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研究成果の概要（和文）：　年齢、IQともADHD群、健常対照群の間で有意差はなかった。
　PET画像で各脳部位のROI分析を行なったところ、中脳、小脳、視床、線条体、側坐核、眼宮前頭皮質、前頭前皮質腹
内側部、前頭前皮質背外側部、後頭皮質のいずれの脳部位においてもADHD群と健常群との問にBPの有意な差が見られな
かった。
　CAARSでは7つ全ての項目で健常群に比べ、患者群の点数が有意に高かった。CANTAB-ADHDでは注意の維持の指標であ
るRVA-A’が健常者に比べADHD群で有意に低かったが、その他の指標は両群間で差はなかった。

研究成果の概要（英文）： Age and IQ are matched between ADHD group and healthy comparison group. PET ROI 
analysis revealed no significant differences of BPs of SCH23390 (DA1 receptor density) and PK11195 
(microglial activation) in the brain areas examined; midbrain, cerebellum, thalamus, caudate nucleus, 
nucleus accumbens, orbitofrontal cortex, medialfrontal cortex, dorsolateral prefrontal cortex, and 
occipital cortex, between two groups. Eight subscales of CAARS are higher in ADHD group compared to 
healthy comparison group. RVP-A' in CANTAB-ADHD is lower in ADHD group compared to healthy comparison 
group, indicating lower ability of sustained attention in ADHD group. No other differences of outcome 
measures in CANTAB-ADHD between two groups were found.

研究分野： neuroimaging, adult ADHD

キーワード： ADHD　PET　dopamine　microglia
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

 本研究では注意欠陥/多動性障害(ADHD)

の発症メカニズムおよび病態生理の解明の

ため、陽電子放射断層撮影(positron emission 

tomography: PET)を用いて、脳内のドパミ

ン D1 受容体ならびに活性型 microglia の定

量を世界で初めて行う。ドパミン D1 受容体

を介した神経伝達は ADHD の中核症状とさ

れる実行機能障害の遂行に不可欠であり、生

体内での検討は病態生理を理解のために重

要である。microglia は胎生期のシナプス形

成に重要な役割を担い、その後も休止状態で

神経組織を監視する。活性型 microglia の定

量により microglia の機能異常を明らかにし、

ADHD の発症メカニズムの検討を行う。 

 

２．研究の目的 

本研究では向精神薬による治療歴のない

ADHD もつ成人に対し、PET を用いて脳内

のドパミン D1 受容体密度を測定する。これ

を健常対象者と比較することにより、(1) 

ADHDにおけるドパミンD1受容体密度の変

化を生体内で明らかにする。また、各脳部位

におけるドパミン D1 受容体密度と認知機能

障害および臨床症状との関連を調べるため、

ドパミン D1 受容体密度と症状評価および認

知機能バッテリーの評点との相関を検討す

る。これにより。(2) ドパミン D1 受容体密

度が ADHD の臨床症状や認知機能障害に与

える影響について明らかにする。また、脳内

で正常では見られない活性型 microglia を定

量することで、(3) microglia の機能異常につ

いて明らかにする。さらに、ドパミン D1 受

容体密度と活性型 microglia の密度の相関を

比較することにより、(4) microglia の機能異

常がドパミン D1 受容体を介した神経伝達に

及ぼす影響を検討する。 

 

３．研究の方法 

 対象者に本研究の目的、方法、研究の危険

性等について説明文書をもとに十分説明し、

文書による同意を得た後に、以下の検討を行

う。なお、本研究は浜松医科大学と PET 設置

施設である浜松ホトニクスの倫理委員会承

認を得ている。 

①症例の選定 

選択基準 

〈ADHD 群〉 

 本研究に先立ち、我々は平成 22 年度～23

年度にかけて、浜松市（人口 72 万人）在住

の 18 歳～49 歳の市民の中から無作為に抽出

した 10,000 人に対して ADHD のスクリーニン

グ(Adult ADHD -Report Scale screener)を

実施した。診断の疑われるカットオフライン

4 点（満点 6 点）を超え、二次面接において

ADHD と診断されたもの、これに浜松医科大学

精神科外来を受診し、ADHD と診断されたもの

を加えた 20 名を対象とする。診断には成人

の ADHD 診断ツールである Conners’ Adult 

ADHD Diagnostic Interview for DSM-IV 

(CAADID)を用いる(120 分) 。 

〈健常群〉 

ADHD 群と年齢・性別をマッチングさせたもの

20 名。ADHD の家族歴がないもの。 

除外基準 

(1) 重度の身体疾患、(2) IQ<80、(3) axix 

I, II の精神疾患の既往(SCID にて問診)、(4) 

