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精神疾患の NVS（negative valence system）に対する治療法の開発

中込和幸
統括研究報告

体のポストシナプスへの動員が引き起こされ、

１．研究委目的

これがストレスによる行動変化の一因となる

米 国 NIMH で 進 め ら れ て い る Research

ことを明らかにした。

Domain Criteria（RDoC）の研究フレームを

b. 上記に関連して BLA は、デルタ受容体アゴ

もとに、5 つの機能ドメインのうち、Negative

ニストの恐怖記憶の消去学習促進において重

Valence Systems（NVS：不快の感情価：恐怖、

要な役割を果たすことを示した。
c. 痛みや外傷等を伴わない「ストレス場面の

不安、喪失感など）に焦点を絞り、統合失調症、

目撃」によって、マウスがストレス反応を示し、

気分障害、不安障害患者を対象に臨床評価（臨

その繰り返し提示により、報酬感受性が低下す

床症状、動機づけ、社会機能、QOL）
、脳画像

ることから、社会的敗北ストレス（SDS）のモ

（NIRS、MRI）
、生体サンプル（血液、髄液）

デルとなることを示した。さらに SDS モデル

情報を採取し、NVS の臨床評価系を確立し、

を用いて ROCK 阻害薬ファスジル（脳血管攣

関連するバイオマーカーを探索する。候補バイ

縮の治療薬として承認）の抗ストレス効果を明

オマーカーを抽出後、動物モデルを用いて得ら

らかにした。
【既存試料を用いたヒトバイオマーカー】

れた創薬候補化合物の臨床応用可能性を探索

d. 脳脊髄液（CSF）中のモノアミン代謝産物

する。

に関するメタアナリシスを行い、未投薬大うつ
病性障害患者の CSF において HVA の低下は

２．研究組織

認められるが、5-HIAA や MHPG は健常者と

主任研究者

比較して有意差がないことを見出した。

中込和幸 国立精神・神経医療研究センター

e. すでに統合失調症患者や大うつ病性障害患

分担研究者

者の CSF 中の IL-6 が上昇していることを報告

功刀 浩 国立精神・神経医療研究センター

したが、IL-6 抗体が高脂肪食で惹起されたマ

（2018 年度～2019 年度）

ウスの感覚運動ゲイティング障害を抑制する

山田光彦 国立精神・神経医療研究センター

ことを見出し、統合失調症にも IL-6 抗体が有

住吉太幹 国立精神・神経医療研究センター

効である可能性を示唆する結果を得た。

野田隆政 国立精神・神経医療研究センター

f. 炎症関連分子、神経可塑性関連分子につい

橋本亮太 国立精神・神経医療研究センター

て、多数サンプルでマルチプレックスイムノア

（2020 年度）

ッセイを用いて多分子同時測定を行った。その

服部功太郎 国立精神・神経医療研究センター

結果、炎症関連分子では、soluble CD30 が統

（2020 年度）

合失調症で、IFN-β(IL-6 とほぼ同義)が統合
失調症・双極性障害・大うつ病性障害で上昇し

３．研究成果

ていた。

【基礎研究】

g. ストレス応答で重要な役割を果たす CRH

a. 実験動物を利用したオプトジェネティクス

について検討したところ、陰性症状が強い統合

及びケモジェネティクスによる神経回路研究

失調症患者では CRH が低下していることを見

によって、ストレスによりマウスの眼窩前頭皮

出した。

質（OFC）-基底外側核（BLA）回路において

h. 神 経 可塑 性関 連分 子で は、 APP お よび

カルシウム透過性 AMPA 型グルタミン酸受容

GDNF が統合失調症で、APP および NCAM-1
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が双極性障害で減少していた。

q. 時間分解計測法を用いて血液中の Hb 濃度

i. proBDNF から mature BDNF（mBDNF）

変化を測定したところ、診断横断的に語流暢課

にプロセシングされる際に mBDNF と同量産

題によって有意な活性化が認められ、連続光

生される BNNF pro-peptide（BDNFpp）を測

NIRS の妥当性を支持した。

定し、大うつ病性障害患者の CSF 中では健常

r. 男性では、統合失調症、大うつ病、双極性

者と比較して有意に減少していることを報告

障害の三疾患群を通じて、内発的動機づけと両

した。

側扁桃体での神経突起密度との間に負の相関

j. すでに統合失調症、うつ病で異常高値を示す

が認められた。

割 合 が 高 い こ と を 報 告 し た CSF 中 の

s. バイクラスター解析によって、特定の分子

fibrinogen に関して、健常者の解析結果から得

（ IL-2 、 IL-12 、 IL-35: valine, isoleucine,

られたカットオフ値（1900ng/μl）を参照した

leucine）が類似の挙動をする小グループで臨

ところ、統合失調症、うつ病で 10~20%に異常

床的な類似性がみられる可能性が示唆された。

亢進を認めた。

【その他 NVS に関連して】

【本研究で収集したサンプル】

t. マ ク ギ ル 大 学 は 主 導 す る 国 際 共 同 研 究

k. 本 研 究 で 前 向 き に 収 集 し た サ ン プ ル は

DEPRESSD Collaboration に参画し Patient

2020 年 9 月現在で 222 名に上った。光トポグ

Health Questionnaire-9（PHQ-9）の診断性

ラフィ検査（NIRS）および MRI データは 207

能について、システマティックメタアナリシス

名、髄液検査は 122 名取得した。SCID 診断で

の手法により検討した。

は、大うつ病性障害が 27％、
統合失調症が 25％、

u. 統合失調症患者を対象に tDCS による治療

双極性障害 26％、その他の疾患が 22％であっ

介入研究において、tDCS 施行前の左頭頂側頭

た。

部の酸素化ヘモグロビン積分値と陽性症状お

l. 中間解析の結果（n=163）
、不安、抑うつ、

よび陰性症状の変化値との間に、有意な負の相

衝動性は社会適応度、自閉症傾向、QOL、遂

関が示された。

行機能、内発的動機づけは社会適応度とそれぞ

v. 自 閉 的 行 動 特 性 と 発 達 性 協 調 運 動 障 害

れ有意な相関が認められた。

（DCD）の併存が，情緒と行動の問題に及ぼ

m. 中間解析の結果（n=163）
、内発的動機づけ

す影響を検討したところ、協調運動障害をもつ

と TNF ファミリーとの間に有意な負の相関が

就学前児童では，自閉的特性が高い場合に情

認められた。

緒・行動問題のリスクが上昇することを確認し

n. 中間解析において統合失調症、大うつ病、

た。

双極性障害に絞ると（n=135）
、不安、抑うつ

w. 中脳黒質領域のドパミン機能を反映するニ

は社会適応度、自閉症傾向、QOL、認知機能、

ューロメラニン画像を本年度より新たに撮像

レジリエンスは社会適応度、自閉症傾向、QOL

を行い、現時点で 45 例ほど撮像した。さらに、

とそれぞれ有意な相関が認められた。

既存のニューロメラニン画像のクオリティチ

o. 中間解析において統合失調症、大うつ病、

ェックを行い、統合失調症 109 例、自閉スペ

双 極 性 障 害 に 絞 っ て （ n=135 ）、 negative

クトラム症 14 例、うつ病など 21 例、健常者

valence と関連する CSF 中のアミノ酸、サイ

192 例を確保した。黒質緻密部（SNc）および

トカインについては、不安、抑うつとチロシン

腹側被蓋野（VTA）のニューロメラニン定量化

が負の相関、衝動性と IL-12 が負の相関、レジ

について、現在、解析中である。

リエンスとカルノシンが正の相関、リシンが負
の相関を示した。

４．研究成果刊行一覧

p. NIRS を用いて 222 名で検討したところ、

1. Sumiyoshi C, Narita Z, Inagawa T, Yamada

不安、抑うつは左右の背外側前頭前野で重心値

Y, Sueyoshi K, Hasegawa Y, Shirama A,

と負の相関を示し、QOL と酸素化ヘモグロビ

Hashimoto R, Sumiyoshi T. Facilitative

ンの積分値が右中側頭回、右背外側前頭前野、
前頭極領域など広範に正の相関を示した。
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Effects of Transcranial Direct Current

Stimulation on Semantic Memory Examined

MO, Boku S, Kunugi H, Okamoto Y,

by Text-Mining Analysis in Patients With

Takebayashi M. Increased matrix

Schizophrenia. Front Neurol. 11;12:583027,

metalloproteinases in cerebrospinal fluids of

2021

patients with major depressive disorder and

2. Hidese S, Hattori K, Sasayama D,

schizophrenia. Int J Neuropsychopharmacol.

Tsumagari T, Miyakawa T, Matsumura R,

16;23(11):713-20, 2020
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Negative Valence Systems の臨床指標と認知機能、社

g) 社会認知：SCSQ（Social Cognition Screening

会機能、QOL との関連性について

Questionnaire）、AQ（Autism Spectrum Quotient）

国立精神・神経医療研究センター

ｈ) QOL：SF-12

中込 和幸

i) 社会機能・適応度：UPSA-B（UCSD
Performance-based Skills Assessment-Brief）、SASS

緒言

（Social Adaptation Self-evaluation Scale）-J（自記式社

米国 NIMH で進められている NIMH Research Domain

会適応度評価尺度）

Criteria（RDoC）の研究フレームをもとに、5 つの機能ド

対象は 163 名の精神疾患患者のうち、診断が確定して

メインのうち、Negative Valence Systems（NVS、不快の

いる統合失調症（n=33）、大うつ病（n=69）、双極性障害

感情価：恐怖、不安、喪失感など）に焦点を絞り、精神

（n=33）の計 135 名である。そのうち、80 名から髄液が採

疾患患者を対象に臨床評価（症状、社会認知、社会機

取され、臨床指標と髄液中のアミノ酸、サイトカインとの

能・適応度）、脳画像（NIRS、MRI）、生体サンプル（血液、

関連を検討した。

髄液）情報を採取し、機能ドメインに関連するバイオマ
ーカーを探索し、新規治療法の開発につなげることを

結果

目的とする。

気分症状、不安症状、衝動性、動機づけ、レジリエンス

当分担研究課題では、前向きにサンプル収集を進め、

に関する臨床指標を用いて主成分分析を行ったところ、

NVS と認知機能、社会機能・適応度、QOL との関連を

3 因子（F1：不安・抑うつ； MADRS、STAI-S、STAI-T、

検証する。NVS の評価に用いる尺度について、気分症

RS、F2：衝動性； BIS11 運動的衝動傾向、非計画的衝

状、不安症状、衝動性、動機づけに関して、疾患横断

動傾向、F3：レジリエンス； RS、BIS11 非計画的衝動傾

的に使用可能なものを選択し、神経認知、社会認知、

向、STAI-T、GCOS 自律志向性_）が抽出された。その

QOL、社会機能・適応度の評価尺度、血液、髄液、脳

他の臨床指標間との関連性については、不安、抑うつは

画像等の生物学的指標と合わせてデータの採集を行っ

社会適応度、自閉症傾向、QOL、認知機能、レジリエンスは

た。今年度は COVID-19 感染拡大の影響で、被験者エ

社会適応度、自閉症傾向、QOL とそれぞれ有意な相関が認

ントリーは予定通り進まず、2020 年 9 月末までに 222 名

められた。

に止まったため、今年度は昨年度までに収集された 163

Negative Valence（不快気分）と関連する髄液中のアミノ酸、サ

名のデータを用いて追加解析を行った。

イトカインについては、不安、抑うつとチロシンが負の相関、衝
動性と IL-12 が負の相関、レジリエンスとカルノシンが正の相

方法

関、リジンが負の相関を示した。

NVS の評価に用いた尺度は下記のとおりである。

昨年度の精神疾患患者全体を用いた中間解析の結果

a) 気分症状：MADRS

認められた内発的動機づけの指標と炎症性サイトカイン

b) 不安症状：STAI-S、STAI-T

である TNF ファミリーとの関連性については、今回の対

c) 衝動性：BIS（Barratt Impulsiveness Scale）11（運動的

象においても再現された。

衝動傾向、非計画的衝動傾向）
d) 動機づけ：GCOS（自律志向性、コントロール志向性、

考察

動機づけ喪失志向性）

チロシン、カルノシン、リジンのいずれもサプリメントとし

e) レジリエンス：RS（Resilience Scale）

て、うつや認知機能改善の効能をうたって販売されてい

その他の尺度は下記のとおりである。

る。しかし、実際の効果は不明である。今回の結果は、

f) 神経認知：BACS（Brief Assessment of Cognition in

髄液中のチロシン濃度が高いほど不安、抑うつは抑え

Schizophrenia）、WCST（Wisconsin Card Sorting Test）、

られ、カルノシン濃度が高いほど、またリジン濃度が低
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いほどレジリエンスが高かった。チロシンとカルノシンに
関しては末梢血における先行研究の結果ともおおむね
一致しているが、リジンに関しては必ずしも一致しない。
いずれにしても、髄液マーカーに関する先行研究は少
なく、血中濃度との関係や健常対照者との比較など、妥
当性の検証を行う必要がある。
対象を統合失調症、大うつ病、双極性障害に絞っても、
内発的動機づけと TNF ファミリーの負の相関は再現さ
れた。今後、髄液中の TNF ファミリーに関する測定値に
ついても健常対照者との比較を含めた検証を行う予定
である。

結論
本年度は、COVID-19 感染拡大の影響によって臨床研
究の実施が困難となり、当分担研究課題でも被験者の
エントリーが進まず、中間解析データの再解析を行った。
その結果、内発的動機づけとサイトカイン（TNF ファミリ
ー）との関連性については再現され、新たに髄液中のア
ミノ酸と不安、抑うつ、レジリエンスとの関連性が示唆さ
れた。髄液マーカーに関する先行研究は少なく、その
生理的意義を含めて、慎重に検討を進める必要があ
る。

参考文献
1) Insel T, Cuthbert B, Garvey M, et al: Research
domain criteria (RDoC): toward a new classification
framework for research on mental disorders. Am J
Psychiatry, 167(7); 748-751, 2010.
2) Araminia B, Shalbafan M, Mortezaei A, et al:
L-Carnosine combination therapy for major depressive
disorder: A randomized, double-blind,
placebo-controlled trial. J Affect Disord, 267: 131-136,
2020.
3) McLean A, Rubinsztein JS, Robbins TW, et al: The
effects of tyrosine depletion in normal healthy
volunteers: implications for unipolar depression.
Psychopharmacology, 171(3): 286-97, 2004.
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Negative valence に関する脳内分子動態の解明と治療

質の解析を行った。統合失調症 94、双極性障害 68、

法開発

大うつ病性障害 104、健康対照 118 の CSF を用い

【氏

名】 服部功太郎

マルチプレックスイムノアッセイにて神経可塑性関

【所属施設】 国立精神・神経医療研究センター

連タンパク質を測定した。 22 分子中 11 分子が測

神経研究所 疾病研究第三部

定できた。アミロイド前駆体タンパク質（APP）および

緒言

グリア細胞由来神経栄養因子（GDNF）のレベルは

本研究は、脳の病態を反映する脳脊髄液(CSF)を収

統合失調症群で健常群より有意に低く、APP およ

集し、他の班員と連携して、疾患横断的な多項目の評

び神経細胞接着分子（NCAM）-1 は双極性障害群

価を行い、疾患の亜型や、Negative valence などの症状

で有意に低かった。統合失調症においては PANSS

のドメインと関連するバイオマーカーを開発することを目

陽性スコア等と肝細胞増殖因子（HGF）および S100

的とする。脳脊髄液は脳に最も近い臨床試料であり、脳

カルシウム結合タンパク質 B（S100B）と有意かつ正

の分子動態を反映していると考えられる。精神疾患の脳

に相関していることが分かった。また双極性障害に

脊髄液を多数収集した研究施設は我が国には殆どなく、

おいてヤング躁病評価尺度(YMRS)スコアは、

世界的にみても貴重である。タンパク、代謝産物などに

S100B と有意かつ正の相関があった。また HAM-D

ついて最先端の手法を用いて解析し、分子動態を明ら

のいくつかのサブスコアは HGF と有意かつ正の相

かにするとともにバイオマーカーを指標とした新たな治

関があった。このように CSF 中の APP、GDNF、およ

療法開発への貢献を目指す。

び NCAM-1 レベルが精神障害に関連しており、
HGF、S100B、および VEGF 受容体 2 レベルが精神

方法

症状に関連していることが示唆された。(Hidese S et

大うつ病患者、統合失調症患者、双極性障害患者、

al., 2020)

健常者を対象に脳脊髄液、血液、生理学的指標などを
実施し、バイオマーカー探索した。今年度は神経可塑

③ 炎症性サイトカインの解析

性関連分子や炎症性サイトカインなどについて、400 検

統合失調症の 94、双極性障害の 68、大うつ病性障

体規模の検体を用いてマルチプレックスアッセイを行っ

害 104 人、健常対照 118 の CSF にて 19 種の炎症

た。また、NCNP 外の複数の研究者とも CSF を用いた共

性サイトカインを測定したところ、IFN-βレベルが精

同研究を実施した。

神疾患全体で健常対照群よりも有意に高いことが
判明した。疾患の中では、統合失調症または双極

結果と考察

性障害の患者で有意に高かった。これは、IFN-β

① 試料収集

が今回測定された 19 のサイトカインの中で最も重

COVID-19 下において、院外のボランティアの CSF

要なプレーヤーであることが示唆された。(Hidese et

収集は殆ど停止することになった。院内の収集は

al., 2021)

安全性に留意しつつ継続し、ECT 前後のうつ病患
者等を中心に 17 検体が集まった。血液検体につい

④ CSF タンパク質に与える ApoE 遺伝子型の影響

ては順調に収集が進み 141 検体が集まった。いず

アポリポプロテイン E 遺伝子（APOE）のε4 対立遺

れも詳細な付随情報伴っている。

伝子は、遅発性アルツハイマー病のよく知られた危
険因子であるが、このバリアントがアルツハイマー病

② 神経可塑性関連分子の解析

のリスクをもたらすメカニズムは不明である。そこで

精神障害の病理学における神経可塑性の役割を

脳脊髄液（CSF）タンパク質レベルに対する APOE

調べるために、CSF 中の神経可塑性関連タンパク

遺伝子型の影響を調べた。APOE-ε4 キャリア（28
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例）と非キャリア（104 例）について CSF 中の 1128 タ

Omori W, Hattori K, Kajitani N, Tsuchioka MO, Boku S,

ンパク質のレベルを比較したところ、APOE-ε4 キ

Kunugi H, Okamoto Y, Takebayashi M Increased matrix

ャリアでは apoE2、apoE3、および apoE4 のレベルは

metalloproteinases in cerebrospinal fluids of patients

有意に高く、腫瘍壊死因子-α（TNF-α）は有意に

with major depressive disorder and schizophrenia Int J
Neuropsychopharmacol 16;23:713-720, 2020

低かった。TNF-αのレベルと apoE タンパク質の間
に有意な相関はみられなかった。以上より APOEε4 関連アルツハイマー病では apoE と TNF-αの
分子病態への関与が示唆された。(Sasayama et al.,
2020)

結論
COVID-19 の影響はあったものの、連携・収集体制を
維持することができた。また、本年度も精神疾患におけ
る神経可塑性関連分子や炎症性サイトカインの変化、
あるいは ApoE 遺伝子と CSF 中タンパク質の関係など多
くの知見を得ることができた。得られたリソースやデータ
を元に引き続き精神疾患の病態解明を行い。治療法開
発への貢献を目指したい。

参考文献
Hidese S, Hattori K, Sasayama D, Tsumagari T,
Miyakawa T, Matsumura R, Yokota Y, Ishida I, Matsuo J,
Yoshida S, Ota M, Kunugi H. Cerebrospinal fluid
neuroplasticity-associated protein levels in patients with
psychiatric disorders: a multiplex immunoassay study.
Transl Psychiatry. 10:161, 2020
Hidese S., Hattori K., Sasayama D., Tsumagari T.,
Miyakawa T., Matsumura R., Yokota Y., Ishida I.,
Matsuo J., Yoshida S., Ota M., and Kunugi H.
Cerebrospinal fluid inflammatory cytokine levels in
patients with major psychiatric disorders: A multiplex
immunoassay study. Frontiers in Pharmacology,
11:594394, 2021
Sasayama D, Hattori K, Yokota Y, Matsumura R,
Teraishi T, Yoshida S, Kunugi H. Increased
apolipoprotein E and decreased TNF-α in the
cerebrospinal fluid of nondemented APOE-ε4 carriers.
Neuropsychopharmacol Rep. 40:201-205, 2020
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分担研究報告書
（課題名）Negative Valence Systems にかか
る神経回路特性に基づく新規向精神薬の研究
開発
（所属）国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所精神薬理研究部
（氏名）山田光彦

緒言
疾患横断的な機能ドメインの一つとして提
唱されている Negative Valence Systems（NVS）
及び関連する神経回路に焦点を絞り、非臨床
ステージにおける創薬研究を中心とした新規
治療法の研究開発を行う。本研究の成果は、
非臨床レベルの創薬研究から得られた知見を
ベッドサイドへと相互にトランスレーション
するための基盤となる。

方法
１．ストレスによるマウスの OFC-BLA 回路の
シナプス特性の変化について、オプトジェネ
ティクスおよびケモジェネティクスを利用し
て詳細に検討した。
２．構成概念妥当性及び治療効果の予測妥当
性の十分な動物モデルを開発した。また、NVS
が関わるストレス関連精神疾患ににおいて注
目されている神経免疫相関に着目し、サイト
カイン、ケモカインについて探索を進めた。
３．恐怖記憶の消去学習についての検討
デルタ受容体アゴニスト、ALS 治療薬として
承認されているリルゾールの恐怖記憶の消去
学習促進における影響を検討した。
４．健常人や患者の脳脊髄液や血漿を対象に、
脂質メディエーターであるリゾフォスファチ
ジン酸を定量し、新規バイオマーカーとして
の臨床応用可能性を探索した。
５． DEPRESSD Collaboration（マクギル大学）
に参画し、
大うつ病の診断性能についての IPD
システマティックレビューの手法を用いた検
討を進めた。

結果と考察
１．ストレスによりマウスの眼窩前頭皮質基底外側核回路においてカルシウム透過性
AMPA 型グルタミン酸受容体のポストシナプス
への動員が引き起こされ、これがストレスに
よる行動変化の一因となることが明らかとな
った。本成果は、ストレスと関連する様々な
精神疾患の病態解明や新規治療法開発につな
がるものである。本研究について、國石洋研
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究員が令和元年度神経研究所報告会において
若手奨励賞を受賞した。
さらに、精神疾患発症のライフコースを考慮
し、幼少期ストレス負荷マウスの成熟後に観
察されるシナプス特性や情動行動の変化につ
いての検討を開始している。本研究について、
國石洋研究員が令和 2 年度精神保健研究所報
告会において若手奨励賞を受賞した。
また、同モデルマウスの行動異常に対する迷
走神経刺激の効果検討に着手している。迷走
神経刺激は既にてんかん治療等で臨床実践さ
れており、今後、NCNP における重要なトラン
スレーション研究となることを期待している。
２．他個体の社会的敗北ストレス場面の目撃
を利用した新しいタイプのストレスモデルを
確立し、心理的ストレスの報酬系への強い影
響を報告した。このモデルは、ストレス負荷
時に痛みや外傷等を伴わない点で構成概念妥
当性に優れた心理的ストレスモデルとなる。
本研究について、中武優子研究員が第 6 回ア
ジ ア 神 経 精 神 薬 理 学 会 に お い て Late
Breaking Abstract Award を受賞した。さら
に、令和元年度精神保健研究所報告会におい
て中武優子研究員が若手奨励賞を受賞した。
３．恐怖記憶の消去学習についての検討
デルタ受容体アゴニストの恐怖記憶の消去学
習促進において BLA の役割が重要であること
を明らかとした。ALS 治療薬として承認され
ているリルゾールの消去学習促進作用におけ
るポリアミン類による修飾については明確な
結論が得られなかった。
４．マウスを用いた先行研究で不安との関連
を報告していたリゾフォスファチジン酸につ
いて、うつ病患者の脳脊髄液及び血漿中濃度
を世界で初めて定量解析した。研究班では、
慢性心理的ストレス動物モデルを確立し、血
漿サンプルにおける炎症性バイオマーカーの
変化を既に報告している。NCNP で収集された
患者サンプルと共通するマーカーは中間表現
形として NVS 研究に利用できる可能性が高い
と考えられる。
５．適格基準を満たした論文を対象に、個別
データ（対象症例数：17,357、大うつ病患者：
2,312）が収集された。主要解析の結果に加え
て、複数の二次解析結果を公開することがで
きた。研究班では、NVS を評価するための診
断尺度の開発を進めており、その中核症状と
して NVS が重要となる大うつ病についての診
断尺度の性能評価は重要な知見となる。

結論
気分障害、不安障害等の NVS が関わる精神
障害は、既存の向精神薬では十分な治療効果
が得られず、既存薬と異なる作用機序と優位
性を備えた新規治療薬の開発が望まれている。
これら候補化合物の臨床開発可能性を検討す
るため、さらに詳細な検討を進め、非臨床レ
ベルでの POC/POM を確立する必要がある。

8.

9.
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Negative Valence Systems を対象とした治療法創

方法

出と臨床評価法に関する研究

2018 年度
26 名の統合失調症患者(男/女=15/11, 平均年齢

【氏 名】住吉 太幹

40.5 歳、
クロルプロマジン換算平均服薬量 871 mg/

【所属施設】国立精神・神経医療研究センター

日)を対象とした。これらの患者に 2 mA x 20 分の

精神保健研究所 児童・予防精神医学研究部

通電刺激を、一日２回、5 日間連続して行った。
通電前(ベースライン)、および最終刺激から一か
月後に、精神病症状を、Positive and Negative

緒言
統合失調症、気分障害などの疾患単位は、これ

Syndrome Scale(PANSS)にて測定した。NIRS 測定

まで操作的診断基準により区分され、それぞれに

は Noda et al. (2017)の方法に基づき、ベースライ

対応する治療法の開発が試みられてきた。一方、

ンにおいて測定した。

複数の精神疾患に共通する症状（不安、恐怖など）

2019 年度

に同一の治療法が有効であることを示すエビデ

解析の対象として、1) ランダム化比較試験、2) 統

ンスが多く存在する。以上より、疾患横断的な機

合失調症および統合失調感情障害をターゲット

能ドメインを標的とした治療法の開発が、患者の

にしていること、3) 前頭前野への複数セッション

機能的予後改善により有効と推定され、それに資

の tDCS の効果を調べていること、4) 認知機能へ

する臨床評価法の整備が必要である。米国 NIMH

の効果を十分なデータで報告していること、5) 英

Research Domain Criteria (RDoC) で提唱されてい

語 で 執 筆 さ れ て い る 論 文 と し た 。 PubMed,

る Negative Valence System(NVS)（不安、喪失感な

EMBASE, PsychINFO, Web of Science の 4 つのデー

ど）および、関連する精神症状および認知機能な

タベースを調査した。効果量の評価はランダム効

ど機能的転帰の評価を、統合失調症患者を対象に

果モデルにおける Hedges’ g を用いた。305 本の論

行う。このように得られた臨床症状と他の分担研

文が条件に一致し、うち重複を省いた 195 本に対

究者が施行する脳機能などの生物学的指標から

してスクリーニングを行った。これらのうち、9

得られたデータとの関連を検討した。さらに、経

本が本研究の条件に一致し、tDCS 刺激群 133 名

頭蓋直流刺激（tDCS:ニューロモデュレーション）

および偽刺激群 137 名の計 270 名が組み込まれた。

を用いた介入法の効果を検討した。また、児童期

解析の対象となった被験者の平均年齢は 41.2 歳

から思春期を対象とした地域コホートデータに

で、32.6%が女性だった。6 本の研究では統合失調

基づき、情動的困難さと自閉症的特性との関連を

感情障害の患者が含まれていた。tDCS のモンタ

調べ、NVS への早期介入の可能性を検討した。以

ージュとしては 3 パターン：
（1）F3 と FP1 の間/T3

下に本研究期間の年度ごとの活動内容を示す。

と P3 の間、
（2）F3/F4、
（3）F3/FP2 が用いられて
いた。電流の強度としては 2 mA が主に用いられ

2018 年度

ており、介入時間は 20-30 分だった。

近 赤 外 線 ス ぺ ク ト ロ ス コ ピ ー (near-infrared

2020 年度

spectroscopy, NIRS)による tDCS の統合失調症患者

DCD とは、協調的運動の獲得と遂行の障害により，

の精神病症状改善の反応性の予測

ADL や学業，就業等に影響が生じる疾患である

2019 年度

(有病率 5〜6 %)。DCD の併存が，情緒と行動の問

tDCS による統合失調症患者の認知機能改善効果

題に及ぼす影響を、多摩コホート(Saito et al. 2017)

のメタ解析

を用いて検討した。

2020 年度
自閉的行動特性と発達性協調運動障害(DCD)の併

結果

存の情緒と行動の問題に及ぼす影響の検討

2018 年度
PANSS 得点の変化値と、tDCS 施行前の NIRS
で測定される酸素化ヘモグロビン積分値との
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相関を解析した結果、左頭頂側頭部に該当する

結論

ch10 の酸素化ヘモグロビン積分値と、陽性症状

tDCS の効果が、比較的簡便な神経生物学的指

および陰性症状の変化値との間に、有意な負の

標により客観的に予測されうることを示され

相関が示された。すなわち、脳の神経活動が大

た。この所見は、ニューロモデュレーションの

きいほど、tDCS の治療効果も大きかった。

合理的な運用につながると期待される。認知機

2019 年度

能障害は患者の機能的転帰に重要であり、本研究

メタ解析の対象となった認知機能領域のうち、ワ

で実証された tDCS の認知機能への効果は、臨床

ーキングメモリーにおいて有意な効果（効果量約

的に意義深い。自閉症特性の協調運動機能への影

0.5）が示され（ SMD = 0.49, 95%信頼区間 =

響については、さらなる知見が求められる。

0.16-0.83）、重大な効果の不均一性は見られなかっ
た（p = 0.10, I2 = 39%）
。一方、言語学習記憶、処

参考文献

理速度、注意と警戒、視覚学習、推論と問題解決

1.

への効果については、有意には到らなかった。一
つ一つの研究を除外した感度分析では、効果は大
きく変化しなかった。メタ回帰でも統合失調感情
障害の診断、サンプルサイズ、年齢、モンタージ
ュ、電流の強度、セッション数、総刺激時間によ
って効果量は大きく変化しなかった。また、出版
バイアスは示唆されなかった。

2.
3.

2020 年度
ロジスティック回帰分析の結果、DCD をもつ就学
前児童では，自閉的特性が高い場合に情緒・行動

4.

問題のリスクが上昇した。
考察
5.

大脳皮質の酸素化ヘモグロビン積分値と、精
神病症状の変化値の間の相関を示す今回の研
究結果から、ニューロモデュレーションの統合
失調症への治療効果において、NIRS で測定さ

6.

