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統合失調症における脳構造画像診断の臨床的意義
鈴 木

道 雄（富山大学大学院医学薬学研究部神経精神医学)

磁気共鳴画像（MRI）などの脳構造画像診断は，統合失調症の病態理解の手がかりとなる多くの
重要な所見を提供してきたが，これらの所見の臨床的意義は十分に明らかとはいえない．本稿では，
統合失調症における脳構造変化（特に進行性変化）の臨床的意義について，（1）発症自体，（2）臨床
症状や認知機能障害の発現，（3）治療反応性や転帰，（4）疾患の長期経過などとの関連や，（5）抗精
神病薬投与の影響について，これまでの知見をまとめる．さらに，筆者らによる，M RI の客観的補
助診断法としての実用化へ向けた試みについても紹介する．

．は じ め に

的に顕著である．筆者らが 20〜30歳代の統合失

生体における脳構造の低侵襲的評価は，1970

調症患者において検討した結果，全脳灰白質が約

年代の X 線 CT（CT）の登場によって可能とな

4％減少しており，上側頭回，扁桃体，前頭前野，

ったが，CT では脳室系や脳溝など脳脊髄液腔の

頭頂連合野などの体積減少がより明らかであっ

評価が中心であった．1990年代になり磁気共鳴

た ．これらの体積減少は，近年の死後脳研究に

画像（M RI）が普及し，脳実質を解剖学的領域

おいて報告されている，錐体細胞の神経突起減少

に細分化し，灰白質と白質を分割して評価・計測

による細胞体の縮小

することが可能になった．一部で研究用に利用さ

インの減少

れている（超）高磁場 MRI は，肉眼解剖に匹敵

ている．しかし，形態変化の成因についてはまだ

する空間解像度を持つとされる．M RI は侵襲性

不明な点が多く，単一の機序では説明が困難と思

が低く，比 的短時間で施行が可能であり，安静

われる．一部は胎生期を中心とした神経発達の障

を保つだけで被検者に特段の努力を要求せず，再

害に由来する比 的固定的な変化と考えられ，神

現性の高い豊富な客観的情報が得られるので，精

経発達障害仮説の根拠のひとつとなっている．し

神疾患患者にも行いやすい検査である．統合失調

かし一方で，特に病初期，すなわち顕在発症が切

症において，脳構造画像診断はこれまで主に病態

迫した時期から初回エピソードにかけて，進行性

研究に用いられてきた．

の脳体積減少が生じていることが報告され，進行

まず MRI などの脳構造画像診断による研究は，

や樹状突起の分枝やスパ

の所見に対応するものと考えられ

性の脳病態も想定されている ．

統合失調症患者の脳に軽度ながら形態学的異常が
存在するという共通認識をもたらした．統合失調

．脳構造変化（特に進行性変化）の臨床的意義

症患者における脳構造の変化は広範囲に認められ

上述のように，脳構造画像診断は統合失調症の

るが，前頭‑側頭辺縁‑傍辺縁系領域において相対

病態理解の手がかりとなる多くの重要な所見を提
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供してきたといえるが，これらの所見の臨床的意

