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研究成果の概要（和文）：我々は、神経性食思不振症（AN）では、背景に自閉症スペクトラム障害を有している患者が
存在するという仮説の元に、社会的機能を反映すると考えられる対人場面での会話課題および様々な精神疾患で検討が
行われている語流暢性課題中の脳活動を、NIRSを用いてその特徴を調べた。ANでは、健常者と比較して会話中の脳活動
はほぼ維持されているが、語流暢性課題中の脳活動は一部に双極性障害のパターン（賦活ピークの遅延）を示す症例が
存在することが明らかになった。またANでは体重減少時にはうつ病パターン（賦活ピークの減少）を示し、体重増加時
には健常者のパターンを示す症例が存在することが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：We hypothetised that the some of patients with Anorexia nervosa (AN) have 
combined autistic spectrum disorder, and investigated the brain function using near infrared spectroscopy 
(NIRS) during the face-to-face conversation task that reflect social function and the verbal fluency task 
that have been investigated in various psychiatric disorders.
The brain activation of AN patients during the conversation task was almost maintained compared to 
healthy subjects. On the other hand, we found that the brain activation in some cases of AN during the 
verbal fluency task indicated the bipolar disorder like pattern (delayed activation peak). Also, we found 
the depression like brain activation pattern (lowered brain activation) in one AN at the weight loss, and 
the lowered brain activation was increased with recovered body weight.