れる指標がバイオマーカーとなる可能性が示
された。
tDCS の統合失調症患者のワーキングメモリー
への中等度の改善効果を認めた。ワーキングメモ
リーの低下には前頭前野が重要な役割を果たす
とされ、その作用機序として、GABA 神経系およ
びグルタミン酸神経系のシナプス伝達の修飾な
どが挙げられる。
DCD 特性をもつ子供の情緒と行動の問題は、自
閉的行動特性に媒介されること、および DCD 特
性と自閉的行動特性の併存は、協調運動の発達に
負の影響を及ぼす可能性が示唆された。
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Negative Valence Systems の治療法開発に寄与する

認知機能良好群（54.7%）の 3 群に分類された。広範な認

関連バイオマーカーの同定

知機能障害群は統合失調症の認知機能障害のプロフィー

野田 隆政

ルと類似しており、両群の認知機能は統計学的にも有意差

国立精神・神経医療研究センター病院

がなかった。本研究からうつ病患者においても広範な認知

第一精神診療部

機能障害を示すサブタイプの存在が示され、精神症状に加
えて認知機能も治療ターゲットとすることで、治療反応を

緒言

向上させる可能性が示唆された。

開 発 費 中 込 班 で は NIMH に よ る Research Domain
【統合失調症における認知機能障害と NIRS 波形】

Criteria（RDoC）の研究フレームの中で、Negative Valence
Systems に焦点を絞り、統合失調症、気分障害患者を中心

統合失調症の NIRS 波形パターンの特徴である言語流

に機能ドメインに関連した治療効果の予測、評価に関する

暢性課題（VFT）後の再上昇について、認知機能障害との

バイオマーカーを探索することを目的としている。その中

関連を検討した。統合失調症患者 30 名において VFT 中の

で、本分担研究班では、気分障害や統合失調症を中心に、

oxy-Hb 変化と認知機能評価のスコアには有意な相関はな

外来やうつ・ストレスケア（5 南）病棟から被験者をリク

かったが、課題終了後の oxy-Hb 変化とワーキングメモリ

ルートし、MRI や NIRS、ERP、臨床評価尺度などのデー

の z スコアとは有意な負の相関が背外側前頭前野および

タとの関連を検討した。

側頭部に該当する領域において観察された。統合失調症患
者における課題終了後の oxy-Hb 再上昇がワーキングメモ

方法・結果

リの低下と関連し、NIRS が認知機能障害のうちワーキン

【自殺念慮と認知機能の関連】

グメモリ障害の潜在的なバイオマーカーとなる可能性が

うつ病患者 233 名を対象に自殺念慮と認知機能障害と

示唆された。

の関連について検討した。自殺念慮はハミルトンうつ病評
価尺度（HAM-D）の自殺に関する下位項目を用い、認知

【Negative Valence Systems 臨床指標と NIRS 波形】

機能は統合失調症認知機能簡易評価尺度（BACS）の日本

新たに NVS に関連する臨床指標を絞って抽出された 3

語版を用いて評価した。うつ病患者における自殺念慮の程

因子と NIRS との関連を検討したところ、Factor1（うつ、

度は、認知機能障害、とくに遂行機能障害、処理速度およ

敗北者信念）と NIRS の重心値が左右の背外側前頭前野領

び Composite score と有意な負の関連を示した。さらに、

域で負の相関を示した。さらに、QOL 指標と NIRS の積分

うつ症状の重症度を考慮した場合は、男性群の自殺念慮の

値が右中側頭回、右背外側前頭前野、前頭極領域など広範

重症度が、遂行機能障害と関連を示した。男性のうつ病患

に正の相関を示した。自記式評価尺度と脳機能との関連は

者における自殺予防における遂行機能評価の重要性が示

これまでもうつ病や統合失調症などで報告されており、デ

唆された。

フォルト・モード・ネットワーク（Default Mode Network:
DMN）との関連も指摘されているが、疾患横断的に認知

【うつ病の認知機能障害のサブタイプに関する検討】

課題中の前頭前野の機能低下が QOL と関連していること

うつ病患者群においても双極性障害と同じく認知機能

を示した報告は新規性がある。時間分解計測法（TRS）に

のサブタイプが存在する可能性が示唆されている

おいて Hb 濃度を検討したところ、Pre-task 間と VFT 間に

（Burdick et al., 2014）ことから、寛解もしくは軽度のうつ

て疾患横断的に有意差を認めた（t (177) = 3.77, p < .001）
。

状態のうつ病患者 172 名を対象に、BACS を用いた認知機

NIRS が共通のパラメーター（RDoC の NVS）となる可能

能障害のサブタイプ存在の可能性について検討すべくク

性が示唆されたとともに、TRS での結果は、これまで指摘

ラスター解析を行った。その結果、広範な認知機能障害群

されてきた連続光 NIRS 測定結果の妥当性を示す成果であ

（33.1%）
、部分的認知領域障害群（12.2%）および全般的

ると考えられた。
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人が「役に立ちたい」
、
「達成したい」という自ら行動し
【CSF マーカーと NIRS 波形】

ようと（内発的動機づけ）する際に、他人から報酬を与え

服部功太郎先生が CSF マーカー解析済みの 91 例を対象

られる、圧力をかけられる（外発的動機づけ）ことで、モ

にバイクラスター解析を行ったところ、2 つの特徴を有し

チベーションが減少することを undermining effect と呼ぶ

たクラスターが抽出された。クラスターA は IL-2、IL-12、

が、今回の検討で、外発的動機づけ（報酬系）に関与する

IL-35 の分子が有意に高く、臨床症状としては反復性のう

ことが知られている扁桃体における神経密度分布低下が

つ症状を有し、Psychotic episode や不定愁訴の認められる

内発的動機づけと関連していることを裏付ける結果とな

ケースであった。一方、クラスターB では、Valine、Isoleucine、

ることが推測された。

Leucine の分子が有意に高く、臨床症状としては自律性の

今後、さらに症例数を追加して 3 疾患に共通して症状と

満足度が低く、対人関係においての不満足感が強い様子が

MRI 指標との相関が認められれば、疾患に関係ない共通

認められた。

の評価尺度となりうることが期待される。

各クラスターの NIRS の波形を検討したところ、クラス
ターA では、スパイク状の波形が多く、ピークが二峰性と

結論

なっている傾向、クラスターB では、課題終了時に再上昇

RDoC のうち、Negative Valance Systems ドメインに焦点

している傾向がみられ、それぞれ異なる NIRS 波形の特徴

をあて多角的な視点から研究を進めてきた。実際指標とな

であった。本解析については、それぞれのクラスターが 5

る尺度のほか、脳機能（MRI）や光トポグラフィ検査にお

名前後と少ないが、臨床的特徴に加えて NIRS 波形も検討

いても疾患横断的な特徴が抽出されつつある。

していく価値があると考えられる。

今後は機能ドメインごとの障害の程度を評価し、その組
み合わせからなる連続性を持ったディメンショナル診断

【Negative Valence Systems と関連する脳部位の検討】

の助けとなるバイオマーカーの探索が大いに期待される。

NVS 研究参加患者のうち 24 名（MDD8 名、BP8 名、Sz8
名）を対象に、尖度テンソルから導かれる指標のうち、灰

参考文献

白質のコントラストが高く病変のわずかな変化が観測さ

1.Burdick, K. E., Russo, M., Frangou, S.,

れやすい指標として期待されている Mean Kurtosis（MK）

Mahon, K., Braga, R. J., Shanahan, M., &

と各評価尺度得点の相関について探索的な検討を行った。

Malhotra, A. K. (2014). Empirical evidence for

NVS のバイオマーカーは現在明確にされていないが、状

discrete neurocognitive subgroups in bipolar

態不安（STAI-S）が左扁桃体とその周辺領域で負の相関、

disorder: clinical implications. Psychological

社会認知（SCSQ:心の状態推論）が右の側頭・頭頂部や前

medicine, 44(14), 3083-3096.

帯状皮質で正の相関を示した。

2.Knutson, B., Fong, G. W., Adams, C. M.,
Varner,

J.

L.,

&

（神経突起方向散乱・密度イメージング：NODDI）から

Dissociation

of

reward

得られた脳画像（Neurite density index: NDI, Orientation

outcome with event-related fMRI. Neuroreport,

dispursion index: ODI）のうち、パラメーターと GCOS の

12(17), 3683-3687.

結果との関連を SSPS ver 23 を用いて検討した。結果、男

3.Murray,

性において、疾患にかかわらず、両側扁桃体の NDI（Neurite

Schoenbaum, G. (2007). What we know and do

Density Index：神経突起密度（＝詰まり具合））と自律志

not

向性尺度（動機付け）との間に負の相関が認められた。ま

orbitofrontal

た、各疾患群ではうつ病群と統合失調症群では有意な負の

cross-species studies. Journal of Neuroscience,

相関を認めた。

27(31), 8166-8169.

さらに、Neurite Orientation Dispersion and Density Imaging
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Negative Valence Systems とドーパミンシステムとの関連

厚や面積、拡散テンソル画像を用いた白質の微細構造、

研究

安静時機能的 MRI を用いたドーパミン系のネットワーク
橋本亮太

などについても検討を行い、NVS の脳神経基盤を明ら

国立精神・神経医療研究センター

かにする。

精神保健研究所精神疾患病態研究部
結果
緒言

中脳黒質領域のドパミン機能を反映するニューロメラニ

従来の治療薬開発は操作的診断基準に基づく疾患を

ン画像を本年度より新たに撮像を行い、NVS の不快の

対象に行われてきた。しかし、各疾患が生物学的異種

感情や動機づけなどとの関連を検討する。新規の撮像

性を含んだカテゴリーであるため、多くの試験は失敗に

は、Covid-19 の影響を受け、最初の８月ぐらいまではほ

終わってきた。NVS を構成する複数の因子とドーパミン

とんど撮像ができなかったが、その後、急ピッチで撮像

システムを中心とした脳機能との関連を検討し、その機

を進めており、４５例ほど撮像できた。

能的意義をモデル動物を用いて検証するとともに機能

1 年間という短期間にて成果を得るために、既にニュー

モデル動物の所見をヒトでも確認することでトランスレー

ロメラニン画像が撮像されているデータを用いて、解析

ショナルプロセスを重ねながら、精神疾患の NVS の治

のためのクオリティチェックを行った。まず、約約 4200 症

療法の開発につなげることを目的とする。本研究で求め

例のヒト脳表現型コンソーシアムデータからニューロメラ

る治療薬は、疾患横断的にみられる NVS をターゲットと

ニン画像のある被験者をピックアップし、ニューロメラニ

したものであり、生物学的基盤に基づく臨床徴候によっ

ン画像のクオリティチェックを行い、体動などによる以上

て層別化を行うことによって、高い有効性を示す群が抽

画像を除外し、3DT1 クオリティチェック(脳梗塞や広範

出されることが期待される。

な虚血性変化など)による除外を行い、統合失調症 109

米国 NIMH で進められている RDoC の Negative Valence

例、自閉スペクトラム症 14 例、うつ病など 21 例、健常者

Systems（NVS：不快の感情価：恐怖、不安、喪失感な

192 例の合わせて 336 例が使えることとなった。黒質緻

ど）について、統合失調症、気分障害等の精神疾患患

密部（SNc）および腹側被蓋野（VTA）のニューロメラニン

者を対象に臨床評価（臨床症状、動機づけ、社会機能、

定量化を、児童・予防精神医学研究部の松元まどか室

QOL）、脳画像（NIRS、MRI）、生体サンプル（血液、髄

長と飯島和樹リサーチフェロー及び岩手医大の山下典

液）情報を採取し、NVS に関連するバイオマーカーを探

生講師の協力を得て行った。また、NVS と関連する臨床

索する。ドーパミン神経細胞のマーカーとなるニューロメ

評価項目や他の脳神経基盤の指標となる大脳皮質下

ラニン脳 MRI 画像を用いその強度を定量し、NVS との

体積や大脳皮質体積、大脳皮質厚や面積、拡散テンソ

相関解析を行うことにより、ドーパミンシステムとの関連

ル画像を用いた白質の微細構造、安静時機能的 MRI

を見出す。

などの特徴量について抽出し、整備を行った。

方法

考察

中脳黒質領域のドパミン機能を反映する神経メラニン画

本研究ではニューロメラニン画像の定量化を行うことが

像を本年度より新たに撮像を行い、NVS の不快の感情

できた。この手法を用いることにより、新規のニューロメラ

や動機づけなどとの関連を検討する。また、1 年間という

ニン画像及び既存データのニューロメラニン画像を用い

短期間にて成果を得るために、既にニューロメラニン画

て、NVS と関連する臨床評価項目との関連や他の脳神

像が撮像されているデータ約 200 例を用いて、NVS と関

経基盤の指標となる大脳皮質下体積や大脳皮質体積、

連する臨床評価項目との関連や他の脳神経基盤の指

大脳皮質厚や面積、拡散テンソル画像を用いた白質の

標となる大脳皮質下体積や大脳皮質体積、大脳皮質

微細構造、安静時機能的 MRI を用いたドーパミン系の
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ネットワークなどについても検討を行い、NVS の脳神経
基盤を明らかにすることができると考えられる。

結論
本研究によりニューロメラニン画像の定量化手法が確
立し、それに付随する脳画像データと臨床データが整
備されたため、今後はこれを利活用した研究成果が期
待される。

参考文献
なし
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３０－１

Development of novel treatment methods for mental illnesses based on
functional domains
Kazuyuki Nakagome
National Center of Neurology and Psychiatry

⚫

Objective

Within the 5 functional domains of the RDoC project developed by NIMH, we focused on
Negative Valence Systems (NVS; fear, anxiety threat, frustrative non-reward, loss). Clinical
assessment (symptoms, social cognition, social functioning), brain imaging (NIRS, fMRI) and
molecules (blood, cerebrospinal fluid; CSF) were sampled in patients with schizophrenia,
affective and anxiety disorders to identify biomarkers of the NVS. After extracting candidate
biomarkers, we will explore the clinical applicability of drug candidate compounds obtained
using animal models.

⚫

Outcome

1) Examination using a model animal
Postsynapses of calcium-permeable AMPA-type glutamate receptors in the orbitofrontal cortex
(OFC) -basolateral nucleus (BLA) circuit of mice was induced by stress, which was
demonstrated in the neural circuit studies using optogenetics and chemogenetics in
experimental animals. It was revealed that the change may contribute to stress related
behavioral changes. We also established a chronic social defeat stress mouse model, which
responds to stress by "witnessing stress scenes" without pain or trauma, and repeated
presentation reduces reward sensitivity.
2) Analysis of existing samples of Cerebrospinal Fluid (CSF) in psychiatric disorders
Previously, we reviewed the past literature and conducted a meta-analysis on monoamine
metabolites in CSF and reported that there was a decrease in HVA in CSF of unmedicated
major depressive patients but 5-HIAA and MHPG were not significantly different from those of
healthy subjects.
We have already reported that IL-6 in CSF in patients with schizophrenia and major depressive
disorder is elevated, but in addition we found that IL-6 antibody inhibits sensorimotor gating
deficits in mice induced by a high-fat diet. It suggests that IL-6 antibody may show effect in
patients with schizophrenia.
For inflammation-related and neuroplasticity-related molecules, multiple molecules were
simultaneously measured using a multiplex immunoassay using a large number of samples. As
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a result, soluble CD30 was elevated in schizophrenia, and IFN-β (compatible with IL-6) was
elevated in schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
We found that CRH, which plays an important role in stress response, was decreased in
patients with schizophrenia who had severe negative symptoms.
As for neuroplasticity-related molecules, APP and GDNF were decreased in schizophrenia, and
APP and NCAM-1 were decreased in bipolar disorder.
BDNF pro-peptide (BDNFpp), produced in the same amount as mature BDNF (mBDNF) when
proBDNF was processed to mBDNF, was significantly decreased in CSF of patients with major
depressive disorder compared to healthy subjects.
With fibrinogen in CSF, which has already been reported to take abnormally high values in
schizophrenia and depression, by applying the cutoff value of 1900 ng / μl) obtained from the
results of healthy subjects, abnormal hyperactivity was observed in 10 to 20% of either
schizophrenia or depression.
3) Analysis of samples recruited prospectively with NVS clinical indices
As of September 2020, 222 samples were collected in this study. Near-infrared spectroscopy
(NIRS) and MRI data were obtained from 207 patients, and cerebrospinal fluid examination was
obtained from 122 patients. SCID diagnosis revealed major depressive disorder in 27%,
schizophrenia in 25%, bipolar disorder in 26%, and other disorders in 22%.
Interim analysis using 163 samples showed that anxiety/depression, and impulsivity were
significantly correlated with social adaptability, autism tendency, quality of life, executive
function, and intrinsic motivation was significantly correlated with social adaptability. As for CSF
molecules a significant negative correlation between intrinsic motivation and the TNF family
molecules in CSF was demonstrated.
Focusing on schizophrenia, major depression, and bipolar disorder in the interim analysis (n =
135), anxiety/depression was correlated with social adaptability, autism tendency, QOL,
cognitive function, and resilience was correlated with social adaptability, autistic tendency and
QOL. As for CSF molecules anxiety/depression was negatively correlated with tyrosine,
impulsivity was negatively correlated with IL-12, and resilience showed a positive correlation
with carnosine and a negative correlation with lysine.
As for NIRS measurement anxiety/depression showed a negative correlation with the latency of
the center of gravity in the left and right dorsolateral prefrontal cortex, and QOL was correlated
with the integrated values of oxygenated hemoglobin level in wide regions including right middle
temporal gyrus, right dorsolateral prefrontal and frontopolar areas.
The Hb concentration change measured during the language fluency task using the timeresolved measurement method, showed a significant activation across diagnoses, supporting
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the validity of continuous wave light NIRS.
Restricted to men, we found a negative correlation between intrinsic motivation and neurite
density in the bilateral amygdala across the three disease groups of schizophrenia, major
depression, and bipolar disorder using NODDi analysis.
Bicluster Analysis revealed that small subgroups within which specific molecules (IL-2, IL-12, IL35: valine, isoleucine, leucine) show similar patterns appeared to form a clinically homogeneous
group.
4) Other achievements
We participated in the international collaborative research DEPRESSD Collaboration led by
McGill University applying systematic meta-analysis to examine the diagnostic performance of
Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9).
In a tDCS treatment intervention study in schizophrenia patients, there was a significant
negative correlation between the oxygenated hemoglobin integrated value of the left temporal
region before tDCS and the change of positive and negative symptoms before and after tDCS.
When the effects of coexistence of autistic behavioral traits and developmental coordination
disorder (DCD) on emotional and behavioral problems were examined in preschool children,
those with coordination disorder had higher risk of emotional and behavioral problems if they
showed higher level of autistic traits.
A neuromelanin imaging study reflecting the dopamine function in the substantia nigra region of
the midbrain started this year, and about 45 cases have entered the study so far. Furthermore,
the quality of existing neuromelanin images was checked, and the quality of the imaging data of
109 cases of schizophrenia, 14 cases of autism spectrum disorder, 21 cases of depression, and
192 healthy subjects was verified and they were included in the analysis. Neuromelanin
quantification of the substantia nigra pars compacta (SNc) and ventral tegmental area (VTA) is
currently being analyzed.
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３０－２

認知行動療法を国民の生活につなげる研究
認知行動療法センター
堀越勝

総括報告書
【睡眠の問題に対する CBT（睡眠 CBT）】

１. 研究目的

2015 年に国連が定めた人類及び環境のための持

わが国では 5 人に一人が睡眠の問題を抱えてい

続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：

る。現在、欧米では不眠障害に対する治療の第一選

SDGs）として、“誰一人取り残さない”といったテ

択は不眠症に対する認知行動療法（Cognitive

ーマが掲げられている。これに基づくとナショナル
センターとしての使命は、精神疾患からの回復とい
う治療だけではなく、国民全体を見据えたケアの観

Behavioral Therapy for Insomnia: CBT-I）である一方、
わが国ではエビデンスの不足と実施できるセラピス
トが不足しているという点から、第一選択となって

点が求められる。
本研究は、国民の生活全体を見据え、認知行動療

いない。そこで本研究では、成人を対象とした CBT-

法（Cognitive Behavior Therapy：CBT）に基づくケ

I の臨床試験を遂行するための治療マニュアルの作成

アを国民が活用できるための基盤を構築すること

とセラピストのトレーニングの実施を行う。

を主眼とする。これらの遂行のために、国民的な問
題である痛みなどの身体症状や睡眠に標的を当て
た CBT の研究（身体化 CBT、睡眠 CBT）、複数の
情報通信技術を融合させたインターネット支援型
CBT に関する研究（遠隔 hybrid-CBT）、診断に限定

【うつ病に対する遠隔インターネット hybrid 認知行
動療法の開発とその効果に関する研究（遠隔 hybridCBT）】

されず国民に CBT を届ける研究（診断横断 CBT）
、

医療資源への物理的交通アクセスが困難な場所に

多職種が CBT を簡易に提供できるようにする研究

居住する国民への支援が不足している。これまで、

（短時間 CBT）を行う。

NCNP における開発費により、うつ病に対するイン
ターネット支援型 CBT（iCBT）の RCT による実績

【行動医学領域における認知行動療法の展開に関す

がある。本研究では、これまで展開してきたインタ

る研究（身体化 CBT）
】

ーネット支援型 CBT を、テレビ会議システムによっ

行動医学分野における CBT の臨床研究のモデルケ
ースとして、特に慢性の痛みに焦点をあて、臨床研

て提供する hybrid-CBT を開発し、その提供手法を構
築する。

究を遂行する。その中で、他の診療科（ペインクリ
ニック、整形外科、内科等）と協働での CBT 実施や
臨床試験の遂行における連携体制を検討する。
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【診断を越えた認知行動療法の均てん化に関する研

堀越

勝

究（診断横断 CBT）
】

国立精神・神経医療研究センター
（NCNP）認知行動療法センター

公衆衛生領域や精神保健領域（精神科・心理臨

分担研究者

床）でうつ・不安等の汎用性の高い CBT を診断に限

中島

俊

定されず届けることが有効である。これまで、診断

NCNP 認知行動療法センター

認知行

動療法診療部 臨床技術開発室

を越えた CBT である統一プロトコルのコンサルテー

中川敦夫

ション体制の構築を進めるとともに、均てん化にと

慶應義塾大学病院
ター

って重要となる治療機序の明確化を行ってきた。本

伊藤正哉

研究では、これまでの均てん化の取り組みをさらに

臨床研究推進セン

教育研修部門

NCNP 認知行動療法センター
導部

研修指

研修普及室

蟹江絢子 NCNP 認知行動療法センター

広げ、集団版の統一プロトコルや、児童青年版の統
一プロトコルも含めて、診断横断的 CBT の均てん化
の基盤を構築するとともに、治療機序のさらなる検

研究協力者

討を行う。

行動医学領域における認知行動療法の展開に関する
研究（身体化 CBT）

【短時間で実施可能な簡易型認知行動療法の開発お

大江悠樹

よび普及に関する研究（短時間 CBT）】

杏林大学／NCNP 認知行動療法

センター

わが国での CBT 普及の障壁として診療時間の制約

石井裕乃

NCNP 認知行動療法センター

や人材不足の問題がある。外来患者の診察時間は 10

佐々木洋平

NCNP 認知行動療法センター

分未満が 68.1%を占めており（厚生労働省, 2016）
、

宗未来

東京歯科大学市川総合病院

医師が 1 回あたり 30–50 分、全 8–16 回もの時間を要

伊達久

医療法人社団開逓会仙台ペイン

する標準型の CBT をすべての患者に対して実施する

クリニック

のはきわめて困難である。また、CBT をより広く実

松原貴子

施するためには CBT や精神療法の専門的な訓練を受

ション学部

けたことのない多職種（看護師、保健師、助産師

睡眠への認知行動療法の開発および普及に関する研

等）の役割が重要である。しかしそのような多職種

究（睡眠 CBT）

神戸学院大学総合リハビリテー

が利用可能なプログラムは非常に限られている。そ

大井瞳

NCNP 認知行動療法センター

こで、わが国の医療体制に合わせ、ごく短時間かつ

宮崎友里

NCNP 認知行動療法センター

様々な職種が実施可能な簡易型認知行動療法を開発

井上真里

NCNP 認知行動療法センター

し、普及させることを本研究の目的とする。

高階光梨

NCNP 認知行動療法センター

うつ病に対する遠隔インターネット hybrid 認知行動
療法の開発とその効果に関する研究（遠隔 hybrid-CBT）

２. 研究組織
主任研究者

満田大
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慶應義塾大学医学部精神神経科

学教室
中川ゆう子

慶應義塾大学医学部精神神経科

学教室
加藤典子

慶應義塾大学医学部精神神経科

慶應義塾大学医学部精神神経科

慶應義塾大学医学部精神神経科

NCNP 認知行動療法センター

1) 身体化 CBT
終え、その成果を論文として発表した（Hosogoshi et
験を開始した（UMIN 試験 ID：UMIN000038010）。
また、過敏性腸症候群に対する集団 CBT のマテリ
アルを作成し、プロトコル論文を発表するとともに

慶應義塾大学医学部精神神経科

（Kikuchi et al., 2020）、ランダム化比較試験を開始
した（UMIN 試験 ID：UMIN000031710）。これらの

学教室
梶原真智子

三田村康衣

al., 2020）。この試験を発展させ、ランダム化比較試

学教室
佐々木洋平

NCNP 認知行動療法センター

慢性痛に対する標準型 CBT のパイロット試験を

学教室
馮えりか

久保田智香

３. 研究成果

学教室
天野瑞紀

NCNP 認知行動療法センター

慶應義塾大学医学部精神神経科

学教室
武智小百合

横山知加

慶應義塾大学医学部精神神経科

試験を運営するため、専門的な CBT 実施者および
その指導者を育成するための教育プログラムを整

学教室
診断を越えた認知行動療法の均てん化に関する研究
（診断横断的 CBT）

備し、実際に運用可能であることを確認した。また、
慢性痛に対する短縮版 CBT および看護師による不
眠症に対する短縮版 CBT のパイロット試験を実施

加藤典子

NCNP 認知行動療法センター

し、良好な結果を得た。この結果については現在論

中島俊

NCNP 認知行動療法センター

文執筆中である。さらに、歯科領域における慢性痛

藤里紘子

NCNP 認知行動療法センター

に対する CBT プログラムの開発に協力した。これ

大江悠樹

NCNP 認知行動療法センター

らの経験・マテリアルをもとに、専門家を対象とし

宮前光宏

NCNP 認知行動療法センター

豊田彩花

NCNP 認知行動療法センター

駒沢あさみ

NCNP 認知行動療法センター

臨床試験計画中に COVID-19 の感染が拡大し、そ

竹林由武

NCNP 認知行動療法センター

れを受け当初対面での実施の予定であった計画を

山口慶子

NCNP 認知行動療法センター

遠隔で実施する計画に修正した。それに伴い、遠隔

横山知加

NCNP 認知行動療法センター

で不眠症 CBT を実施するために必要なデジタルコ

た研修を実施した。
2) 睡眠 CBT

短時間で実施可能な簡易型認知行動療法の開発およ
び普及に関する研究（短時間 CBT）

ンテンツを複数作成した。また、COVID-19 感染拡
大における外出制限下での睡眠の問題の対処の仕
方に関するヨーロッパ睡眠学会のタスクフォース

中嶋愛一郎

NCNP 認知行動療法センター

CBT-I（Cognitive behavioral therapy for Insomnia: CBT-

牧野みゆき

NCNP 認知行動療法センター

I）の recommendation の翻訳を行い、認知行動療法

片柳章子

NCNP 認知行動療法センター

センターのホームページにて一般公開を行った。
CBT-I の均てん化に向け、対人援助職を対象とした
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CBT-I や医療コミュニケーションに関する研修を

した。児童版 UP ではセラピストガイドとワークブ

実施した。

ックを出版し、多施設における治療者訓練や、臨床
現場での導入を試みた。青年版 UP の日本語版の開

3) 遠隔 hybrid-CBT

発を進め、セラピストガイドとワークブックの整備

本研究では、遠隔Hybrid-CBTプログラムを開発し、

を進め、症例に対して実施可能性を検討した。成人

治療者マニュアルと患者向けセッションノートを

版 UP では、COVID-19 に対応するために、遠隔で

作成した。それらを用いて、遠隔 Hybrid-CBTの

の実施を検討した。さらに、ボストン大学からセラ

feasibility study（UMIN試験ID: UMIN000036911）を

ピスト育成資格を得るための継続コンサルテーシ

実施し、目標症例数である8例を登録し、介入を行
った。その介入の結果をもとに、治療者マニュアル
の一部として、遠隔での実施に慣れない治療者や患

ョンを受けた。これをもとに日本におけるコンサル
テーションの提供を試行し、UP の技術指導のあり
方を検討した。加えて、治療者訓練のための e ラー
ニングの開発を進めた。

者が遠隔hybrid-CBTを適切に行えるように導入の

第 2 に、UP の治療機序を明らかにした。すでに

ためガイドを作成した。また、COVID-19の感染拡

終了した予備試験や大規模な観察研究のデータを

大に伴い、２つの医療機関を繋ぐだけでなく、医療

用いて、感情表出抑制が強いほど、治療効果が得ら

機関と患者の自宅を繋ぐ形を含めて実施する遠隔

れにくいことが示された。その他、治療への期待や

Hybrid-CBTの安全性と有効性を検証できるように
研究プロトコルに修正を加えた。修正後は、医療機
関と患者の自宅を繋いで遠隔Hybrid-CBTを実施し、

ホームワーク遵守がどのように治療効果に影響す
るかを検討した。
5) 短時間 CBT

その際の留意事項を整理したマテリアル（患者への

短時間 CBT として 10 分間 CBT のマニュアルを

説明資料や、デモ映像）を作成した。加えて、これ

翻訳し出版した。社交不安症に加えてパニック症の

までに作成した治療者マニュアルと患者向けセッ

簡易型 CBT のマニュアルを作成した。簡易型 CBT

ションノート、マテリアルを使用して、遠隔Hybrid-

のコミュニケーションスキルを高めるアプリを作

CBTの専門家向け研修を通算5回実施した。現在は、

成した。また、どの CBT の技法がどのような順番

遠隔Hybrid-CBTの手法を組み入れた多施設共同ラ

で行われると効果が高いのか検証するための多相

ンダム化比較試験を準備中である。

最適化戦略試験のリクルートを開始し継続してい
る。さらに、周産期メンタルヘルスに関するウェブ

4) 診断横断 CBT

サイトを作成した。COVID-19 があったため、その

本研究では、感情的な困難が特徴的な幅広い疾患
への適用が可能な診断横断的な認知行動療法であ
る統一プロトコル（Unified Protocol: UP）をより効
果的に実施するために、2 つの観点から検討した。

調査をするとともに、危機に役立つ情報をウェブサ
イトに追加し、ウェブサイトの閲覧数がさらに増え
た。

第 1 の観点は、児童青年版や集団版などの様々な
UP の均てん化を効果的に進めるために、各プロジ

４. 研究成果刊行一覧
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行動医学領域における認知行動療法の展開に関する
研究

専門的な CBT 実施者の不足に加え、実証的な知見
が乏しいという点も大きな問題である。
そこで、本研究では(1)身体化領域での認知行動療

分担研究者 堀越勝 1)

法において必要とされる各種マテリアルの整備、（2）
専門的な CBT 実施者・指導者の育成体制の整備、そ

研究協力者 大江悠樹 1)2)、高岸百合子 1) 、細越寛

して（3）多施設共同を中心とした臨床試験を実施し、

樹 3)、菊池志乃 4)

身体科領域における慢性痛をはじめとした各種疾患
に対する CBT の有効性を検証することを目的とした。

所属
1) 国立精神・神経医療研究センター認知行動療法セ

方法

ンター

１．身体科領域での CBT において必要とされる各種

2) 杏林大学精神神経科学教室

3) 関西大

学社会学部 4) 京都大学大学院

マテリアルの整備
これまでに実施したパイロット試験や臨床実践に

諸言

おける知見をもとに、各種マテリアルの整備を行った。

行 動医 学領域 にお いて認 知行 動療法 （ Cognitive
Behavior Therapy: CBT）を展開していくために、まず

２．専門的な CBT 実施者・指導者の育成体制整備

は慢性の痛みに関する問題を中心的な対象として選

筆者らが開発し、パイロット研究を実施した慢性痛

んだ。慢性痛はわが国成人の約 23%が有するとされる

に 対 す る 通 常 型 の CBT 、 お よ び 過 敏 性 腸 症 候 群

国民的な問題である 1。慢性痛の問題は身体的苦痛だ

（Irritable Bowel Syndrome; IBS）に対する CBT をベー

けでなく，日常生活上の支障，うつや不安の心理的問

スに、専門的な実施者育成のための体制整備を行い、

題，健康関連 QOL の低下など多岐にわたる。慢性痛

運用を継続した。

による社会的生産性の低下によって，がんの 2. 5 倍，
糖尿病の 3 倍にあたる年間 5,600～6,350 億ドル（約

3．慢性痛をはじめとした各種疾患に対する認知行動

67 兆円）の経済コストが生じると試算され 2、社会的

療法の臨床試験

にも影響の大きい疾患である。

（１）慢性痛に対する通常型 CBT のランダム化比較

CBT は、海外の臨床試験で慢性痛に対する有効性

試験

や費用対効果の高さが示されている。本邦における慢

関西大学、篤友会千里山病院、神戸大学、川崎医科

性痛の治療ガイドラインは、こうした海外の先行研究

大学、東京慈恵会医科大学と共同で、慢性痛に対する

に基づいて認知行動療法を推奨してはいる

3、4

。しか

通常型 CBT のランダム化比較試験を開始した。

し，その普及率は著しく低く、日本での慢性痛治療は
いまだにマッサージやブロック注射，装具療法といっ
た比較的エビデンスが弱い治療が中心である 5。

（２）慢性痛に対する簡易型 CBT のパイロット試験
当施設に通院中の患者を対象に、慢性痛に対する簡
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易型 CBT のパイロット試験を実施した。

試験
研究開始後、共同研究施設における倫理審査手続き

（３）過敏性腸症候群に対する集団 CBT のランダム

上の不備が判明したため、再度倫理審査手続きを行い、

化比較試験

研究を再開した。

京都大学、高槻赤十字病院と共同で慢性痛の一種と
される IBS に対する集団 CBT のランダム化比較試験

（２）慢性痛に対する簡易型 CBT のパイロット試験
14 例の患者を登録し、特段の有害事象なく介入を

を実施した。

完遂した。脱落は 2 名で、研究参加に一度は同意した
結果

ものの、日程の調整がつかず介入を実施できなかった

１．身体科領域での CBT において必要とされる各種

ことが脱落理由であった。
主要評価項目である EQ5D-5L は介入前時点と比べ

マテリアルの整備
本研究の結果、以下のマテリアル整備が行われた。

て、介入終了時点、追跡時点において有意な改善を示

第一に、慢性痛に対する標準型 CBT の RCT 実施のた

した。セッションに要した時間は平均で 22 分 58 秒で

め、治療用テキストおよび治療者用マニュアルを作成

あり、標準型 CBT で一般的に必要とされる 50 分と比

した。第二に、慢性痛に対する簡易型 CBT の患者用

較して大きな短縮に成功した。

テキストを作成した。第三に、IBS に対する集団 CBT
の患者用資料を作成した。第四に、IBS に対する通院

（３）過敏性腸症候群に対する集団 CBT のランダム

頻度を最小限にした CBT の患者用テキストを作成し

化比較試験

た。第五に、歯科領域における慢性痛に対する CBT の

現在までに 114 例を登録し、試験を継続中である。

患者向けテキスト作成に協力し、内容の検討を行った。

以前実施したパイロット試験でCBT 実施者育成のためのス
ーパーバイズを受けた京都大学、高槻赤十字病院の医師およ

２．専門的な CBT 実施者・指導者の育成体制整備

び心理士の計2 名が治療者を担っている。

実施中の介入試験や通常の臨床実践のなかで、CBT
実施者・指導者育成のための専門的指導を行った。こ
こから培ったノウハウをもとに、「慢性痛に対する認

なお、これらの研究の成果は適宜論文化し、情報発信してい
る 6-10。

知行動療法研修会」および「IBS に対する認知行動療
法研修会」を当施設にて実施し、それぞれ 30 名ほど
の対象者に対して研修を行った。

考察
本研究では複数の介入研究を実施し、これまでのと
ころ有望な結果が得られている。これらの介入試験に

３．慢性痛をはじめとした各種疾患に対する CBT の

おける実施者の一部は、現在運用中の専門的な CBT

臨床試験

実施者・指導者育成プログラムによるトレーニングを

（１）慢性痛に対する通常型 CBT のランダム化比較

受けた者である。本研究で開発された CBT 実施者・
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指導者育成プログラムは、臨床試験の介入を担当でき

法の応用－他科の患者のメンタルヘルス－ 精神

る治療者の育成を可能とするだけの、一定の有効性を

科治療学 2016, 31: 163-170.

