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統合失調症には現時点で客観的な診断法はなく，幻聴や妄想など，言語的で主観的な精神症状の組
み合わせに基づいて診断される．しかし，遺伝子研究を行う際にこれらの症状群を表現型として用い
るには，十分な客観性と妥当性を欠いているため，エンドフェノタイプ（endophenotype）という概
念が用いられるようになった．エンドフェノタイプとは，遺伝的に規定される要因の大きい生物学的
特徴で，疾患であるか否かという従来の表現型ではなく，疾患と関連して種々の検査によって初めて
観察できる客観的で定量可能な表現型を指す．これまでに，コンピュータ断層撮影（computed
tomography：CT）や核磁気共鳴画像（magnetic resonance imaging：MRI），MRI をさらに応用
した拡散テンソル画像（diﬀusion tensor image：DTI）などの脳構造画像検査，機能的核磁気共鳴
画像（functional magnetic resonance imaging：fMRI）や，ポジトロン断層法（positron emission
，核 磁 気 共 鳴 ス ペ ク ト ロ ス コ ピ ー（magnetic resonance spectroscopy：
tomography：PET）
MRS）などの脳機能画像検査，認知機能などの神経心理学的評価に加えて，プレパルス・インヒビ
シ ョ ン（ prepulse inhibition： PPI）や，脳 波（ electroencephalography： EEG），脳 磁 図
（magnetoencephalography：M EG）
，近 赤 外 線 ス ペ ク ト ロ ス コ ピ ー（near‑infrared spectroscopy：NIRS）などの神経生理指標も用いられてきた．本稿では，主にこれらの神経生理指標を用い
た統合失調症のエンドフェノタイプ研究のこれまでの知見を紹介し，エンドフェノタイプ概念の現状
と問題点，今後の展望を概説する．
索引用語：統合失調症，エンドフェノタイプ，全ゲノム関連解析（GWAS），脳波（EEG），
プレパルス・インヒビション（PPI）
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仮説として議論されてきた

は じ め に

．これは大脳の分

1960〜70年代にかけて，世界的な精神医療改

化発達の時期に受けた脳障害が固定されて非進行

革運動と反精神医学の大きなうねりの中で，わが

性に発症前の十数年間存在し，思春期になりスト

国では生物学的な精神医学研究が批判され，遺伝

レスが加わるとその障害に起因する症状が初めて

学や神経病理学，精神生理学といった生物学的研

顕在化してくるという仮説で，Zubin の脆弱性モ

究が大きく後退し停滞した時期が続いた．特に統

デル

合失調症に関しては「生物学的な異常によって発

ながら，遺伝と環境の相互作用の面から説明する

病するような病気ではない」という反論がなされ，

ことを試みたものである．

，Ciompi の長期展開モデル

を取り入れ

家庭や養育環境，社会状況など心理社会学的要因

しかし今日に至るまで，人口の 1％が罹患する

のみで説明できる非器質性の精神疾患であるとい

この疾患について，根本的な原因に迫る知見の蓄

う主張が議論されていた時期があった

積と説得力のある発症仮説の提唱がなされている

．

しかし 1970年代の後半に入り，疫学的な研究

とは言いがたい．神経病理，生化学，生理学など

から統合失調症発症への遺伝因子の関与の高さが

の生物学的な研究の各分野で報告されてきた数多

報告され ，また当時開発されたコンピュータ断

くの知見は，他の研究で再現性が認められず短期

層撮影（computed tomography：CT）を用いて，

間で忘れ去られていくということが続いている ．

統合失調症患者に側脳室の拡大や前頭葉の萎縮が

特に遺伝子研究では，1つの研究で関連ありと認

見られることが報告される

められた結果が他の研究でなかなか再現されない

など，あらためて

統合失調症の生物学的な異常を示唆する知見が海

ということを繰り返してきた

．先述の神経

外から相次いで報告されたことから，
「統合失調

発達障害仮説も，患者の脳が発症時にすでに萎縮

症は脳に器質的な異常を認めない疾患である」と

しているという脳構造画像研究の報告がある

いう考え方は見直しを迫られることになった．こ

ことなどから，「発症前の十数年間は胎生期の脳

うした国内外における精神医学を取り巻く状況の

障害が固定されて無症候性のまま存在し進行しな

安定化から，1980年代に入りわが国でもようや

い」と い う 仮 定 に つ い て，修 正 を 迫 ら れ て い

く統合失調症の生物学的研究が本格的に再開され

る

．
本稿は，統合失調症の生物学的研究において，

た．
その後の生物学的精神医学の各領域における膨

ここ十数年ほどの間に積極的に取り組まれてきた

大な知見から，現在では統合失調症が脳の機能異

エンドフェノタイプ（endophenotype）の概念に

常によって引き起こされる生物学的な病気である

ついて，その定義と特徴，現状と問題点の概説を

ことが広く認められている

．養子研究や双生

試みたものである．エンドフェノタイプについて

児研究などの遺伝疫学的研究から，統合失調症の

はすでに先行する総説が和文英文問わず数多く出

発症には，多因子の遺伝要因と，産科合併症，出

版されている

生季節性，都市部での出生・生育などの環境要因

的な記述についてはそれらを援用しながら，次項

との相互作用が深く関わっていることが示唆され

ではまずその定義と特徴について述べたい．

ので，総論

ている ．特にその発症に関わる遺伝要因の比率，
すなわち遺伝率（heritability）は 80〜85％程度
と見積もられており，疾患発症に関する遺伝的寄
与は大きい ．

