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研究成果の概要（和文）：本研究は自閉症スペクトラム症の行動特性である限局的反復的行動(RRBs)の神経基盤の探索
を目的とした。研究１：RRBsの認知心理学的基盤である実行機能障害に着目し児童でも脳機能計測下で実施可能な検査
開発を試み、光トポグラフィー下で語産生課題を健常者25名に実施、両側前頭前野と上側頭皮質で神経活動増加を検出
した。研究２：RRBsの神経学的基盤の有力候補である大脳小脳連関機能不全検出に向け、児童でも実施可能な検査であ
るNIRSと脳磁図の有用性確認のために小脳損傷神経発達障害患者に対し把握課題施行中の計測を行いcrossed cerebell
ocerebral diaschisisの検出に成功した。

研究成果の概要（英文）：This study aims to explore neural substrates of restricted repetitive behaviors 
(RRBs), which is a critical behavioral characteristic of autism spectrum disorders. Study 1: Executive 
dysfunction which is a cognitive substrate of RRBs was focused on, and development of the task to 
investigate it under neuroimaging techniques even in children was attempted. Near-infrared spectroscopy 
(NIRS) using the word generation task was conducted to 25 healthy volunteers. Bilateral prefrontal and 
superior temporal cortex were activated. Study 2: Purposing to detect deficits of cerebral-cerebellum 
linkage, which is considered to a candidate of RRBs' biomarker, utility of NIRS and 
magnetoencephalography available to children was investigated using the hand grasping task in a patient 
of neurodevelopmental disorder with cerebellar lesions, and crossed cerebellocerebral diaschisis was 
clarified.

研究分野： 精神神経科学

キーワード： 実行機能　神経発達障害　大脳小脳連関　前頭葉　光トポグラフィー　脳磁図　自閉症スペクトラム障
害　限局的反復的行動
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１．研究開始当初の背景 
自 閉 症 ス ペ ク ト ラ ム 障 害 (Autism 

Spectrum Disorders: ASD)は、先天的な中枢
神経の異常により 3 歳以前に発症し、社会的
相互作用の質的障害、コミュニケーション障
害、限局的反復的行動の 3 主徴を様々な程度
に伴うことで社会生活上の障害として顕在
化している神経発達障害である。ASD の中核
症状のうち、限局的反復的行動(Restricted 
Repetitive Behaviors: RRBs)は、ASD の社
会適応や幅広い活動による学習の機会を妨
げている。一方、ASD には、特殊な才能を持
つサヴァン症候群の者が散見されるが、その
才能にRRBsは大きく影響を与えていること
が示唆されている。すなわち、RRBs は、ASD
の長所にも短所にもなると同時に、ASD 者に
対する社会的評価を規定し自尊感情に大き
な影響を与えるものと考えられる。さらに、
RRBs は ASD 者に楽しみや心の安定をもた
らし、それはある程度他人と共有可能である
ことが臨床的観察から推測される。このこと
は、RRBs が、本人に負担なく受容できる介
入の糸口に成り得ることも示唆している。よ
って、RRBs は、ASD 者の QOL に重大な影
響を与えるものと考えられる。RRBs の発現
の基盤には、認知心理学的には実行機能障害
が深く関与していることが報告されている。
実行機能障害の神経学的基盤として古くか
ら前頭前野が重要な役割を担っていると言
われてきたが、近年、ASD の RRBs の発現
には、ASD の神経学的特徴として多く報告さ
れている小脳の異形成も大きく関わってい
る可能性も示唆されてきている。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、RRBs の発現に重要な役割を
果たすバイオマーカー候補としての神経学
的基盤を、幅広い認知機能レベルの対象者に
適応可能な脳機能画像計測法と課題の組み
合わせにより検出することで、ASD 児の
RRBs の発達研究の進展に寄与することを目
的とした。 
 