発症前後で前頭前野を中心に進行性の灰白質減少

義は十分に明らかとはいえない．脳構造の変化は，

が報告されている ．これは上記の統合失調型障

（1）非発症親族などの高リスク者にも認められる
ことが報告されており，少なくとも一部は脆弱性
に関連すると考えられるが，発症自体にはどの程

害の検討結果とも一致し，前頭前野の構造変化の
進行と発症との関連を示唆する所見である．
最近，Takahashi ら

は，ARMS から後に精

度関与するのか，
（2）臨床症状や認知機能障害の

神病を発症した 12名の発症前後の MRI を用い，

発現にどのように関連するのか，（3）治療反応性

上側頭回を亜区域に区分した体積を関心領域法に

や転帰の予測因子となるのか，
（4）進行性変化が

より比 し，興味深い結果を報告した．上側頭回

疾患経過に関連するのか，さらに（5）抗精神病

は，統合失調症において体積減少の程度がもっと

薬投与に伴う脳体積変化が報告されているが，そ

も大きな脳実質部位と考えられ ，後述のように，

れが治療効果や転帰に影響するのか，などが問わ

初回エピソード統合失調症において，顕著な進行

れるであろう．

性体積減少が報告されている部位である．Takahashi ら

によると，ARM S から発症に至った

1. 統合失調症の発症に関わる脳構造変化

群においても，左側の側頭平面および上側頭溝に

1）統合失調型障害

接する尾側部において，初回エピソード患者に匹

筆者らは，統合失調症の発症に関わる脳構造変

敵する進行性体積減少が認められた（側頭平面で

化を明らかにするために，統合失調症の前駆状態

は−5.2％/年，上側頭溝に接する尾側部では−

を含むと考えられる診断カテゴリーである統合失

4.8％/年）
．また，発症前後における上側頭回の

調型障害と統合失調症の比

検討を行った．詳細

進行性体積減少が大きいほど，発症後の Positive

はすでに報告済みであるため省略するが ，その

and Negative Syndrome Scale（PANSS）によ

結果から，統合失調型障害には認められず，統合

る妄想の重症度が高かった．

失調症において顕著に認められた前頭前野の異常

3）変性疾患との比

が精神病症状の発現にとくに重要な役割を果たす

このように，統合失調症（を含む初回エピソー

ことが示唆された

．

ド精神病）の発症に際して，進行性の脳構造変化

2）発症前後の縦断的検討

が生じていることが強く示唆されるが，因果関係

近年の精神病早期介入の活発化に伴い，初回エ

を含めた両者の関係は明らかではない．そこで，

ピソードより早期の，前駆状態を対象とした生物

統合失調症における発症時の脳構造変化の態様を，

学的研究もさかんになりつつある．しかし，前駆

変性疾患のそれと比

状態の特異的診断は不可能なので，特定の徴候を

とではなかろう．

有する者を操作的に，統合失調症などの精神病を

してみるのも意味のないこ

前述の Takahashi ら

の計測結果によると，

発症す る リ ス ク が 高 ま っ た 状 態（い わ ゆ る at

左側の側頭平面および上側頭溝に接する尾側部で

risk mental state: ARM S）と診断し，研究対象

は，精神病前駆症状を呈するとき（後に発症に至

としている．ARM S から後に精神病の発症に至

った ARMS）には，10％前後の体積減少が認め

った患者 10名の MRI を縦断的に検討したメル

られ，初回エピソード精神病では 15〜20％の体

ボ ル ン 大 学 の Pantelis ら

積減少が認められる．

に よ る と，発 症 後

（平均 202日後）では発症前（平均 172日前）に

後にアルツハイマー病（AD）に移行した mild

比 して，左海馬傍回，左紡錘状回，左眼窩前頭

cognitive impairment（MCI）の患者では，海馬

回，左小脳，帯状回の進行性灰白質減少が認めら

体積は健常者の約 80％，内嗅皮質の体積は約 70

れた．また同大学から，cortical pattern match-

％と報告されている ．ちなみに軽症〜中等症の

ing を用いた脳表面の経時的収縮の解析により，

AD 患者では，海馬，内嗅皮質ともに約 60％で
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ある ．一方，萎縮率でみると，M CI 患者の海