エンドフェノタイプとは
これまで統合失調症の遺伝子研究は二重の困難
な状況にあると指摘されてきた

．第一に，前

統合失調症の発症に関わる遺伝・環境要因を統

述したように統合失調症の発症には多数の遺伝子

合的に説明する 1つの試みとして，1980年代後

が関与しているが，個々の遺伝子効果が弱いうえ

半から神経発達障害仮説が提唱され，最も有力な

に，様々な環境要因も複雑に発症に関わっている
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表 1 エンドフェノタイプの基準（文献 25より)

的特徴で，種々の検査によってはじめて観察でき

1. 対象とする集団においてエンドフェノタイプは疾
患と関連がある．
2. エンドフェノタイプには遺伝性がある．
3. エンドフェノタイプは状態非依存性である（疾患
が活動性であるかどうかにかかわらず存在する）
．
4. 家系内の罹患者はエンドフェノタイプを家系内の
非罹患者よりも高率に有する．
5. 家系内で罹患者が持っているエンドフェノタイプ
を，家系内の非罹患者は一般人口よりも高率に有
する．

る客観的で定量可能な「内的な表現型」，すなわ
ちエンドフェノタイプ（endophenotype）である．
Gottesman ら が 初 め て こ の 用 語 を 用 い た の は
1972年

であるが，これと前後してほぼ同様の

意 味 合 い を 持 つ「中 間 表 現 型（intermediate
phenotype）」，「生 物 学 的 マ ー カ ー（biological
marker）」，「無 症 候 性 の 特 性（ subclinical
trait)」，「脆弱性マーカー（vulnerability marker）」といった概念が次々と提唱された．しかし
エンドフェノタイプという概念には，これらの用

点である．遺伝子解析技術の進歩や多施設共同研

語に比べ「遺伝学的研究における表現型として用

究体制の整備など，急速に進展してきたゲノム解

いる」ことをより念頭に置いているという特徴が

析の成果としていくつかのリスク変異が同定され

ある．すなわちエンドフェノタイプには，疾患脆

てきたが，現時点でどの遺伝・環境要因がどのよ

弱性遺伝子多型と臨床的表現型の特性のどちらに

うに発症に関わっているのかほとんど明らかにな

も関与し，かつそれぞれの特性をより厳密に識別

っていない．これは統合失調症のみならず主要な

するための手段を提供するという役割が期待され

精神疾患，また高血圧，糖尿病，がんなどの多く

てきた ．そのため，前述の Gottesman は 2003

の複雑疾患にも共通する問題点である ．

年に，エンドフェノタイプは 5つの基準を満たす

さらに 2点目として，統合失調症の診断の難し

必要があると定義した（表 1） ．

さが挙げられる．現在，アメリカ精神医学会によ

エンドフェノタイプの概念を用いた研究は，統

って作成され，精神障害の診断体系として汎用さ

合失調症の他にも双極性障害 ，注意欠陥多動性

れ て い る DSM （Diagnostic and Statistical

障 害（attention deﬁcit hyperactive disorder：

M anual of M ental Disorders）が定める統合失調

ADHD） ，アルツハイマー病（Alzheimerʼ
s dis-

症の診断基準は，言語的かつ主観的である精神症

ease：AD） などの遺伝子解析にも用いられて

状の組み合わせに基づく操作的なものであり，生

おり，精神疾患以外では，不整脈の一種である

物学的な研究に用いるには十分な妥当性を欠いて

QT 延長症候群の発症に関わる遺伝子多型がこの

いる ．信頼性を確保するために病態生理を仮定

エンドフェノタイプの概念を用いて解析され同定

しないということを前提 に し て 作 ら れ て い る

されている ．またエンドフェノタイプの概念は，

DSM の診断基準が，なんらかの特異性を持った

動物モデル研究へ応用が可能である点でも有用で

群を抽出することができるのか当初から疑問が持

ある．動物は幻聴や妄想といった言語的な主観症

たれており，過去にいくつかの改善は試みられた

状の表出がほとんど不可能であるが，その代わり

ものの克服し難い限界として指摘されてきた ．

に動物でも定量可能な客観的指標であるエンドフ

特にこの 2点目の問題は，精神症候学的な診断

ェノタイプを用いることで，動物モデルを用いた

基準の遺伝学における表現型としての不適格性，

行動遺伝学的解析を行うことができる．さらに，

すなわち統合失調症の「外的な表現型」
（エクソ

エンドフェノタイプを生物学的マーカーとして定

フェノタイプ：exophenotype）の遺伝学研究で

義することができれば，臨床的診断マーカーとし

の限界と換言しうる．この問題点を解決すべく導

ても有用となる可能性がある．

入された概念が，表面上の症候としては観察でき

国際的なエンドフェノタイプ研究の広がりの現

ないが，遺伝的に規定される要因の大きい生物学

状を量的に視覚化するために，PubMed で「エ
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図 1 エンドフェノタイプに関する論文数の推移（2011年分は 8月末まで)