持つ可能性が示された。ただし、今後は実施者の CBT

7.

に関する技術をより客観的に評価し、育成効果を実証
的に検証していくことも必要であると考えられる。

大江悠樹・堀越勝 過敏性腸症候群に対する認
知行動療法 Pain Reserch 2017, 32:267-271.

8.

藤澤大介・堀越勝・笠原諭・岩佐和典・大江悠
樹・山本和美・近藤真前 多面的アプローチで

結論

慢性痛に挑む 認知療法研究 2018, 11:156-165.

本研究により、行動医学領域における CBT の効果

9.

大江悠樹 簡易型認知行動療法について－自身

検証と普及を進めることができた。今後は継続中の

の経験から 精神療法 2019, 45:84-86.

RCT を完遂し、効果検証をさらに進めるとともに、論

10. Kikuchi S,, Oe Y, Sasaki Y, Ishii H, Ito Y,

文の執筆を進め、公表していく。また、作成された治

Horikoshi M, Sozu T, Seno H, Furukawa TA:

療用マテリアルや治療者・指導者育成体制のさらなる

Group cognitive behavioural therapy (GCBT)

普及を目指していく。

versus treatment as usual (TAU) in the
treatment of irritable bowel syndrome (IBS): a
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睡眠への認知行動療法の開発および普及に関する研

開発を行った。本年度は、睡眠日誌について患者さん

究

からいただく質問及びその回答に関する動画を作成
した。質問と回答は複数の臨床心理士がこれまで患者

分担研究者 中島俊 1)

さんからいただいた質問とその回答例を抽出し、それ

研究協力者 大井瞳 1)、宮崎友里 1) 、井上真里 1) 、

らを統合するかたちで作成した。動画は精神・神経疾

高階光梨 1)

患の演技経験のある役者に患者の臨床像を伝え、模擬
患者役として質問を臨床心理士に問いかけ、臨床心理

所属

士がそれに答えるという形式で作成した（図１）

1) 国立精神・神経医療研究センター認知行動療法セ
ンター

１．緒言

不眠症に対する非薬物療法として不眠症の認知
行 動 療 法 （ Cognitive Behavioral Therapy for
Insomnia: CBT-I）が注目されている。
CBT-I は世界的に治療の第一選択と位置付けら

図１ 作成した睡眠日誌の Q&A の映像

れているものの、日本では薬物療法が第一選択とな
っている 1。さらに、CBT-I を第一選択としている

マインドフルネスのデモ映像は、不眠症の認知行動

国々においても、その需要の高さに供給が追い付か

療法で一般的に用いられる介入プログラム 4 を患者が

ず、薬物療法が実施されている 2。そこで注目され

自宅でも利用できることを目的に作成した。デモ映像

るのが CBT-I を実施可能なセラピストとセラピス

は複数の臨床心理士とマインドフルネスの専門家が

トのいない医療機関を ICT でつなぐ遠隔 CBT-I で

協力し、患者が自宅でもイメージしながら実施できる

ある。加えて、COVID-19 の影響により感染対策の

よう配慮した映像（図２）と、マインドフルネスに関

観点から非対面での実施が求められている現状も

する Q&A（図３）の二つを作成した。

あり 3、遠隔 CBT-I の開発とその普及が望まれてい
る。本研究では、COVID-19 禍で遠隔での CBT-I の臨
床試験を遂行するために必要なコンテンツの作成と
セラピスト養成のための研修を実施した。

２．方法
2-1.遠隔 CBT-I の実施に必要なコンテンツの作成
昨年、CBT-I に欠かせないオリジナルの睡眠日誌の
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図２ 作成したマインドフルネス動画の映像

４．結論
COVID-19 の影響で当初予定していた研究計画から
大幅な変更が必要となったが、本研究で作成した
CBT-I に関するコンテンツを用い、今後遠隔 CBT-I の
有効性を検証するための臨床試験を実施予定である。
また、
本研究で作成した一部のコンテンツは NCNP 認
知行動療法センターのホームページ等で一般公開を
図 3 作成したマインドフルネスの Q&A の映像

行っている。

2-2. CBT-I セラピスト養成のための研修
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うつ病に対する遠隔インターネット hybrid 認知行動

患者で、1 種類以上の抗うつ薬を 6 週間以上内服して

療法の開発とその効果に関する研究（遠隔 hybrid-

も、ベースラインで GRID-HAMD が 14 点以上の中等

CBT）

症のうつ病患者で、計 40 例（介入群 20 例、waitinglist control 群 20 例）であった。なお、いずれの群にお

分担研究者：中川敦夫 1)

いても、投薬治療を含む通常治療が実施された。主要

研究協力者：加藤典子 1)、野上和香 1) 、佐々木洋平 1）

なアウトカムは GRID-HAMD とし、治療開始 6 週目

所属

（中間評価）
、12 週目（終了評価）、そして介入群のみ

1)

24 週目（フォローアップ評価）に行われた。GRID-

慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室

HAMD の評価は、中央評価者が盲検下で電話インタ
分担報告書

ビューを施行され、高い信頼性を得られていた(ICC：

緒言

0.94-0.98)。RCT の結果、有効性に関して、GRID-

本研究は、認知行動療法(Cognitive Behavior Therapy;

HAMD17 合 計 得 点 は ベ ー ス ラ イ ン に て iCBT

CBT)の理解に基づく治療・ケアの手法を、国民が広く

群:18.3(SD3.6), 対照群:18.5(SD 3.6)であったが、12 週

活用できるための基盤を構築することを主眼とする。

時 点 ( 介 入 終 了 時 点 ) iCBT 群 :9.4(SD5.1), 対 照

本分担研究では普及という点に注目した。

群:15.5(SD 6.3)であった。ベースラインからの変化量

厚生労働省認知行動療法研修事業により、日本での

の両群間での差は 5.95 (95%CI 2.37 to 9.53), p=0.02 と

CBT の提供者は全国で増えては来ているもの、依然

有意差を認めた。12 週時点の治療反応率は iCBT

として、臨床ニーズを満たすにははるかに及ばないの

群:55.0%(n=11), 対照群:20.0%(n=4)であった(RR 2.75,

が現状である。とくに、人口過疎地や地方などの医療

95%CI 1.05 to 7.20)。また 12 週時点の寛解率は iCBT

アクセスの十分でない地域でその傾向は顕著である。

群:30.0%(n=6), 対照群:15.0%(n=3)であった(RR 8.00

こうした背景から、うつや不安といったコモンメンタ

95%CI 1.10 to 58.19)。

ルディスオーダーに対する CBT については、対面型

これらの成果に基づき、本分担研究では、このイン

(Nakagawa et al., 2017)やインターネット支援型（iCBT）

ターネット支援型 CBT を応用して、テレビ会議シス

ついてランダム化比較試験（RCT）を実施してきた。

テムによって提供する hybrid-CBT を開発し、その提

iCBT では「こころのスキルアップトレーニング」

供手法を構築することを目指した。

（http://www.cbtjp.net/）のサイトを利用したインター
ネット支援型認知行動療法という独自のプログラム

方法

を開発し、その有効性を 12 週間の waiting-list control

本研究では、認知行動療法が未だ十分に普及してい

を対照とした RCT を行った(Nakao et al., 2018)。iCBT

ないわが国の臨床現場に対応すべく、インターネット

プログラムは、行動活性、認知再構成、問題解決から

CBT とビデオ会議システムの 2 つの情報通信技術を

構成される治療プログラムである。対象は、20 歳以上

融合させた、新たなテレビ会議システムを用いたイン

65 歳未満で DSM-IV にて診断された大うつ病性障害

ターネット支援型認知行動療法（遠隔インターネット
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hybrid-CBT）のプログラム開発（治療者マニュアル・

また、遠隔 hybrid-CBT についての研修を引き続き実

患者向けセッションノート）を行い、その開発された

施した。

プログラムのパイロット・ランを行いながら、プログ
ラムのブラッシュアップを図り、確定版プログラムに

考察

てオープン試験を行う。加えて、プログラムの各セッ

令和元年度に開始した遠隔 hybrid-CBT の feasibility

ションにおいてサテライト機関では陪席者を置き、セ

study において、目標症例数である 8 例に介入を実施

ラピスト育成法を検討する。

した。この臨床試験において、２つの医療期間を結ぶ
形式だけでなく、遠隔 hybrid-CBT プログラムを医療

結果

機関と患者宅を結んだ形式も含めて、安全に実施可能

平成 30 年度は、遠隔 hybrid-CBT の患者向けセッシ

であることを確認した。

ョンノートを作成し、遠隔 hybrid-CBT の実用性を検
討するためパイロット研修(39 名)を行った。

結論

令和元（平成 31）年度は、うつ病患者を対象とした

本研究では、
遠隔 hybrid-CBT プログラムを開発し、

遠隔 hybrid-CBT の feasibility study を開始し、研究協

プログラムのための資料（治療者マニュアル・患者向

力者 3 名を登録して、介入を実施した。また、この研

けセッションノート）と遠隔導入のためのセラピスト

究に参加した患者と CBT 担当者の双方から実施時の

向けの資材（導入ガイド、デモ映像、研修資材）を整

フィードバックを得て、遠隔 hybrid-CBT 実施上の留

備した。さらに、このプログラムについて、当初予定

意点等を整理した。その結果をもとに、治療者マニュ

していた２つの医療期間を結ぶ形式だけでなく、医療

アルの一部として、遠隔での実施に慣れない治療者や

機関と患者宅を結んだ形式においても安全に実施可

患者が遠隔 hybrid-CBT を適切に行えるように導入の

能であることを確認した。

ためガイドを作成した。加えて、初年度に引き続き、

本研究により、うつ病の CBT の普及促進に繋がる

遠隔 hybrid-CBT の実用性を検討するための研修を行

成果が得られた。これらの成果をもとに、令和 3 年度

った。

から、遠隔 Hybrid-CBT の手法を組み入れた多施設共

令和 2 年度は、COVID-19 の感染拡大を考慮して、

同ランダム化比較試験を開始予定である。

うつ病患者を対象とした遠隔 hybrid-CBT の feasibility
study を、これまでの２つの医療期間を結ぶ形式だけ
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診断を越えた CBT の均てん化に関する研究

まなマテリアルの開発が求められる。そのために、最
新の知見を踏まえたセラピストガイド及びワークブ

分担研究者：伊藤正哉

1

ック（Barlow et al., 2017）、臨床応用テキスト（Barlow
& Farcione, 2017）の日本版を作成することとした。ま

堀越勝 1、加藤典子 2、藤里紘子 1, 3、山口慶子 1、宮前

た、日本の臨床現場において UP を広めていく上では、

光宏 1, 4、竹林由武 1, 5、大江悠樹 1, 6 、中島俊 1、蟹江

集団療法としての実施が容易になることも重要であ

絢子 1、豊田彩花 1、駒沢あさみ 1

るが、集団 UP については既存のテキストが存在しな

1.

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法セン

い。そこで、グループセッションを均質に進めていく

ター、2. 慶應大学、3. 国立精神・神経医療研究センタ

ための補助資料（映写スライド）を作成することとし

ー精神保健研究所、4. 国立精神・神経医療研究センタ

た。さらに、UP は児童版と青年版のテキストの翻訳

ー神経保健研究所、5. 福島県立医科大学、6. 杏林大学

も本邦における均てん化において重要であると考え
た。加えて、2020 年の COVID-19 の感染拡大による

緒言

医療機関受診の困難に対応するため、遠隔のオンライ

本研究では、感情的な困難が特徴的な幅広い疾患へ

ンでの UP の実施を可能とする手法を検討した。

の適用が可能な診断横断的な認知行動療法である、感

UP の治療機序の検討 様々な疾患群や健常群を有

情障害の診断を越えた治療のための統一プロトコル

した既存の調査研究の二次解析を通して、統一プロト

（ Unified Protocol of Transdiagnostic Treatment for

コルの実施に関与する変数を検証した。さらに、予備

Emotional Disorders; UP; Barlow et al., 2017）の効果に

試験で実施した PTSD 事例についての詳細な検討を

着目し、2 つの観点から検討する。第 1 に、成人に対

進めた。また、予備試験のデータを用いて、UP にお

する個人形式の U P だけでなく、児童版 UP、青年版

ける中核的な治療機序である感情調整が、治療効果に

UP、集団形式の U P などを含めた様々な UP の均てん

どのように関わるかの検証を進めた。

化を効果的に進めるために、さまざまなマテリアルを
開発するとともに、それらを用いた研修を実施し、均

結果及び考察

てん化のモデルを検討する。第 2 に、UP の治療機序

UP 均てん化のためのマテリアル開発や運用モデル

を明らかにする。そのために、すでに終了した予備試

の使用 上述の UP セラピストガイド、
ワークブック、

験、ランダム化比較試験、および大規模な観察研究の

臨床応用テキスト、そして児童版のセラピストガイド

データを用いて、治療機序や効果測定に関わるプロセ

およびワークブック（ジル・エレンリッチ‐メイほか,

ス等を検討する。

2020）、青年版のセラピストガイドおよびワークブッ
クの翻訳を進めた。臨床応用テキストの監訳では、分
担研究者らが 1 次監訳を行い、伊藤が 2 次監訳を進

方法
UP 均てん化のためのマテリアル開発や運用モデル

め、出版に至った。児童版のセラピストガイドおよび

UP の均てん化を円滑にするために、さまざ

ワークブックも監訳を終えて出版に至った（バーロウ

の使用
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＆ファーキオーニ, 2020）。青年版のセラピストガイド

加えて、UP の予備試験のデータを二次解析し、

やワークブックも校正を終えるまでに至った。集団版

感情表出抑制が治療効果を調整することが示唆さ

UP のスライド作成では、イラストなどのビジュアル

れた（Hosogoshi et al., 2020）。さらに、感情調整ス

資料を多く導入し、セッション構造を維持するよう統

キルが PTSD 症状に与える影響を検討した（Fujisato

一的な仕様で作成した。遠隔で UP を実施するための

et al., 2020）
。また、UP の実施によってベンゾジア

マニュアルを作成し、これに沿って１例に対して遠隔

ゼピンの処方量が減じている可能性が示唆された

でセッションを実施した。

（Nakajima et al., 2020）。

加えて、我が国でのコンサルテーションを進めるた
めに、UP の指導資格を得る上級コンサルテーション

結論

をボストン大学から受けた。このコンサルテーション

本開発費によって、統一プロトコルの効果に関する

により、コンサルテーションや UP の治療遵守の評価

研究が大きく進展した。第一に、児童版、青年版、成

法、最新の知見を踏まえた UP の実施手法に関しての

人版、集団版、遠隔形式での統一プロトコルの実施に

ノウハウを蓄積した。これらをもとにして、NCNP 内

必要な様々なマテリアルを整備することができた。こ

にてコンサルテーションの試行を重ねてきた。このよ

れには、セラピストガイドやワークブックといった中

うなコンサルテーションを含めた UP の臨床提供モデ

心的な素材の他に、遠隔実施時の留意点をまとめたマ

ルは児童版、青年版、個人版、成人版のそれぞれで構

ニュアルなどが含まれる。さらに、将来的な普及均て

築し、運用しながら改善を重ねてきた。特に、成人版

ん化に繋げるためのコンサルテーションのノウハウ

の UP については e-learning やオンデマンド形式の研

を得ることができた。これらの経験を踏まえ、児童青

修の開発し、一部運用をするに至った。

年版、個人版、集団版の臨床提供モデルを構築し改良

UP の治療機序の検討 UP の PTSD への適用事例

を重ねられた。

について詳細に検討し、論文を修正した。UP の治

加えて、UP の治療機序を明らかにする研究を進め

療機序としては、うつ病患者の機能障害の改善にお

ることもできた。マインドフルネスが機能障害を高め

いて行動活性化がマインドフルネスの媒介要因と

るのに行動活性化が有効である可能性や、感情表出や

なるモデルして検証し、論文を公表した（図 1.

感情調整スキルが症状の改善に関与しうる知見は今

Takagaki et al., 2020）。

後の臨床実践における重要な示唆を持つと考えられ
る。今後は、これらの知見を踏まえた臨床実践の指針
の作成も望まれる。
本研究によって均てん化のための基盤となる素材
や知見が得られた。今後は、社会実装研究として、様々
な機関における実装可能性を科学的に検証すること
が望まれる。

図 1. うつ病患者の機能障害への媒介モデル
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in
845.,

短時間 CBT：短時間で実施可能な簡易型認知行動

多相最適化戦略試験については、共同研究者（京都

療法の開発および普及に関する研究

大学

分担研究者

古川壽亮ら）と試験の準備を整え開始するこ

蟹江絢子

とを目的とする（研究③）

認知行動療法センター

方法

【研究①】
中嶋愛一郎*2・伊藤正哉・片柳章子・牧野みゆき・

10 分間程度の短時間かつ様々な職種が実施可能な

横山知加・久保田智香*2・三田村康衣*2

短時間認知行動療法を認知行動療法の専門家であ

*1

るものが作成する。

国立精神・神経医療研究センター認知行動療法

また、10 分間認知行動療法という著書を翻訳する。

センター
*2

国立精神・神経医療研究センター病院
【研究②】
認知行動療法の情報を提供するにあたって、まず

緒言

精神障害を抱えた患者の精神療法、特に認知行動療

は周産期領域の妊産婦そのパートナーとその援助

法のニーズは高く、精神科医もそれを認識している。 者に向けて、情報提供するための記事とイラストを
しかし、時間的制約や認知行動療法を実施できるも

作成し、どのようなプラットフォームにするといい

のが少ないために、十分に提供されているとはいえ

か検討する。

ない。このような問題を解決するために、欧米では
短時間のCBTが開発されている（David, 2013; Otto

【研究③】

et al., 2011）
。この短時間CBTは臨床現場で歓迎され、

認知行動療法には、様々な治療要素がある。その

臨床家の間ではその有用性のコンセンサスが得ら

なかでも、代表的な治療要素はセルフモニタリング

れつつある。

（ Self-monitoring; SM ）、 認 知 再 構 成 （ Cognitive

そこで、本研究ではわが国の医療体制に合わせ、

Restructuring; CR ）、 行 動 活 性 化 （ Behavioral

通常診療でも行えるような10分程度の短時間かつ

Activation; BA）、アサーション（Assertion Training;

様々な職種が実施可能な短時間認知行動療法（短時

AT）、問題解決（Problem Solving; PS）の 5 つであ

間CBT）を開発し、普及させることを目的とする。

る。どのような患者にどのような順番で行われると

さらに、人材育成プログラムを作成し、研修を行い

治療効果が高いか検討する。

その効果を検証し研修をさらに改良し、必要な人材
を育成していくことを目的とする（研究①）

結果

また提供基盤となるウェブサイトを構築するこ
とと目的とする（研究②）

【研究①】
１）10 分間認知行動療法のマテリアル開発

また、どのような認知行動療法の技法がどのよう
な順番で行われると効果が高いのか検証するため、
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10 分間認知行動療法で取り組む疾患を決定した。

うつ病、パニック症、社交不安症、全般性不安

症、強迫症、心的外傷後ストレス障害、不眠症、

への対話ヒント/裏コラムとし、精神科医や心理士や

慢性疼痛、過敏性腸症候群、自尊心低下とした。

看護師や助産師が執筆した。コンテンツはイラストと

心理の相談室に来院するものにも対応するため、

記事より成り立っており、見やすく分かりやすい構成

その軽症例についても取り組むこととした。

であり妊産婦が気楽にみられるように工夫をした。

10 分間認知行動療法で取り組む治療要素について

COVID-19 の拡大により、メンタルヘルス不調を起こ

は、目標設定・行動活性化・認知再構成・問題可

す人が多いことが懸念されたため、調査を行ったうえ

決法・曝露・再発予防とした。

で、「危機に役立つ情報」を追加した。閲覧数が増加

それらについて 10 分間でおさまるようなかたちで

した。

セッションが実施できるように必要な要素を書き
出した。

【研究③】

うつ病の認知行動療法のテキストは多いが不安症

現在、京都大学でリクルートを開始し、研究してお

は少ないため、まずは社交不安症に関して患者用

り、治療要素をどの順番にするといいか検証している。

マニュアルと治療者用マニュアルにわけて作成し
た。

考察
研究①で、「ふだん使いの CBT-10 分間で行う認

２）10 分間認知行動療法の翻訳

知・行動介入」を出版し、社交不安症のテキストを

翻訳の分担者を決めて翻訳を行った。

作成したことは、どのように短時間認知行動療法を

出版社と話し合い、レイアウトなどに工夫を凝ら

実施するかを明確にすることができたと考える。

したうえで、
「ふだん使いの CBT-10 分間で行う認

また、研究②では、ウェブサイトを公開したことは、

知・行動介入」を出版した。

メンタルヘルスリテラシーの向上や、援助希求の方法
などを啓蒙することに役立てられる可能性がある。

【研究②】

また、研究③で、どの治療要素をどのような順番にす

ウェブサイトでは、１）妊産婦や妊娠を考えている女

るといいのか、個別の特性によって違うのか、などが

性が周産期メンタルヘルスに関するリテラシーを高

解明できると、より短時間認知行動療法がパーソナラ

める

イズされたかたちで提供できる可能性がある。

２）パートナーが自身のケアや妊産婦を効果的

にサポートする方法を学ぶ ３）専門家が周産期メン
タルヘルスに関する知識を高め、援助のスキルを学ぶ

結論

といった情報が必要だと考えられたため、プレママ・

本研究では３つの研究を実施した。COVID-19 が

ママ/パートナー/医療者・援助者というカテゴリーに

拡大し、メンタルヘルスの不調を訴える方が多いこ

わけて情報を発信する。コンテンツの内容としては、

とを予測されたため、調査を実施しウェブサイトを

周産期のメンタルヘルス/社会や行政の動き/認知行動

新たに追加するなどの変更はあったが、計画通りに

療法/パートナーや専門職のメンタルケア/パートナー

実施できた。

- 38-

30-2 Dissemination studies of Cognitive Behavioral Therapy for Citizens across Japan

Masaru Horikoshi, Ph.D.
National Center for Cognitive-Behavior Therapy and Research, NCNP, Tokyo, Japan

Overall purpose of the project
The main goal of this study is to build foundations for the widespread public use of treatment and care methods
of cognitive-behavioral therapy (CBT). To meet the goal, we conduct research on CBT that focusses on national
issues of sleep and pain. With the aim of increasing the availability of CBT, we also work on tele-health hybrid CBT,
transdiagnostic (not limited to diagnosis) CBT, and short term CVT which enable multidisciplinary teams to provide
CBT in a simplified manner.

Research results
Our research on CBT for sleep includes the creation of treatment materials and video teaching aids,
treatment manuals. As for CBT for pain, we are conducting a multi-site randomized controlled trial of CBT
for irritable bowel syndrome based on the data obtained in the pilot study. On telehealth hybrid CBT for
depressed patients, we are conducting a clinical trial based on the workbook we developed last year. In the
research on transdiagnostic CBT we tried to find out the pathogenesis of depression and anxiety, as well as
to promote equalization in group formats and CBT for children. On short-time CBT, we developed a website
for providing self-help educational materials on CBT for perinatal mental health. On CBT for sleep, we
developed digital materials for providing clinical research on CBT for patients with insomnia.

Future directions
We continue to conduct clinical trials and studies and maintain and strengthen partnerships with
research support departments, hospitals, and other institutions to drive CBT in various clinical settings. We
also promote the research projects necessary to make CBT available to the public. In the future, we are
planning to actively research CBT using ICT.
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認知症・神経変性疾患の病態解明と治療・介護・予防法開発

主任研究者

国立精神・神経医療研究センター理事長
水澤英洋

総括研究報告
１．研究目的
病態機序解明に関する基礎研究と治療・介護・予
防に関する臨床研究の協働を通して、認知症克服の
ための融合的研究を展開する。NCNP病院に設置さ
れた認知症センターやAMED関連事業等と連携し、
研究の効率化を進め、成果の最大化をめざす。
具体的に、１）病態機序解明研究として、病因蛋
白質の凝集と伝播、それらの制御機構の解明を細胞
レベル、動物モデルレベルで行い、予防・治療の標
的を見いだす。さらにその成果をもとに、２）精神
科医と神経内科医らによるチームが、脳画像情報、
脳脊髄液・血液などバイオリソースから生み出され
る臨床情報を活用した研究を展開し、治療・予防法
の実用化に努める。３）患者およびその家族を対象
とした認知行動療法などを実践し、介護モデルの構
築と社会実装を図る。
２．研究組織
主任研究者
水澤英洋
国立精神・神経医療研究センター
分担研究者
株田智弘
国立精神・神経医療研究センター
荒木敏之
国立精神・神経医療研究センター
長谷川成人 東京都医学総合研究所
永井義隆
大阪大学大学院医学系研究科神経
難病認知症探索治療学寄附講座
(2020.4.1～2020.12.31)
近畿大学医学部脳神経内科
(2021.1.1～2021.3.31)
齊藤勇二
国立精神・神経医療研究センター
松田博史
国立精神・神経医療研究センター
堀越 勝
国立精神・神経医療研究センター
塚本 忠
国立精神・神経医療研究センター
大町佳永
国立精神・神経医療研究センター
研究協力者（前年度から引き続き研究に従事）
関口正幸
国立精神・神経医療研究センター
功刀 浩
帝京大学医学部精神神経科学講座
３．研究成果
2018.4.1 から 2021.3.31 のうち 2020.4.1 から 1 年
間の成果を記載。

- 41-

１）病態解明研究において得られた成果を臨床研究
に展開
神経変性疾患における睡眠の質低下の意義を解明
従来は神経変性の進行に伴い睡眠の質が低下する
と考えられていたが、睡眠障害（中途覚醒）モデル
マウスを作製し、中途覚醒の増加がαシヌクレイン
（α-syn）の構造変化とその蓄積を誘導することを明
らかにした。さらに、当該モデルマウスの髄液中エ
クソソーム解析を実行し、中途覚醒の増加に伴い変
動する蛋白質を複数同定した。並行して、NCNP通
院中のLewy小体病患者をRBD（レム睡眠行動異常
症）先行群、RBD 後発群、RBD非発症群に分け患
者脳脊髄液全液及びエクソソームのオミックス解析
を実施した。現在、患者、モデルマウスに共通して
変動する蛋白質の解析を進めている。
脳画像評価に基づくアルツハイマー病病理の解析
タウ沈着が脳の構造的連結性に与える影響を解析
した。アミロイド PET 陽性の健忘型軽度認知障害/
軽度アルツハイマー型認知症（AD スペクトル群）
18 例、アミロイド PET 陰性で認知機能正常の高齢
者（CN 群）35 例にタウ PET イメージングを行い、
さらに各群で T1 強調全脳 MRI 灰白質画像を抽出し
た。2mm 立方のボクセルを X,Y,Z 方向に 3 ボクセ
ルずつ重ねた 27 ボクセルからなる立方体を全脳で
作製し、立方体間の灰白質分布類似性からグラフ理
論に基づき、構造ネットワーク画像（媒介中心性、
クラスタ係数、特徴的経路長、次数）を作成した。
CN 群では、デフォルトモードネットワーク（DMN）
において大脳全体のタウ沈着は軽度であるがその増
加とともに構造的連結性の増加が示された。AD ス
ペクトル群では DMN において大脳全体のタウ沈着
は CN 群に比べ顕著でその増加とともに構造的連結
性の低下を認めた。タウの沈着は初期の神経細胞障
害または正常な老化に伴う慢性炎症に対する代償的
応答を誘導するが、アミロイドの共存は構造的連結
性を変えることに作用すると考えられる。
アルツハイマー病病理と睡眠の関連性を明らかに
するため、ヒト型APPノックイン(AppNL-G-F KI)マウ
スとMAPT KIマウスとを掛け合わせダブルノック
インマウス(AppNL-G-F/MAPT dKIマウス)を作製し
た。MAPT KIマウスでのCaMKK2阻害剤投与や発
現抑制ベクターの導入によりリン酸化タウが増加す

ることを明らかにした。AppNL-G-F/MAPT DKIマウ
スに対してCaMKK2の発現抑制ベクターの導入実
験を行い、その解析を行った。タウの挙動に関して
は、基本的にはMAPT KIマウスの結果と同様であっ
た。また、CaMKK2の発現抑制ベクター投与群の海
馬において，脳内に含まれるAβの量が増加した。
伝播機序の解明と末梢由来原因蛋白質が脳機能に与
える影響解析
ロテノン投与により腸管アウエルバッハ（A）神経
叢ならびに求心性入力部位の迷走神経背側核（DNV）
に -synが蓄積するモデルを確立した。溶媒投与マ
ウスが陰性であるのに対しロテノン投与マウスでは
顕著な抗リン酸化α-syn抗体陽性シグナルをA神経
叢で見出した。非リン酸化α-synと異なりリン酸化αsynはプレシナプスには存在しなかった。さらに、p-synシグナルはNOS陽性細胞（NOS：腸管平滑筋
に対する抑制性モーターニューロンの一部を染色）
より、Calretinin陽性細胞（Calretinin：腸管平滑筋
に対する興奮性モーターニューロンの一部を染色）
やCalbindin陽性細胞 [Calbindin：内在性一次求心
性ニューロンIPAN(腸の状態を感知)のほとんどを
染色]に高頻度で存在する傾向が示唆された。
M83Tgマウス（17週齢）結腸の免疫組織化学的検討
により、上記ロテノンマウスの場合と類似した分布
特性を持つp-a-syn蓄積が観察された。
線維化-synを野生型マウスの脳に接種するパー
キンソン病モデルを用いてL-DOPAの効果を検討し
た結果、黒質における-synの凝集やマウスの脳に
おける-synの伝播を抑制する可能性が示唆された。
異なる条件下(±KCl)で線維化した-synは、異なる
プリオン様性質と、異なる細胞機能障害性を発揮す
ることが示された。リコンビナントタウを線維化し、
野生型マウスの脳に接種すると、数ヶ月から半年程
度で野生型マウスの脳内にリン酸化タウ病変が生じ、
神経連絡を介して脳内に広がることが示され、合成
タウ線維を接種するタウ伝播モデルの構築に成功し
た。大脳皮質基底核変性症（CBD）の患者脳に蓄積
するタウ線維を精製してそのシード活性を調べると
共に、MRCとのクライオ電顕解析による共同研究で
CBDタウ線維の構造解明に成功した。さらに多系統
萎縮症(MSA)の患者脳に蓄積する-syn線維を精製
し、MRCと共同でクライオ電顕解析を行い、MSA syn線維の構造を解明し、レビー小体型認知症患者
脳に蓄積する-syn線維はMSA患者のものとは明ら
かに異なる構造をとっていることを示した。
治療・予防薬開発研究
植物エキス由来化合物がADモデルマウスにおけ
る記憶・学習能力低下、シナプス関連タンパク質の
発現低下を抑制することを見いだし，論文として報
告した。
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新規核酸分解機構RNautophagyがCAGリピート
依存的に神経変性関連ハンチンチンmRNAの分解
を促進することを見いだした。さらにRNautophagy
の構成因子SIDT2を介した新しい細胞内蛋白質分解
機構を発見し、この新規経路が神経変性関連蛋白質
の分解を促進することを見出した。
バイオマーカー開発研究
多数例での検討を行うために、認知症センターと協
力しNCNP病院にてFTLDやアルツハイマー病(AD)
および高齢健常対照者のCSFを収集して用いた。網
羅的プロテオームやメタボローム解析、ミネラルの
網羅的解析により、バイオマーカーとして実用化で
きる可能性のある分子を複数見出した。
2）臨床における医療・介護モデルの構築
自治体との協力体制構築
小平市市役所、同医師会と協力体制を構築し、ブ
レインヘルスプロジェクト小平を立ち上げた。小平
市高齢者支援課および地域包括支援センターと協力
して認知症状を自覚し始めた人 (SCD: subjective
cognitive dysfunction) をターゲットとして講演会
を開催し、簡単な自記式テストにより、健常者・軽
度認知症を選別し、当院もの忘れ外来受診を働きか
けるシステムを構築した。健常者・MCI領域の人に
は当センターのプレクリニカルコホートに参加する
ことを呼びかけ、登録者は60人となった。さらに、
介入研究を行うために、小平市の健康推進課が行っ
ている「健康ポイント」事業にも2020年度から参加
した。歩行などの活動量に応じて商品券などに交換
できる健康ポイントを付与するというインセンティ
ブによって、市民の健康を向上させる事業であるが、
これまで認知症への効果は考慮されてこなかった。
2020年7月に健康ポイント参加者に自記式認知症テ
ストを行ったところ（総数203人）15％がMCI領域
であった。
家族介護者向け認知行動療法の開発と応用
都立松沢病院、訪問看護ステーションなど4カ所
と協力体制を構築し、これら施設で働く訪問看護師
に対して認知行動療法研修を実施した。また、広く
認知症の家族介護者のストレス・ケアに役立ててい
けるようテキストおよびワークシートを書籍化した。
また小平市高齢福祉課および小平市地域包括支援セ
ンター中央センター（基幹型）
、三鷹市社会福祉協議
会と協力体制を構築し、
「認知症の家族介護者を対象
とした集団認知行動療法」プログラムを作成し実施
した。
WHOプログラムの日本語化と社会実装
介護者の知識や技術の向上、精神的ストレスの軽
減、自己効力感やメンタルヘルスの向上を目指し、
WHO が家族等の認知症介護者のための自己学習お