認知機能との関連については，早期の統合失調

馬では−4％/年，内嗅皮質では−7％/年程度で

症患者の 3年間の縦断的追跡により，前頭葉体積

あり，軽症〜中等症の AD 患者でも大きな違い

の減少と追跡時の実行機能不良との関連が報告さ

はない ．すなわち，AD では記憶障害が明らか

れているが ，縦断的検討はほとんどなされてい

になったときには，すでに 20〜30％の萎縮が認

ない．

められ，萎縮速度は−3〜−7％/年程度であると

2）長期転帰との関連

いえる．

Cahn ら

次にハンチントン病の線条体萎縮についてみる

は，病初期の進行性脳構造変化と，

より長期の転帰に関する興味深い報告をしている．

と，運動症状によって診断されるときには，すで

すなわち，初回エピソード患者 34名の縦断的追

に 尾 状 核 の 体 積 は 約 1 2，被 殻 の 体 積 は 約 1

跡を行い，最初の 1年間における灰白質の体積減

3〜1 2に ま で 減 少 し て い る が，萎 縮 速 度 は−

少が大きいほど，2年後の Camberwell Assess-

3〜−4％/年程度であるという ．

ment of Need（CAN）によって評価した転帰が
不良であった ．さらに，最初の 1年間における

2. 初回エピソードにおける脳構造変化

灰白質の体積減少が大きいほど，5年後の陽性症

1）臨床症状や認知機能障害との関連

状および陰性症状が強く，GAF 得点が低値で，

Kasai ら

は，初回エピソード統合失調症患

独立した生活を営んでいる場合が少なかった ．

者 13名の MRI を，ベースラインと 1.5年後で

これらの結果は，初期の進行性変化が長期予後を

縦断的に比

決定する要因であることを示唆しており，病初期

し，上側頭回の一部である左 Hes-

，左 側 頭 平 面
chl 回にお い て−6.9％（/1.5年）

における脆弱性と重点的治療の重要性を説く治療

において−7.2％という，顕著な灰白質体積の減

臨界期仮説 を支持するものといえよう．

少が生じることを報告した．左 Heschl 回体積の
減少が大きいほど，ベースライン時の Brief Psy-

3. 慢性期の変化と再発との関連

chiatric Rating Scale（BPRS）による概念解体

進行性の脳構造変化は病初期においてより顕著

などがより強かった．Nakamura ら

は，初回

であると考えられているが，慢性期における進行

エピソード統合失調症患者 29名において，1.5

と そ の 臨 床 的 な 関 連 は ど う で あ ろ う か．van

年間における灰白質体積減少（前頭葉と側頭葉が

Haren ら

主体）が大きいほど BPRS の総得点，思考障害，

名）において，5年間隔で MRI を撮像し，縦断

不安‑抑うつの改善が不良であり，また側脳室の

的に比 した．その結果，軽度ながら健常者より

拡大が大きいほど引きこもり‑運動減退の改善が

も強い灰白質減少が 45歳頃まで（発病からおお

不良であった．筆者らも，縦断的検討により，初

よそ 20年間）は続いていた．また灰白質体積の

回エピソード患者における上側頭回の灰白質体積

減少が大きいほど，5年間における入院回数が多

減少と妄想の改善不良，前頭葉内側面の灰白質体

かったことから，慢性期には再発と関連して灰白

積減少と思考の貧困の改善不良との関連を見出し

質減少が進行することを示唆している．

ている（未発表データ）
．

は，16〜56歳の統合失調症患者（96

なお彼らは，年間 0.3％の全脳体積減少により，

ここで，進行性の脳構造変化が，追跡前あるい

20年間で健常者の 2倍の約 69mL の脳体積が減

は後の重症度や追跡期間中の症状の改善の不良と

少すると推計し，それは死後脳において報告され

関連するのであり，症状の悪化自体との関連では

ている脳重の減少程度と一致するとしている ．

ない（症状自体は多くの患者でむしろ改善する）
という点は，やはり変性疾患とは異なる点として

4. 抗精神病薬と脳構造変化

注意が必要であろう．

抗精神病薬と脳構造変化との関係は，正反対の
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ふたつの観点からの検討がともに重要である．第
一は，近年の研究報告