ン ド フ ェ ノ タ イ プ」（ endophenotype endo-

上から，本稿でもエンドフェノタイプという名称

phenotypes）をキーワードとして検索した過去

に統一している．

10年間の論文数を検討した．このなかには統合

統合失調症のエンドフェノタイプに関して近年

失調症を主要なテーマとしたものではない論文や

急増する知見

総説も含まれるため，大まかな傾向を捉えるデー

も，用いられる検査の種類も多岐にわたっている．

では，候補となる遺伝子多型

タではあるが，図 1に示すように論文数は年々増

そのうち代表的なものを表 2に挙げた．研究内容

加の一途をたどっている．ちなみに「中間表現

の広がりと論文数の急増から，本稿でそのすべて

型」（ intermediate phenotype intermediate

を網羅的に紹介するのは誌面の都合上不可能であ

phenotypes）で検索した結果も同じグラフ上に

るため，筆者らが取り組んでいるプレパルス・イ

示しているが，用いられている論文数が特にここ

ンヒビション（prepulse inhibition：PPI）や，

3年は横這いの状態であることから，用語として

事 象 関 連 電 位（event ‑related potentials：

「エンドフェノタイプ」が定着していると考えら

ERP），脳 波（electroencephalography：EGG），

れる．また 2011年 10月に 18年ぶりに刊行され

脳 磁 図（magnetoencephalography：M EG）な

た現代精神医学事典の最新版では，
「中間表現型」

どの神経生理指標に話を絞って紹介する．

という項目は「エンドフェノタイプ」に統一され
ている．元々「中間表現型」という用語は，不完

エンドフェノタイプとしての神経生理指標

全優性遺伝において，ホモ接合の表現型と野生型

1）プレパルス・インヒビション（prepulse in-

の表現型の中間の表現型をヘテロ接合が示す場合

hibition：PPI）

を記述したものであり，同じような現象について

PPI は，統合失調症のエンドフェノタイプと

述べてはいるが，その概念の由来は異なる ．以

して最もよく用いられる神経生理指標の 1つであ
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表 2 統合失調症研究における代表的なエンドフェノタイプ（文献 48，49，93より)
①脳構造画像検査：
コンピュータ断層撮影（computed tomography: CT）
核磁気共鳴画像法（magnetic resonance imaging : MRI）
拡散テンソル画像（diﬀusion tensor imaging : DTI）
②脳機能画像検査：
機能的核磁気共鳴画像法（functional magnetic resonance imaging : fMRI）
ポジトロン断層法（positron emission tomography: PET）
核磁気共鳴スペクトロスコピー（magnetic resonance spectroscopy: MRS）
③神経生理指標：
プレパルス・インヒビション（prepulse inhibition : PPI）
事象関連電位（event‑related potential: ERP）P300，MMN，P50 など
脳波（electroencephalography: EEG）
脳磁図（magnetoencephalography: MEG）
近赤外線スペクトロスコピー（near‑infrared spectroscopy: NIRS）
眼球運動
④認知機能などの神経心理学的評価：
ウィスコンシンカード分類課題（Wisconsin Card Sorting Test : WCST）
ウェクスラー記憶検査（Wecheler Memory Scale‑Reviced : WMS‑R）
トレール・メーキング検査(Trail‑Making Test : TMT)

