．本研究では患者の社会復帰の可能性の

評価を目的に，食事・排泄・移動・入浴・着替え

といった身体的活動や，交通機関の利用・服薬管

理・買い物・金銭管理・家事・コミュニケーショ

ンといった道具的活動の両方を評価できる

REHABを用いた．今後は社会的役割遂行や問

題解決能力などREHABでは十分に評価しきれ

ない社会機能と反応時間やSWM との関連を検

討していく必要があると考えられる．
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