から示唆されるよう

な，抗精神病薬による脳体積の減少阻止あるいは
脳体積の増加作用である．オランザピンなどの第
二世代抗精神病薬が持つ神経保護作用との関連が

④病初期における進行が長期予後に影響する．
⑤慢性期にも軽度の変化が続き，再発に伴って
さらに進行する．
⑥薬物療法によって抑制され，予後の改善につ
ながる可能性がある．

示唆されているが，既存の抗精神病薬に限らない
神経保護作用を持つ薬物が，進行性変化を改善し，
予後の改善に寄与できるかは，今後の重要な検討
課題である．

．客観的補助診断法としての実用化への試み
それでは MRI などの脳構造画像診断を，統合
失調症の臨床診断に役立てることは可能であろう

第二は，進行性脳構造変化が抗精神病薬によっ

か．筆者らの施設における統合失調症患者 58名

て生じている可能性である．サルに対して，ヒト

（男 31，女 27）
，平 均 年 齢 25.3歳（18〜36歳）

における治療量と等価の抗精神病薬を長期間（約

の M RI を，放射線科医が読影した定性的所見で

2年間）投与した実験では，ハロペリドールとオ

は，約 7割は異常なしと判定されている．統合失

ランザピンのいずれによっても，脳灰白質と白質

調症において灰白質体積減少がもっとも顕著な脳

の減少が生じ，組織学的にはニューロン数の有意

部位である左上側頭回においても，その測定値を

な変化を伴わないニューロン密度の増加（傾向），

プロットすると大半は健常者の値と重なる．すな

グリア細胞数の減少が認められた

．これらの

わち，MRI で認められる統合失調症患者と健常

所見は，統合失調症において報告されている所見

者の差異は，統計学的比 の結果として検出され

と一致しない点もあるが，脳体積減少などの構造

る軽微なものなので，臨床検査として応用するた

変化を考えるときに，抗精神病薬の影響は無視で

めには解析法の工夫が必要である．筆者らは，統

きないことを示している．もちろん，服薬歴のな

合失調症における脳形態異常は，ある程度特徴的

い 前 駆 期 の 患 者（後 に 精 神 病 発 症 に 至 っ た

な分布を示すので，複数の脳部位の計測値の組み

ARM S）にも脳構造の変化が認められ，さらに

合わせ，あるいは脳全体における形態変化のパタ

進行するという最近の研究

や，薬物療法導

ーンにより，統合失調症患者と健常者の判別が可

入以前の気脳写により，進行性の脳室拡大が報告

能かもしれない，という考えに基づき，客観的補

されていることなどは，抗精神病薬と無関係な脳

助診断法としての MRI 実用化へ向けた試みを行

構造変化の証拠といえる．

っているので，以下に簡単に紹介する．

5. 進行性変化についてのまとめ
これまでに述べた進行性の脳構造変化について
示唆されることをまとめると以下のようになるで
あろう．
①脳体積減少の程度は変性疾患に比して軽度だ
が，病初期の進行速度は変性疾患に匹敵する．
②前駆期における進行に伴い，精神病症状が顕
在化する．

1. 関心領域法による統合失調症患者と健常者
の判別
Nakamura ら

は，主として慢性の統合失調

症患者 57名（男 30，女 27）と健常対照者 47名
（男 25，女 22）を対象に，乳頭体をよぎる冠状断
T1 強調画像から，関心領域として大脳縦裂，側
脳室体部，第三脳室，側脳室下角，シルビウス裂，
上側頭回灰白質および白質，側頭葉全体の面積を

③活動期における臨床症状の重症度や，治療反

計測し，それらの値を用いて健常対照者と統合失

応性の乏しさと関連する．変性疾患とは異なり，

調症患者の判別分析を行った．その結果，男性健

症状の悪化自体とは関連せず，臨床的関連はやや

常者の 80％，男性患者の 80％，女性健常者の

間接的といえる．

86.4％，女性患者の 77.8％が正しく判別された
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