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研究成果の概要（和文）：研究期間内に研究参加への書面での同意を得られた、参加条件と除外条件を満たす健
常対照と向精神薬を内服していないうつ病患者を対象に、脳内活性化ミクログリアおよびセロトニントランスポ
ーターを測定する頭部Positron emission tomography (PET)、安静時脳機能結合性や内側前頭前野のGABAやグル
タミン酸濃度を測定するresting state functional MRIとMEGA-PRESS法による1H-MRspectroscopyおよび臨床評
価を行なった。得られたデータを解析し、右尾状核や前帯状皮質膝下部などの脳部位における分子病態がうつ病
の背景を成すことを見出している。

研究成果の概要（英文）：The current study registered and analyzed healthy controls and patients with
 medication free major depression who had written consent to participate in the present study during
 the study period and met the inclusion and exclusion criteria. Head positron emission tomography 
(PET) to measure activated microglia and serotonin transporter, resting state functional MRI to 
measure resting state function connectivity and 1H-Magnetic Resonance Spectroscopy by MEGA-PRESS to 
measure GABA and glutamate concentrations in the medial prefrontal cortex, and clinical evaluation 
were performed in the study participants. By analyzing the obtained data, it was found that the 
molecular pathology in the brain regions such as the right caudate and the subgenual anterior 
cingulate cortex plays a role in the pathophysiology of major depression.

研究分野： 精神医学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究成果は、うつ病における神経炎症仮説とモノアミノ仮説相互の関係に初めて迫るもので、うつ病の脳分子
病態解明や新たな治療標的の創出に結びつくことが期待される。うつ病は生涯有病率20%という頻度の高い疾患
で若年成人から中高年に好発するため、生産人口を直撃して社会的な影響も大きい。一方で現状でのうつ病治療
薬はモノアミン仮説に立脚したものに限定されており、多くの治療抵抗性症例が生じて当事者および家族そして
社会全体への困難が生じている。本研究によって神経炎症仮説さらにはそのモノアミン仮説との相互作用に立脚
した新たな治療標的が示されることで、治療抵抗性症例の治療に結びつく新たな治療薬の開発が期待される。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
うつ病は生涯有病率 20%という頻度の高い疾患で、若年成人から中高年に好発するため、
生産人口を直撃して社会的な影響も大きい。一方で現状でのうつ病治療薬はモノアミン仮
説に立脚したものに限定されており、多くの治療抵抗性症例が生じ、そのために当事者およ
び家族そして社会全体への困難が大きくなっている。一方で、新たにうつ病の病態仮説とし
て神経炎症仮説が提唱されて注目されてきてた。しかし、うつ病における神経炎症仮説とモ
ノアミノ仮説相互の関係についての検討はされていなかった。 
 
２．研究の目的 
うつ病の脳病態におけるセロトニンを中心としたモノアミン系と脳内活性化ミクログリアのそ
れぞれおよび相互の関与を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
研究期間内に参加条件と除外条件を満たす健常対照 20 名、抗うつ薬を服薬していないうつ病患
者 12 名の研究参加を得た。これらの被験者に対し、PET トレーサーとして活性化ミクログリア
は[11C]DPA713 をセロトニントランスポーターは[11C]DASB を用いた頭部 Positron	 emission	
tomography	(PET)、形態画像に加えて resting	state	functional	MRI と MEGA-PRESS 法による
1H-MRspectroscopy を撮像する頭部 Magnetic	resonance	imaging を行なった。同一日に臨床症
状評価としてベックうつ病評価尺度 I、Hamilton	Depression	Rating	Scale、Yang	Mania	Rating	
Scale を行い、血液サンプルを採取して一般血液検査、DNA 抽出を行った。	
	
４．研究成果	
期間内に得られたデー
タのうち、背景情報を
マッチさせた患者 11名
（31.0±8.1 歳、女性 7
名）と健常対照 11 名
（31.0±6.5 歳、女性 7
名）を対象に、SPM12 を
用いて DASB 結合能を予
備的に全脳解析した結
果、患者群で右尾状核、
前帯状皮質膝下部にお
いて低下を認めた（p	<	
0.001,	k	>	10、図 1、
図 2）。さらに、SPM 分析
で得られた T マップを
用いて検定力分析を
fmripower	（Mumford	&	
Nichols,	2008）で行い、
Neuromorphometrics の
領域ごとに検定力を計
算した。患者群で右尾
状核、前帯状皮質膝下
部において低下を認め
た（p	<	0.001,	k	>	10）。
さらに、SPM 分析で得ら
れた T マップを用いて
検 定 力 分 析 を
fmripower（Mumford	 &	
Nichols,	2008）で行い、
Neuromorphometrics の
領域ごとに検定力を計
算し、最終症例数を 25	
vs.	25、有意水準を p	<	
0.01 としたところ、左
側坐核で0.86の検定力
を得た（図 3）。そのた

図 1 

図 2 



 

 

め、R3 年度に別財源で追加の
被験者募集とデータ収集を行
い、最終的解析と論文発表準
備を進めることを計画してい
る。	
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