よび支援プログラム iSupport を開発した。WHO と
NCNP との間で iSupport の著作権に関する契約を
正式に締結し、認知症分野に精通した翻訳業者、
「認
知症の人と家族の会」の協力のもと動画や音声を充
実させた日本語版を準備した。将来の RCT に向け
て、対照群に配信予定の電子書籍「Help for care
partners of people with dementia」の翻訳も行って
いる。併せてインターネット上で使用可能な心理評
価システムを開発する予定である。
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神経変性疾患関連 RNA・タンパク質の細胞内分解
機構
分担研究者 株田智弘
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第四部 室長
緒言
認知症などの神経変性疾患に共通した病理学的特
徴として、神経細胞内の凝集体形成が知られている。
神経細胞内のタンパク質蓄積は神経変性疾患の原因
となると考えられており、細胞内異常 RNA やタン
パク質の分解促進をできれば有効な治療法となり得
ると期待されている。そのためには細胞内分解シス
テムの理解が必要であるが、細胞内分解機構に関し
ては未だ不明な点が多く残されている。我々は近年、
新たな細胞内核酸分解システム RNautophagy/
DNautophagy (RDA)を発見した。本研究では、RDA
による疾患関連 RNA 分解の分子メカニズムを解明
することにより、疾患治療標的を明らかにする。タ
ンパク質を分解する新規経路も発見し研究中であり、
この経路についても同様に解析を進める。また、マ
ウスモデルやヒトデータを用いて、これら新規分解
経路と神経変性疾患病態との関連性の解明を目指す。
方法
（RNA 分解について）
RNautophagy の際に SIDT2 と基質核酸が結合する
かどうかについては不明であったため、 affinity
isolation assay により結合性の解析を行なった。結
合が確認された変性疾患関連 RNA についてその分
解とタンパク質の量への SIDT2 過剰発現の影響を
解析した。
（タンパク質分解について）
培養細胞や単離リソソームを用いて実験を行なった。
SIDT2 を原因とするヒト疾患を機関内の whole
exome sequencing data から探索した。SIDT2 KO
マウスについては機関内共同研究にて作出・解析し
た。
結果
（RNA 分解について）
SIDT2 の細胞質領域 (CD)を介して SIDT2 が RNA
と直接結合することを見いだした。また、この結合
には SIDT2 CD のアルギニン残基が必要であった。
アルギニンに変異を導入し、核酸と結合しない変異
型 SIDT2 (3RS SIDT2)を作成した。3RS SIDT2 で
は RNautophagy の活性が顕著に減弱したことから、

- 46-

SIDT2 による核酸取り込みには基質との結合が必
要であることが示された。
CD とハンチントン病の原因である HTT mRNA が
結合することを見いだした。また、この結合は CAG
リピート依存的であった。細胞レベルの実験では、
HTT mRNA の分解が SIDT2 過剰発現により促進
され、HTT mRNA は RNautophagy の基質となり
分解された。さらに、SIDT2 の過剰発現により細胞
内の変異型 HTT タンパク質の量を低減できること
を明らかにし、その低減効果には SIDT2 と HTT
mRNA の結合が重要であることを示した。
（タンパク質分解について）
「リソソームが ATP 依存的にタンパク質を直接リ
ソソームに取り込み分解する」という新規経路を発
見した。単離リソソームを用いた in vitro 実験系や
培養細胞を用いて、この経路が既知のオートファジ
ーとは別経路であることを確認した。また、この経
路において、SIDT2 はタンパク質をリソソーム内に
輸送することも見いだした。α-synuclein や Tau な
ど認知症・神経変性疾患の原因となるタンパク質を
含む多様な細胞質タンパク質が新規経路の分解基質
となった。
SIDT2 を原因とするヒト疾患を探索し、ニューロパ
チーおよび縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーの家
系とその患者から SIDT2 変異 (c2226delG)を見い
だした。この変異は dominant negative 変異である
ことを生化学的に示した。SIDT2 KO マウスを作出・
解析し、筋萎縮と縁取り空胞が確認できた。以上、
SIDT2 を 介 し た 新 規 分 解 系 の 破 綻 は protein
aggregation disease の原 因と なる こと を示 した
(Fujiwara et al. BioRxiv. 2020. preprint)。
考察・結論
SIDT2 の CD は核酸結合能をもち、この結合を介
して核酸をリソソーム内へ取り込む。
タンパク質が直接的にリソソームに取り込まれ分
解されるという新規のオートファジー経路を発見し
た。 こ の 経路 に 重 要な リ ソソ ー ム 膜タ ン パ ク質
SIDT2 を同定した。
膜透過型オートファジーの活性化は、新たな神経
変性疾患の治療法となる可能性がある。
業績
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APP ノックイン、タウノックインマウスを用いた
認知症発症機序に関する研究

の発現抑制ベクター投与群の海馬において，脳内に
含まれる Aβ の量が増加することが分かった。

分担研究者 荒木敏之
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第五部 部長

2． IHT モデルに関する解析
リン酸化タウを増加させることが分かっている刺
激（IHT）を MAPT KI マウスに対して行い，解析
を継続している。IHT が起こす遺伝子発現変化が，
神経活動の亢進が起こすそれと類似していたことか
ら，
「神経活動依存的な遺伝子発現」との関連を調べ
ている。
今年度は，
「神経活動依存的な遺伝子発現」に関連
することが知られている幾つかのタンパク質につい
て，対照群と IHT 群とで比較をした。その結果，IHT
群では，
対照群に比べて，
リン酸化 ERK や CaMK2β
が増えていることが分かった。なお，
「神経活動依存
的な遺伝子発現」を起こす新規環境暴露によっても，
リン酸化 ERK や CaMK2β の増加が起きていた。今
後，新規環境曝露と IHT との相違点を明らかにする
ことを目指している。
また，対照群と IHT 群とをそれぞれ新規環境に曝
露し，その際に発現が増加する最初期遺伝子群の変
動も比較した。その結果，IHT 群では対照群に比べ，
Arc の発現上昇を起こしやすいことが分かった。cfos にもその傾向は認められたものの，Npas4 や
Erg1 など，他の最初期遺伝子ではその傾向は認めら
れなかった。
さらに，対照群と IHT 群とでタウの局在に変化が
あるかどうか，免疫染色を行って解析したところ，
IHT 群では，細胞体側に局在が変化している可能性
を見出した。
本年度は，新たに，2-trial Y-maze という行動実
験系を構築した。この実験系では，マウスの活動量
や記憶の保持の程度を評価することができる。IHT
群に関して，24 時間後の記憶の保持に関して評価を
行ったが，対照群と差はなかった。
これまでの結果から，IHT によってリン酸化タウ
が増加すること，新規環境曝露によってリン酸化タ
ウが減少することを明らかにしている。そこで，IHT
群および新規環境曝露群と対照群とで網羅的な比較
を行うため，これらの処置群から海馬を採取し，プ
ロテオーム解析およびリン酸化プロテオーム解析を
行い，データを取得した。

緒言
アルツハイマー病の危険因子の一つは加齢である
と考えられているが，その一方で、その分子レベル
の実体は十分に解明されていない。本研究は，加齢
と類似した変化を加速的に進行させることが明らか
となった「間欠的低酸素負荷（IHT）マウスモデル」
を活用し、認知症をはじめとする神経変性疾患の発
症または進行に関して，加齢がどのような影響を及
ぼすのかを解明することを目的とする。従来の研究
ツールでは，この問題に踏み込むことは難しかった
が，本研究では，よりヒトの病状を反映すると期待
されるモデルとして、ヒト型のアルツハイマー病関
係タ ン パ ク質 を 生 理的 レ ベル で 発 現す る モ デル
（APP ノックインマウス、タウノックインマウス）
を用い、ストレスや老化に関連した刺激の意義に関
する研究を行う。
方法
本研究では IHT モデルをヒト型 APP ノックイン
マウスノックイン(AppNL-G-F KI)マウス、Tau ノ
ックイン（MAPT-KI）マウスに適用することにより，
APP 蓄積、タウ過剰リン酸化のメカニズムの検討を
個なっている。今年度は、主として MAPT-KI マウ
スを用い、IHT 負荷後の細胞内シグナル変化を検討
した。
結果
１．CaMKK2 に関する解析
これまでに，神経活動がリン酸化タウの増減に影
響を与えることを明らかにしてきた。特に，新規遺
伝子発現を伴う神経活動に着目した解析を行ってい
る。その過程で，培養細胞実験において，CaMKK2
の発現低下もしくは活性低下によって，リン酸化タ
ウが増加することを見出した。そして，昨年度は，
in vivo での検証に着手し，MAPT KI マウスに対す
る CaMKK2 の発現抑制ベクターの導入実験を行っ
て，リン酸化タウが増加すること，界面活性剤に不
溶性のタウが増える傾向があることを見出した。本
年度は，AppNL-G-F/MAPT DKI マウスに対して
CaMKK2 の発現抑制ベクターの導入実験を行い，
その解析を行った。タウの挙動に関しては，基本的
には，MAPT KI マウスの結果と同様であった。ま
た，Aβ に関しても解析を行ったところ，CaMKK2

考察
CaMKK2 の発現抑制ベクターの導入は，リン酸
化タウの量が増えた状態を継続させるだけでなく，
Aβ の量も増やす傾向を認めた。このようなことから，
CaMKK2 の発現抑制は，AD の進行を進める可能性
が考えられる。そこで，CaMKK2 が関与する経路が
AD の発症に与える影響について解析するため，タ
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モキシフェン投与に依って CaMKK2 の発現を抑制
させることのできるマウスを，現在，交配に依って
作製中である。これが出来次第，ある程度の年齢に
達した MAPT KI マウスおよび AppNL-G-F/MAPT
dKI マウスの CaMKK2 の発現を抑制して，タウや
Aβ に与える影響，また「神経活動依存的な遺伝子発
現」に与える影響を解析する。
また，IHT によってリン酸化タウが増加した状態
が持続するメカニズム，新規環境曝露によってリン
酸化タウが一過性に減少するメカニズムを明らかに
するため，網羅的解析を行い，データを取得した。
このデータを詳細に検討し，解析対象を絞り込んで，
個々に検証を行う予定である。これを通じて，新規
環境曝露と IHT との相違点を明らかにしたいと考
えている。
業績
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パーキンソン病モデルマウス腸管神経系におけるリ
ン酸化 α−シヌクレイン蓄積

の状態を感知)のほとんどを染色]に高頻度で存在す
る傾向が示唆された。

研究協力者 関口正幸
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第四部 非常勤研究員
（研究分担者：荒木敏之）

②M83Tgマウスでのp-a-syn蓄積サイトの検討
M83Tgマウス（17週齢）結腸の免疫組織化学的検
討により、上記ロテノンマウスの場合と類似した分
布特性を持つp-a-syn蓄積（すなわちCalbindin陽性
細胞＞Calretinin陽性細胞＞NOS陽性細胞）が観察
された。一方、野生型マウス(Age-matched)結腸では
明らかなp-a-synのシグナルは見出せなかった。

緒言
パーキンソン病において病変上行仮説が提唱され
ている。同疾患モデルマウス腸管神経系においては、
S-129 リン酸化 α-シヌクレイン（p-a−syn）の蓄積
が認められるケースも知られているが、その蓄積の
詳細（細胞特異性や細胞内局在など）についてはほ
とんど研究が行われていない。そこで本年度は同疾
患モデルマウス腸管神経系における p-a-syn 蓄積に
関して、その細胞特異性の検討を目的として研究を
行った。この目的のために、i)ロテノン経口投与によ
り腸管神経系に p-a-syn が異常蓄積するマウス、
ii)M83Tg マ ウ ス (human A53T-a-syn overexpression under a prion promotor)の 2 種類のマ
ウスを用いて、腸管神経系の免疫組織化学的検討を
行った。なお、M83Tg マウスに関しては腸内細菌叢
についての分析も行った。
方法
上記 2 種類のモデルマウス腸管神経系での pa−syn 蓄積を腸管神経系各種細胞マーカーと多重染
色（蛍光）することにより免疫組織化学的に評価し
た。評価には主に結腸の組織切片を用い、Auerbach
神経叢を解析対象とした。
結果
①ロテノン投与マウス腸管神経系におけるp-a-syn
蓄積細胞の検討
昨年度までに確立した方法で作成したロテノン投
与マウス結腸組織切片を抗p-a-syn抗体で染色した
ところ、コントロールである溶媒投与マウスでは
Auerbach神経叢に明らかな抗p-a-syn抗体陽性シグ
ナルを見出せないのに対し、ロテノン投与マウスで
は明白な抗p-a-syn抗体陽性シグナルを見出すこと
ができた。当該シグナルは抗体に対する吸収ペプチ
ドで消失することからp-a-synのシグナルである可
能性が高いと考えられた。
このシグナルは一酸化窒素合成酵素（NOS）陽性
細胞（NOS：腸管平滑筋に対する抑制性モーターニ
ューロンの一部を染色）に比べ、Calretinin陽性細胞
（Calretinin：腸管平滑筋に対する興奮性モーター
ニューロンの一部を染色）や Calbindin陽性細胞
[Calbindin：内在性一次求心性ニューロンIPAN(腸
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③M83Tgマウスにおける腸内細菌叢の分析
M83Tgマウスより採取した糞を用いて腸内細菌
叢を検討した。今回分析した限りにおいては腸内細
菌叢の顕著な変化は見いだせなかった（Tgと野生型
マウス各々5匹を用いた比較）
。
考察
腸管神経細胞における p-a-syn 蓄積は完全な細胞
特異性は示さないものの、ある程度の細胞嗜好性を
示した。これと関連して我々はマウス結腸
Auerbach 神経叢においてドーパミン神経が存在す
るか否かについても免疫組織化学的に予備的な検討
を行ったが、今回の検討では明確な結果を得ること
ができなかった。
今 回 p-a-syn の 蓄 積 が 高 い 比 率 で み ら れ た
Calbindin や Calretinin 陽性細胞は腸管の運動制御
に重要な役割を担っており、今後 p-a-syn 蓄積がこ
の機能に影響を与えるか否か検討する必要があると
思われる。
これら細胞への p-a-syn 蓄積の分子メカニズムは
明らかでなないが、Calbindin や Calretinin はいず
れもカルシウム結合タンパク質であることから、pa-syn 蓄積が細胞内カルシウム代謝と何らかの関連
を持つ可能性が考えられるかもしれない。
またロテノン投与マウスと M83Tg マウスで同様
な細胞嗜好性が見られたことは、両マウスの p-asyn 蓄積に何らかの共通メカニズムが存在する可能
性を示唆するかもしれない。ロテノンはミトコンド
リア電子伝達系の阻害剤であることがよく知られて
いるが、A53T 変異に関しても a-syn によるミトコ
ンドリア機能制御の破綻誘発が知られている点は興
味深い(Sci Rep 7:5042, 2017)。
結論
ロ テ ノ ン 投 与 マ ウ ス と M83Tg マ ウ ス 結 腸
Auerbach 神経叢において p-a-syn 蓄積は Calbindin
陽性細胞＞Calretinin 陽性細胞＞NOS 陽性細胞と
いう細胞嗜好性を示した。
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Sekiguchi M. Participation of the nucleus
accumbens dopaminergic system in the
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認知症の進行に関わる異常分子の毒性と制御
分担研究者 長谷川成人
東京都医学総合研究所
認知症・高次脳機能研究分野
認知症プロジェクト 分野長
緒言
アルツハイマー病(AD)等の認知症やパーキンソ
ン病などの神経変性疾患では、疾患に特徴的な異常
型タンパク質の蓄積病変が観察され、病変分布と症
状、病変の広がりと病態進行が密接に関係している
ことが知られている。近年、これらの異常タンパク
質病変の形成、伝播の機序として、プリオン病にお
ける異常型 PrP の形成や伝播と同じメカニズムが
提唱され、実験的証拠が多数示されて注目を集めて
いる。本研究は様々な神経変性疾患のプリオン様伝
播を再現する細胞や動物モデルを構築し、メカニズ
ム解明や治療法の開発の基礎となる研究を行うため、
患者剖検脳に蓄積する異常型タンパク質の解析と共
に、細胞モデルやマウスモデルの構築を行う。今年
度は異なる条件で形成した α シヌクレイン線維の構
造や性質の違いについて、また多系統萎縮症患者脳
に蓄積する α シヌクレイン線維のクライオ電顕解析
について、さらには様々なタウオパチー患者脳に蓄
積するタウの翻訳後修飾などについて検討した内容
を報告する。
方法
リコンビナント α シヌクレインを生理的条件の塩
の存在下(KCl＋)と、非存在下(KCl−)で線維化し、そ
の性質について、プロテアソームとの相互作用、培
養細胞やマウス脳におけるプリオン様活性について
比較を行った。MSA 脳の α シヌクレイン線維の構
造解析は、日本ブレインバンクネットや大学病院に
登録され、神経病理学的に確定診断がついた 5 例の
MSA 患者脳から α シヌクレイン線維を調製し、英
国 MRC 分子生物学研究所においてクライオ電顕で
行った。タウの翻訳後修飾の解析は、AD, ピック病
(PiD)、大脳皮質基底核変性症(CBD)、進行性核上性
麻痺(PSP)、MAPT 変異例の FTDP-17 など様々な
タウオパチー患者、それぞれ 3 例づつからタウ線維
を調製し、ギ酸で可溶化後に酵素消化し、高感度
LC/MS/MS にて解析を行った。

マウス初代培養神経細胞に添加した場合も同様の結
果で、KCl−で作製した線維はリン酸化 α シヌクレイ
ンの蓄積を誘導した。両者の違いを調べた結果、
KCl−で作製した線維はその C 末端部分がプロテア
ソームと相互作用し、その活性を阻害することが示
された。これらの結果は α シヌクレインの構造の違
いによって、プロテアソームに対する毒性が異なり、
病理の誘導の違いにも関係している可能性が示唆さ
れた(Suzuki et al, eLife 2020)
5 例の MSA 患者はいずれもオリゴデンドロサイ
ト内に特徴的な α シヌクレインの凝集体 GCIs が認
められ、不溶性画分に多数のリン酸化 α シヌクレイ
ン陽性の捻れた線維が観察された。これらをクライ
オ電顕によって解析した結果、世界で初めて実際の
患者脳に蓄積する α シヌクレイン線維の構造を明ら
かにすることに成功した。線維は 4 つの異なるプロ
トフィラメントで非対称に構成されており、非タン
パク質性分子が、
プロトフィラメントの K43 と K45
に囲まれて存在することが明らかとなった。これま
で報告されている合成 α シヌクレイン線維とは異な
っていた(Schweighauser et al, Nature 2020)。
AD, PiD, CBD, PSP, FTDP-17 の患者剖検脳(そ
れぞれ３例)からタウ線維を単離し、ギ酸によって可
溶化後、酵素消化し、消化ペプチドを質量分析する
ことにより、翻訳後修飾の解析を行った。その結果、
リン酸化、ユビキチン化、アセチル化、脱アミド化
など、様々な翻訳後修飾が同定された。リン酸化部
位の多くは線維中心の外側周辺に集中し、またユビ
キチン化、アセチル化部位は線維中心領域に多く認
められ、疾患ごとに特徴的であった。この結果はタ
ウの翻訳後修飾は蓄積しているタウの構造と密接に
関係していることが強く示唆された (Kametani et
al, Frontiers Neurosci 2020)。
結論
NaCl の有無(0.15M 程度の微妙な違い)で異なる
構造の α シヌクレイン線維が形成され、その違いに
よって細胞毒性やプリオン様伝播特性も大きく異な
ることが示された。
MSA 患者脳に蓄積する異 α シヌクレイン線維を
クライオ電顕解析し、世界で初めて 2.6Å~3.1Å の原
子レベルで構造を明らかにした。MSA 患者の α シ
ヌクレイン線維は 2 つの異なるプロトフィラメント
により構成される 2 種類の線維で形成されているこ
と、プロトフィラメントの界面に非タンパク質性分
子が存在することが明らかとなった。
種々のタウオパチー患者脳に蓄積するタウには、
リン酸化、ユビキチン化、アセチル化、脱アミド化
など、様々な翻訳後修飾が同定され、疾患によって
特徴的なパターンをとること、そしてそれらはタウ

結果
KCl−で作製した線維は、野生型マウスの脳への接
種で、リン酸化 α シヌクレイン凝集体を顕著に誘導
したが、KCl＋で作製した線維は α シヌクレイン凝
集体形成の誘導がほとんど認められなかった。また
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の折り畳み構造と密接に関係することが示された。
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認知症・神経変性疾患におけるライフスタイル環境
要因の影響とその予防法の開発
分担研究者 永井義隆
大阪大学大学院医学系研究科
神経難病認知症探索治療学寄附講座 教授
（2020.4.1～2020.12.31）
近畿大学医学部脳神経内科学 主任教授
（2021.1.1～2021.3.31）
緒言
アルツハイマー病（AD）、パーキンソン病(PD)、
レビー小体型認知症、前頭側頭葉型認知症（FTD）
など、加齢に伴って発症する認知症や神経変性疾患
の克服は、高齢化が進行するわが国における喫緊の
課題である。これらの認知症や神経変性疾患におい
ては、蛋白質あるいはRNAの凝集と蓄積が病態の中
核を成すことが明らかにされてきた。
本研究の目的は、病原性蛋白質やRNAの凝集と蓄
積を誘発する生体側の因子として、食事、運動、睡
眠などのライフスタイル環境要因に着目し、これら
の環境要因が神経変性病態に及ぼす影響を明らかに
するとともに、そのメカニズムを解明することであ
る。
本年度は、ヒトと相同性の高い睡眠－覚醒制御機
構を持つモデル動物であるマウスの特性を生かして、
神経変性疾患患者にしばしば合併する睡眠の異常が
PDモデルマウスの脳病理ならびに臨床症状に及ぼ
す影響を検討した。また睡眠の異常を合併したPD患
者脳脊髄液（CSF）中蛋白質の網羅的解析を行った。
方法と結果
PDモデルマウスにPD患者特有の慢性的な睡眠の
異常を誘導した後に脳を採取して病理解析ならびに
網羅的遺伝子発現解析を行い、対照群と比較した。
また当センターのバイオバンクに登録されたPD
患者CSFのうちCSF採取と終夜睡眠ポリグラフ検
査（PSG）を同時期に実施された症例を対象として、
公益財団法人がん研究会植田幸嗣博士との共同研究
によりCSFのLC-MS/MS解析を行い、PSGにおける
睡眠指標との関連解析を行うとともに、慢性的な睡
眠の異常を誘発したPDモデルマウス脳の網羅的遺
伝子発現解析結果との比較解析を行った。
結果と考察
慢性的な睡眠の異常を誘導したPDモデルマウス
脳では若年齢、中年齢ともにPD病理が対照群よりも
有意に悪化していた。またこのような慢性的な睡眠
の異常がマウスにおいてPD関連症状を悪化させる
可能性を見出した。これらの結果は睡眠がPD病態に
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寄与するライフスタイル要因の一つであることを示
唆している。
われわれはこれまでに慢性的な中途覚醒の増加が
ADモデルマウス脳のAβ病理を悪化させることを見
出してきたが[1]、今回、睡眠の異常による病態進行
がAD特異的な現象ではない可能性を見出した。従来、
中途覚醒の増加をはじめとする神経変性患者の睡眠
の異常は、神経変性病理が睡眠－覚醒や概日リズム
の制御機構に波及した結果として生じるものと考え
られてきたが、われわれの結果は従来の考え方とは
逆に、睡眠の異常が神経変性病態を進行させること
を示唆する。ADの発症や進行と睡眠の異常の関連は
疫学研究においても以前から指摘されてきたが [2]、
最近PDにおいても同様の報告がなされた[3]。以上よ
り、睡眠は様々な神経変性疾患に共通して病態に寄
与するライフスタイル要因である可能性があると考
えられる。
一方、LC-MS/MS解析によりPD患者CSFから同
定した蛋白質の中にPSGにおける睡眠指標と関連
が見られる分子を複数同定した。これらのうち一部
の分子は、慢性的な睡眠の異常を誘導したPDモデル
マウス脳の網羅的遺伝子発現解析においても発現上
昇が見られた。今後これらの各分子を手がかりとし
て、睡眠の異常によるPD病態進行の背景にある分子
機構を明らかにしていきたい。
結論
認知症や神経変性疾患特有のライフスタイル環境
要因である睡眠の異常が、これらの疾患の病態を修
飾する因子である可能性を明らかにするとともに、
その背景にある分子機構の手がかりを得た。ライフ
スタイル環境要因は特に孤発性神経変性認知症に対
する新たな治療介入点の候補であり、今後もこれら
の要因と蛋白質およびRNAの品質恒常性をはじめ
とする認知症や神経変性疾患の病態との関連につい
て研究を進めていきたい。
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Lewy 小体病における認知症発症リスクの同定に関
する研究

2）1）の臨床データに基づいて細分化した PD 患
者の脳脊髄液を網羅的に解析したデータをもとに，
有用な分子が見いだせるか統計学的に検討した．な
お，脳脊髄液の網羅的解析はがん研究会植田幸嗣博
士により行われた．
3）タウオパチーのデータベース化には NCNP 病
院での診療歴のある患者を抽出し，臨床情報を中心
に収集した．

分担研究者 齊藤勇二
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
病院脳神経内科診療部 医師
緒言
パーキンソン病（PD）などの Lewy 小体病にお
いて，認知症の合併は予後不良因子であり，PD 患
者における認知症の発症リスクとしては嗅覚低下や
レム睡眠行動異常症（RBD）
，自律神経障害などが
考えられている．近年，PD 患者の運動症状発症以
前からすでに睡眠障害や精神症状，自律神経障害な
どの非運動症状がみられ，これらが将来の PD 発症
を予測するバイオマーカーとして注目され，さらに
これらの非運動症状が運動症状のサブタイプとも関
連していることがわかってきている．RBD は発症
予測マーカーとして特に有用と考えられ，他の
Lewy 小体病であるレビー小体型認知症でも高頻度
にみられ，認知症とのつながりが考えられる．さら
に，RBD 患者では嗅覚障害や自律神経障害などの
合併が多いなど，互いに関連していることが推察さ
れる．
本研究では RBD の存在や出現様式による特徴によ
って Lewy 小体病患者を分類し，認知症に関連する
とされる嗅覚低下・自律神経障害がどのように認知
症の発症・進展に影響するかを明らかにし，Lewy
小体病における認知症発症リスク因子を同定するこ
とを明らかにする．さらに，脳脊髄液中の蛋白質を
網羅的に解析・比較し，認知症発症に関わる分子を
同定してバイオマーカーとしての有用性を検討する
ことを目的とする．

結果
パーキンソン病評価入院患者のうち，認知機能の
発症リスクとされている睡眠障害（RBD）と運動
症状の発症時期の違いにより患者群を分け，臨床的
な認知機能の進行の経時的データを検討した．例数
が少ないものの，RBD が先行した群では RBD が
運動症状に遅れて出現した群および RBD が認めら
れない群に比べて認知機能の低下が速い傾向がみら
れた．また，RBD が先行する群では脳脊髄液中の
アルツハイマー病マーカーであるタウやアミロイド
β の量がそれぞれ高値，低値である傾向がみられ
た．これらの群における全脳脊髄液および脳脊髄液
中エクソソームのプロテオーム解析により，それぞ
れ約 1300，約 2000 の分子を同定した．同定した
分子をもとにパスウェイ解析など相互関係解析を行
い，RBD を有していない PD を基準に他の群と比
較したところ，アミロイドシグナルとの関連が示唆
された．タウオパチーのデータベースを行い，
Tau-PET で神経変性を可視化し，それが病理学的
にも裏付けられた例（Saitoh et al., in
preparation）や，疾患特異的な解剖学的病変を可
視化することができた例（Saitoh et al., Clin Nucl
Med. 2021）を示し，神経変性疾患における PET
トレーサーの有用性を実証した．

方法
本研究では Lewy 小体病患者の臨床症状のうち
RBD の出現形式により層別化し，各群の認知機能
の進行速度の違いを検討し，脳脊髄液中の病原蛋白
質の増減の検討に加え，蛋白質を網羅的に解析する
ことによって各群の分子動態に違いがあるかを検討
した．また，Lewy 小体病と同様のパーキンソニズ
ムを呈するパーキンソン症候群などのタウオパチー
についてもデータベース化を進めた．

考察
パーキンソン病など Lewy 小体病の運動症状発症
前の発症予測マーカーとして注目されている RBD
は認知機能低下を併発しやすいといわれているが，
その有無だけでなく発症時期によっても認知機能や
自律神経障害（血圧調節障害）などの非運動症状に
影響を及ぼすため，RBD の出現時期にも着目する
ことで Lewy 小体病患者の診療の質を向上させるこ
とができる．RBD で層別化することで，脳脊髄液
中のアルツハイマー病に関連した分子・分子間ネッ
トワークに違いがあったことから，RBD の発症と
アルツハイマー病理の間には何らか関連がある可能
性がある．レビー小体病の病原蛋白質である α シ
ヌクレインとタウ，アミロイド β の間にどのような
相互作用が引き起こされているかは不明であるが，
単分子にだけでなく，複数の分子の動態に着目した

1）Lewy 小体病患者の臨床症状はすでに NCNP 病
院のコホート研究を利用して検討した．運動症状だ
けでなく，認知症に関連するとされる睡眠障害や自
律神経障害，嗅覚障害といった臨床症状に加え，髄
液中タウ濃度などに着目して PD 患者群の細分化を
行った．
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doi: 10.1016/j.ensci.2021.100326.