る．突然強い感覚刺激を動物に与えると瞬目反射

して統合失調症患者における PPI の低下が報告

などの驚愕反応が生じるが，PPI とはその強い

されている．服薬歴のない初発の患者群や症状の

刺 激 の 直 前（30〜300msec 程 度，通 常 60〜120

ない第一親等，統合失調型パーソナリティ障害患

msec）に比

者でも PPI の減弱を認め，その遺伝率は 32〜50

的弱い刺激を先行させることで驚

愕反応が抑制される現象をいう．PPI は，先行

％と推定されている

．ヨーロッパ系人種と

する小さな刺激の情報を直後の強大な刺激から保

アジア系人種 ，アフリカ系人種

護するための自動的，不随意的な抑制システムで

PPI を含む聴覚性驚愕反射の制御機構のプロフ

ある感覚ゲーティング機構（sensory gating sys-

ィールが異なるという報告があるが，最近，我々

tem）の指標と考えられている．PPI は単純な非

の行った日本人の統合失調症患者についての報告

言語性の刺激を用いるため年齢・人種に関係なく

も含めて，アジア系人種を対象にした研究

施行でき，多数のサンプルを集めやすいという利

が 行 わ れ て お り，い ず れ も 統 合 失 調 症 患 者 の

点がある．さらに PPI は，ヒト以外の動物にも

PPI は健常群より減弱していた．また，日本人

との間に，

認められ，類似のパラダイムを用いて評価が可能

健常者における統合失調型パーソナリティ傾向

であり，1960年代に PPI が発見されて以後マウ

（schizotypy）と PPI の 関 連 に つ い て 検 討 し た

スなどのモデル動物やヒトを対象にした遺伝子研

我々の結果では，欧米の研究同様，負の相関を認

究や薬理学的研究などが世界中で活発に行われて

めた

いる

人種を超えて存在すると考えられる．

．PPI はあらゆる感覚刺激で認められ

ことからも，統合失調症の PPI の障害は

るが，通常聴覚刺激が用いられることが多く，ヒ

統合失調症患者における PPI と遺伝子多型と

トでは聴覚性の瞬目反射における眼輪筋の筋電図

の関連につ い て の 報 告 も 最 近 増 加 し て い る．

を用いて評価されることが多い．

Hong ら

統合失調症の PPI に関する研究は 1978年に初
めて報告されて以後さかんに行われており，一貫

は，ヨーロッパ系，アフリカ系，アジ

ア系人種を含む健常者と統合失調症患者を対象に
NRG1（neuregulin 1）多型と PPI の関連を調べ，
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健常群と患者群両群において，一部のアレル保有

強いと考えられるためである．統合失調症の近親

者で PPI が低下したことを報告した．Quednow

者にも P300 の振幅減衰や潜時延長がみられると

らのグループは，ヨーロッパ系人種の健常者およ

いう報告

び 統 合 失 調 症 患 者 を 対 象 に，5 ‑HT2AR （5‑

致例において，罹患者も非罹患者も P300 振幅の

hydroxytryptamine receptor 2) ， COMT

減衰がみられたという報告

や，統合失調症の一卵性双生児不一
によって，統合失

（catechol‑O‑methyltransferase) ，CHRNA3

調症の遺伝的要因の関与が強く示唆され，P300

（cholinergic receptor,nicotinic,alpha 3) など

の遺伝率は振幅が 50〜80％，潜時は 38〜50％と

の遺伝子多型と PPI との関連について報告して

推定されている

いる．国内では Hokyo ら

として適している

が，健常者と統合失

点もエンドフェノタイプ
．

これまでに統合失調症の P300 異常との関連が

調症患者を対 象 に GRIN2B （glutamate receptor, ionotropic, N‑methyl D‑aspartate 2B）

示 唆 さ れ た 特 定 の 遺 伝 子 変 異 と し て は，

polymorphism は PPI とは有意な関連を認めな

COMT

かったが，驚愕反応の馴化（habituation）と関

phrenia 1），DISC2（disrupted in schizophrenia

連があると報告している．これらの報告から，

2)

PPI は 複 数 の 神 経 系 に 関 連 し た 多 因 子 遺 伝 の

BDNF （brainderived neurotrophic factor) な

trait marker（素因指標）であると考えられる．

どが挙がっているが，COMT に関しては関連を

，DISC1（disrupted in schizo-

，DRD3 （dopamine receptor D3) ，

否定する報告も出ている ．
2）P300
P300 とは生体の情報処理に伴って発生す る

3）MMN（mismatch negativity）

ERP の一種であり，外界からの物理的刺激に依

MMN は P300 と同様に主に聴覚のオドボール

存せず内的な情報処理過程の活動を反映する内因

課題を用いるが，被験者には注意を逸らした状況

性成分である．識別可能な 2種類以上の感覚刺激

で標的刺激に対して反応させずに記録する点が異

を頻度に差をつけてランダムに呈示するオドボー

なり，P300 よりも早い 130〜300ms の潜時で前

ル課題施行中に，低頻度刺激に選択的に注意させ

頭部から中心部にかけて記録される陰性電位であ

ることによって，刺激後約 250〜500msec とい

る．MMN は，聴覚皮質における感覚記憶機能

う長潜時で頭皮上に陽性の脳電位変化が出現する．

を反映するとされ，脳内神経基盤として 1次・2

オドボール課題施行中には，注意や運動準備など

次聴覚野と両側の前頭前野背外側部が想定されて

の認知過程とともに，状況・環境に対する認知的

おり，その発生には NMDA レセプターを介する

予期とその更新に必要な処理が行われており，

グルタミン酸神経回路が重要な役割をはたすこと

P300 はこれらの認知過程を反映すると考えられ

が報告されている ．
統 合 失 調 症 患 者 で は MMN の 振 幅 が 減 衰 す

ている．統合失調症患者の P300 では潜時延長と
振幅減衰がみられることが知られており

，

る

が，統合失調症患者の近親者でも振幅減衰

が認められる

臨床の現場でも幅広く用いられている．

ことから，MMN は統合失調症

P300 は早くから統合失調症のエンドフェノタ

の遺伝的素因を示す指標であると考えられ，その

イプとしての可能性を期待されてきた．これは統

遺伝率は 58％と推定されている ．MMN をエ

合失調症における P300 の振幅や潜時の異常が，

ンドフェノタイプとした研究としては，COMT

臨床症状や服薬などの state（状態）によって変

を含む 22q 染色体の欠失例で MMN の減弱が起

化するという報告があるものの，健常者と比

す

きることが報告されている ．笠井らは，純音刺

ると有意に差がみられることから，state marker

激よりも日本語母音を用いた音素刺激のほうが統

（状態指標）というよりは trait marker の側面が

合失調症の MMN 振幅の減衰が著しいこと ，
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こ の 結 果 が 脳 磁 図 の M M N 成 分（mismatch