研究分野： 精神医学

キーワード： NIRS
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１．研究開始当初の背景 

  神経性食思不振症(AN)は思春期に好発

する体重や体型への顕著なこだわりと肥満

への強い恐怖のために食行動の異常をきた

す疾患であり、女性での罹患率は９％にも

のぼる。このようにまれな疾患ではないに

もかかわらず、いまだ治療は困難を極める

ものが多く、死亡率は 6−10％に達する。

AN の臨床像に関しては、高齢発症、若年

化、遷延化など多様化している現状の中、

より本質的な病態に対する治療プロトコー

ルの確立が求められていると考えられる。 

 近 年 ア ス ペ ル ガ ー 障 害 (Asperger’s 

Disorder: AD)と AN との合併例の報告が複

数なされており、自閉症スペクトラム指数

（Autism-Spectrum Quotient; AQ）と AN の

関連を検討した報告もなされている。AN

全体としては健常者より自閉性傾向が高く、

特に自閉性が高い症例では全例排出行為を

伴うという特徴があったとしている。また、

Body mass index (BMI)と負の相関を示した

とのことから、AN には、アスペルガー障

害を合併した一群がおり、またその自閉性

の高さは AN の重症化にも関連している可

能性が考えられる。しかしながら、現時点

では AN の病態を、自閉症スペクトラムの

観点から評価する機能画像、治療法ともに

欠けている状況にある。 

 今までに我々は、AN における自閉症ス

ペクトラムの重要性を考え、それを評価す

る方法を検討してきた。現在まで行われて

いる AN、AD における fMRI など機能画像

研究の多くは、多くが表情認知課題などの、

特殊な環境における限定された認知機能に

関連して行われたものであり、その背景は、

fMRI・PET はガントリー内に頭部を固定し

た仰臥位かつ安静状態でないと検査ができ

ないという測定装置の特徴が大きく影響し

ている。実際の AD の診断根拠となる社会

性の障害、コミュニケーション能力の障害、

想像力の障害については、実際の会話にお

いて最も表現される特徴である。しかし測

定手法の限界から、実際の会話場面におけ

る脳機能の特徴を脳機能画像により検討さ

れたことは現在までない。 

 近 赤 外 線 ス ピ ク ト ロ ス コ ピ ィ

near-infrared spectroscopy (NIRS)には他の脳

機能画像検査法より優れた特徴がある。す

なわち、ガントリー内に頭部を固定した仰

臥位での安静状態でないと検査ができない

fMRI・PET と異なり、発話や手指運動が可

能な座位という自然な状態での検査が可能

であり、②時間分解能が高く、秒単位での

脳血流の変化を検知することができる。③

侵襲性もなく、臨床現場で簡便に測定をす

ることができる。したがって、NIRS を用

いることで臨床現場で簡便に精神疾患につ

いての高度な機能についての時系列データ

を得ることができるという大きな利点があ

る。これらのことから、NIRS の会話課題

中の反応を調べることにより、AN の自閉

性についての生物学的指標を確立する事が

出来る可能性がある。 

２．研究の目的 

対人場面での会話課題による NIRS 検査

法の確立、語流暢性課題と会話課題中の

AN の脳機能の比較を目標として検討を行

った。 

３．研究の方法 

・対人場面での会話課題による NIRS 検査法

の確立 

対人場面で実際に行動を行なっている

時の脳機能の検査法を確立する。すでに、

対面して座っている検査者と、一定の話

題について自由な会話を 15 秒交代で 6

往復行うように求める（合計 180 秒）と

いう対人行動課題を用いて検討を行った。 

現在までの検討の中で、まだ不十分で

ある会話中の行動評価について、客観的



な測定手法であるアイトラッカー（tobii

社）、高性能マイクによる音声測定および

解析(Praat)を取り入れることを検討した。 

・NIRS データの管理システムの確立 

 多数の NIRS データと様々な被験者情報の

データベースを構築できる環境を作成する

ことを目的とし、パーソナルコンピューター

にデータベースを構築するため、visual 

studio を用いて開発を行った。 

・ AN 患者の会話課題、語流暢性課題中の脳

活動の比較 

 以前に検討を行った統合失調症、大うつ

病性障害、双極性障害で取得してある語流

暢性課題施行中の NIRS データとの比較を

行うため、会話課題と同時に測定した語流

暢性課題中の NIRS 波形について検討を行

った。AN 患者 5 例を対象とし、うち一例

については体重減少時（BMI=16.4）と体重

増加時（BMI=32.9）の比較を行った。 

４．研究成果 

・対人場面での会話課題による NIRS 検査法

の確立 

現在までの検討の中で、まだ不十分である

会話中の行動評価についての客観的な手法

を取り入れることを検討した。従来の会話

課題施行中のビデオカメラの測定に加えて、

試行可能な客観的な行動指標について様々

な検討を行った。病態生理学的な側面から

特に自閉傾向に関連の深い「視線制御」に

ついて、近年開発されている視線検出装置

を用いて行うこととした。視線制御の定量

化については、tobii 社製のアイトラッカ

ーを NIRS 装置と同時に用いて行うことと

しその使用方法について、技術講習を受け、

測定法および解析法について習熟した。 

・  データ管理システムの構築 

 得られたデータの解析方法について購入

したパーソナルコンピューターにデータベ

ースを構築するため、データ管理用のソフ

トウェア「NIRS データ管理」を visual 

studio により開発した。開発したソフトウ

ェアにより、多数の NIRS データと様々な被

験者情報のデータベースを構築できる環境

を作成した。このことにより、対象患者の

症状評価、行動評価の管理が合理化され、

人為的なデータ管理ミスの起きにくい環境

が構築できた。 

・ AN の会話課題、語流暢性課題中の NIRS

の比較 

 会話課題中の NIRS 活動は、全般的に側頭

部、前頭部とも賦活が大きく、発話相/聴取

相の変化に応じた小波も観察され、健常者

と同様のパターンを示した(図 1)。 

 一方で語流暢性課題中の反応は、1 回測

定を行った 4例のうち 1例は健常者に近い

パターンを示し、2 例は双極性障害のパタ

ーンに似ていた。1 例はアーチファクトの

混入が多く、判定が困難であった。AN 患者 

 

 

図 1 AN の会話課題と語流暢性課題中の

NIRS 波形 



には双極性障害の波形パターンを有するも

のが比較的存在するこが明らかになった。

また 2回測定を行った症例は、体重減少時

はうつ病の波形に似ており、体重増加時は

健常者のパターンに近くなった。AN には体

重変化とともに波形パターンが変化し、体

重減少時にはうつ病パターンを示す症例が

存在することが明らかになった。 

 

図 2 AN の体重増加時、体重減少時の語流

暢性課題中の NIRS 波形 

 

これらのことから AN では、健常者と比較し

て会話中の脳活動はほぼ維持されているが、

語流暢性課題中の脳活動は一部に双極性障

害のパターンを示す症例が存在することが

明らかになった。 

我々のグループは、会話課題中の脳活動は、

健常者と比較して、統合失調症、大うつ病

性障害、双極性障害それぞれに特徴的な変

化を示すことを報告しており、語流暢性課

題と会話課題の比較をする事が、精神疾患

のより正確な診断へ寄与する可能性を示し

た。 
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