解析により，神経変性性認知症疾患の病態が明らか
になると思われる．
結論
PD など Lewy 小体病における認知症発症リスク
の同定に関する臨床・分子的バイオマーカーの探索
を行った．RBD は臨床サブタイプに影響し，RBD
による Lewy 小体病患者の層別化をもとにした生化
学的解析により，その分子基盤が明らかになり，病
態を反映するバイオマーカーを同定できる可能性が
ある．
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脳脊髄液試料を活用した認知症の分子病態と脳画像
に関する研究
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緒言
前頭側頭型痴呆(FTLD)は人格変化や行動・言語障
害を特徴とする認知症で、若年性認知症の 20％を占
めるがいまだに診断に有用なバイオマーカーは見い
だされていない。我々は、脳脊髄液(CSF)のオミック
スを行い FTLD の脳内分子病態の解明と診断マー
カーの開発を目指している。昨年度までに CSF の
プロテオームやミネラルの網羅的解析などの多層的
オミックス解析を行ってきた。今年度は CSF 中の
脂質について網羅的な解析(lipidomics)を行った。

FTLD

Control

FTLD

考察
FTLD において２つのリゾリン脂質が血漿中で低
下していることが示唆された。リゾリン脂質はさま
ざまな生物学的役割をもつ脂質メディエータとして
注目されており、FTLD での病態生理との関連が注
目される。
また、老化や脳の変性疾患によって、脳内の n-3
系、n-6 系多価不飽和脂肪酸の減少が生じることは
古くから知られているが 1)、本研究では、特にアラ
キドン酸生合成経路に含まれる分子を含む油脂の低
下が血漿・CSF 中でみられた。この経路に含まれる
リノール酸はシヌクレイン蓄積とパーキンソン病と
の関連やシナプス小胞膜組成の薄さとの関連性が示
唆されている。

方法
FTLD 群(n=16、男性 4 名、平均年齢 69.2±10.5
歳)と健康高齢者群(n=17、男性 4 名、平均年齢
64.0±6.4)の CSF サンプルおよび同時に採取した血
漿サンプルについて、CE-MS により測定した（国立
食 品 医 薬 品 研 究 所 ）。 Analysis of Covariance
(ANCOVA)によって年齢・性を統制し両群間の平均
の差の検定を行った。
本研究は、国立精神・神経医療研究センター倫理
委員会の承認を得て行われた。
結果
CSF サンプルで 140 分子、血漿サンプル 707 分
子の測定が可能であった。ANCOVA による比較で
は、FDR 補正を行っても有意差（q<0.05）を認めた
分子は CSF、血漿ともに存在しなかった。しかし、
血漿で q<0.1 は 2 分子存在し、いずれもリゾリン脂
質であり、FTLD 群で減少していた(分子 A：nominal
p=0.000087, FDR q=0.061 ； 分 子 B ： nominal
p=0.00042, FDR q=0.099) (Fig. 1）
。
また、nominal P<0.05 の分子について検討したと
ころ、FA(18:2)リノール酸→FA(18：3)γ リノレン酸
→FA(20:3)ジホモ γ リノレン酸→FA(20:4)アラキド
ン酸→FA(22:4)ドコサテトラエン酸というアラキド
ン酸類生合成経路に含まれる脂肪酸(FA)の減少が血
漿・CSF の両者においてみられた。
また、CSF 中の分子と血漿中の分子の相関を検討
したところ、一部の FTLD 患者において健常者にお
いて観察される相関から大きく外れる分子をいくつ
か同定した。
Figure 1. 血漿において差(FDR 補正 q<0.1)がみら
れた分子 A, B
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結論
FTLD 患者では血漿中のリゾリン脂質、血漿・CSF
中のアラキドン酸生合成経路に含まれる FA を含む
分子の低下などがみられた。しかしながら、本研究
では検体数およびそれにともなう服薬情報や FTLD
亜型などの情報が限られていた。今後、詳細な臨床
情報を含む多検体での検討が重要となる。

認知症における PET 分子イメージングに関する研
究

単一被験者GMネットワークは、完全に自動化され
た方法
（https://github.com/bettytijms/Single_Subject_G
rey_Matter_Networks;バージョン20150902）を使
用して、ネイティブスペースの灰白質セグメンテー
ションから皮質内の類似性に基づいて抽出された。
ノードは、脳内の小さな関心領域として定義された
（3×3×3ボクセルキューブ、6 mm×6 mm×6 mmに
対応）。接続性は、任意の2つのノード間の対応す
るボクセルの灰白質密度値にわたるピアソンの相関
で定量化された高い統計的類似性によって定義され
た。次に、各ノードを45度の倍数でθ角度だけ回転
し、すべての軸で反射して、ターゲットノードとの
最大類似値を特定した。 灰白質類似性マトリック
スは、相関値の有意性が被験者固有の閾値p <.05を
超えたときに脳領域を接続することにより構築さ
れ、ランダム置換法に基づく複数のテスト用に修正
された。得られたネットワークを二値化し、次の4
つのローカルネットワーク測定値を計算した。媒介
中心性（ノードを通る最短経路の割合）、クラスタ
リング係数（近隣ノードの相互接続性のレベル）、
特徴的な経路長（2つのノード間の最短距離）、お
よび次数（ノードあたりのエッジの数）。

分担研究者 松田博史
一般財団法人脳神経疾患研究所南東北創薬・
サイクロトロンセンター 院長
緒言
アルツハイマー病（AD）は、細胞外アミロイドβ（Aβ）プラークと過剰リン酸化タウで構成される
細胞内神経原線維変化の存在によって特徴付けられ
る。これらのタンパク質は局所シナプス破壊に関連
しているため、ADは局所シナプス機能不全を伴う
切断症候群とみなすことができる。前年度は健常高
齢者とアルツハイマー病患者との間の灰白質類似性
に基づいた構造ネットワーク分析を使用して18FTHK5351保持に関連したローカルネットワーク測
定値を検討した。その結果、健常高齢者群では
18F-THK5351集積と有意な正の相関を示した一方
で、ローカルネットワーク測定値は、アルツハイマ
ー病患者群で有意な負の相関を示した。この結果は
われわれがすでに報告した自動拡散コネクトメトリ
ー分析で見られる結果と同様であった。今年度はさ
らに、健常高齢者群において18F-THK5351集積と
ローカルネットワーク測定値をボクセル単位で直接
比較することにより、タウ蛋白集積に伴う神経炎症
が構造ネットワークにどのような影響を及ぼすかを
検討した。

18F-THK5351 PETと構造ネットワーク指標の相関
解析

方法
健常高齢者群
正常な認知機能を有する 47 人の健康な日本人を
募集した。これらの健常高齢者群は 11C-PIB PET
ではアミロイド蓄積陰性、および 18F-THK5351
PET では側頭葉内側部への集積に加えわずかな集
積を側頭葉底部、島皮質、後部帯状回から楔前部、
内側前頭前野に認めた。年齢は 65.0±7.9 歳であり、
平均 MMSE スコアは 29.3±1.1、WMS-R LMII は
13.4±2.9,CDR は 0 であった。国立精神・神経医療
研究センターの倫理審査委員会の承認を得て、すべ
ての被験者から、この試験に参加するという書面に
よる同意を得た。
画像取得
すべての参加者は、32 チャンネルヘッドコイルを
使用して 3-T MRI システム（Verio、Siemens、
Erlangen、ドイツ）で３次元サジタル T1 強調
MPRAGE 画像を取得した。11C-PIB および 18FTHK5351 PET は Siemens/Biograph TruePoint16
Scanner を用いて撮像した。
個人レベルの構造ネットワーク
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Statistical Parametric MappingとBiological
Parametric Mapping (BPM) toolboxを用いて、両
画像の相関を直接ボクセルレベルで行った。
結果
ボクセル単位多重比較補正を使用して、18FTHK5351の蓄積と両側尾状核の4つのローカルネ
ットワーク測定値との間に有意な正の相関が観察さ
れた（Family Wise Error, p <.05）。有意な負の
相関は検出されなかった。
考察
本研究では、18F-THK5351の蓄積と、両側尾状
核の局所構造ネットワーク測定値との間に有意な正
の相関が検出された。タウの病理に加えて、18FTHK5351の蓄積は、もともとタウ特異的トレーサ
ーが開発されたにもかかわらず、非特異的アストロ
グリオーシスを反映しており、モノアミンオキシダ
ーゼB（MAO-B）へのオフターゲット結合を示す
と報告されている。 18F-THK5351の局所的な蓄
積は、主に内側側頭葉に見られ、程度は低いもの
の、下側頭葉、島、後帯状皮質/楔前部、および基
底前頭葉に見られた。これらの所見はBraakステー
ジIII〜IVに対応し、原発性加齢性タウオパチー

（PART）を反映していると考えられている。
BPM分析により、18F-THK5351の蓄積と尾状核の
4つのローカルネットワーク測定値との間に有意な
ボクセルごとの正の相関が明らかになった。媒介中
心性は、ノードを通過する最短経路の割合であり、
今回の結果は、尾状核が18F-THK5351蓄積のハブ
として重要な役割を果たしていることを示唆してい
る。局所レベルでは、18F-THK5351の蓄積に伴
い、尾状核の特徴的な経路長とクラスター化係数の
増加が検出された。尾状核の特徴的な経路長の増加
は、尾状核の局所効率が18F-THK5351の蓄積とと
もに減少することを示唆している。一方、クラスタ
リング係数の増加も検出され、ネットワーク分離の
進行状況が示される。したがって、18F-THK5351
の蓄積は、尾状核におけるネットワーク統合と分離
の間のバランスを局所的に障害するものと考えられ
る。尾状核は、タウの病理によって影響を受ける最
初の脳領域である内側側頭葉に連結しているため、
尾状核のネットワーク増強の発見は、高齢者におけ
る正常なタウおよびMAO-B蓄積に対する一種の代
償反応を反映している可能性がある。

参考文献
1. Sepulcre J, et al. Tau and amyloid β proteins
distinctively associate to functional network
changes in the aging brain. Alzheimers
Dement. 2017;13(11):1261-1269.
doi:10.1016/j.jalz.2017.02.011.

結論
18F-THK5351の蓄積と尾状核の構造ローカルネ
ットワーク測定値との間に有意なボクセルごとの正
の相関が検出された。これらの結果は、尾状核が認
知機能正常な高齢者の灰白質ネットワークの変化に
重要な役割を果たしていることを示唆する。
業績
1. Maikusa N, Fukami T, Matsuda H.
Longitudinal analysis of brain structure
using existence probability. Brain Behav 2020
e01869 doi: 10.1002/brb3.1869
2. Sone D, Shigemoto Y, Ogawa M, Maikusa N,
Okita K, Takano H, Kato K, Sato N, Matsuda
H. Association between neurite metrics and
tau/inflammatory pathology in Alzheimer’s
disease. Alzheimer and dementia; Diagnosis,
Assessment, and Disease Monitoring 2020
doi:10.1002/dad2.12125
3. Shigemoto Y, Sone D, Okita K, Maikusa N,
Yamao T, Kimura Y, Suzuki F, Fujii H, Kato
K, Sato N. Matsuda H. Gray matter
structural networks related to 18F-THK5351
retention in cognitively normal older adults
and
Alzheimer's
disease
patients.
eNeurologicalSci
22,100309,2021.
doi: 10.1016/j.ensci.2021.100309
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認知症の家族介護者に対する認知行動療法の開発お
よび有効性の検討

施した（A2017-049)。
結果
COVID-19の感染拡大の影響下でも実施可能であ
るオンラインを活用した集団CBTの実施方法を検
討した。
1回目は講師のみオンラインで参加者は感染対策
を徹底した会場で参加する方法、2回目は講師・参加
者共にオンラインで実施する方法を試行した。講師
のみでオンラインによって実施した際の参加者は
10名、講師と参加者ともにオンラインで実施した際
の参加者は5名であった。平均出席数は4.09回（SD
＝1.28）、プログラムの完遂率（80％以上参加）は
78.3％であり、オンラインでの集団CBTは、対面で
の集団CBTと比較して、平均出席数、プログラム完
遂率、各回のプログラムの満足度や役立ち度に有意
差が認められなかった。

分担研究者 堀越勝
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
認知行動療法センター センター長
緒言
日本では日常生活自立度Ⅱ以上の認知症患者のう
ち、半数が居宅で介護が行われている。認知症の家
族介護者に対する精神的なケアの向上は喫緊の課題
であるが、その手法については十分に検証されてい
ない。
海外 では こ れま で に認 知 行動 療法 （ Cognitive
Behavioral Therapy: CBT）による介入が奏功して
いることが報告されており、日本でも CBT による
認知症の家族介護者への介入として用いられること
が期待されている。
我々はこれまでに、研究の１として、訪問看護師
が訪問先で実施する CBT の有効性の検討、さらに
研究の２として、情報提供と交換を兼ねて、集団に
よる CBT プログラムの有効性を検証に着手してき
た。しかしながら、今般の COVID-19 感染拡大によ
る影響で、上記の方法で認知症の家族介護者にアク
セスすることが妨げられることとなった。
そこで、我々はコロナ禍においても実施可能なオ
ンラインにより CBT 介入の手法を開発し、実施可
能性や安全性などを検証することにした。
目的
未曾有の COVID-19 感染拡大の影響下にあっても
認知症の家族介護者に対して CBT を提供すること、
感染リスクの観点から、オンラインでの CBT 介入
の提供の実施可能性の検討を行うこととした。
方法
研究：認知症の家族介護者を対象としたオンライン
を用いた集団CBTプログラム
研究デザイン：単群の前後比較試験、セッティング：
小平市包括支援センター中央センター、研究対象
者:20歳以上の認知症の家族介護者、研究アウトライ
ン：①市報およびチラシにて研究参加希望者を募集、
②第1回開始前に研究説明・同意を実施、③介入前・
後、介入終了１ヶ月後に評価を実施、④介入の実施：
90分×5回の集団プログラム、Web会議システムであ
るZoomを活用）、評価方法：主要評価項目は抑うつ
不安症状（HADS）
、副次的評価項目は、介護負担感
（J-ZBI)、認知症患者の周辺症状（NPI-Q）等。介
入は英国のCoping strategy program（START）1）
を用いた。本研究はNCNPの研究倫理承認を得て実
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考察
COVID-19の感染拡大に伴い、実施機関である市
の判断で集団CBTの開催が中止となり、感染状況下
でも実施可能な心理的支援を検討する必要が生じた。
医療機関に勤務する講師の会場派遣が困難であるた
め、まずは講師のみオンライン、参加者は会場で参
加という形態で試行した。講義時は運営に支障が生
じなかったが、高性能のマイクやカメラを活用した
にも関わらず、演習時には講師と参加者の円滑な交
流が妨げられて「やりにくかった」という感想も聞
かれた。集団療法では参加者の非言語的な要素も観
察しながら参加者同士の相互交流を活用する必要が
あり、これらの問題を解消する必要があると考えら
れた。講師と参加者ともにオンラインで実施した際
には、対面での集団CBTと遜色なく相互交流を保つ
ことができた。しかし、認知症の家族介護者は高齢
である場合が多く、遠隔会議システムへのアクセス
が出来ずに参加者が制限されたり、包括支援センタ
ーのスタッフが参加者に対してアクセス方法を教授
したり予行練習を実施する等の事前準備が必要とな
った。
結語
認知症の家族介護者に対するケアが充分に行われ
ていないことは周知の事実であるが、対象者が患者
介護の現場を離れることが難しいなどアクセスの問
題を克服する必要がある、また日本でも海外で有効
な手法であるCBTが有効かどうか検証を試みてき
た。しかし、COVIT-19感染拡大という事態に遭遇し、
研究が遅滞生じたため、オンラインによる介入に変
更し、集団へのCBTの実施可能性を検討した。ある
意味では、オンラインやその他のデジタルディバイ

スによって介入する道が開けたと言える。
本研究の結果、オンラインCBTを有効に実施する
には、実施するための設備を用意することや導入す
るための指導者の訓練が必要であること、また実施
対象者の殆どがデジタル機器に慣れていない高齢者
世代であり、苦手意識を克服する工夫が必要である
ことが判明した。
一方で、デジタル技術の発達も目覚ましく、様々
な障害や苦手意識を克服するための仕組みが用意さ
れて来ており、デジタル機器時代も日々進化し、ユ
ーザーフレンドリーに変わりつつある。そうした最
新技術を用いて、認知症の家族介護者、さらには認
知寮患者自身に対する介入も可能になる日も近いと
予感することができた。
我々の班は、今年度を最後に本研究班での研究を
終了することとなったが、最新の技術を応用した認
知症の家族介護者へのケア、更には認知症患者自身
への介入研究を継続していきたい。
業績
1. 田島美幸, 原祐子, 横井優磨, 堀越勝, 認知症
の家族介護者に対する集団認知行動療法プロ
グラムの実施可能性と有用性の検討, 老年精神
医学雑誌
参考文献
1. Livingston G.et.al: Clinical effectiveness of a
manual based coping strategy programme
(START, STrAtegies for RelaTives) in
promoting the mental health of carers of
family members with dementia: pragmatic
randomised controlled trial. BMJ. 347. f6276.
2013.
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ることが分かった。2021 年 2 月に行った 1 年後の
テストの結果では、運動活動量との相関は見られな
いものの、認知機能は総じて向上していた。
考察; 今後、COVID-19 の感染予防に注意を払いつ
つ、もの忘れチェック会の開催を毎月行う予定であ
る。
健康ポイント事業でも今後、毎年の活動量と人気機
能の変化の相関を調べていく。

中枢神経変性疾患の臨床データベースを用いて病態
解明につなげる研究
分担研究者 塚本忠
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
病院脳神経内科 医長
認知症センター センター長
緒言
これまでの諸報告から、認知症治療薬の治験にお
いて、前臨床期・軽度認知症期のひとへの投与は必
須であり、また、この段階への様々な介入がもっと
も効果があると考えられている。
方法;
前臨床期認知症のデータベースを構築するためのモ
デルケースとして、小平市での自覚的認知機能障害
のひとや前臨床期認知症のひとを対象として「もの
忘れチェック会」を小平市、地域包括支援センター、
NCNP 病院認知症センターが共催する。このチェッ
ク会の中の自記式テスト(TestYourMemory-J)で認
知機能を調べ、健常者・MCI 領域の人には当センタ
ーのプレクリニカルコホートに参加することを呼び
かけた。イベントをマニュアル化し、チェック会を
定期的に開催し、参加者規模を拡大し、前臨床期認
知症コホートへの研究登録者の総数を増やし、デー
タを充実させる。得られたデータの統計解析により
認知症初期の病態に関する新知見を見出す。

結論
地域自治体・医師会と連携して認知症を早期に発
見するシステムを構築した。また、運動が認知機能
に及ぼす影響を調査する系の研究の緒についた。

結果
2017 年 8 月に市、10 月に市医師会にもの忘れチ
ェック会の話をもちかけ、2018 年 4 月から小平市
高齢者支援課と具体的な構想を計画し、同年 9 月 15
日第 1 回もの忘れチェック会開催（参加人数 14 人）。
その後、回を重ね(2019 年 9 月には東久留米市認知
症疾患医療センター・東久留米市役所・東久留米市
医師会と協議し 9 月 9 日に同市でもの忘れチェック
会開催)、2020 年 2 月以降は COVID-19 渦のため開
催数が減ったものの、Web 講演などの工夫をし、
2020 年 9 月, 2021 年 3 月にもの忘れチェック会開
催した。参加者における性別は男性 20%, 女性 80%
であり、健常者 42%, MCI 32%、認知症 26%であっ
た。2020 年 3 月現在、プレクリニカルコホート登録
者は 63 人となっている。
介入研究を行うために、小平市の健康推進課が行
っている「健康ポイント」事業（歩行などの活動量
に応じて商品券などに交換できる健康ポイントを付
与するというインセンティブによって、市民の健康
を向上させる事業）にも 2020 年度から参加した。
2020 年 7 月に健康ポイント参加者に自記式認知症
テストを行い（総数 203 人）15％が MCI 領域にあ
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認知症介護者のためのインターネットを用いた心理
評価・自己学習ツールの開発

法人認知症の人と家族の会の協力のもとで、日本の
文化や介護環境、制度等に合わせ iSupport の日本
語化を行った。
2 年度は、海外での先行研究 1-3 を参考にして、下
記の心理評価尺度を用いることを決定した。
・介護負担度：Zarit 介護負担尺度日本語版（身体
的・心理的負担や経済的困難を介護負担として測
定する尺度）
・介護肯定感：認知症介護肯定感尺度 21 項目版
（認知症の人の介護を通して良かったと思う状
況、場面、内容など肯定的側面を明らかにする
ための尺度）
・不安：GDA-7 日本語版
・うつ：CES-D scale
・全般性 QOL：日本版 EuroQol 5-Dimension
・パーソン・センタード・ケアの意識：日本語版
ADQ（認知症介護においてどの程度パーソン・
センタード・ケアを行えているかを評価するた
めの尺度）
・アプリケーションの満足度：CSQ-8J
社会資源の利用の変化等は、アンケート調査を同時
に実施し聴取することとした。iSupport 日本版（eLearning）と個人情報管理システムに、上記の心理
評価とアンケート調査（ePRO）を搭載したプログラ
ム『iSupport-J システム』のパイロット版を作成し
た。
最終年度は、ePRO から入力された介護負担度、
抑うつ、不安の点数の推移をグラフとして表示し、
利用者にフィードバックするシステムを開発した。
家族介護者 8 名と専門家 8 名の 2 つのフォーカスグ
ループを設定し、グループ毎に iSupport-J システム
パイロット版の 2 週間の試用と評価を行った。ePRO
については文言や表示等の修正を行い、iSupport-J
システムを完成させた。令和 3 年 1 月より開始した
iSupport 日本版の有用性を検証するための RCT に
おいて、iSupport-J システムとフィードバックシス
テムの使用を開始した。

分担研究者 大町佳永
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
病院第一精神科 医長
緒言
認知症の介護負担が増すにつれて、介護者のスト
レスや疲労、社会的孤立、うつ、睡眠障害等が問題
となっている。心理社会的介入が介護者の精神的苦
痛を軽減し、健康状態を改善することが報告されて
いるが、介護者は時間的・体力的制約が大きいため、
場所や時間の制限の少ないインターネットを用いる
介入の有用性が、そのコストの低さと共に期待され
ている。海外でのランダム化比較試験（randomized
control trial; RCT）の結果から、インターネットを
用いた心理社会的プログラムにより介護者の知識が
向上し、燃えつきや不安、うつが軽減することが報
告されている（Cristancho-Lacroix V et al, 2015、
Blom MM et al, 2015 ）。 The World Health
Organization（WHO）により、介護者の知識や技術
の向上、精神的ストレスの軽減、自己効力感やメン
タルヘルスの向上を目指し、自己学習プログラム
iSupport が開発された。
介護うつや燃えつきを予防、早期発見するために
は、介護者自身が自分のストレスに気づき、医療や
介護サービスなどに相談できるようになることも重
要と考えられる。本研究では、認知症介護者の介護
負担や不安、うつなどをインターネット上で自己評
価するシステムを開発する。介護者が自身の介護負
担感や精神状態をセルフモニタリングできるように
なることで、介護うつの早期発見、医療や社会資源
へのアクセスが促進され、認知症介護者のメンタル
ヘルスの向上が期待される。
方法
初年度は、iSupport の翻訳と日本語化を行う。2
年度は、介護負担度、不安症状、うつ症状等を評価
するための心理評価尺度を選定し、iSupport 日本版
と共に提供可能な心理評価システムを開発する。最
終年度は、心理評価結果をフィードバックするシス
テムを開発する。認知症の人を介護している家族と
医療・介護の専門家等で構成される２つのフォーカ
スグループにおいて、iSupport 日本版パイロット版
と心理評価システムを試用・評価し、プログラムを
完成させる。

考察
介護の負担感や不安、うつの変化をグラフで表し
フィードバックすることで、介護者のセルフモニタ
リングにつながることが期待される。iSupport 日本
版の RCT では、参加中に重度のうつ状態（CES-D
Scale で 26 点以上）、不安状態（GAD-7 で 15 点以
上）に陥った可能性が疑われる場合には、フィード
バックに加えて事務局から被験者に連絡し、認知症
の人と家族の会の電話相談、地域の精神保健福祉サ
ービス等を紹介することとした。一方で、ネガティ
ブな感情を評価するばかりでは、被験者に介護の辛
い部分のみに目を向けさせてしまう恐れがある。そ

結果
初年度は、iSupport を日本語に翻訳し、公益社団
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こで、介護をすることによって得られる良い面にも
焦点を当てられるよう、心理評価システムには認知
症介護肯定感尺度を取り入れた。

2.

結論
認知症介護者の介護負担感や肯定感、不安、うつ
などをインターネット上でセルフモニタリングする
ためのシステムを開発した。

3.
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Studies on Neurocognitive neurodegenerative Disorders:
Pathophysiology, Prevention, Therapy and Care
Hidehiro Mizusawa, M.D., Ph.D.
Principal Investigator of the Research Group
National Center of Neurology and Psychiatry

(1) Purpose of the study group

The mission of the study group was to elucidate the pathogenesis/pathophysiology
of neurocognitive neurodegenerative disorders, and to develop methods for their
prevention, therapy and care. To achieve the goal, the group conducted following three
projects; 1) basic research, 2) clinical investigation, and 3) development of new
treatment and care of neurocognitive disorders.

(2) Members of the research group:

Hidehiro Mizusawa, Tomohiro Kabuta, Toshiyuki Araki, Masayuki Sekiguchi, Masato
Hasegawa, Yoshitaka Nagai, Yuji Saitoh, Hiroshi Kunugi, Hiroshi Matsuda, Masaru
Horikoshi, Tadashi Tsukamoto, Yoshie Ohmachi

(3) Results and Discussion

1) Translational studies of neurocognitive disorders
We found that sleep disturbance is a possible modifiable risk factor in Alzheimer’s
disease model mice as well as Parkinson’ disease model mice.
To apply some results of basic research to clinical investigation, we have done
proteome analyses of cerebrospinal fluids of patients with and without preceding sleep
disturbance in neurocognitive disorders.
We found that L-DOPA treatment reduced pathological changes in model mice of
Parkinson’s disease, and determined the structures of tau and alpha-synuclein
filaments from human brains. We also found that SIDT2, a component of RNautophagy,
palys important role in the degradation of neurodegeneration-related mRNAs and
proteins.
2) Clinical investigation of neurocognitive disorders
In grey matter network, we found that tau accumulation increased brain
connectivity in normal controls without amyloid beta deposits, while it decreased
structural connection of brain in patients with Alzheimer’s disease spectrum.
3) Study on new treatment and care of the disorders.
We examined the utility of CBT program among family members who care patients
with neurocognitive disorders. For persons who care patients with these disorders, we
have started the preparation of Japanese version of iSupport, which was developed
based on WHO’s Mental Health Gap Action Program. We have started Brain Health
Project Kodaira under the collaboration with Kodaira city as well as Kodaira Medical
Association
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３０－４ 運動障害疾患における疾患進展予測に基づく先制的
包括医療モデル構築
主任研究者 国立精神・神経医療研究センター病院
坂本 崇
総括研究報告

における有用性を従来の運動指標，心理指標

1. 研究目的

のみならず我々が開発する画像マーカーを用

パーキンソン病，局所性ジストニア，脊髄小

いて評価し，このマーカーをジストニアの客

脳変性症という代表的な運動障害疾患を対象

観的評価指標として確立することを目的とす

に，病態を明らかにし，疾患進展予測に基づ

る．また，ナショナルセンターの責務として

く先制的包括医療モデルを構築する．

の疫学研究という観点からも実態調査を行

１）パーキンソン病（PD）の進展様式は脳幹

う．

からと嗅球からの２経路が想定されている

３）脊髄小脳失調症(SCD)については運動機

が，これに伴う臨床症状やその進行様式の差

能に応じたリハビリテーション法を確立す

異については明らかになっていない．長い経

る．SCD では決定的な治療法は確立しておら

過で，運動症状のみならず様々な非運動症状

ず，経過や病型に合わせたリハビリテーショ

を呈する多彩な PD では，どのような患者群

ン法の確立は必須であり，この成果は小脳失

にいつ頃どのような非運動症状が出現し，ど

調症の患者全員にとって福音となる．

のような経過で進行していくのかが予測が可
能となると，適切な時期に症状伸展を予測し

2. 研究組織

た治療が可能となり，患者や家族の QOL も，

＜主任研究者＞

医療経済上も有用性が極めて高い．本研究で

坂本

は，PD で頻度が高くかつ機能的また QOL 上

病院 脳神経内科診療部

も大きな問題である，嚥下障害，姿勢異常，

＜分担研究者＞

精神症状，睡眠障害，体幹筋協調障害につい

山本

て当院の 1000 人の PD 患者データから，その

病院 脳神経内科診療部

実態と症状の出現，進展様式を明らかにし，

向井

そのリスク因子を明らかにし，これをもと

病院 脳神経内科診療部

に，疾患伸展予測に基づく先制的包括医療モ

野田

デルを構築することを目的とする．

病院 第一精神診療部

２）特発性ジストニアはいまだ病態も治療法

都留

も十分確立されていない．我々はこれまで病

ー病院 臨床検査部

態解析を進め，重症度と相関する画像バイオ

松井

マーカーを見出しつつあることからこれを確

病院 総合外科部整形外科

立する．さらに我々が開発したジストニアに

髙橋

対する認知行動療法(CBT)や薬物治療の評価

病院 脳神経内科診療部
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崇：国立精神・神経医療研究センター

敏之：国立精神・神経医療研究センター

洋平：国立精神・神経医療研究センター

隆政：国立精神・神経医療研究センター

あゆみ：国立精神・神経医療研究センタ

彩乃：国立精神・神経医療研究センター

祐二：国立精神・神経医療研究センター

花川

隆：京都大学医学研究科

一化したリハビリテーションと原因筋に対す

＜研究協力者＞

るリドカイン注射を中核とした治療法の開発

松井

を行ってきた．我々の開発した姿勢異常治療

健太郎：国立精神・神経医療研究セン

ター病院 臨床検査部

プログラムを Multidisciplinary Approach

木村

for Posture and Gait Disorders; MADI と

綾乃：国立精神・神経医療研究センタ

ー病院 臨床検査部

名付けた． MADI（振動刺激と姿勢学習から

大槻

成る）と従来型リハ（ストレッチ，背筋トレ

怜：国立精神・神経医療研究センター

病院 臨床検査部

ーニング，エルゴメーターなど）を比較する

安部

哲哉：筑波大学整形外科

無作為化試験の計画を作成した．被験者を無

梅田

達也：京都大学医学研究科

作為に割り付ける EDC システムを立ち上げ

大井

由貴：京都大学医学研究科

た．
当院では手技の簡便化や患者負担軽減を目

3. 研究成果

的に，当院外科医が内視鏡を用いずに「PEG-

1）パーキンソン病

J チューブの交換する方法」
「腸管内でのチ

PD/レビー小体型認知症（DLB）における嚥

ューブの折れ曲がりを解消する方法」を考案

下障害発症のリスク因子の検討において，レ

し，実践してきた．内視鏡を用いない PEG-J

ビー小体病(パーキンソン病，レビー小体型

チューブ操作法を普及させるため，所要時間

認知症，認知症を伴うパーキンソン病) 患者

や成功率を検証し，手技の動画を添えて報告

166 人[男 90 人/女 76 人，年齢中央値 68.5

した．

歳，罹病期間中央値 7.0 年，Hoehn & Yahr

2017 年 4 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日の

(H&Y)重症度中央値 3.0]を対象とし調査をし

間に当院を受診した PD，PS 患者 1,407 名の

た．嚥下造影検査の結果から，嚥下障害を認

カルテから患者背景情報（性別,年齢,重症度

めた患者群 (嚥下障害あり群)と嚥下障害を

（Yahr）,精神病症状の有無（幻覚・妄想

認めなかった患者 (嚥下障害なし群)に分類

等）,抗精神病薬の処方内容（薬剤,用量）の

し，性別，年齢，罹病期間，H&Y 重症度，認

情報を収集し解析を行った．精神病症状は有

知症の有無，嗅覚，咳嗽反射について比較し

効症例 1,227 名中,27.7％にみられ,その半分

た．嚥下障害あり群は 47 人，嚥下障害なし

に抗精神病薬が処方されていた（p = 0.00,

群は 119 人であった．2 群の比較では，嚥下

odds ratio = 16.4）．処方の 84％はクエチ

障害あり群は，有意に男性，認知症，咳嗽反

アピン,平均用量は 60.7±63.9mg であった．

射異常，嗅覚異常が多かった．ロジスティッ

抗パーキンソン薬の使用状況については,L-

ク回帰分析では，嚥下障害あり群は，性別と

dopa の使用が約半数を占めており,抗パーキ

咳嗽反射異常が有意に多かった．嚥下障害の

ンソン薬の処方内容と精神病症状の有無につ

スクリーニングには咳テストが有用であるこ

いては有意な差はみられなかった．一方,抗

とが示唆された．

パーキンソン薬の処方量による精神病症状の

PD・PS に伴う姿勢異常に対し，我々はこ

発現差異を検討したところ,抗コリン薬にお
いて有意差がみられた（p = 0.07）
．

れまでに姿勢異常の分類と原因筋の同定，統
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2012 年 1 月〜2018 年 12 月に当院脳神経内

た．治療については前班で試みた CBT を踏襲

科へ入院し PD と診断された患者のうち，終

し，特に音楽家のジストニアで良好な結果を

夜睡眠ポリグラフ検査（PSG）および質問紙

得た．別途 PD の患者データベースに準じてジ
ストニアのデータベース作成に着手した．局

（PSQI, SF-36）を施行した患者を対象に，

所性ジストニアを対象とし，ジストニアを引

診療録を用いて後方視的に調査した．SF-36

き起こすあるいは引き起こさない運動・感覚

の身体的および精神的サマリースコア（それ

課題などを行っている間に，機能的 MRI，脳波

ぞれ PCS, MCS）に関して各々中央値で 2 群

計測，筋電図・動作計測などの多モダリティ

に分け，PSG 指標と PSQI 得点の群間比較を

計測を行い，症状・重症度と関わる脳活動の

行った(Mann-Whitney U 検定)．全症例にお

動的な異常を検出する．8 名の書痙患者と 10

ける PCS および MCS 得点と PSQI の下位項目

名の年齢と性別の一致した健常被験者が，右

との関連では，PCS, MCS いずれも日中覚醒

手でペン把握課題
（5 秒間のペン把握課題後，
5-6 秒間の安静を 100 トライアル）を行う際

困難と独立した有意な負の相関を認め，MCS

の脳波を 32 チャンネルデジタル脳波計と筋

については入眠困難とも独立した有意な負の

電計により測定した．書痙患者からは

相関を認めた．PD の重症度によらず精神的

writer's cramp rating scale（WCRS）を取得

QOL（MCS）と PSG 指標との関連は認められな

した．脳波の機械学習判別を用いることでジ

かった一方で自覚的な不眠症状は精神的 QOL

ストニア患者と健常の判別に加え，重症度の

に関連し，不眠症状の中ではとくに自覚的な

予測も可能であるという結果が得られた．

入眠困難との関連が強い可能性が示唆され
3）脊髄小脳変性症

た．

SCD に最適なリハビリメソッドの開発 (a)

パーキンソン病患者 12 名（男性６名女性
６名，平均年齢 71 歳，Hoen-YahrⅠ～Ⅲ）が

2 週間プログラム 30 人，
4 週間プログラム 62

腰 HAL 装着に同意し装着下での運動指導を実

人の効果を介入前後・介入期間の 2 要因を独

施した．特にパーキンソン病患者に難易度の

立変数，SARA 及び BEST の総得点を従属変数

高い課題として，下肢体幹協調運動と同時に

にした二元配置分散分析で比較した．SCD 集

動的バランスを保ちながら上肢帯を使用する

中リハビリテーションは 2 週間でも十分な効

二重課題運動も習得が可能であり，腰 HAL 取

果があることが示された．自覚的な改善度の

り外し後にも学習効果が遺残した．また概ね

違いや，リハビリ効果の保持効果については

２～３週間は効果が残存し，再度実施時には

今後の検討が必要である． (b)患者重症度に

初回より難易度の高いプログラムから開始が

合わせた具体的なリハビリメニューを策定し，

可能であった．運動時体幹ジストニアを生じ

厚生労働省「運動失調症の医療水準，患者Ｑ

る患者では腰 HAＬ運動でもジストニアを生

ＯＬの向上に資する研究」班(運動失調班)の

じ正常動作のトレースが困難であった．

ホームページに公開して全国均霑化を推進し
た．
SCD の個別化音楽療法

2）ジストニア

SCD の歩行リズム

特にボツリヌス治療や外科治療の適応では

分析と個別化音楽療法の開発：自然歩行リズ

ない軽症例を中心に，その分析と治療を行っ

ムを長時間取得可能な安価なシステムを開発

- 69-

した．歩行リズム分析に関しては，COVID-19
対策を取りながらのデータ取得が課題であっ
た．次年度は患者及び正常対照のデータを蓄
積していく予定である．

まとめ
神経変性疾患の疾病進展予測とその対応と
いう観点から，特に患者数も多い PD・ジスト
ニア・SCD について，当院のデータベースを活
用し検討を進めた．
PD においては嚥下障害，姿勢異常，うつ・不
安，睡眠障害，体幹筋協調障害などの非運動
症状への評価治療法の開発を中心に，さらに
はデータベースのブラッシュアップも念頭に
検討を進めていく．
ジストニアの画像研究を通じて診断マーカ
ーを探索する試みは継続していく．これは病
態解明に迫りうる可能性を有するものと考え
る．治療の点からは特に軽症例での認知行動
療法の有効性を示した．
SCD のリハビリテーションプログラムは短
期集中での有効性を確認した．今後はリハビ
リテーションメソッドの周知・普及を図ると
ともに，リズム障害の数理的特性について追
加データを集積し論文化を目指す．
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パーキンソン病およびレビー小体型認知症

を吸入させ，60 秒以内に咳が出なかった者を

における嚥下障害発症のリスク因子の検討

異常と判定した[2]．

敏之

2 群の比較は Mann-Whitney U 検定を行

国立精神・神経医療研究センター病院

い，交絡を避けるためロジスティック回帰分

分担研究者：山本

脳神経内科診療部

析を行った．有意水準 p が 0.05 未満のとき，
有意とした．

緒言
レビー小体病(パーキンソン病，レビー小体
型認知症，認知症を伴うパーキンソン病)の死

結果
嚥下障害あり群は 47 人[男 40 人/女 7 人，

因でもっとも多いのは肺炎であり，その背景

年齢中央値 71 歳，罹病期間中央値 8.0 年，

には嚥下障害があると考えられている．

H&Y 重症度中央値 3.0，咳嗽反射の異常 22

レビー小体病の疾患進展を予測し，先制的

人(47％)，OSIT-J 中央値 3]，嚥下障害なし群

包括医療モデルを構築するために，本研究で

は 119 人 [男 50 人/女 69 人，年齢中央値 69

はレビー小体病の嚥下障害発症のリスク因子

歳，罹病期間中央値 7.0 年，H&Y 重症度中央

を検討した．

値 2.0，咳嗽反射の異常 24 人(20％)，OSITJ 中央値 3]であった．
2 群の比較では，嚥下障害あり群は，有意に

方法
2012 年 5 月 1 日から 2016 年 5 月 1 日まで
の間に当院に入院したレビー小体病患者 166

男性，認知症，咳嗽反射異常，嗅覚異常が多か
った．

人[男 90 人/女 76 人，年齢中央値 68.5 歳，罹

ロジスティック回帰分析では，嚥下障害あ

病期間中央値 7.0 年，Hoehn & Yahr (H&Y)

り群は，性別と咳嗽反射異常が有意に多かっ

重症度中央値 3.0]を対象とした．80 歳以上の

た．

患者，日常の食事を経口摂取していない患者，
頭部 MRI で脳梗塞や他の変性疾患が疑われ
る患者，MIBG 心交感シンチで，心臓縦郭比
(後期像)が 2.0 以上の患者は除外した．

考察
パーキンソン病では，咳嗽反射の惹起が悪
いことが知られている[3]．本研究から，嚥下

嚥下造影検査の結果から，嚥下障害を認め

障害があるレビー小体病患者は，不顕性誤嚥

た患者群 (嚥下障害あり群)と嚥下障害を認め

が多いことが示唆された．嚥下障害は，レビ

なかった患者 (嚥下障害なし群)に分類し，性

ー小体病患者の肺炎発症のリスク因子である

別，年齢，罹病期間，H&Y 重症度，認知症の

[4]．嚥下障害をスクリーニングするのに咳テ

有無，嗅覚，咳嗽反射について比較した．

ストは有用であると考えた．

な お ， Mini-Mental State Examination
(MMSE) 24 点以下を認知症と判定した．

本研究から嚥下障害を合併したレビー小体
病患者は男性が多かった．一般に誤嚥は男性

嗅覚の評価は，においステック (OSIT-J)で
評価した[1]．

に多いと言われており，レビー小体病患者に
おいても同様であると考えた．

咳嗽反射は，対象に 1%クエン酸生理食塩水
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認知症を伴うパーキンソン病患者は，嗅覚

が低下していることが知られている[1]．本研
究から嚥下障害と嗅覚には関係がないことが
示唆された．

結論
レビー小体病の嚥下障害は，咳嗽反射に異
常がある男性患者に多かった．嚥下障害のス
クリーニングには咳テストが有用であること
が示唆された．

参考文献
1.