機能や神経伝達物質と関連し

，そのパワーや

ﬁeld：M M F）でも再現されること

，健常双生

周波数などの成分が高い遺伝率を示すという報告

児において高い遺伝性を示すこと

を報告して

が相次いでいる

（表 3）．

い る．さ ら に，GRM3 （glutamate receptor,

我々は統合失調症において健常被験者と異なる

metabotropic 3）と BDNF 遺伝子の交互作用的

振る舞いをするいくつかの帯域にまたがる律動脳

効果が，音素刺激 M M F の強度や左右半球優位

波活動を報告してきた

性に影響を与える可能性を示唆している ．

目されているのがガンマ帯域活動（gamma band

が，近年特に注

activity：GBA）の 異 常 で あ る

．GBA は

4）P50

主に運動や感覚刺激による脳内の情報処理過程に

P50 は一定の間隔（通常 500msec）をあけて

おける局所的な神経ネットワークに関連した活動

連続した聴覚刺激の 2回目を提示後に，50msec

として注目され，NMDA 受容体や GABA 系の

前後の潜時で出現する誘発電位成分で，健常者で

機能との関連が報告されてきた．近年ではヒトに

は 1回目と比べて振幅減衰がみられるが，統合失

おいて脳波，脳磁図などの方法論を用いることに

調症患者ではこの振幅減衰が小さいことが報告さ

より，GBA は一次感覚の情報処理だけではなく，

れている．これは PPI と同様に統合失調症患者

記憶などの高次の認知機能において脳内の異なる

の sensory gating の障害を反映していると考え

領域間で複雑な情報処理機能の協調にも関連する

られており，罹病期間や抗精神病薬の影響を受け

ことが示唆されるようになった．

ない trait marker であると報告されている

．

20Hz と 40Hz のクリック音を聞かせた時の，

P50 の遺伝率は 34％と推定され ，統合失調症患

聴覚野におけるガンマ帯域の聴覚誘発脳磁場を患

者の第一親等でもこの異常が認められる

こと

者群 12人と健常者群 12人で調べたところ，健常

から，統合失調症のエンドフェノタイプとしての

者群では両方の刺激に対し GBA の活動は増強し

研究が進められてきた．

たが，患者群では活動がほとんど認められなかっ

P50 と遺伝子との関連として，健常者において

たという報告がある．統合失調症では GABA ト

P50 の振幅減衰の異常が CHRNA7 （cholinergic

ランスポーターや GABA 合成酵素の減少が確認

receptor, nicotinic, alpha 7）遺伝子プロモータ

されていることから，GABA 関連の変異がガン

ー領域の多型と関連することが報告されている ．

マ帯域活動の減弱に関連していると考察してい

また統合失調症患者では P50 の振幅減衰の異常

る

が CHRNA7 遺伝子の存在する 15番染色体 q13‑

思春期発症の精神病患者および健常被験者におけ

．また Wilson ら

は，統合失調症を含む

14 の連鎖と関連することが報告されている ．

るガンマ帯域の聴覚誘発脳磁場を連発クリック音

また，COMT ，BDNF ，NRG1 の遺伝子多型と

により誘発したところ，患者群は健常者群に比べ

の関連については否定する報告が出ている ．

GBA の活動が減弱していることから，局所にお
ける GABA ニューロンの減少や機能的な神経の

5）脳律動活動

結合に障害があることと関連があるのではないか

ヒ ト の 脳 波（ electroencephalography：

と報告した．また言語機能に関する研究も行われ

EEG）には，アルファ波（8〜13Hz）をはじめ

ており，Hirano ら

と し て デ ル タ 波（1〜4Hz）
，シ ー タ 波（4〜8

る周波数活動を 12例の患者群と 23例の健常者群

H z）， ベ ー タ 波 （ 13〜 30 H z）， ガ ン マ 波

で比

（30〜60Hz）など，分布や周波数などが異なる

は言語音と非言語音に対す

した結果，20〜45Hz における位相同期

（phase locking）が患者群では言語音に対しては

様々な律動脳波が存在していることがよく知られ

左半球で，非言語音に対しては右半球で認められ，

ている．近年これらの律動脳波成分がそれぞれ脳

左半球の言語音に対する周波数活動が 0〜50ms
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表 3 律動脳波の各周波数帯域ごとのの脳内の局在と関連する神経伝達物質，
生理学的意義（文献 19，43，102より改変）
シータ波
（4〜7Hz)

アルファ波
（8〜12Hz)

ベータ波
（13〜30Hz)

ガンマ波
（30〜80Hz)