過去に 1ヶ月以上の向精神薬の内服歴がある

か、または、服用期間が 1ヶ月以内でも、最

終の内服が 2年以内である。(5) 30 分以上の



意識障害を伴う頭部外傷の既往 

②症状評価、心理検査 

症状評価 

Conners' Adult ADHD Rating Scales 

(CAARS)（15 分）： 66 項目の質問により ADHD

関連の症状と行動を領域横断的にアセスメ

ントするための因子分析による 4 つの尺度

（注意不足／記憶障害、多動性／落ち着きの

なさ、衝動性／情緒不安定、自己概念問題）

と、DSM-IV の基準に従って ADHD の 3 つの症

状（不注意型症状、多動・衝動型症状、総合

ADHD 症状）をアセスメントする。評価は自己

評価(self-report form)および観察者による

評価(observer form)をそれぞれ行う。 

心理検査 

知能検査（90 分）：ウェクスラ成人知能検

査第 3版(WAIS-III) 

認知機能検査（40 分）: コンピュータを用い

てタッチパネル上の操作で施行できる神経

心理学的テストバッテリー『Cambridge 

Neuropsychological Test Automated Battery 

(CANTAB)』(http://www.camcog.com/)を用い

る。本研究では ADHD の認知機能評価に特化

したバッテリー(CANTAB-ADHD)で、注意、作

動記憶、反応抑制など実行機能に関係する認

知機能を測定する。 

③PET 撮像・解析 

脳萎縮による脳内関心領域における受容

体密度への影響を検討するため、MRI による

脳容積の測定を行う。MRI 撮像と PET 撮像の

施行間隔は 1週間以内とする。 

MRI 撮像 

浜松医科大学放射線科内に設置の GE 社製

3T MR スキャナ(Signa Infinity Twinspeed 

with Excite)を用いる。IR-PREP を併用した

fSPGR 法で撮像する。撮像パラメータは TE = 

4.9ms, TR = 11.7ms、TI = 700ms、FA = 20°、

slice thickness = 1.5mm with no gap、Matrix 

= 256×256、FOV = 22cm とする。 

MRI 画像解析 

 解析は SPM5 を使用して Voxel-Based 

Morphometry (VBM) 法にて行う。 

PET 計測 

一般財団法人 浜松光医学財団 浜松Ｐ

ＥＴ診断センター内設置の浜松ホトニクス

社製頭部専用PETスキャナ SHR12000 を用い

る。月平均 2 名ずつ撮像データを取得する。 

ドパミン D1 受容体密度の測定：ドパミン

D1 受 容 体 を 標 識 す る ト レ ー サ ー

[11C]SCH23390 を静注後、ダイナミックスキ

ャンを開始し、62 分間の撮像を行う。 

活性型 microglia の密度の測定：活性型

microglia の細胞内ミトコンドリアの発現す

る末梢型ベンゾジアゼピン受容体に選択的

に結合するリガンド[11C]PK11195 を静注後、

ダイナミックスキャンを開始し、62 分間の撮

像を行う。 

PET 画像解析 

ADHD 群と健常群の大脳皮質の時間放射能

曲線のピークを一致させ、健常者の時間放射

能曲線を入力関数として、PET 画像解析ソフ

ト PMOD で simplified reference tissue 

model を用いて 2-compartment tissue-input

解析を行う。得られた結合能(BP)をドパミン

D1受容体密度ならびに活性型microglia密度

の指標とする。 

 

４．研究成果 

 年齢、IQ とも ADHD 群、健常対照群の間で

有意差は見られなかった（age[mean±SD] 



35.2 ± 9.0, 35.8 ± 9.2; full IQ 102.5 

± 14.4, 103.3 ± 14.6）。男女比は両群と

も男女各 10 名ずつ、患者の ADHD の病型分類

は不注意優勢型 17名、混合型 3名であった。 

PET 画像で各脳部位の ROI 分析を行なったと

ころ、中脳、小脳、視床、線条体、側坐核、

眼宮前頭皮質、前頭前皮質腹内側部、前頭前

皮質背外側部、後頭皮質のいずれの脳部位に

おいても ADHD 群と健常群との問に BPの有意

な 差 が 見 ら れ な か っ た 。 CAARS で は

Inattention, Hyperactivity, Impulsivity, 

Self-concept, DSM Inattention, DSM 

Hyperactivity, Total score, ADHD Index の

8 つ全ての項目で健常群に比べ、患者群の点

数が有意に高かった。CANTAB-ADHD では注意

の維持の指標である RVP-A’が健常者に比べ

ADHD 群で有意に低かったが、その他の指標は

両群間で差はなかった。 
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