Takeda, A., et al., Olfactory dysfunction

and dementia in Parkinson's disease. J
Parkinsons Dis, 2014. 4(2): p. 181-7.
2.

Sato, M., et al., Simplified cough test for

screening silent aspiration. Archives of
physical medicine and rehabilitation,
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cough in patients with Parkinson disease.
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Murata, Risk of pneumonia onset and

discontinuation of oral intake following
videofluorography in patients with Lewy
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①パーキンソン病に伴う姿勢異常治療プロ

「PEG-J チューブの交換する方法」
「腸管内

グラム（Multidisciplinary Approach for

でのチューブの折れ曲がりを解消する方法」

Posture and Gait Disorders; MADI）の無

を考案し，実践してきた． COVID-19 の感

作為化試験／②L-ドパ腸管内持続投与療法

染拡大により咳嗽や嘔吐を惹起する可能性が

のチューブ交換に関する研究

ある上腹部内視鏡を用いた処置は極力避けた

分担研究者：向井 洋平

いという風潮が 2020 年前半に生じた．内視

国立精神・神経医療研究センター病院

鏡を用いない PEG-J チューブ操作法を普及

脳神経内科診療部

させるため，所要時間や成功率を検証し，手
技の動画を添えて報告した 1)．

緒言
①パーキンソン病・関連疾患に伴う姿勢異常

方法

に対し，我々は統一化したリハビリテーショ

①MADI（振動刺激と姿勢学習から成る）と

ンと原因筋に対するリドカイン注射を中核と

従来型リハ（ストレッチ，背筋トレーニン

した治療法の開発し Multidisciplinary

グ，エルゴメーターなど）を比較する無作為

Approach for Posture and Gait Disorders;

化試験の計画を作成した．被験者を無作為に

MADI と名付けた． MADI はリハビリテー

割り付ける EDC システムを立ち上げた．

ション（市販のバイブレーターを用いた振動

②2016 年 10 月から 2020 年 4 月の間に当院

刺激による筋トーヌス緩和と姿勢学習から成

で LCIG 療法を受けた PD 患者を対象とし

る）と原因筋へのリドカイン連日注射で構成

た．胃瘻作成，チューブ類の定期交換，チュ

される．MADI のリハビリテーション部分

ーブ類に関連した不具合についての情報を収

と，従来の PT の経験則に従ったリハとを比

集した．㋐キンク解除の検証；PEG-J チュ

較する無作為化試験（以後，MADI-RCT）

ーブが消化管内で折れ曲がり（キンク）
，

を開始するための準備を行った．

LCIG 薬液が流れなくなることがある．PEG

②レボドパ持続経腸療法（LCIG）は進行期

－J チューブを造影するとキンク部の造影剤

パーキンソン病（PD）の治療法の一種であ

が途切れる所見を見出し，split sign と名付

り，ゲル状のレボドパ製剤を小腸へ持続的に

けた．キンクは PEG-J チューブを 10cm 程

投与する．LCIG は薬液の投与経路として胃

度引き抜いて解除，もしくは PEG-J チュー

瘻を作成し胃瘻チューブ（PEG チューブ）

ブ交換で対処した．㋑PEG-J チューブ留置/

や胃瘻-小腸チューブ（PEG-J チューブ）を

交換の検証；PEG チューブを胃瘻孔から押

留置する必要があり，運用中にチューブトラ

し込み，その先端を幽門輪近くへ近づけてか

ブルが多発する．PEG-J チューブ交換など

ら PEG-J チューブを交換すると透視のみで

の操作は上腹部内視鏡（以下，内視鏡）と透

交換が容易となる（push-in method）
．透視

視併用での実施が一般的である．当院では主

のみで PEG-J チューブ留置/交換ができた症

義の簡便化や患者負担軽減を目的に，本邦で

例を成功例とし，成功率に関与する要因を検

の LCIG の治験期間中（2012 年 4 月-2016

証した．本研究は当センター倫理委員会にて

年 9 月）に当院外科医が内視鏡を用いずに

承認されている（A2018-003, A2020-173）．
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スコポラミンにより腸管蠕動が抑制されてい
結果

ると透視下 PEG-J チューブ交換の成功率が

①2020 年度は COVID-19 が全世界で流行

下がると考えられた．

し，当院でも院内の患者移動が制限された．
このため MADI-RCT に必要な評価が実施で

結論

きない時期が続き，被験者のエントリーは断

①MADI-RCT 実施の準備を行った．

念した．

②内視鏡を使用せずに LCIG の PEG-J チュ

②被験者は 19 例（男性 9 例，女性 10 例）
，

ーブを扱う方法について報告した．

平均年齢 63.1±9.9 歳，PD 平均罹病期間
16.7±6.3 年であった．PEG-J チューブ操作

参考文献

の総数は 97 件であった．㋐PEG-J チューブ

1) Mukai Y, Toyoda H, Miyama K,

のキンクのうち 37.5 %（32 件中 12 件）は

Takahashi Y. Operation of the

透視を用いたチューブ操作のみで解決し，残

percutaneous endoscopic gastrostomy-

りも透視のみで PEG-J チューブの交換を行

jejunostomy tube without endoscopy in

うことができた．㋑透視ガイドのみでの

patients with Parkinson’s disease on

PEG-J チューブの交換は，内視鏡処置の後

levodopa-carbidopa intestinal gel infusion

に（胃瘻造設，PEG-J チューブの絡まりの

therapy. Clinical Parkinsonism Relat

解除，胃石の除去など）実施すると成功率は

Disord. 2020: 3: 100079.

59.4％（37 件中 22 件）であった．直前に内
視鏡操作を行わなかった症例では成功率
91.7％（48 件中 44 件）であった．

考察
①2021 年度から MADI-RCT の被験者エン
トリーを開始予定である．
②LCIG に関連する報告は多いが，デバイス
のチューブ類の扱いに関する報告はほとんど
ない．当センターで開発した「PEG-J チュ
ーブ引き抜きによるキンクの解除法」「内視
鏡を用いない PEG-J チューブ留置/交換法」
が広まれば，患者の負担軽減や医療者の安全
確保に貢献すると考えられた．なお PEG-J
チューブ交換の成功率や所要時間は個人の技
量に大きく影響されると考えられ，今後多く
の医師が試みなければ，普遍的な技術となり
うるか判断できない．㋑の結果から，ブチル
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パーキンソン病における精神症状の評価,

た．
精神病症状は有効症例 1,227 名中,27.7％

予測を基にした治療指針の策定に関する研究
分担研究者：野田

隆政

にみられ,その半分に抗精神病薬が処方され

国立精神・神経医療研究センター病院

ていた（p = 0.00, odds ratio = 16.4）
．処方

第一精神診療部

の 84％はクエチアピン,平均用量は
60.7±63.9mg であった．抗パーキンソン薬の

緒言

使用状況については,L-dopa の使用が約半数

パーキンソン病（Parkinson disease:以下

を占めており,抗パーキンソン薬の処方内容

PD）において,患者の 30～40％に精神病症

と精神病症状の有無については有意な差はみ

状（幻覚は 20％,妄想は 5%）が発生すると

られなかった．一方,抗パーキンソン薬の処

されている（Friedman et al., 2013）．PD 患

方量による精神病症状の発現差異を検討した

者における精神病様症状のトリガーには,感

ところ,抗コリン薬において有意差がみられ

染症や脱水症,睡眠障害などほか,抗コリン薬

た（p = 0.07）．

やドーパミン作動薬などの薬物療法などが指

考察

摘されているが（Levin et al.,2016）,実臨床

PD 患者のうち,精神病症状の見られる患者

場面における薬剤選択や用量設定に関しては

の割合は先行研究と矛盾しないものであった

明確な推奨は示されていない．

（Friedman et al., 2013 ; Sawada et al.,
2013）
．また,本研究において,抗コリン薬の

以上を踏まえ,本分担研究においては,当院
における PD 患者を対象としたカルテ調査か

処方量と精神病症状の発現リスクの可能性も

ら,精神病症状の頻度や性質,抗精神病薬処方

示唆され,これは先行研究（Sawada et al.,

内容のほか,抗パーキンソン薬との関連を明

2013）と一致している．

らかにし,実際の治療場面において利用可能

結論

となる治療推奨事項の作成を目指す．

今回の調査では,PD 患者の治療実態の概要

方法

を明らかにすることができ,特に服薬状況と

調査対象期間（2017 年 4 月 1 日から 2018

の関連を明らかにすることができた．しかし

年 3 月 31 日）に国立精神・神経医療研究セ

ながら,精神病様症状のトリガーは服薬状況

ンター病院脳神経内科を受診した患者のう

だけでなく,神経伝達物質や眼球運動等,多岐

ち,レセプト上の病名として「パーキンソン

にわたることからも（Raquel et al.,2017）,

病」
「パーキンソン症候群」と登録されてい

多面的,継続的に評価していくことが推奨さ

る患者 1,407 名を調査対象者とした．
対象者のカルテから患者背景情報（性別,年

れる．

齢,重症度（Yahr）,精神病症状の有無（幻覚・

参考文献

妄想等）,抗精神病薬の処方内容（薬剤,用量）

Sawada et al. (2013) Trigger medications

の情報を収集し解析を行った．

and patient-related risk factors for

結果

Parkinson disease psychosis requiring anti-

解析対象者の平均年齢は 72±10 歳,女性が

psychotic drugs: a retrospective cohort

56％で,Yahr 重症度の平均は 3.0±1.1 であっ

study. BMC Neurology 13 : 145.
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PSG 解析に基づくパーキンソン病の睡眠障

を従属変数，PSQI の下位項目を独立変数と

害の特徴と治療効果に関する研究

した重回帰分析を行った．

分担研究者：都留

あゆみ

国立精神・神経医療研究センター病院
臨床検査部

結果
男性 72 例，女性 46 例の計 118 例が解析対
象となった[平均年齢 67.06 歳(SD 8.77)]．

緒言

PD の重症度の平均は H&Y 2.25 (同 0.78)

パーキンソン病（PD）では高率に睡眠障害

で，H&Y が 2.5 以上の重症 PD 群が 49 例だ

が併存する 1．PD 患者では運動症状だけで

った．PD の平均罹病期間は 6.73 年(同

なく非運動症状（NMS）も health - related

4.71)，１日あたりの平均 L-Dopa 換算量は

quality of life (HRQoL) の低下に関与するた

491.2 (同 307.14) mg だった．PCS, MCS の

め，その重要性が指摘されている

中央値は各々32.1, 46.4 だった．全症例にお

2．NMS

の一つに睡眠障害が挙げられるが，終夜睡眠

いて，PCS 低下群で PCS 非低下群と比較し

ポリグラフ検査（PSG）による客観的睡眠指

ODI 3%(p=0.045)，PSQI 得点(p=0.046)が有

標と HRQoL との関連性について言及した研

意に高値であり，MCS 低下群で MCS 非低

究はこれまでない．そこで今回我々はその関

下群と比較し，PSQI 得点(p=0.023)が有意に

連性を探索する研究を行った．2018 年度は

高値だった．重症 PD 群でサブグループ解析

患者情報のデータベース化を行い，併存する

を行った結果，PCS 低下群で PCS 非低下群

睡眠障害の有無について検討した．2020 年

と比較し中途覚醒時間(WASO)(p=0.008)と全

度はこのデータベースを用いて PSG 指標と

就床時間(TIB)(p=0.044)が，MCS 低下群で

臨床症状および HRQoL との関連性について

MCS 非低下群と比較し PSQI 得点(p=0.009)

検討した．

が有意に高値だった．全症例における PCS
および MCS 得点と PSQI の下位項目との関

方法

連では，PCS, MCS いずれも日中覚醒困難と

2012 年 1 月〜2018 年 12 月に当院脳神経内

独立した有意な負の相関を認め，MCS につ

科へ入院し PD と診断された患者のうち，

いては入眠困難とも独立した有意な負の相関

PSG および質問紙（PSQI, SF-36）を施行し

を認めた．

た患者を対象に，診療録を用いて後方視的に
調査した．SF-36 の身体的および精神的サマ

考察

リースコア（それぞれ PCS, MCS）に関して

重症 PD 群において，身体的 QOL（PCS）

各々中央値で 2 群に分け，PSG 指標と PSQI

の低下と WASO の増加との関連が認められ

得点の群間比較を行った(Mann-Whitney U

たが，同時に TIB も有意に長いことから，

検定)．サブグループ解析として重症 PD 群

日中の活動量の低下や臥床時間の長さが

（Hoehn and Yahr stage（H&Y）2.5 以

WASO の増加に関与した可能性がある．PD

上）の患者に限定した場合にも同様の検定を

の重症度によらず精神的 QOL（MCS）と

行った．また，全症例における PCS, MCS

PSG 指標との関連は認められなかった一方
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で自覚的な不眠症状は精神的 QOL に関連
し，不眠症状の中ではとくに自覚的な入眠困
難との関連が強い可能性が示唆された．精神
的 QOL 低下群において PSG 指標では睡眠
潜時の有意な延長を認めていないことから，
精神的 QOL の低下には客観的な裏付けのな
い入眠困難の訴えが関連すると言える．した
がって，PD 患者における不眠症状の改善の
ためには，精神的 QOL の改善に向けた何ら
かの取り組みが重要かもしれない．今回の検
討では当初目標としていた睡眠障害に対する
治療前後の PSG 指標および HRQoL の比較
検討までは行っていないため，今後はこれら
の縦断データについても検討していく予定で
ある．

結論
精神的 QOL の低下は主観的不眠症状と関連
する一方で客観的睡眠指標との関連は乏し
く，治療介入においてはこれらの乖離に留意
する必要があると考えられた．

参考文献
1

Sobreira-Neto, M. A. et al. High
Frequency of Sleep Disorders in
Parkinson's Disease and Its
Relationship with Quality of Life. Eur

Neurol 78, 330-337,
doi:10.1159/000481939 (2017).
2

Schapira, A. H. V., Chaudhuri, K. R.
& Jenner, P. Non-motor features of
Parkinson disease. Nat Rev Neurosci
18, 435-450,
doi:10.1038/nrn.2017.62 (2017).
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パーキンソン病の体幹筋協調障害に対する

が可能な運動の種類を選定した．また腰

腰 HAL を用いた運動学習プログラムの立案

HAL 装着の有無で影響を受けやすいアウト

と検証

カムの選定を行った．
彩乃

内容：腰ＨＡＬ装着下に上肢支持を用いない

国立精神・神経医療研究センター病院

起立スクワット動作より開始し，徐々に上肢

総合外科部整形外科

動作を複雑化し最終的に上肢挙上と同時のス

分担研究者：松井

クワット（上下肢協調運動）をまでを練習す
緒言

るプログラムを行った．２～８週の間隔を置

パーキンソン病の腰曲がり症初期には体幹筋

いて２回以上１回４０分程度で実施した．

協調障害による脊椎不安定性がみられる．脊
椎変形を来す以前の早期リハビリテーション

結果と考察

介入により腰曲がり症の悪化予防効果が期待

パーキンソン病患者１２名（男性６名女性

できる．しかしパーキンソン病は手続き記憶

６名，平均年齢 71 歳，Hoen-YahrⅠ～Ⅲ）

障害により”体で覚える”タイプの運動プロ

が腰 HAL 装着に同意し装着下での運動指導

グラムでの運動学習効果は得られにくい．ロ

を実施した．

ボットスーツ HAL（Hybrid Assitive

疼痛，皮膚障害その他の有害事象は発生せず

Limb，Cyberdyne 社，日本）は”教師あり”

全例が腰 HAL 装着下での運動の実施が可能

運動学習によりエピソード記憶を通じた学習

だった．運動内容は分習法を用いて難易度の

のエラーレスループを形成することが可能で

低い課題から難易度の高い課題へとステップ

あり，パーキンソン病患者に有用と考えられ

アップ学習が可能だった．特にパーキンソン

る．ロボットスーツ HAL を適切に使用しな

病患者に難易度の高い課題として，下肢体幹

がら行う定型的運動プログラムを立案し，体

協調運動と同時に動的バランスを保ちながら

幹筋協調運動の再学習を行い，腰曲がり症の

上肢帯を使用する二重課題運動も習得が可能

原因となる脊椎不安定性の軽減効果を検証す

であり，腰 HAL 取り外し後にも学習効果が

る．今回は研究に用いるプログラム作成を主

遺残した．また概ね２～３週間は効果が残存

体とするパイロット研究を行った．

し，再度実施時には初回より難易度の高いプ
ログラムから開始が可能であった．運動時体

方法

幹ジストニアを生じる患者では腰 HAＬ運動

対象：整形外科通院中のパーキンソン病患者

でもジストニアを生じ正常動作のトレースが

のうち，体幹筋協調運動障害により腰痛を呈

困難であった．

した患者，HAL®腰タイプ自立支援用（以下

最終的に，９つの段階からなる分習的学習プ

腰 HAL）の使用の同意を得た患者．

ログラムを作成した．また適格基準，除外基

方法：通常の診療範囲内で行う運動指導を，

準の選定，ウォッシュアウト期間，アウトカ

腰 HAL 装着下に実施した．実施前後の変化

ム評価項目，エンドポイントの検討などを行

や患者自身の感想，有害事象などをナラティ

い研究用プロトコールを作成した．

ヴに記録すると共に，腰 HAL 装着下で実施
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結論
作成したプロトコールを用い，前後評価及び
比較研究に耐えうる研究計画を立案し，単施
設・多施設研究へと繋げていく．

参考文献
1.

日本神経学会 監, 「パーキンソン

病治療ガイドライン」作成委員会 編. パー
キンソン病治療ガイドライン. 2011.
2.

Miura, 2018, The hybrid assistive

limb (HAL) for Care Support successfully
reduced lumbar load in repetitive lifting
movements.

J Clin Neurosci vol.53 p276-

279 2018.
3.

Kotani, 2020, Biofeedback Core

Exercise Using Hybrid Assistive Limb for
Physical Frailty Patients With or Without
Parkinson's Disease.

Front Neurol vol.11

p215 2020.
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多モーダルイメージングによる局所性ジスト

-sequential feature selection による特徴

ニアの症状予測

量選択とグループ判別を行った．また least
分担研究者：花川

隆

京都大学医学研究科脳統合イメージング分野

absolute shrinkage and selection
operator（LASSO）を用いて，グループ判別
に使用された特徴量から WCRS を予測できる

緒言

かを検討した．

本研究の目的は，局所性ジストニアの症状や
重症度を反映するイメージングバイオマーカ

結果

ーを発見し，客観的バイオマーカーによる症

運動開始時の脳波を用いて，個人が健常グル

状予測モデルを作成することである．局所性

ープに属するか，疾患に属するかを判別させ

ジストニアを対象とし，ジストニアを引き起

たところ，19 個の特徴量を用いて 64%程度の

こすあるいは引き起こさない運動・感覚課題

正答率が得られた．この特徴量 19 個を用いて

などを行っている間に，機能的 MRI，脳波

WCRS（0-30）を予測したところ 13 個の特徴量

計測，筋電図・動作計測などの多モダリティ

が選択され平均二乗誤差が 23 程度での予測

計測を行い，症状・重症度と関わる脳活動の

ができた．運動停止時にタイミングを揃えた

動的な異常を検出する．安静時 fMRI・解剖

場合の予測は困難であった．予測に寄与した

MRI などに基づいた時定数の長い静的バイ

電極としては運動対側の運動野・体性感覚野

オマーカーも補助的に用いる．これら多モダ

付近（C3）
，運動前野や頭頂葉が含まれていた．

リティ情報を多次元的に組み合わせた特徴量
を，機械学習（AI）を活用した予測モデルに

考察

学習させることで，局所ジストニア症状や重

被験者数が十分とは言えないが，脳波の機械

症度を予測するシステムの開発を行う．予測

学習判別を用いることでジストニア患者と健

するシステムの開発を行うことを目指した研

常の判別に加え，重症度の予測も可能である

究を推進する．

という結果が得られた．運動野・体性感覚野
や運動前野は従来から書痙における異常が報

方法

告されてきた領域であり，最近頭頂葉の異常

8 名の書痙患者と 10 名の年齢と性別の一致

も報告がでた．

した健常被験者が，右手でペン把握課題（5
秒間のペン把握課題後，5-6 秒間の安静を

結論

100 トライアル）を行う際の脳波を 32 チャ

脳波律動やジストニアの病態に関わるバイオ

ンネルデジタル脳波計と筋電計により測定し

マーカーとして期待できる．

た．書痙患者からは writer's cramp rating
scale（WCRS）を取得した．筋電図から決定

参考文献

した運動開始，運動停止時にタイミングを揃

Merchant SHI, Frangos E, Parker J, et al.: The

えて Fourier 解析による周波数解析を行っ

role of the inferior parietal lobule in writer's

た．Hold out cross validation と forward

cramp. Brain. 2020; 143(6): 1766-1779.
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脊髄小脳変性症のリハビリテーションに関す

対するモティベーションを最大化することを

る研究開発

目指す．
分担研究者：高橋

祐二

国立精神・神経医療研究センター病院
脳神経内科診療部

方法
①SCD に最適なリハビリメソッドの開発 (a)
2015 年 4 月から 2020 年 3 月にかけて SCD 集

緒言

中リハビリテーションプログラムに参加した

脊髄小脳変性症(以下 SCD)のリハビリテー

92 名のうち，繰り返し参加あるいは脱落者

ションの有効性は検証されているが，統一さ

を除いた，2 週間プログラム 30 人，4 週間

れたメニューは提唱されていない．SCD のリ

プログラム 62 人の効果を介入前後・介入期

ハビリテーションを全国的に普及させるため

間の 2 要因を独立変数，SARA 及び BEST の総

には，具体的なメソッドの指針を作成するこ

得点を従属変数にした二元配置分散分析で比

とが必要である．これまで実施してきた SCD

較した．

の集中リハビリテーションの手法の見直しを

(b)患者重症度に合わせた具体的なリハビリ

行い，より短期間でより集中して効果を上げ

メニューを策定し，厚生労働省「運動失調症

られるメソッド開発を目指す．最終的には，

の医療水準，患者ＱＯＬの向上に資する研

厚生労働省「運動失調症の医療基盤に関する

究」班(運動失調班)のホームページに公開し

調査研究」班（研究代表者 水澤英洋）と共

て全国均霑化を推進した．

同で，SCD・MSA 診療ガイドラインの改訂に

②SCD の個別化音楽療法

資するリハビリテーションメソッドの開発を

SCD の歩行リズム分析と個別化音楽療法の開

目指す．

発：自然歩行リズムを長時間取得可能な安価

一方，SCD においてはリズム障害が主症状

なシステムを開発した．

の一つを占める．これまでのリハビリテーシ
ョンでは，バランスや歩行訓練が主であり，

結果

リズム障害に本格的に取り組んだメソッドは

① SCD に最適なリハビリメソッドの開発(a)

少ない．本研究では，SCD の歩行リズムに特

2 週間プログラムと 4 週間プログラムの SARA

に注目し，測定系を確立して SCD の歩行リズ

スコアは，介入前が各々10.9±4.3 及び

ムの特性を分析し，疾患のバイオマーカーの

11.4±4.3，介入後が各々9.9±3.9 及び

候補となるパラメーターを抽出する．音楽療

9.8±4.1 であり，介入前後・介入期間の要

法を活用したリズム訓練を取り入れ，SCD の

因友に主効果ならびに交互作用を認めなかっ

運動機能に与える効果を検証する．特に，

た．BESTest では，介入前が 2 週

個々の患者の嗜好に合わせた音楽を選択し，

間:69.4±14.3 及び 4 週間:67.3±17.8，介

歩行動作を規定する内的リズムにアジャスト

入後が 2 週間：77.5±13.1 及び 4 週間：

したリズム設定を行うことで，個々の患者の

76.5±17.6 であり，介入前後の要因に主効

特性に最適化した個別化音楽療法を行う．個

果を認めたが，介入期間の主効果ならびに２

別化音楽療法により，リハビリテーションに

要因間に交互作用は認めなかった．一方，効
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果を実感した患者の割合は 2 週間：70%，4

分析に関しては，COVID-19 対策を取りなが

週間：100%であった．

らのデータ取得が課題であった．次年度は患

(b)患者重症度を自立歩行レベルから歩行不

者及び正常対照のデータを蓄積していく予定

能レベルまで 6 段階に分類し，それぞれに対

である．以上，①SCD に最適なリハビリメソ

して基礎練習 3 項目，動作練習 11 項目の具

ッドの開発

体的なメニューを確定した．重症度別・領域

化音楽療法の開発

項目別のリハビリテーションメニューを運動

られた．

②SCD の歩行リズム分析と個別
に向けて重要な進捗が得

失調班ホームページに公開し，18 項目につ
いては動画を作成してアップロードした．

結論

②SCD の個別化音楽療法

本年度は COVID-19 パンデミックのため新た

SCD 患者において歩行リズムの変動の分布は

な被験者エントリーなどは大きく減少した

べき乗分布と対数正規分布の線形結合で表現

が，そのような環境下にあっても SCD のリハ

できることを見出した．べき乗分布と対数正

ビリテーションメソッドの開発に向けて順調

規分布の相対的寄与度は SARA の歩行/姿勢ス

に研究は進捗した．今後はリハビリテーショ

コア(Score 1-3)と四肢動作スコア(Score 5-

ンメソッドの周知・普及を図るとともに，リ

8)の比率と相関していた．べき乗指数で正常

ズム障害の数理的特性について追加データを

と患者との間に有意差を見いだした

集積し論文化を目指す．

-4

(p=1.71X10 )．本年度は COVID-19 の影響も
あり新たなデータ取得は困難であった．

参考文献
１) Kondo Y, Bando K, Ariake Y, Katsuta

考察

W, Todoroki K, Nishida D, et al. Test-

SCD 集中リハビリテーションは 2 週間でも

retest reliability and minimal

十分な効果があることが示された．自覚的な

detectable change of the Balance

改善度の違いや，リハビリ効果の保持効果に

Evaluation Systems Test and its two

ついては今後の検討が必要である．また入院

abbreviated versions in persons with

治療については 2 週間プログラムとヒルトニ

mild to moderate spinocerebellar ataxia:

ン点滴と組み合わせるなどの方法も考えられ

A pilot study. NeuroRehabilitation.

た．SCD リハビリテーションの全国均霑化は

2020.