海馬
前頭前野
感覚野

視床
海馬
脳幹網様体
感覚野
運動野

全皮質
視床下部
海馬
基底核
嗅球

全脳
網膜
嗅球

GABA
グルタミン酸
アセチルコリン

グルタミン酸
アセチルコリン
セロトニン

グルタミン酸

GABA
グルタミン酸
アセチルコリン

脳機能

記憶
シナプス可塑性
トップダウン処理
長期同期

抑制
注意
意識
トップダウン処理
長期同期

感覚ゲーティング
注意
感覚
運動コントロール
長期同期

遺伝率

パワー：80〜90％ パワー：86〜96％ パワー：70〜82％
ピーク周波数：
71〜83％

脳部位

神経伝達物質

GABA
ドーパミン

感覚
注意
記憶
意識
シナプス可塑性
運動コントロール
―

の潜時では有意に減少し，100〜150ms の潜時で

種類の神経生理学的，認知神経科学的エンドフェ

は有意に増加したことから，患者群では言語音を

ノタイプとの関連性を検討したものである ．こ

同定する初期のメカニズムに障害があると示唆し

の 12種類のエンドフェノタイプとは，先ほど紹

ている．さらに Rutter ら

介した神経生理指標である PPI，P50 と，アンチ

は患者群と同数の患

者群の同胞，健常者群を対象に安静閉眼時の自発

サ ッ ケ ー ド 課 題（ antisaccade task

脳磁図を解析した結果，頭頂葉内側後部，特に楔

oculomotor inhibition），持続作業課題（contin-

前部において GBA の低下を患者群と患者群の同

uous performance test：CPT），語音整列課題

胞で認め，この現象が統合失調症におけるエンド

（the letter‑number span），カリフォルニア言語

フェノタイプになる可能性を指摘している．

of

記憶課題（California verbal learning test：
CVLT），抽象化・心的柔軟性課題（abstraction

6）複数のエンドフェノタイプを組み合わせた
研究
2011年に入り，複数のエンドフェノタイプと，
多数の遺伝子多型を組み合わせた研究が報告され
ている．大規模な多施設共同研究を行っているコ

and mental ﬂexibility），顔 認 知 課 題（face
memory），空 間 記 憶 課 題（spatial memory），
空間処理課題（spatial processing），巧緻運動課
題（sensorimotor dexterity），情 動 認 知 課 題
（emotion cognition）である．これらの多重比

ンソーシアムの 1つである米国の COGS（Con-

により，個々の遺伝子とエンドフェノタイプの関

sortium on the genetics of schizophrenia）のグ

連を調べるだけでなく，遺伝子と多種のエンドフ

ループが，130家系の患者，家族を含む 534人の

ェノタイプの関連を示す多面発現性の検討が可能

被験者について，これまでに統合失調症と関連す

となった．その結果，エンドフェノタイプとの関

ると報告された候補遺伝子をほぼ網羅する 94種

連が認められたのは 94遺伝子のうち 46遺伝子で，

の候補遺伝子に属する 1536の遺伝子多型と，12

15遺伝子については今回選択されたどのエンド
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表 4 エンドフェノタイプ研究の問題点（文献 48より)

回統合失調症国際研究学会（1st Schizophrenia

1. 遺伝子多型とエンドフェノタイプの大規模なサン
プルを解析する際に起こる偽陽性（Type 1 error）
や出版バイアス（publication bias）の可能性．
2. エンドフェノタイプである脳機能・形態の特徴や，
遺伝子多型の民族差の問題．
3. エンドフェノタイプと関連する健常者の遺伝子多
型の結果を，統合失調症のリスク上昇に関連付け
る危険性．
4. 遺伝子多型の疾患特異性の問題．
5. 十分なエフェクトサイズを持ったエンドフェノタ
イプの選定の必要性．
6. 統合失調症の異種性の問題．
7. 2つ以上の遺伝子の交互作用，付加的作用を見る
必要性．
8. 脳形態への遺伝子の影響を見る研究における方法
論（voxel‑based‑morphometry：VBM ）の信頼
性の問題．

International Research Society Conference：
SIRS）において，遺伝子解析から社会復帰まで
多岐にわたる発表と議論が行われたが，その際に
2症候仮説で有名な Tim Crow（SANE POWIC
センター，英国）が，統合失調症の遺伝子研究の
現状について疑義を呈した興味深い一幕があった．
曰く，「統合失調症の遺伝子研究は，莫大な費用
を投資しているにもかかわらず実りが少ない」と，
その有益性と費用対効果に疑問を呈し，Weinberger らの取り組みをはじめとする大規模な遺
伝子研究の現状を痛烈に批判した