３．研究の方法 
（１）ASDの RRBsの認知心理学的基盤として
の最有力候補である実行機能障害に着目し、
ASD 児童を含む幅広い認知機能レベルの対象
者に脳機能画像計測下で実施可能な実行機
能検査の開発を試みた。その中で、脳機能計
測下でのデータが豊富に蓄積されている実
行機能課題である語産生課題を、広く人口に
膾炙し神経発達障害児においても実施可能
と考えられ ASDの脳機能障害の関心領域を賦
活できることが実証されているしりとり課
題を用いることで、光トポグラフィー(NIRS)
計測下で健常ボランティア 25 名（平均年齢
27.0 ± 6.9 歳）に実施し解析した。52個の
測定点(channels)を持つ多チャンネル NIRS
のプローブを被験者の前頭前野から上側頭
皮質を覆うように設置し、しりとりを一人で

声を出して 90 秒間実施した時の酸素化ヘモ
グロビン濃度[oxy-Hb]の安静時からの相対
的変化量と産生語数、気分状態を測定した。 
（２）ASDの RRBsの神経学的基盤の有力候補
の一つとして、小脳の障害が大脳機能の低下
をもたらす大脳小脳連関の機能不全が仮定
されていることに着目し、大脳小脳連関の機
能不全が、児童でも比較的安全に実施できる
脳機能画像検査である光トポグラフィーと
脳磁図(MEG)で検出できるかを明確にするた
めに、直接幼児期及び児童期に ASD に関わる
小脳の関心領域及び右小脳半球に損傷を受
けた神経発達障害成人に対し、小脳と大脳を
限局的に賦活することが確認されている把
握課題(hand grasping task)施行中の NIRS
と MEGによる計測を実施した。NIRSを用いた
実験では、（１）と同様のプローブを感覚運
動皮質を含む領域に設置し、把握課題を片手
ずつ９０秒間行った時の [oxy-Hb]の安静時
からの相対的変化量を測定した。MEG を用い
た実験では、把握課題をそれぞれの手につい
て 5秒間８回行った時のβ波の事象関連脱同
期を 64 channelsの MEGで測定し、電流源の
位 置 を SAM 法 (synthetic aperture 
magnetometry technique) を用いて推定した。 
 
４．研究成果 
（１）RRBsの基盤である実行機能障害を検出
できる幼児でも実施可能な検査であるしり
とり課題を行っている最中の脳活動の特徴
を 52個の測定点を持つ多チャンネル NIRSに
より捉えることに筆者の知る限り初めて成
功した。有意な脳活動が前頭前野と上側頭皮
質に両側性に広く分布していた。脳活動は似
たようなパターンと分布域を持つ 4つのクラ
スターに分けることができ、さらに、産生語
数（課題成績）と直接相関すると思われる脳
活動が両側の下前頭皮質に検出された（図
１）。このことは、本研究で用いた検査手法
が、幅広い認知機能レベルの ASD者を対象に
RRBs の形成に中心的役割を果たしている実
行機能障害の前頭葉を中心とする神経基盤
を検出する上で有用であることを示唆した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１ 



 
（２）MEG を用いて小児期の右小脳半球損傷
による神経発達障害患者が、左右それぞれの
手において把握課題を施行している時の脳
活動を測定した結果、通常検出されるはずの
運動手と反対側の大脳感覚運動野の活動は、
右手の使用では両側の感覚運動野に右側優
位に検出された（図２）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

また、同じ実験を NIRS を用いて行った結
果、同様に右手の使用では両側性に感覚運動
野の脳活動を検出した（図３）。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
これらの結果は、片側小脳半球の損傷が、

上小脳脚などの大脳小脳連関を通して対側
の大脳半球の活動低下を導く crossed 
cerebellocerebral diaschisisという現象と、
損傷小脳半球と同側の大脳半球の代償的な
活動増加を捉えることに成功した筆者の知
る限り初めての知見である。このことから、
NIRS と MEG が、RRBs の神経学的基盤として
の小脳の異常の大脳機能への影響を検出す
る手段として有用であることが示唆された。
今後、本研究で得られた知見が、様々な認知
機能レベルの神経発達障害患者を対象とし
た RRBs のバイオマーカーとなる脳機能画像
研究の発展に寄与できることが期待される。 
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