順調に進んでいる．引き続きメニュー動画の
作成とアップロードを継続する．歩行リズム
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30-4

Preemptive comprehensive medical care model construction
based on disease progress prediction in movement disorder
National Center Hospital, National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)
Takashi Sakamoto ,
T Yamamoto1), Y Mukai1), T Noda2), A Tsuru3), A Matsui4), T Hanakawa5), Y Takahashi1)
Department of Neurology1), Psychiatry2), Laboratory Medicine3), Orthopedics4),
National Center Hospital, NCNP
Kyoto University5)
The aim of this study group is to investigate the factors of the disease process and develop
the comprehensive therapy to Parkinson’s disease (PD) and other neurodegenerative
disorders as dystonia or Spinocerebellar Degeneration (SCD), following the previous
study 27-4.
1)PD
Subject: Risk Factors for Dysphagia in Parkinson's Disease and Lewy Body Dementia
Name of researcher: Toshiyuki Yamamoto
Summary: We investigated the risk factors for dysphagia in patients with Lewy body
disease based on age, gender, disease duration, Hoehn & Yahr stage, presence of
dementia, olfactory dysfunction, and cough reflex impairment. Dysphagia in patients
with Lewy body disease was more common in male patients with impaired cough reflexes.
Subject: 1. Research on postural abnormalities in patients with Parkinson’s disease/ 2.
Research on the percutaneous endoscopic gastrostomy-jejunostomy tube (PEG-J tube)
of levodopa-carbidopa intestinal gel infusion (LCIG) therapy.
Name of researcher: Yohei Mukai
Summary: 1. Preparations for a randomized trial which comparing the rehabilitation
part of the Multidisciplinary Approach for Posture and Gait Disorders (MADI) with
conventional rehabilitation have been completed.
2. We reported that the maneuver of the percutaneous endoscopic gastrostomyjejunostomy tube without endoscopy in patients with Parkinson’s disease on LCIG
therapy.
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Subject: Management of psychotic symptoms in Parkinson's disease
Name of researcher: Takamasa Noda
Summary: The aim of this study is to clarify the outline of the treatment situation of
PD patients. The 1,227 patients with Parkinson's disease or Parkinson's syndrome
were extracted from medical records. We investigated the effect of prescription
antiparkinsonian drugs on psychotic symptoms and significant difference was found in
prescription of anticholinergic drugs.
Subject: Characteristics and management of coexistent sleep disorders with Parkinson's
disease; results from polysomnographic sleep measures.
Name of researcher: Ayumi Tsuru
Summary: In patients with Parkinson's disease, poor mental quality of life (QOL) was
significantly associated with subjective insomnia symptoms especially difficulty falling
asleep. Nevertheless, none of the objective polysomnographic sleep measures were
significantly associated mental QOL.
Subject: Planning of a motor learning program for trunk muscle coordination in
Parkinson's disease using HAL（Hybrid Assistive Limb）Lumber Type for Well-Being
Name of researcher: Ayano Matsui
Summary: We created a motor learning program using HAL lumbar type for well-being
for the purpose of planning a research protocol. We carried out that program in 12
patients with low back pain due to trunk muscle coordination abnormality in Parkinson's
disease.
2)dystonia
Subject: Cognitive Behavior Therapy (CBT) for dystonia
Name of researcher: Takashi Sakamoto
Summary: In order to treat such dystonia symptoms as rather too slight or too mild to
adopt Botulinum therapy or surgical procedure, we developed the Dystonia CBT
program; it was successful to improve the dystonia features by reducing the anxiety or
mental stress.
Subject: Prediction of symptoms of focal dystonia by means of multimodal neuroimaging
Name of researcher: Takashi Hanakawa
Summary: We recorded electroencephalography (EEG) from patients with writer’s cramp
and healthy volunteers. By applying machine learning technique to the EEG data, we
were able to distinguish the patients with 64% accuracy. EEG also helped predict the
degree of symptoms.
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3)SCD
Subject: Research on the rehabilitation methods for spinocerebellar degeneration
Name of researcher: Yuji Takahashi
Summary: This study aims to develop intensive rehabilitation methods for
spinocerebellar degeneration (SCD). This study demonstrated that the effect of a newly
designed two-week intensive therapy was equivalent to that of the original four-week
one.
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30-5 神経変性の病態解明に基づく神経保護的疾患治療法開発研究
荒木 敏之
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第五部

研究目的

青木 吉嗣 国研）国立精神・神経医療研究セン
ター 神経研究所 遺伝子疾患治療研究部 部長

多くの神経変性疾患においては、シナプス～
軸索の変性が細胞体の死に先んじて見られ、軸索

大木 伸司 （国研）国立精神・神経医療研究セ

変性は神経細胞全体に及ぶ変性の初期変化である

ンター 神経研究所 疾病研究第六部(免疫研究

とも考えられる。本研究課題は、神経保護的疾患

部) 室長

治療の実現を目指し、研究代表者らが研究対象と
してきたシナプス～軸索の変性をはじめとする神

株田 智弘 （国研）国立精神・神経医療研究セ

経疾患の初期過程における最適な治療標的の同定

ンター 神経研究所 疾病研究第四部 室長

と治療モデル作出を目的とする。
研究代表者グループは、軸索構造の安定性維持・

大野 伸彦 自治医科大学医学部解剖学講座 教

軸索変性の進行を司る細胞内反応機序に関して研

授

究を進め、①NAD 代謝に着目した強力な神経保護
法の開発、②神経変性の最初期反応の同定、③神

研究成果

経突起形態制御メカニズムの神経発達障害・神経

本研究班では、班会議のほか、研究代表者を中

変性疾患における意義に関する検討を行う。セン

心に研究に関する議論・情報交換を相互に頻繁に

ター内参加者は、膜透過型オートファジー依存的

行い、研究の推進に努めた。特に、株田・荒木は

核酸・蛋白分解系の関与（株田）
、Eomes 陽性ヘル

オートファジー・細胞内蛋白分解系に関する研究

パーT 細胞（Eomes+Th 細胞）の病態への寄与（大

についての技術的課題克服に関して、青木・荒木

木）デュシェンヌ型筋ジストロフィー原因分子で

はモデル動物の発達障害フェノタイプの解析技術

あるジストロフィンの中枢神経系における機能

とメカニズム解析戦略について協力を行った。大

(青木)などそれぞれの側面から神経変性疾患の病

木・荒木は、発達過程のシナプス数調節における

態メカニズムの解明に基づく変性抑制による治療

炎症・免疫機序の関与・Th 細胞の機能の研究にお

法開発を目指す。外部研究機関研究者（大野）は

ける神経変性疾患モデル動物の利用に関して相互

３D 超微細構造観察に高い技術を有しており、共

に協力を行った。大野は本研究班における形態的

同研究・技術支援による研究開発の加速を図る。

解析のサポートを行った。これらの協力によって
実施された研究の主要な成果は以下の通りである。

研究組織
研究代表者グループは、NAD 代謝に着目した強
主任研究者

力な神経保護法の開発課題について、AMED 橋渡

荒木 敏之 （国研）国立精神・神経医療研究セ

し研究(シーズ A)に続いて、抗がん剤によって惹

ンター 神経研究所 疾病研究第五部 部長

起される神経原性疼痛の予防的治療を対象とする
「慢性の痛み解明研究事業」の研究課題としても

分担研究者

採択された。ベンチャー企業・東京薬科大共同研
究者とも協力し、薬剤候補となるニコチンアミド
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類縁化合物 130 以上の合成・神経保護活性測定を

に変化することを明らかにした（論文投稿中）
。

行った結果、毒性が低く十分な有効性を示す化合

MS 患者の末梢血中の Eomes+Th 細胞頻度と、他

物の中からリード化合物候補として、構造的特徴

の複数の血中因子を組み合わせた統合データを用

の異なる 5 化合物を選定し、マウスへの抗がん剤

いて機械学習による MS サブタイプの判別を試み

投与による神経変性および神経原性疼痛に対する

たところ、90%を超える精度で RRMS、安定期

治療効果の検討を開始した。これまでに、培養細

SPMS、進行期 SPMS の判別が達成できることが

胞モデルにおいて最も有力と考えられた 1 化合物

明らかとなり、MS 補助診断プログラムの新規開

に関して、疼痛関連行動と痛覚伝導路での Erk リ

発の可能性が示された。

ン酸化・c-Fos 発現抑制効果を観察し、有効性が示

また、Eomes+Th 細胞の生成に関わる中枢神経

唆された。また、化合物の作用機序に関する検討

系の慢性炎症環境の解析から、Th 細胞とともに

を行い、投与化合物が細胞内の NAD 合成反応系

CNS 内に浸潤したB 細胞やその他のMHC class II

により代謝されることによって、SARM1（神経変

陽性細胞などの抗原提示細胞によって、慢性炎症

性開始に伴って NAD を分解し、神経変性を促進

環境下で産生する異所性プロラクチン（PRL）が、

する酵素）を阻害する分子に変換されて有効性を

Th 細胞の Eomes 発現を誘導することを見出した

発揮しているものと考えられた。

（PNAS 2019）
。一連の成果は、幅広い治療選択肢

また研究代表者グループは、Na+/H+交換体であ

があるRRMS から、治療薬に乏しいSPMS への移

るNHE5 の欠損マウスが自閉症（ASD）様社会性

行を抑制することで患者の QOL の確保を目指す

行動異常を示し、NHE5KO 神経細胞が細胞レベル

予防法の開発に役立つ知見と考えられた。

でも他のASD モデルやヒトASD 患者で観察され

更に、I 型 IFN（IFN-I）が、抗原提示細胞の異

る未熟な樹状突起形態を認めることを示した。

所性PRL 産生を誘導することを見出し、慢性炎症

NHE5機能低下とASD様フェノタイプを関連付け

環境下における IFN-I 産生細胞としてのミクログ

るメカニズムに関し、神経細胞の

リアの重要性を明らかにした。Eomes+Th 細胞に

Endosome/Lysosome に発現する NHE5 が、シナプ

よる神経細胞障害には、活性化に伴う細胞障害性

ス関連分解を行うオートファジーの活性を制御し

プロテアーゼの放出が必要であるが、同細胞が認

ており、その異常によってシナプスの過剰残存に

識する抗原の詳細は不明である。慢性炎症環境下

よる神経活動の興奮性・抑制性（E/I）バランス異

でMHC class II 発現が顕著に亢進するミクログリ

常が惹起されることが明らかとなった。さらに、

アによる抗原提示を想定し、神経細胞やミクログ

妊娠マウスでのアンギオテンシン高値が、胎仔で

リアが慢性炎症環境下で発現する未知タンパク質

の NHE5 の分解による活性低下を誘発して ASD

が、
CNS内のTh細胞を活性化することを示した。

様フェノタイプに繋がることを示したが、このメ

さらにレトロトランスポソン LINE-1 がコードす

カニズムが、妊娠時高血圧が発達障害のリスク因

るタンパク質を、プロトタイプ抗原として同定し

子となる機序を説明する可能性がある。NHE5 遺

た（論文投稿準備中）
。

伝子が存在する 16q22 の欠損は発達障害を示すこ
とが知られているため、NCNP バイオバンク検体

株田らは、膜透過型オートファジー機構の神経

を用いて発達障害患者におけるNHE5 遺伝子変異

変性疾患の分子メカニズムや病態との関連を示し

の検索を行ったが、疾患と関連すると考えらえる

た。リソソーム膜蛋白であるSIDT2 は、核酸・蛋

変異の同定には至らなかった。

白をリソソーム内に取り込むトランスポータとし
て機能し、取り込まれた分子はオートファジー分

大木らは、多発性硬化症（MS）のサブタイプで

解が誘導される。SIDT2 はG が連続する配列と結

ある二次進行型MS（SPMS）をプロトタイプとし、

合しやすい。神経変性疾患のリピート病の多くが

神経細胞障害性の Eomes 陽性 Th 細胞の神経変性

リピートRNA にG を含むことから、例えばCAG

病態への寄与を検討した。まず第一に、ヒト解析

リピートの伸長したハンチンチン mRNA は野生

の結果から、患者末梢血中の Eomes+Th 細胞頻度

型分子より分解されやすい傾向を示した。更に、

が、SPMS 病態の進行度と連動してダイナミック

SIDT2 は alphs-sunuclein などの蛋白分解にも寄与
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していることを示した。SIDT2KO マウスの脳内で

に寄与していた。

はα-synuclein タンパク質量の上昇が観察された。

これらの観察に基づき、大脳皮質神経細胞にDrp1

SIDT2 は、恐らく「シャペロン介在型オートファ

のドミナントネガティブ変異蛋白を誘導性に発現

ジー」を担う新たな分子であるものと考えられる。

させることができるモデルマウスを作成し、内包
にリゾレシチンによる脱髄を惹起することによる

青木らは、DMD モデルマウスである mdx52 マ

軸索変性を誘導し、in vivo モデルにおけるミトコ

ウス
（Dp427 欠損、
Dp140欠損）
、
mdx マウス
（Dp427

ンドリア分裂の軸索変性進行における意義を検討

欠損）
、野生型マウスの比較解析を行い、mdx52

している。これまでの短期間の観察結果では軸索

マウスでのみ ASD 様の社会性行動異常を認めた。

の Swelling の有意な改善が示唆された。以上の結

mdx52 マウスの扁桃体基底外側核では、錐体神経

果は神経細胞における Drp1 の機能調節とミトコ

細胞の mEPSC 頻度は低下すること、ペアパルス

ンドリアの分裂抑制が、脱髄に伴う運動機能障害

比の低下と mEPSC 異常を認めること、扁桃体

や軸索変性の軽減に寄与すると考えられた。

BLA シナプス前終末におけるグルタミン酸放出
低下を認めることがわかり、ASD 様フェノタイプ
との関連が示唆された。更にこれらの変化は、モ
ルフォリノ核酸の脳室内反復投与によりエクソン
53 スキップを誘導することで改善することを示
した。
大野らは、得意とするミクロトーム組み込み式
走査型電子顕微鏡(SBF-SEM)による 3 次元超微形
態解析技術や分子標識、光遺伝学などを組み合わ
せ、脱髄を含む髄鞘疾患を中心とする神経疾患モ
デルの微細構造観察から新たな軸索変性の治療お
よび予防戦略へとつなげることを目指した研究を
行った。具体的には、PLP4e/-マウス（ミエリン蛋
白であるPLP4e のヘテロマウス）で見られる慢性
脱髄において、脱髄の進行に伴って一過性のミト
コンドリア数増加・サイズ減少、その後数の減少・
サイズ増大が起こり、Mfn2 の発現増加によると思
われるミトコンドリアと小胞体の接触部（MAM）
の密度（ミトコンドリアの単位表面積あたりの
MAM 面積）の顕著な増加が認められた。またこ
の際の Mfn2 の発現調節にはユビキチンリガーゼ
である MITOL が関与していることが明らかとな
った。脱髄とは別の軸索変性モデルとして、光照
射により活性化される非選択的陽イオンチャネル
を発現させた神経細胞の軸索に光照射を行うこと
により刺激領域を中心とした軸索変性を誘導でき
ることを示し、このモデルを用いた観察を行った
ところ、
ミトコンドリア分裂蛋白であるDrp1 の活
性化を伴うミトコンドリアの断片化と、これによ
ると思われる軸索内 Ca イオン濃度の一過性上昇
を認め、この Ca イオン濃度上昇が軸索変性誘導
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分担研究報告書

症における意義を検討した。

（課題名）神経変性の病態解明に基づく神経

結果

保護的疾患治療法開発研究
（所属）国立精神・神経医療研究センター 神

①

今年度は、知財取得可能・低毒性・高

経研究所疾病研究第五部

活性などの観点から 5 種類の化合物を選定し、

（氏名）荒木

マウスを用いた in vivo CINP モデルにおける

敏之

化合物の効果検証実験を実施した。検証は、

緒言

組織学的検討（痛覚伝導経路に沿った c-Fos

筋萎縮性側索硬化症、アルツハイマー病

やリン酸化 Erk の発現亢進、軸索変性による

をはじめとする神経変性疾患においては、シ

皮神経の消失）
、と、神経原性疼痛の行動試験

ナプス～軸索の変性が細胞体の死に先んじて

として用いられる疼痛過敏試験を用いた。

見られ、軸索変性は神経変性の初期変化であ

化合物の作用機序評価に関しては、NAD 合

るとも考えられる。我々はこれまでに軸索構

成代謝反応系によるニコチンアミド類縁化合

造の安定性を維持する細胞内機構と、軸索変

物の代謝の影響の評価を行った。培養細胞に

性を進行させる細胞内反応機序に関して研究

ニコチンアミド類縁化合物を投与することで

を行ってきた。また一方で、NAD 代謝に着目

得られる代謝物を分離・精製し、SARM1 の NAD

し、製薬化学者との共同で Nicotinamide 類縁

分解活性阻害効果を検討した結果、神経細胞

化合物を用いた強力な神経保護法の開発を進

内に取り込まれた化合物が生理的代謝経路に

めている。本研究では、神経保護的疾患治療

よって代謝を受けて生じる反応産物が、神経

のための最適な治療標的の明確化を目的とし

保護に関与する可能性を示した

て、これまでに行ってきた、軸索構造の安定

② NHE5 機能低下と ASD 様フェノタイプを

性維持・軸索変性の進行を司る細胞内反応機

関連付けるメカニズムに関し、神経細胞の

序に関して研究を進め、①NAD(nicotinamide

Endosome/Lysosome に発現する NHE5 が、シナ

adenine dinucleotide)代謝に着目した強力

プス関連分解を行うオートファジーの活性を

な神経保護法の開発、②神経変性の最初期反

制御しており、その異常によってシナプスの

応の同定、③神経突起形態制御メカニズムの

過剰残存による神経活動の興奮性・抑制性

神経発達障害・神経変性疾患における意義に

（E/I）バランス異常が惹起されることが明ら

関する検討を行う。またこれまでに見出して

かとなった。さらに、妊娠マウスでのアンギ

きた神経保護化合物の最適化を進め、神経変

オテンシン高値が、胎仔での NHE5 の分解によ

性疾患のマウスモデルなど動物モデルにおけ

る活性低下を誘発して ASD 様フェノタイプに

る検証を行うことを目的とする。

繋がることを示したが、このメカニズムが、
妊娠時高血圧が発達障害のリスク因子となる

方法

機序を説明する可能性がある。NHE5 遺伝子が

① Nicotinamide 類縁化合物による神経保護

存在する 16q22 の欠損は発達障害を示すこと

を目指した研究においては、東京薬科大学の

が知られているため、NCNP バイオバンク検体

共同研究者が合成した化合物の神経保護効果

を用いて発達障害患者における NHE5 遺伝子

と NAD 分解酵素に対する阻害効果の検討をお

変異の検索を行ったが、疾患と関連すると考

こなった・

えられる変異の同定には至らなかった。

②

Na-H 交換体蛋白ファミリーの一員であ

る NHE5 の欠損モデルを用いて神経細胞内オ
ートファジー制御を介した自閉症類縁疾患発
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考察
① 神経保護的疾患化合物開発研究に関して
は、引き続きモデル動物における保護効果の
検討を進め、その結果を踏まえて化合物の最
適化を継続することにより、開発と知財化を
進める。
② Na+/H+交換体である NHE5 の神経発達障害
発症機序における意義に関しては、マウスモ
デルを中心に検討してきた「妊娠時高血圧が、

Hitachi K, Yamaguchi H, Wakatsuki S,
Araki T, Morita M, Yamada H, Toyoda M,
Kanazawa N, Nakazawa N, Hino J, Fukada
S, Tsuchida K.
Mesenchymally expressed Bmp3b
maintains skeletal muscle integrity
and reduction of its expression
contributes to sarcopenia.
Journal of Clinical Investigation.
131(1) e139617, 2021.

NHE5 の発現低下を介して子どもの発達障害を

Nagano S, Jinno J, Abdelhamid RF, Jin
Y, Shibata M, Watanabe S, Hirokawa S,
Nishizawa M, Sakimura K, Onodera O,
Okada H, Okada T, Saito Y,
Takahashi-Fujigasaki J, Murayama S,
Wakatsuki S, Mochizuki H, Araki T.
TDP-43 transports ribosomal protein
mRNA to regulate axonal local
translation in neuronal axons. Acta
Neuropathol. (2020) 140: 695–713. doi:
10.1007/s00401-020-02205-y

惹起する」という機序がヒトにおいても成立
しているのかを検討する。また、発達障害を
惹起する興奮性・抑制シナプスのバランス異
常が、オートファジーといういわば非特異的
な細胞内分解系の異常からどのように起こる
のかは、膜透過型オートファジー機構と疾患
との関連にも通じる問題で、疾患発症機序の
理解の上で非常に重要である。現在、オート
ファジー関連蛋白である LC3 が興奮性シナプ
ス関連蛋白に選択的に結合して分解を誘導す
る、という可能性を検討している。

参考文献（業績）
Klionsky DJ, et al.
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Interpretation of Assays for
Monitoring Autophagy (4th edition)
Autophagy 17(1) 1-382, 2021.
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Adachi N, Numakawa T, Kunugi H, Araki
T.
Small non-coding vault RNA modulates
synapse formation by amplifying MAPK
signaling.
Journal of Cell Biology. 220(2)
e201911078, 2021.
Uezumi A, Ikemoto-Uezumi M, Zhou H,
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神経・筋疾患の中枢神経障害に対する遺伝子

待される。

治療法開発
国立精神・神経医療研究センター

方法

神経研究所 遺伝子疾患治療研究部

1.

青木 吉嗣

DMD モデルの mdx および mdx52 マウス、
野生型 C57BL/6J マウスを用いる。

2.
緒言

前述のマウスを対象に、恐怖・不安や社
会性を対象とした行動解析を実施する。

デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）は，

3.

DMD 遺伝子の変異により筋細胞膜から完全長

前述マウスの扁桃体を対象に、Dp140 の
発現解析を実施する。

ジストロフィン（Dp427）が欠損し、進行性の

4.

前述マウスを対象に、社会性に重要な神

筋萎縮・筋力低下をきたす X 連鎖性の希少難

経核である扁桃体・基底外側核における

病である． DMD 遺伝子からは、Dp427 やジス

錐体神経細胞での電気生理学的解析お

トロフィン・アイソフォームの Dp140 が翻訳

よび分子生物学的解析を実施する。

され，両者はいずれも脳に発現する．ゲノム
ワイド関連解析から、DMD は恐怖応答遺伝子

結果

としても知られる。特に Dp427 に加えて Dp140

1.

社会性行動試験では、mdx52 マウスは，

が欠損した DMD 患者は自閉症スペクトラムを

初めて出会うマウスに迫り寄る時間が

有意に伴い 1，Dp140 は神経発達障害の遺伝子

mdx と比べて有意に増加し，社会的コミ

と関わる 2 ことから，DMD は自閉スペクトラム

ュニケーション障害が示唆された。

症の原因遺伝子候補と考えられる．これまで，

2.

Dp140 は、野生型と mdx23 マウスの扁桃

DMD モデルマウスの行動や生理学実験では，

体では発現し，mdx52 マウスの扁桃体で

Dp427 欠損の mdx マウスが主に解析されてき

は発現しないことをウエスタンブロッ

た．mdx マウスで認める恐怖・不安反応の増

トにより確認した．

強や社会性行動異常は、扁桃体における錐体

3.

扁桃体・基底外側核における錐体神経細

神経細胞ポストシナプスの Dp427 欠損が原因

胞を対象に、whole-cell パッチクランプ

と考えられている 3, 4．しかし、Dp140 の欠損

を実施したところ、mdx52 マウスでは，

により、認知・情動機能の異常が生じる神経

mdx マウスあるいは野生型と比べて、錐

生理基盤の詳細は未だ明らかではない.

体神経細胞における神経活動の興奮性・

本研究では、DMD モデルの mdx および mdx52

抑制性シナプス後電流の振幅の比（E/I

マウスを用いる。mdx マウス脳は Dp427 のみ

バランス）が有意に低下し、mEPSC の頻

を欠損し、mdx52 マウス脳は Dp427 および

度異常を認めた。

Dp140 を欠損することから，両者を比較する

4.

事で、Dp140 の分子機能が明らかになると期

mdx52 マウス扁桃体では、シナプス前終
末に局在する小胞型グルタミン酸トラ
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5.

ンスポーター発現レベルが有意に低下

3.

Sekiguchi M et al, Brain. 2009

していた．

4.

Ralph Adolphs, Nature Reviews Neuroscience. 2003

mdx52 マウスでは，mdx マウスあるいは
野生型と比べて、扁桃体・基底外側核に
おける paired-pulse ratio と微小興奮
性シナプス電流の発火頻度が有意に低
下していた．

6.

モルフォリノ・アンチセンス核酸医薬を
mdx52 マウスの脳室内に反復投与すると、
扁桃体でエクソン 53 スキップ誘導によ
り Dp140 が発現回復し、社会性行動異常
と E/I バランス異常が改善した。

考察
DMD で認める自閉スペクトラム症は、Dp427 お
よび Dp140 の欠損に伴う扁桃体のシナプス異
常が原因であること、Dp140 を扁桃体に発現
回復することで自閉スペクトラム症を治療し
得ることが示唆された。成果は論文投稿中で
ある。

結論
Dp140 は、マウス扁桃体・基底外側核の錐体
神経細胞シナプス前終末におけるグルタミン
酸放出を制御することで，シナプスの興奮性
バランスを保ち，社会的コミュニケーション
能力の保持に関与すること、さらに前述の異
常所見は Dp140 の発現回復により正常化する
ことが示唆された．

参考文献
1.

Felisari G et al, Neurology. 2000

2.

Doorenweerd et al, Sci Rep. 2017
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神経変性病態の形成過程における免疫細胞の

・SPMS の神経変性病態における Eomes+Th 細

動態研究

胞の病原性の検証；神経変性病態を伴う SPMS
分担研究者

大木

伸司

患者の末梢血や死後脳を対象に、Eomes+Th 細

国立精神・神経センター神経研究所

胞の体内動態を詳細に解析し、動物モデルの

疾病研究第六部

データとの相関を調べるとともに、臨床情報
を参照して神経変性病態との相関を明らかに

緒言

する。

神経変性疾患の病態解明はいまだに不十分で

・Eomes+Th 細胞依存性の神経変性病態の分子

あり、各神経変性病態の異同すら不明である。

機序の解明：SPMS モデルマウスを対象として、

我々は、神経変性を伴う二次進行型多発性硬

Eomes+Th 細胞の体内動態、およびグランザイ

化症（SPMS）の病態形成における神経細胞障

ム B 放出を導く同細胞の活性化プロセスの分

害性の Eomes 陽性ヘルパーT 細胞（Eomes+Th

子機序解明を行う。とくに同細胞を活性化す

細胞）の関与を見出した。本研究では、慢性

るプロトタイプ抗原の同定と性状解析を行い、

炎症 環 境下 の 中枢 神経 系 （ CNS ）に お ける

同経路の抑制により神経変性病態の改善効果

Eomes+Th 細胞の生成機序、ヒト SPMS におけ

が得られるかどうかを、動物モデルを用いて

る同細胞依存性の病態機序の確認、および

検証する。

種々の神経変性疾患における同細胞の関与、
を明らかにすることを目的とする。プロテイ

（倫理面への配慮）

ノパチー中心の神経変性病態の研究とは一線

ヒト試料を用いた研究は、被験者より書面に

を画し、より根本的な病態機序解明を通じて、

よる説明と同意確認（インフォームドコンセ

全く新しい疾患の理解につながる画期的な成

ント）を取り、NCNP

果の取得を目指す。

を得た上で、人を対象とする医学系研究に関

内の倫理委員会の承認

する倫理指針に沿って進めた。動物実験にあ
方法

たっては、NCNP

・慢性炎症環境下の CNS における Eomes+Th 細

委員会の承認を得て実施した。

胞の生成機序；MS では、先行する自己免疫性

結果

病態が、繰り返す慢性炎症を誘導し、これが

・慢性炎症環境下の CNS における Eomes+Th 細

CNS 内の Eomes+Th 細胞の生成には必須である。

胞の生成機序；慢性炎症環境下の CNS に浸潤

病態下に CNS に浸潤する抗原提示細胞の相互

した B 細胞等の抗原提示細胞が異所性に産生

作用を通じた、Th 細胞の Eomes 発現誘導機序

するプロラクチンが、Th 細胞の Eomes 遺伝子

を、SPMS モデルマウスを用いて解析し、神経

を発現誘導することを見出し、同経路の阻害

変性病態を誘導する慢性炎症環境の分子基盤

剤投与により、SPMS モデルマウスの神経変性

を明らかにする。

病態が有意に改善することを明らかにした
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内の動物実験倫理問題検討

（PNAS 2019）
。

疾患の免疫依存性病態機序の全容解明に向か

・SPMS の神経変性病態における Eomes+Th 細

う上で、必要十分な成果を得た。

胞の病原性の検証； 末梢血 Eomes+Th 細胞頻
度は SPMS 患者のみで高値を示し、この Eomes

参考文献

頻度が患者の神経変性病態の進行度と有意に

1)

相関することを明らかにした。SPMS 患者の死

Eomes-expressing CD4+ T cells in secondary

後脳解析から、Eomes+Th 細胞が CNS 内の広範

progressive multiple sclerosis., Ben J. E.

囲に高頻度に分布することが示された（PNAS

Raveney, Wakiro Sato,Daiki Takewaki,et al.,

2021）
。

Proc.Natl.Acad.Sci.USA,

・Eomes+Th 細胞依存性の神経変性病態の分子

e2021818118 (2021)

機序の解明：活性化抗原プロトタイプの探索

2) Eomes-expressing T-helper cells as

を進めた結果、慢性炎症環境下で異所性に発

potential target of therapy in chronic

現するレトロトランスポゾン LINE-1 由来

neuroinflammation., Shinji Oki, Neurochem.

ORF1 タンパク質の関与を見出した。同分子へ

Int. 130 104348, 1-8 (2019)

の曝露により CNS 由来 Th 細胞が活性化するこ

3)

と、LINE-1 活性化を阻害する薬剤の投与によ

generation of Eomes-positive helper T

り、神経変性病態が改善することが示された

cells

（論文投稿準備中）。

Chenyang Zhang, Ben J. E. Raveney, Hirohiko

Involvement

Extrapituitary

mediating

of

prolactin

cytotoxic

118(11)

promotes

neuroinflammation.,

Hohjoh,et al., Proc.Natl.Acad. Sci.USA,
考察

116(42) 21131–21139 (2019)

本研究の結果から、慢性炎症環境下の CNS に
おける、異所性プロラクチン依存性の
Eomes+Th 細胞生成、SPMS の神経変性病態と同
細胞による神経細胞障害の正の相関、CNS 浸
潤 Th 細胞の活性化抗原としての LINE-1 由来
ORF1 タンパク質の役割が明らかとなった。神
経変性病態の全容解明につながる本質的な分
子機序が示された。

結論
SPMS の神経変性病態の一連の形成過程に関わ
る分子および細胞の詳細な体内動態を詳細に
明らかにした。今後、より一般的な神経変性
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分担研究報告書
（課題名）膜透過型オートファジー機構に基
づく神経変性疾患の病態解明
（所属）国立精神・神経医療研究センター 神
経研究所疾病研究第四部
（氏名）株田 智弘

ムを用いて実験を行なった。

緒言
多くの神経変性疾患においては、タンパク
質や RNA の細胞内への蓄積が神経変性を引き
起こすことから、病態解明や治療法開発のた
めに細胞内分解の理解は極めて重要である。
リソソームによる細胞内分解機構であるオー
トファジーのうち、RNautophagy は我々が以
前新たに見出した膜透過型オートファジー経
路であり、RNA が直接的にリソソームに取り
込まれ分解される。SIDT2 はリソソーム膜タ
ンパク質であり、RNA のリソソーム内への輸
送において重要な分子である。SIDT2 は、RNA
transporter として知られる線虫 SID-1 の脊
椎動物オルソログであることから、
RNautophagy において RNA transporter とし
て機能すると考えられる。本研究では
RNautophagy と神経変性疾患の分子メカニズ
ムや病態との関連性を明らかにすることを目
的とする。さらに、タンパク質が直接的にリ
ソソームに取り込まれ分解されるという新規
のオートファジー経路も見出しつつあり、こ
れについても同様に解析を進める。
方法
（RNA 分解について）
RNautophagy の際に SIDT2 と基質核酸が結合
するかどうかについては不明であったため、
プルダウンアッセイにより結合性の解析を行
なった。また結合が確認された疾患関連 RNA
についてその分解とタンパク質量への SIDT2
過剰発現の影響を解析した。
（タンパク質分解について）
培 養 細 胞 と し て は 、 Mouse embryonic
fibroblast および Neuro2a 細胞を用いた。リ
ソソーム膜に存在するタンパク質トランスポ
ーター候補分子 SIDT2 について、過剰発現お
よび siRNA によるノックダウンを行なった。
それぞれの細胞について、パルス・チェイス・
アッセイや Tet-off システムを用いて単位時
間におけるタンパク質の分解を追跡した。リ
ソソームへのタンパク質の直接取り込みに関
しては、上記細胞から調製した単離リソソー
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結果
（RNA 分解について）
SIDT2 の細胞質領域 (CD)を介して SIDT2 が
RNA と直接結合すること、ハンチントン病の
原因である HTT の mRNA が結合することを見
いだした。また、この結合は CAG リピート依
存的であった。細胞レベルの実験では、 HTT
mRNA の分解が SIDT2 過剰発現により促進され、
HTT mRNA は RNautophagy の基質となり分解さ
れた。さらに、SIDT2 の過剰発現により細胞
内の変異型 HTT タンパク質の量を低減できる
ことを明らかにし、その低減効果には SIDT2
と HTT mRNA の結合が重要であることを示した。
（タンパク質分解について）
単離リソソームを用いた実験の結果、ATP 依
存的にタンパク質が直接的にリソソームに取
り込まれ分解され、新規のオートファジー経
路を発見した。SIDT2 の過剰発現およびノッ
クダウンにより、細胞内におけるタンパク質
分解や単離リソソームにおけるタンパク質分
解が、それぞれ増加、減少した。また、SIDT2
を介した分解は、マクロオートファジーやシ
ャペロン介在性オートファジーなど、既知の
分解経路とは異なることを確認した。これら
の結果から、SIDT2 が新規経路に重要である
ことが判明した。また、パーキンソン病など
の原因として知られるα-synuclein タンパク
質は新規経路の基質となることを見いだした。
考察・結論
SIDT2 の細胞質側ドメインは核酸結合能を
もち、この結合を介して核酸をリソソーム内
へ取り込む。
タンパク質が直接的にリソソームに取り込
まれ分解されるという新規のオートファジー
経路を発見した。この経路に重要なリソソー
ム膜タンパク質 SIDT2 を同定した。
膜透過型オートファジーの活性化は、新た
な神経変性疾患の治療法となる可能性がある。
参考文献（業績）
1. Hirayama K, Fujiwara Y, Terada T,
Shimizu K, Wada K, *Kabuta T. Virtual
screening identification of novel
chemical inhibitors for aberrant
interactions between pathogenic mutant
SOD1 and tubulin. Neurochem Int. 2019;

126: 19-26.
2. Hase K, Contu VR, Kabuta C, Sakai R,
Takahashi M, Kataoka N, Hakuno F,
Takahashi SI, Fujiwara Y, Wada K,
*Kabuta T. Cytosolic domain of SIDT2
carries an arginine-rich motif that
binds to RNA/DNA and is important for
the direct transport of nucleic acids
into lysosomes. Autophagy. 2020;
16(11): 1974-1988.
3. Klionsky DJ..., Kabuta T, et al.
Guidelines
for
the
use
and
interpretation
of
assays
for
monitoring autophagy (4th edition).
Autophagy. 2021; 17(1): 1-382.
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軸索変性に伴うオルガネラ相互作用の変化

に有用なモデルの確立を目指した。この目的

とその制御機構の解明

で、従来から一過性の脱髄を惹起することが

自治医科大学医学部

知られているリゾレシチンを運動野からの神

解剖学講座組織学部門

経伝導路が通過する内包に注射することで、

大野

内包の脱髄と運動機能障害を惹起するモデル

伸彦

の確立を目指した。
緒言

また、神経特異的ミトコンドリア分裂抑制

軸索変性にミトコンドリアをはじめとする

マウスにおけるミトコンドリアの体積増加が、

オルガネラの動態と機能が重要な役割を果た

ミトコンドリアと ER の接触面積に及ぼす影

している。しかしその動態の制御メカニズム

響を解析した。この目的で、大脳皮質興奮性

や、機能維持を担うオルガネラ間の相互作用

神経細胞の軸索が多く投射する脳梁を対象と

の軸索における生理的な分布と構造的な特性、

して、ミトコンドリアと ER の接触面積を測

そして軸索変性を伴う病態下における変化は、

定・比較した。

不明な点が多く残されている。本研究では、
特にミトコンドリアと小胞体、そしてそれら

結果

の 間 の 相 互 作 用 (Mitochondria associated

内包注射モデルでは、リゾレシチン注射後

membranes, MAM)に焦点を絞り、ミクロトー

5~10 日前後で Wire hanging test において運

ム組み込み式走査型電子顕微鏡(SBF-SEM)に

動機能の障害が認められ、同時期の脳組織の

よる 3 次元超微形態解析技術や分子標識、光

解析では髄鞘の破壊と軸索障害マーカーの発

遺伝学などを組み合わせ、脱髄を含む髄鞘疾

現も認められた。そして、注射後 2~3 週かけ

患を中心として、病態における個々のオルガ

て再髄鞘化と運動機能回復が認められた。

ネラと相互作用の超微細構造変化とそれらの

[参考文献 1]。

関連分子による制御機構を明らかにする。

神経特異的ミトコンドリア分裂抑制マウス
の神経細胞では対照群に比較して大きなミト

方法

コンドリアが多く観察されるが、脳梁におけ
る軸索のミトコンドリアと ER の接触面積に

昨年度までの結果をふまえ、生体内におい
てミトコンドリアの分裂を細胞特異的かつ可

は有意な増加を認められていない。

逆的に抑制することが可能なマウスを使った
研究を継続した。特に、大脳皮質および海馬

考察

の興奮性神経細胞においてミトコンドリア分

リゾレシチンの内包注射による脱髄モデル

裂を抑制可能な系統のマウスの作出・解析を

は 10 日程度かけて脱髄と運動機能障害を惹

行った。その過程でまず、脱髄に伴う神経障

起でき、さらにこれらの回復が明瞭に観察で

害とその回復過程における影響を調べるため

きることから、脱髄に伴う神経障害および病
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理学的変化と、その後の回復過程を調べる上

と考える。また、同時にミトコンドリア分裂

で、有用なモデルになると考えられた。また、

の制御系を他の神経変性疾患モデルに応用す

神経細胞保護や髄鞘再形成を促進する薬剤の

ることで、分裂制御のもつ役割について、多

投与による運動機能維持・回復を評価するこ

面的な評価を進めたい。

とで、薬剤開発にも用いることが可能と考え
られた。

結論

本研究のこれまでの成果では、軸索におけ

今年度はリゾレシチンの内包注射による脱

るミトコンドリアと小胞体の接着面積の増強

髄に伴う運動機能評価モデルを開発し、神経

は、ミトコンドリアの体積の増大と相関して

細胞におけるミトコンドリア分裂抑制が脱髄

いた。しかし、神経細胞のミトコンドリア分

に伴う運動機能障害と軸索変性に及ぼす影響

裂抑制によっても接着面積の増加が見られな

を評価する基礎を構築した。また、神経細胞

かったという結果は、ミトコンドリアの分裂・

のミトコンドリアと ER の接着の増強には、

融合による体積変化は接着に直接的な影響を

Mfn2 の発現と活性が重要であることを支持

及ぼさない可能性を示唆している。そして、

する所見を得た。今後、ミトコンドリア分裂

この結果はミトコンドリアと小胞体の接着に

の制御がもつ神経保護的なメカニズムの解明

関わる Mfn2 の発現と活性が、軸索のミトコ

を目指すとともに、他の神経変性疾患モデル

ンドリアと ER の接着に重要であるという、

における分裂制御のもつ役割についても評価

これまでの本研究の成果を支持するものと考

を進めたいと考える。

えられた。
この 3 年間の研究で得られた生体内での細
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glucose co-transporter (SGLT) inhibitor restores

分裂の制御がもつ軸索保護的なメカニズムの

lost axonal varicosities of the myenteric plexus

解明を目指すとともに、ミトコンドリアの動

in a mouse model of high-fat diet-induced obesity.