．

2010年の「分子精神医学」誌の第 1号は，「精
神疾患の遺伝子は本当にみつかったのか

」とい

う挑戦的なタイトルを掲げて，統合失調症を含む
精神疾患の遺伝子解析における最新状況について
フェノタイプとも関連しないことがわかった．関

特集した．その中で，本邦におけるこの分野の第

連が認められた 46遺伝子のうち 8遺伝子は多面

一人者である岩田の「統合失調症の全ゲノム解

発現性を有しており，4種類以上のエンドフェノ

析：大当たり

タイプと関連していた．そのうちの 6遺伝子はグ

総説に，その全般的な状況が報告されている ．

ルタミン酸の神経伝達機構に関連するものであっ

近年遺伝子解析技術が進歩し，全ゲノムの一塩基

たことから，この破綻が統合失調症の発症に関与

多型（single nucleotide polymorphism：SNP）

していることが示唆された．

を 網 羅 的 に 解 析 可 能 な GWAS（genome‑wide

それとも…」というタイトルの

association study）の実用化により，大規模な国
エンドフェノタイプ概念の現状と問題点
これまで神経生理指標を用いたエンドフェノタ

際的多施設共同研究が可能となり，数千人単位の
統合失調症患者の遺伝子解析を行った結果として，

イプ研究を中心に紹介してきたが，現時点で統合

いくつかのリスク遺伝子の存在が報告された．し

失調症の発症に関わる根本的な機序が解明された

かしこれまでに GWAS で発見された ZNF804A

という報告はまだない．エンドフェノタイプの概

（zinc ﬁnger protein 804A）を始めとする遺伝子

念についてはすでにいくつもの問題点が指摘され

は，頻度は高いもののエフェクトサイズ（eﬀect

ており（表 4） ，どれ 1つとっても一筋縄では

size）がせいぜい 1.1〜1.2程度と低く，これら

いかない問題であるが敢えて整理を試みれば，統

全てを併せても統合失調症の遺伝要因のごく一部

合失調症に限らず大規模な臨床研究を行う際に特

しか説明できないのが現状である．岩田は「統合

有の問題点（表 4の 1，2，6）と遺伝子解析研究

失調症の病態全体を見つけたかと問われれば，尻

側 の 問 題 点（表 4の 3，4，7）
，画 像，生 理，認

尾の尻尾あるいは影の影をぼんやり捕まえたとい

知機能検査側の問題点（表 4の 5，8）の 3点に

うのが，厳しい見方だが現状であろう」と続けて

大きく分類できるのではないかと考えられる．ま

いる．

ずは大規模な臨床研究を行う際に特有の問題点と

前述したように統合失調症は，その遺伝率が

遺伝子解析研究側の問題点について俯瞰してみる．

80〜85％とかなり高い疾患であるにもかかわら

2008年 6月にイタリア・ベニスで開かれた第 1

ず，また Crow が指摘するようにこれほどの予算
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図 2 統合失調症の遺伝的異質性（文献 64より)

と資源を投入しているにもかかわらず，なぜ今ま

できない．現時点でエンドフェノタイプの概念を

で明確な遺伝要因が見つからないのか．岩田は

用いても統合失調症の遺伝要因が見出しにくいの

「身長」を例に挙げてこの混乱した状況を明快に

は，「統合失調症に客観的指標の評価法がない」

説明している ．ヒトの身長は cm 単位で定量的

からではなく，「統合失調症も身長や他の複雑疾

に測定できる非常に明確な表現型で，遺伝率は

患と同様に，現在の方法論（GWAS）では非常

80％とほぼ統合失調症と同じであり，GWAS を

に小さな影響の遺伝子多型しか見つかっていな

含めた遺伝要因研究で身長に関連した遺伝子変異

い」からというのが現状の認識としてはより正確

は 40個ほど同定されている．しかしいずれもエ

であろう．現在，統合失調症の発症に関わる遺伝

フェクトサイズの小さいものばかりで，これらを

要因には，GWAS で解析可能な「頻度は高いが

総計しても 80％の遺伝率のうちわずか 5％しか

発症への効果が弱い遺伝子多型」以外に，「非常

説明できないという

．現状の GWAS を中心と

に稀であるが効果が強い遺伝子多型（multiple

した遺伝子解析では期待通りの解析結果が得られ

rare variant）」と，その中間型の遺伝子多型が

ていないという失望感は，統合失調症だけではな

あり，その組み合わせで発症するのではないかと

く，アルツハイマー病や糖尿病，高血圧など他の

いう機序が想定されている （図 2）．他にも，

複雑疾患についても同様にみられ，説明できない

環境の影響を受ける DNA のメチル化が RNA の

残りの遺伝要因は

発現制御に影響するエピジェネティクス ，タン

missing heritability という

キーワードと共に議論の的となっている

．

図 1に示すように論文数が年々増加し新しい結

パク質には翻訳されない RNA が転写後の翻訳過
程を阻害することで遺伝子発現を抑制するマイク

果が報告されているにもかかわらず，統合失調症

ロ RNA

の発症に関わるメカニズムの解明につながる知見

から異なる mRNA が生じるスプライシング変

がエンドフェノタイプを用いて見出されたという

異

決定的な報告は今のところ見当たらない．身長の

用が進みつつある新たな遺伝子研究の知見から，

ように遺伝要因が強く定量的な表現型でも，現在

missing heritability の一部が説明されていく

の遺伝子解析法では遺伝要因のごく一部しか説明

，エクソンの選択の組み合わせの違い

など，ここ数年で精神科疾患へも急速に応

ことが期待されている ．
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ではエンドフェノタイプとしての神経生理指標

