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研究成果の概要（和文）：本研究は、成人の強迫性障害（OCD）患者、その中でも自閉症スペクトラム障害
（ASD）が基盤にあることが疑われ,その二次障害として強迫症状を呈していると疑われる患者の認知機能の特性
を神経心理検査を使用して探索した。患者群35名をASDと診断される群OCD(ASD+)（13名）とされない群OCD
（ASD-）（22名）にわけ、健常群29名と三郡比較を実施。OCD(ASD+)に顕著な特性は認められなかったが、全体
を通して、OCD(ASD+)、OCD（ASD-）両群ともに健常群と比較して処理速度の遅さが認められた。この両群の結果
は似ているものの、両群それぞれ異なる要因が考えられた。

研究成果の概要（英文）：This study tries to investigate OCD with ASD comorbidity to find its 
neuropsychological features by conducting various neuropsychological tests. Participants with a 
primary diagnosis of OCD but not ASD. After conducting ASD trait assessments, the participants were 
divided into the following three groups: OCD with no ASD comorbidity [OCD (ASD－)] (n=22), OCD with 
ASD comorbidity [OCD (ASD+)] (n=13). The study examined the three groups comparisons with [OCD 
(ASD－) and OCD (ASD+) and Healthy Controls (HCs) (n=29)] by using various neuropsychological tests.
There was no significant difference among the groups in executive function. However, the findings 
revealed that individuals with OCD (ASD+) had lower cognitive processing speeds and the two OCD 
groups are similar in certain cognitive abilities, as reflected by lower processing speeds. However,
 different factors might affect their overall performance in the two groups.

研究分野： 神経心理学
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１． 研究開始当初の背景 
強迫性障害（OCD）とは、生涯有病率

が2-3％と精神疾患の中でも頻度が高

く、慢性化し重症化しやすいと言われ

ている。OCDの治療方法としては、認

知行動療法、セロトニン再取込阻害剤

を主とする薬物療法、および両者の併

用がエビデンスのある治療法として推

奨されているが、治療効果を示すケー

スの増加を認める半面、状態の変化が

乏しく、治療や投薬の長期化へとつな

がるケースも認められる。一方、OCD

とASDとの併存に着目する研究も近年

みられるようになっている。ASD は、

適切な支援が得られなければ二次障害

としての精神疾患を引き起こしやすい。

ASD の中でもOCDの症状は、抑うつ、

不安障害と共に頻度の高い二次障害と

して知られている。幼児期にはASDの

存在が見過ごされ、その後二次障害に

よって初めて精神科に受診する例も少

なくなく、初診時にはASDが気づかれ

ずに診断されている可能性もある。 

OCD患者の中でASDの併存の可能性

が疑われる場合、その特性を客観的に

評価する方法があれば、より適切な治

療と対応につなげられると考えている

ことから、神経心理検査がその客観的

な評価方法の１つとなる可能性がある

と考えられる。OCD とその認知機能の

研究、ASD を含む発達障害の研究でも、

特に遂行機能や感情認知を中心とした

研究が多く行われており、OCD、ASD 

とも遂行機能（実行機能）の低さを示

す研究が多数存在するが、結果にばら

つきがあり、一般化はされていない。

異なる検査の使用や測定している機能

の違いなどから、その結果は研究によ

って異なることも多く、幅広く機能を

測定できる検査を実施し、特徴を捉え

ていく必要があると考えられた。 
 

 
２． 研究の目的 
本 研 究 は 、 成 人 の 強 迫 性 障 害

（Obsessive-Compulsive Disorder: OCD）

患者、その中でも自閉症スペクトラム障害

（Autism Spectrum Disorder: ASD）が基

盤にあることが疑われ,その二次障害とし

て強迫症状を呈していると疑われる患者の

認知機能の特性解明、および適切な治療及

び支援へとつなげるための評価方法を検討

することを目的とする。 
 
３． 研究の方法 
（１） 対象被験者 

① OCD 患者群 

  OCD 患者のうち、精神科診断面接マ

ニュアル (SCID)を使用した精神科医によ

る構造化面接において OCD と診断された

者。18 歳から 50 歳までの日本語を母国語

とする男女とし、成人用ウェクスラー式知

能検査第 3 版（WAIS-III）にて IQ80 以上、

およびエールブラウン強迫観念・強迫行為

尺度（Y-BOCS）によるアセスメントにお

いて中等度以上（17 点以上）の重症度の強

迫症状を有する者。  

対象除外基準 ： 脳器質疾患、頭部外傷、

神経疾患、統合失調症圏、物質依存、重

篤な身体疾患の合併、視覚・聴覚障害、

色覚異常。 

 

ASD の診断： 詳しい発達歴の聴取に自

閉性スペクトラム指数（AQ-J）の尺度を参

考にして複数の精神科医が DSM-IV によ

り診断。ASD の診断ができうる者を

OCD(ASD+)とし、ASD の診断がつかな

い者を OCD(ASD-)と群分けを行った。 
 
② 健常群 

患者群と年齢をマッチさせた 18 歳～50 歳

までの男女。全般的知的機能がウェクスラ

ー成人知能評価尺度改訂版（WAIS-R）簡



易版で IQ が 80 以上、精神疾患簡易構造化

面接法 (MINI）により精神疾患を患ってい

ないことが確認でき、社会適応が良いと判

断される者。OCD のスクリーニング機能

をもつ、モーズレイ強迫観念・強迫行為調

査票  (MOCI)及び強迫性障害評価尺度

（OCI）によりカットオフ値以下と確認さ

れている者。 
 

（２） 実施神経心理検査 

CANTAB, CogState, WCST, Stroop Test, 

Trail Making Test A & B, IGT, Eyes Test  
 

（３） データ解析 
①  WAIS-III のスコアの二群比較【OCD

（ASD+）vs OCD(ASD-)】 

②  全 神 経 心 理 検 査 の 三 群 比 較

【OCD(ASD+),OCD(ASD-),HC】を検討。 
 
４． 研究成果 

（１） WAIS-III を用いて OCD(ASD+)

と OCD（ASD-）の 2 群の比較分析を実

施した。その結果、2 群間での顕著な差

はみられず、処理速度の項目の低さに類

似性がみられた。 

（２） OCD(ASD+)、OCD（ASD-）、健

常群の 3 群で神経心理検査の結果を比

較分析した。結果、両群ともに遂行機能

の顕著な低さは認められなかった。 

（３） OCD（ASD+）に関しては、感情

認知での有意差は認められず、明確な

ASD 傾向を示す値はみられなかったが、

OCD(ASD+)は健常群と比較して、Trail 

Making Test-A（TMT-A）とB（TMT-B）、

ストループテストでの実施にかかった

時間、及びウィスコンシン カードソー

ティングテストの反応時間において統

計的に有意差が出た。 

（４） 全体を通して、OCD(ASD+)、OCD

（ASD-）両群ともに健常群と比較して

処理速度の遅さが認められた。この両群

の結果は似ているものの、処理速度の遅

さには、OCD（ASD-）は注意の切り替

え、もしくは認知の柔軟性の障害が考え

られ、OCD(ASD+)には、視覚要素と言

語の連動による処理の困難さ、細部に注

意が向けられ全体をとらえることの困

難さ、感情の統制の困難さなど、両群そ

れぞれ異なる要因が考えられた。 
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