専門家に謙虚で開かれた考え方を持つように訴え

の問題点はどうだろうか．エンドフェノタイプと

た ．彼は，各分野に閉じこもりながらお互いを

して最も期待され，研究が進んでいるとされる

批判する教条主義や，各分野の長所・短所に無知

PPI は，遺伝要因が強く関与することは明らか

なまま方法論を無批判に混ぜあわせる折衷主義を

ではあるものの，その発現メカニズムはよくわか

戒め，精神医学の発展にはこれらの近視眼的態度

っていない．遺伝要因以外の性別や喫煙，抗精神

はむしろ有害であると指摘した．そして，それぞ

病薬といった外的要因の影響を受けるが，その理

れの分野の研究者が，個別の長所と独自の限界を

由はまだ十分に解明されているとはいえないのが

持った方法論を，他と組み合わせることなく，そ

現状である ．

れぞれを純粋にかつ慎重に用いていく多元主義を

P300 は，注意や運動準備，認知的予期などい

説き，各分野の先入観を排しながら，この困難な

くつかの認知過程を反映している複合的な成分で

病に協力しながら立ち向かっていく必要性を説い

あるが，そのメカニズムについて一致した結果が

た ．これまで本稿で振り返ってきたエンドフェ

得られているとは言い難い．我々が行った健常被

ノタイプ概念を取り巻く遺伝子研究，生理学研究

験者における P300 の M EG を用いた解析では，

の現状は，まさに彼の指摘する折衷主義の典型像

P300 の出現する 200〜600ms の長潜時の区間で，

を呈しており，その結果として現時点では統合失

デルタ，シータ，アルファ，ベータ，ガンマの各

調症の発症に関わる根本的な遺伝・環境要因の解

帯域における律動成分が，前頭葉や頭頂葉など脳

明には繫がっていない．それぞれの方法論を無批

内の様々な部位で同期・脱同期を示した ．いま

判に組み合わせて統計的に相関を解析する前に，

まで P300 では誘発波形の頂点潜時と振幅という

まずは各分野で自らの方法論を究めて，その長

2つの指標が，エンドフェノタイプとして遺伝子

所・短所についてお互いにより理解を深めていく

多型との相関解析に用いられてきた．しかし表 3

必要があろう．

でも示したとおり，これまで単純加算平均により

岩田は，統合失調症を「難攻不落の城塞」に譬

脳雑音として消去されてきたこれらの周波数成分

えて，以下のように現状を説明している．「（統合

の消長が，それぞれ脳機能と神経伝達物質との関

失調症のゲノム研究は）とりあえず全方向から取

連が示唆されており，P300 というエンドフェノ

り囲み（全ゲノム解析），取り立てた戦 略 な く

タイプのさらに内的なエンドフェノタイプとして

（仮説なしで）大量に資源を投入して殲滅しよう

定義されうるのではないかと考えられる．

としているようなものであろう．（中略）今後本

このように神経生理指標も，そのメカニズムは

格的に攻略するには膨大なサンプル，画期的な新

明らかではない点が多い．生理学の側としては，

技術，そして莫大な研究資金が必要である．（中

遺伝子との関連を論じる以前に，現在用いられて

略）この城塞の内部に入り込むことは可能かもし

いる確立された指標についてさらに詳細に理解を

れない（現時点ではこの試みは全て失敗している

深める必要がある．

が）．しかしたとえ幸運に入れたとしても，この
城塞の中はおそらく出口のない迷路になっており，

エンドフェノタイプの今後の展望
米国 NIM H の科学部門の長として，1960年代
に統合失調症の遺伝研究を確立させたシーモア・

統合失調症の全体像を明確にすることはない．数
％の病態についての説明が得られれば幸運という
ことになる．」（注：括弧内も原文のまま引用)

ケテ ィ（Seymour S. Kety，1915‑2000）は，精

現在エンドフェノタイプの解析にも，前述のよ

神医学研究における生物学，心理学，社会学のす

うな大規模多施設共同研究が行われており，精神

べてのアプローチに，それぞれに特有な視点があ

医学のあらゆる方法論を駆使して莫大な予算と人

りながらまた限界もあることを指摘し，各分野の

員が投入されている．しかし，新たな技術が開発
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されれば，状況は一変し，戦略目標も変わってく

と治癒，QOL 向上，社会復帰に貢献していくも

る可能性はある．岩田は，発症の転帰や，症状を

のと思われる．

コントロールする何らかの方法が見つかれば，全
体のメカニズムは不明であっても予防法や社会生
活に支障を来さない程度の治療法が開発され，統
合失調症の病態解明をそこまで突き詰めていく必
要性がかなり薄れてしまう可能性を示唆してい
る ．統合失調症という城塞が聳え立つのを横目
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Endophenotypes in Schizophrenia : A Review of Electrophysiological Studies

Ryouhei ISHII , Hidetoshi TAKAHASHI , Ryu KURIMOTO , Yasunori AOKI ,
Shunichiro IKEDA , Masahiro HATA , Koji IKEZAWA , Leonides CANUET ,
Takayuki NAKAHACHI , Masao IWASE , Masatoshi TAKEDA
1）Department of Psychiatry, Osaka University Graduate School of Medicine
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Schizophrenia patients consistently show some deﬁciency in electrophysiological measures, such as PPI （Prepulse Inhibition）
, ERP （Event‑Related Potential） components
（mismatch negativity,P50,P300）,EEG（Electroencephalography）
,and MEG（Magnetoencephalography）. These components have been intensively studied as quantitative biological
markers（i.e., endophenotypes）for psychiatric disorders. Recently brain oscillations, especially gamma（30‑80 Hz）band activity（GBA）
, are being increasingly investigated as new
candidate endophenotypes. In this review,we summarize the current status,perspective,and
limitations of representative paradigms for investigating abnormal electrophysiological
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components of schizophrenia, along with relevant genetic polymorphism.
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