態や機能を修飾する薬剤の投与による神経軸

Sci Rep (2020) 10:12372. doi: 10.1038/s41598-

索保護作用の有無について、検討を進めたい
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30-5
Research for developing neuroprotective therapy against neurodegenerative diseases via
elucidation of pathogenetic mechanism.
Toshiyuki Araki
Department of Peripheral Nervous System Research, National Institute of Neuroscience,
National Center of Neurology and Psychiatry

Aims
In many neurodegenerative diseases, synaptic and axonal degenerations are observed prior
to the death of the cell bodies, and therefore axonal degeneration is considered as an early
phenomenon in the entire mechanism of neuronal degeneration. This study aims to identify
the optimal therapeutic target in the initial process of neurodegeneration including
degeneration of synapses and axons, and to create a therapeutic model using model
animals to combat against neurodegenerative disorders. The research leader’s group has
been conducting research on the subcellular signaling mechanism that governs the
maintenance of axonal structural integrity and progression of axonal degeneration. They
aim to 1) develop a neuroprotective method focusing on NAD metabolism, 2) to identify
initial neuronal changes in the pathogenesis of neurodegeneration, and 3) to examine the
role of neurite morphogenesis / fate determination mechanism in neurodevelopmental
disorders and neurodegenerative diseases. Participants from NCNP aim to develop
therapy against neurodegeneration by analysis of a novel type of autophagy to degrade
nucleic acid (Kabuta) ,by analyzing contribution of Eomes-positive helper T cells (Eomes
+ Th cells) to the pathogenesis (Oki), and by analyzing the roles of dystrophin in the central
nervous system neurons via phenotype analysis of mdx mice. A researcher from outside
research institutes has high technology in 3D ultrastructural observation (Ohno), and aims
to accelerate research and development through joint research and technical support.
Research Team
-Leader
Toshiyuki Araki: Director, Department of Peripheral Nervous System Research, National
Institute of Neuroscience, National Center of Neurology and Psychiatry (leader of this
team)
-Participants
Yoshitsugu Aoki: Department of Molecular Therapy, National Institute of Neuroscience,
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National Center of Neurology and Psychiatry
Shinji Oki: Section chief, Department of Immunology, National Institute of Neuroscience,
National Center of Neurology and Psychiatry
Tomohiro Kabuta: Section Chief, Department of Degenerative Neurological Diseases,
National Institute of Neuroscience, National Center of Neurology and Psychiatry
Nobuhiko Ohno: Professor, Department of Anatomy, Jichi Medical University
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30－6 運動症状を主症状とする小児期発症稀少難治性神経疾患研究
主任研究者 国立精神・神経医療研究センター
佐々木征行
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総括研究報告

竹下らは、不随意運動症の一つであるジストニ

１．研究目的

アの小児期発症例について疫学調査を行った。小

小児の①Movement disorders（ジストニアな

児対象のジストニア大規模調査は少ない。2020

どの不随意運動症）, ②小脳性運動失調症、③痙

年に全国の小児神経専門医を対象にアンケート

性対麻痺、そして④発達性てんかん性脳症（DEE:

調査を実施し、全体で 676 例、遺伝性が 436 例

Developmental and epileptic encephalopathy.

（DYT シリーズ 296 例、NBIA シリーズ 33 例、

大田原症候群；EIEE、West 症候群など）を主な

その他 107 例）集計された。二次調査を進めてい

対象とする。いずれも発症頻度が低く通常検査で

る。

原因確定困難である。近年これらの疾患では、原

本研究班では、小児期発症の小脳性運動失調症

因遺伝子が確定され分子レベルで病態が解明さ

とジストニアについて大きな調査を実施するこ

れつつある。本研究班では以下の研究を行う。

とができた。今後の医療発展のため、この結果が

１）患者疫学調査。上記該当患者を登録して臨床

基礎資料として活用されることを期待したい。

像（神経学的所見、頭部画像所見等）を記録。

２）患者参加型登録システムについては本研究

２）患者参加型の登録レジストリの確立。

班では作成できなかった。

３）次世代シークエンサーによる遺伝子解析で原

３）次世代シークエンサーによる遺伝子解析

因遺伝子探索を行う。ターゲットスクリーニング

加藤、齋藤、松本らは、大脳皮質形成異常の一

や必要に応じて全エクソーム解析を実施。

つ polymicrogyria を呈した 2 症例で、てんかん

４）遺伝子診断などで確定した疾患について、そ

性脳症の原因遺伝子である SCN3A（ナトリウム

の臨床像から診断ガイドライン（診断マニュアル）

チャンネル Nav1.3 をコードする）にミスセンス

を作成。遺伝子情報から分子生物学的病態につい

変異（p.Ile875Thr）を同定した 2)。これまでこの

て検討し、治療研究を目指す。

チャネル異常が大脳皮質形成異常を引き起こす
ことは知られていなかったため、脳形成異常の新

２．研究組織

たな分子機構が存在することを示した。

主任研究者：
佐々木征行

松本らは、発達性てんかん性脳症（DEE）の原
国立精神・神経医療研究センター

因遺伝子探索のため全エクソーム解析を実施し、
原因遺伝子を多数見出した 3)。次世代シークエン

病院小児神経科
分担研究者：

サーによる遺伝子解析により様々な疾患の新規

加藤光広

昭和大学医学部小児科

原因遺伝子（PRUNE14), SMC1A など）を見出し

遠山

国立病院機構西新潟中央病院神経小

た。

潤

児科

４）診断ガイドライン（診断マニュアル）
佐々木らは、ATP1A3 関連神経疾患の主な病型

松本直通

横浜市立大学医学研究科遺伝学

井上 健

国立精神・神経医療研究センター

について診断基準案を作成した。さらにこれまで

神経研究所疾病研究２部

に報告のない緩徐進行性小脳性運動失調症を呈

佐藤典子

国立精神・神経医療研究センター

した ATP1A3 関連神経疾患の 2 例を報告し 5)、

病院放射線診療部

ATP1A3 関連疾患群の臨床的多様性を一層広げ

国立精神・神経医療研究センター

た。

齋藤貴志

病院小児神経科

加藤、松本らは、大脳皮質形成異常を呈した複

石山昭彦

同上

数の症例で ATP1A3 異常を見出し、ATP1A3 関

竹下絵里

同上

連疾患群の概念を一層拡大させた 6)。

本橋裕子

同上

石山らは、CACNA1A 異常を呈した発作性失
調 2 型の症例において、単線維針筋電図で jitter

３．研究成果

（振動）を見出した 7)。電気生理学的検査で本遺

１）患者疫学調査
本橋らは、小児期発症の小脳性運動失調症の疫
学調査を行い論文発表した

1)。

伝子異常を疑える可能性があり、診断に有用とな
る。
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佐藤らは MR 拡散テンソル画像（Diffusion

4. Imagawa E, Kato M, Sasaki M, Matsumoto

tensor imaging : DTI）の手法を用いて、最重症

N. et al. PRUNE1-related disorder:

てんかんを呈す片側巨脳症において皮質橋小脳

expanding the clinical spectrum. Clin Genet.

路の走行異常や、滑脳症・帯状異所性灰白質スペ

2018;94:362-7. doi: 10.1111/cge.13385.

クトルム重症例における橋での皮質脊髄路の走
行異常を示した

8)。さらに

SWI（susceptibility-

5. Sasaki M, Shimizu-Motohashi Y, Takeshita
E, Matsumoto N, et al. ATP1A3 variants

weighted image ） や DIR(double inversion

and slowly progressive cerebellar ataxia

recovery)など新たな MR 手法を用い、福山型筋

without paroxysmal or episodic symptoms in

ジストロフィー例で脳幹の神経細胞遊走障害や

children. Dev Med Child Neurol.

静脈異常、高頻度の出血など新知見を示した

2021;63:111-5. doi: 10.1111/dmcn.14666.

9)。

6. Miyatake S*, Kato M*, Kumamoto T,

５）治療研究

Matsumoto N, et al. De novo ATP1A3

井上らは、PLP 遺伝子異常である PelizaeusMerzbacher 病例に、PLP 蛋白の産生や組み立て

variants cause polymicrogyria. Sci Adv. 2021

に影響を与えるクルクミン治療を試みた。1 年間

Mar 24;7(13):eabd2368. doi:

の治験を 9 例で実施した。結果は集計中である。

10.1126/sciadv.abd2368.

遠山らは、脳内 NMDA 受容体を構成する

(*co-first author)

7. Hirasawa-Inoue A, Ishiyama A, Takeshita E,

GluN1 サブユニットをコードする GRIN1 遺伝

Shimizu-Motohashi Y, Saito T, Matsumoto N,

子変異例と GluN2A サブユニットをコードする

Sasaki M, et al. Single-fiber

GRIN2A 変異をもつ例を報告し

electromyography-based diagnosis of

10)、その神経症

状にメマンチンの有効性を検討した。てんかん発

CACNA1A mutation in children: A potential

作や不随意運動，行動面の改善がみられた。また

role of the electrodiagnosis in the era of whole

Angelman 症候群に対してペランパネルを使用

exome sequencing. Brain Dev. 2019; 41: 9059. doi: 10.1016/j.braindev.

し，ミオクローヌスやてんかん発作への有効性を

8. Enokizono M, Sato N, Sasaki M, et al.

確認した。

Disrupted cortico-ponto-cerebellar pathway
４．研究成果刊行一覧

in patients with hemimegalencephaly. Brain

1. Ono H, Shimizu-Motohashi Y, Takeshita E,

Dev. 2019;41:507-15. doi:

Ishiyama A, Saito T, Sasaki M, et al.

10.1016/j.braindev.2019.01.002.

Childhood-onset cerebellar ataxia in Japan:

9. Hirasawa-Inoue A, Sato N, Ishiyama A,

A questionnaire-based survey. Brain Behav.

Takeshita E, Sasaki M, et al.

2019;9:e01392. doi: 10.1002/brb3.1392.

findings in Fukuyama congenital muscular

2. Miyatake S, Kato M, Saito T, Matsumoto N,

dystrophy: brain stem and venous system

et al. Recurrent SCN3A p.Ile875Thr variant

anomalies.

in patients with polymicrogyria. Ann Neurol.

2020;41:1094-98

2018:84:159-61. doi: 10.1002/ana.25256.

New MRI

AJNR Am J Neuroradiol.
doi: 10.3174/ajnr.A6577.

10. Tsuchida N, Kato M, Tohyama J,
Matsumoto N, et al. GRIN2D variants in

3. Takata A, Tohyama J, Sasaki M, Kato M,
Matsumoto N, et al. Comprehensive analysis

three cases of developmental and epileptic

of coding variants highlights genetic

encephalopathy. Clin Genet. 2018;94:538-

complexity in developmental and epileptic

47. doi: 10.1111/cge.13454.

encephalopathy. Nat Commun. 2019;10:
2506. doi: 10.1038/s41467-019-10482-9.
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運動症状を主症状とする小児期発症稀少難治性神経疾患の病因・病態と診断・治療研究
分担研究報告書

1. ATP1A3 関連神経疾患の研究
分担研究者：佐々木征行
所属機関名：国立精神・神経医療研究センター病院小児神経科

1 年度（平成 30 年度）：
緩徐進行性小脳失調を主症状とする、これまでに報告のない ATP1A3 関連神経疾患について
【はじめに】ATP1A3 関連神経疾患は、これまでに小児交互性片麻痺(AHC：Alternating
hemiplegia of childhood)1)、RDP(Rapid-onset dystonia-Parkinsonism; DYT12)2)、CAPOS
(Cerebellar ataxia with pes cavus, optic atrophy, and sensory neural hearing loss)3)、熱誘発
性発作性脱力・脳症(FIPWE：Fever-induced paroxysmal weakness and encephalopathy)4)、
新生児期発症てんかん性脳症 5, 6, 7)などが報告された。反復性麻痺発作を伴わず緩徐進行性小脳
失調症を主症状とした２例に ATP1A3 遺伝子変異を見出した。
【症例１】17 歳男性。小脳性失調症状と頭部 MRI での小脳皮質萎縮を認め、孤発性小脳性運動
失調症と診断し、エクソーム解析を実施したところ、ATP1A3 遺伝子の新規変異（c.460A>G:
p.Met154Val）を認めた。
【症例２】12 歳女児。１歳児健診で発達の遅れあり．３歳近くになりようやく歩行可能となるも
不安定で転倒しやすかった．小脳失調（失調性歩行、測定障害、振戦）を認め、頭部 MRI で軽度
の小脳皮質萎縮を認めた。孤発性小脳性運動失調症と診断し、エクソーム解析を実施したところ、
ATP1A3 遺伝子の新規変異（c.1050C>A: p.Asn350Lys, N350K）を認めた。
【考察】本例は乳幼児期に発症した緩徐進行性小脳性運動失調（SPCA: slowly progressive
cerebellar ataxia）を主症状とし、これまで報告された ATP1A3 関連神経疾患のいずれにも該当
しない新しい臨床病型であった。小脳失調自体は AHC でも CAPOS でも FIPWE でも認められ
るので、ATP1A3 関連神経疾患の基本的な症状の一つであると考える。また頭部画像所見でも小
脳皮質萎縮は ATP1A3 関連疾患に共通した異常である可能性がある。
近年欧米より小児期発症統合失調症の患者から ATP1A3 遺伝子変異が見いだされたと複数の
報告がある 8)。ATP1A3 がコードする Na+/K+-ATPase 3 サブユニットは大脳皮質・基底核およ
び小脳皮質に多く発現していることから、てんかん・知的障害・不随意運動症・小脳失調などを
組み合わせた様々な症状が起き得ることが予想できる。これらは必ずしもこれまでの診断基準通
りの臨床像を呈す必要はない 9)。今後も ATP1A3 関連神経疾患の臨床的スペクトラムがさらに広
がる可能性がある。
2 年度（令和 1 年度）：
ATP1A3 関連神経疾患で認められた小脳萎縮について
【はじめに】ATP1A3 関連神経疾患においては、頭部画像学的検討では脳形態に異常を来さない
ということがこれまで大きな特徴とされてきた。しかし、我々が報告した SPCA 型の 2 症例に
おいては、すでに小児期より小脳萎縮を認めていた 10)。改めて ATP1A3 関連神経疾患での小脳
萎縮の有無と、小脳萎縮を認める際の小脳形態の特徴について検討した。
【対象と方法】当小児神経科を受診し、遺伝子検査で ATP1A3 異常を認めた 20 例を対象とし
た。年齢は 2 歳から 50 歳にわたっていた。臨床診断は、AHC 15 例、RECA 1 例、SPCA 2 例
である。それぞれの患者で頭部 MRI を施行し、小脳萎縮の有無を検討した。
【結果】AHC においては 9 例で小脳萎縮を認めた。RECA 例には小脳萎縮を認めず、SPCA の
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2 例はいずれも軽度の小脳皮質萎縮を認めた。
小脳萎縮を認めた 11 例では全般的な小脳皮質萎縮が共通した所見であった。この中で純粋な
小脳萎縮だけを認めた例が 4 例、小脳萎縮に加えて前頭葉および海馬萎縮を伴った例が 7 例あっ
た。後者の 7 例はいずれもけいれん重積を繰り返し、知的退行および運動退行が著しくいずれも
常時臥床の状態であった。一方小脳萎縮だけを認めた 4 例では、いずれも緩徐進行性の小脳性運
動失調を認めた。
【考察】ATP1A3 がコードする Na+/K+-ATPase 3 サブユニットは大脳皮質・基底核および小脳
皮質に多く発現していることが知られている 11)。そのため ATP1A3 の変異により Na+/K+ATPase 3 サブユニットの発現量や機能に異常を来し、ATP1A3 関連神経疾患では大脳皮質、
基底核あるいは小脳の異常に由来する症状を呈すると考えられる。本症においては、てんかん・
知的障害・不随意運動症・小脳失調などを組み合わせた様々な症状が起き得ることは、この遺伝
子産物の発現部位と大いに関連があるといっていいだろう。
ATP1A3 関連神経疾患では発症当初は頭部 MRI で脳形態異常がないことがほとんどである
が、その進行過程でとくに小脳性運動失調症を来す例では緩徐進行性小脳皮質萎縮を来す症例が
半数近くある 12)ことから、小脳皮質萎縮は ATP1A3 関連神経疾患では比較的ありふれた画像所
見である可能性が想定される。

3 年度（令和 2 年度）：
ATP1A3 関連神経疾患の臨床的多様性について
【はじめに】ATP1A3 関連神経疾患の症状は、多くは発作的な運動麻痺・小脳失調・ジストニア
などがこれまでに報告されてきた。SPCA（slowly progressive cerebellar ataxia）型では発作
的な症状を呈さないことが大きな特徴であった。改めて ATP1A3 関連神経疾患の臨床像の多様
性についてまとめた。
【対象と方法】
（１）2010 年以降に当科通院歴あるいは入院歴のある ATP1A3 関連神経疾患の自
験例について診療録を用いて後方視的に集計した。
（２）これまでに論文報告された APT1A3 関連神経疾患に関する情報を集計した。
【結果】（１）AHC１７名、CAPOS１名、RECA１名、SPCA2 名、AHC と RDP の中間型 1 名
9)の自験例があった。
ATP1A3 関連神経疾患自体が多くはなく、中でも AHC 以外は非常に少ない。
（２）すでに ATP1A3 関連神経疾患の病型として確立しているのは、上記①AHC、②RDP、③
CAPOS、④RECA/FIPWE、⑤EOEE がある。
（３）これらの他にこれまでに報告されてきた ATP1A3 関連神経疾患の病型は、⑥急性発症する
小脳性失調症（ROA：Rapid—onset cerebellar ataxia）13, 14)、我々の報告した⑦緩徐進行性小脳
失調症（SPCA：Slowly progressive cerebellar ataxia）10)、⑧小児期発症統合失調症（COS：
childhood-onset schizophrenia）15)、⑨自閉スペクトラム症（ASD：autism spectrum disorders）
16)などがある。
【考察】ATP1A3 関連神経疾患の各病型の臨床症状を表１、表２にまとめた。全病型に共通する
症状はなかった。多くの病型で共有する症状としては、ジストニア（ Dystonia）、てんかん
（Epilepsy）
、失調（Ataxia）
、知的障害（Cognitive impairment）、腱反射消失（Areflexia）、嚥
下障害（Dysphagia）
、退行（Regression）、症状の変動（Fluctuation）
、自閉症状（Autism）な
どであった。逆に症状から ATP1A3 関連神経疾患の病型が限られるものとしては、繰り返す片麻
痺発作と眼振は小児交互性片麻痺（AHC）を、凹足・視神経萎縮・難聴は CAPOS を、そして若
年型統合失調症症状は COS を強く疑わせる。ただしこれらの症状は非特異的であるため、確定診
断には APT1A3 の解析が必要である。
ATP1A3 関連疾患には小脳性失調を呈す例が多く、小脳萎縮を呈す例が多いこともすでに報告
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した 12)。Na-K ATPase の α3 サブユニットが小脳皮質を含む中枢神経系に多く発現していること
が知られており 11)、関連があると考えられる。
ATP1A3 関連神経疾患のほとんどは、Na+-K+ ATPase の α3 サブユニットをコードする ATP1A3
のヘテロ接合性点突然変異により発症する。ATP1A3 関連神経疾患の臨床症状は、この突然変異
部位とかなりはっきりした臨床型と遺伝子型の相関関係（phenotype-genotype relationship）を
持つことが知られている。
RDP は AHC と基本的に異なる部位に変異をもつ。例外的に D923N 変異では RDP あるいは
AHC のどちらかの症状を呈す 9)。また D801 の変異ではアミノ酸の違いによって、RDP になる
場合（D801Y）と AHC になる場合（D801N）がきれいに分かれている。
特定の臨床型に対応する遺伝子変異部位が関係しているものとして、
CAPOS の E818K 変異 3)、
RECA/FIPWE の R756（H, C, L）変異 4,17)がよく知られている。しかし、これ以外の小数例しか
報告のない臨床型では、特定の遺伝子変異が決まっているかどうかは、まだはっきりしていない。
AHC だけでも５０個以上の病的変異の報告があり、この中で D801N と E815K 変異が半数以上
を占めている。我々は、日本人患者においては AHC の中だけでも D801N と E815K 変異では臨
床症状に大きな差異があることを見出し報告した 1)。
遺伝子変異の部位により Na+-K+ ATPase の働きが大きな影響を受けることが想定されている。
現在 ATP1A3 遺伝子に病的変異を導入したモデル細胞やモデルマウスが作成され、病態の解明と
治療法の開発研究が行われている。また患者細胞から iPS 細胞を樹立し新たな治療法開発研究が
進められている。最近は CRISPR/cas9 の技術を応用した治療研究も進められている。
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表１．ATP1A3 関連神経疾患の主な病型とその主症状 （１）小脳症状と頭部 MRI

Main
symptoms

Paroxysmal
or episodic
symptoms.
Frequency
Cerebellar
symptoms

Brain MRI
findings

AHC

RDP

CAPOS

RECA/FIPWE

ROA (Rapidonset ataxia)
Rapid-onset
of cerebellar
ataxia

SPCA

Repeated
attacks of
hemiplegia
that
alternate
laterality.
Dystonic
spells.
Seizure-like
episodes
Paroxysmal
onset of
hemiplegia.

Rapid-onset
of dystonia
and
parkinsonis
m.
Prominent
bulbar
findings

Cerebellar
ataxia,
areflexia, pes
cavus, optic
atrophy, and
sensorineural
hearing loss

Relapsing
cerebellar
ataxia and/or
weakness

Rapid-onset
dystonia.

Episodic
cerebellar
ataxia.

Episodic onset
ataxia/weakness.
Less than
1/a year

Rapid-onset
and
stabilized
ataxia.
Rarely
repeated

No
paroxysmal
nor
episodic
symptoms

Several
times a
month
Ataxia
(slowly
progressive
in some
cases)
Cerebellar
cortical
atrophy (in
some cases)

Rarely
repeated

Less than
1/a year.

Ataxia

Ataxia
(recover or
persistent)

Ataxia
(stepwise
progressive)

Ataxia
(rapid-onset,
stabilized)

Ataxia
(insidious
onset)

Normal

Normal

Normal

Cerebellar
cortical
atrophy

Cerebellar
cortical
atrophy
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Slowly
progressive
cerebellar
ataxia
(SPCA)

表２．ATP1A3 関連神経疾患の主な病型とその主症状 （２）主な臨床症状のまとめ

Type
Symptoms
Repeated
attacks of
hemiplegia
Dystonia
Epilepsy
Ataxia
Areflexia
Dysphagia
Cognitive
impairment
Regression
Fluctuation
Autism
Schizophrenia
Nystagmus
Pes cavus
Optic atrophy
Deafness
(sensorineural
hearing loss)

AHC

RDP

CAPOS

RECA/FIPWE ROA (Rapid- SPCA
onset Ataxia)

Epileptic
Encephalopathy

Autism

COS

◎
○
○
○
○
○
○

○

○
○
○

○

○
○
○

○
○

○
○
○
○
○

○
○

○
○
○
○

○

○
○

○

○

○

○
○
◎

◎
◎
◎
◎
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2. 運動症状を主症状とする小児期発症稀少難治性神経疾患の病態解析
分担研究者 石山昭彦
所属機関名 国立精神・神経医療研究センター病院 小児神経科
【緒言】小児期発症の稀少難治性神経疾患領域では、近年の遺伝子解析技術の進歩により新しい原因遺
伝子が同定され、分子生物学レベルでの新しい病態が明らかになってきている。一方で臨床的な評価の
面では、その病態解析に遅れをとっていると言わざるを得ないのが現状であり、臨床的な視点に立って
の表現型の分類や検査所見との関連、分子生物学的な病態と身体所見との関連についての見直しの必要
性に迫られている。
運動症状を主症状とする小児期発症稀少難治性神経疾患の患者症例において、日常診療のみからでは
診断や診療に苦慮する例を対象として、原因遺伝子の同定、その病態について解析を行った。
【方法】
（１）当院で継続診療している患者において、失調症状を呈する症例を対象に遺伝子解析を実施し、

CACNA1A 変異が同定された 3 例（2-7 歳、男児 1 名、女児 2 名）を後方視的に見直し、遺伝子変異の
確定に至るまでの診断背景、臨床像の特徴について検討を行った。臨床像の評価にあたり、客観的な根拠
となりうる電気生理学的評価としての単一筋線維筋電図（single fiber electromyography; SFEMG）では、
筋内軸索を電気刺激し得られた single fiber potential を計測する stimulated SFEMG にて行った。
（２）精神運動発達遅滞を認める患者家系 2 家系に対して、原因検索としてアレイ CGH を実施し、原因
精査を実施した。
【結果】
（１）反復発作性運動失調症 2 型 (EA2)、脊髄小脳失調症 6 型 (SCA6)の原因遺伝子として知られる

CACNA1A 変異の 3 例においては、確定前の臨床診断は、反復発作性運動失調症 2 型、てんかん性脳症、
小児交互性片麻痺であった。CACNA1A 変異を裏付ける所見として行った SFEMG の jitter の評価項目
である mean consecutive difference (MCD)値はいずれの症例も 41.6-68.7us (range 14.5-169.8us)であ
り、>25us と異常所見を呈しており、CANNA1A 変異が有意であることを示す客観的根拠となりえた。
遺伝子変異確定前後で、単一筋線維筋電図を実施し、その異常所見が遺伝子診断前の臨床診断において、
あるいは遺伝子変異が確定した後の病型を確認するにあたっての病態評価においても有効であることを
報告した。
（２）また、運動症状および軽度発達遅滞を呈する 2 家系において精査のなかでアレイ CGH を実施し、
1 家系で 13q13.3 の微小欠失を、もう一家系では 2p14 の欠失を同定し、前者では、中枢神経特異的に発
現する NBEA を、後者では ACTR2 が表現型に関与していることを見出した。
【考察】次世代シークエンスによる解析で遺伝子変異の解析が可能となった昨今において、時に臨床評
価の再考も大切であるが、その再評価に際して臨床的な生理学的検査として単一筋線維筋電図の有用性
も再認識された。ATP1A3 変異による運動症状を主症状とするような小児交互性片麻痺のような疾患に
おいても、反復発作性運動失調症は鑑別として挙げるべき疾患であり、通常の診断評価としても見直さ
れるべき検査法ではないかと考えられた。
小児期発症稀少難治性神経疾患の症例では、いまだに原因が確定せず、診断難治例も多い。分子生物学
的な解析のみならず、臨床的な評価を掘り下げることも表現型を見直すためには重要であり、この先も
分子病態、臨床評価の両者の面から病態解析をすすめていく必要性があると考えられた。
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10.1016/j.braindev.2018.05.001. Epub 2018 May 16.
5) 小野博也、石山昭彦、須貝研司、竹下絵里、本橋裕子、斎藤貴志、中川栄二、佐々木征行. 環状 20 番
染色体症候群の非けいれん性てんかん発作時脳波の検討. てんかん研究．2020 38: 19-27.
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３．小児期発症のジストニアに関する研究
分担研究者：竹下絵里
研究機関名：国立精神・神経医療研究センター病院小児神経科
研究協力者：同上 末永祐太、土岐平、本橋裕子、齋藤貴志、石山昭彦、佐々木征行
緒言
小児期にジストニアを発症する疾患は多岐に渡り、日本では 2018 年にジストニア診療ガイドラインが
発刊され、臨床特徴と病因から病型分類を行うことが提唱されている。近年、次世代シークエンサーを用
いた網羅的遺伝子解析技術の進歩により、原因不明とされていた疾患の責任遺伝子が次々に明らかにな
っており、特発性とされていたジストニアの病因が判明する場合もあるが、過去に日本で小児期発症の
ジストニアの臨床像を多数調査した研究は限られるため、本研究では、日本での小児期発症のジストニ
アの診療実態について、その原因、頻度、臨床的特徴を調査した。
方法
2018 年度に研究計画立案、研究開始準備を行い、2019 年度には当科での小児期発症ジストニアの診療
録調査を行った。2014 年 1 月～2019 年 10 月に当科に受診歴のある患者のうち、20 歳以下でジストニア
を発症した症例を対象に、診療録を後方視的に調査し、症例数、性別、調査時年齢、発症年齢、病因、病
状の経過、頭部画像所見、治療について検討した。2020 年度には日本小児神経学会の認定する小児神経
専門医を対象に小児期発症のジストニア診療に関する質問票調査を行った。日本小児神経学会の認定す
る小児神経専門医 1218 名を対象に、小児期発症のジストニア診療に関する一次調査質問票を郵送し、研
究の同意を得られた対象者の回答結果を集計した。一次調査の際に協力の承諾を得た専門医には、さら
に二次調査質問票を郵送し、研究の同意を得られた対象者の回答結果を集計した。
結果
2019 年度に実施した当科での小児期発症ジストニアの診療録調査では、対象は 152 例（男 85 例、女
67 例）で、調査時年齢 1 歳 6 か月～54 歳 2 か月（中央値 15 歳 0 か月）、発症年齢 0 歳 1 か月～14 歳 6
か月（中央値 2 歳 0 か月）だった。病因は、遺伝性 104 例（DYT シリーズ 45 例（DYT5 が 8 例、DYT10
が 19 例、DYT12 が 17 例）、NBIA シリーズ 6 例、その他の遺伝性疾患 53 例（ミトコンドリア病 6 例、
両側線条体壊死 5 例）
）
、後天性 47 例（周産期脳障害 25 例）、特発性 1 例だった。病状の経過は、停止性
88 例、進行性 64 例だった。頭部画像では、異常所見なし 49 例、皮質・白質・基底核病変あり 49 例、
基底核病変あり 24 例、白質病変あり 25 例、皮質病変あり 5 例だった。ジストニア治療は、内服 1 剤が
51 例、2 剤が 23 例、3 剤以上が 78 例、うち 42 例が抗コリン薬を使用し、ほかに 8 例がボツリヌス療
法、2 例がバクロフェン持続髄腔内投与療法、3 例が脳深部刺激療法、1 例が視床凝固術を行っていた。
2020 年度に実施した小児神経専門医を対象とした小児期発症のジストニア診療に関する質問票調査で
は、一次調査質問票は 560 名（46%）から回答があり、548 名（98%）が有効であった。現在主治医とし
て小児期発症のジストニア患者の診療を行っているのは 149 名（27%）、行っていないのは 399 名（73%）
であった。ジストニア患者の診療を行っている専門医 149 名のうち、診療している患者数 5 例未満が 108
名（72%）で、全体の患者数の合計は 676 例であった。患者の病型は、遺伝性が 436 例（64%）
（DYT1
が 4 例、DYT5 が 58 例、DYT9 が 29 例、DYT10 が 149 例、DYT12 が 28 例、その他の DYT シリーズ
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が 28 例、NBIA1 が 4 名、NBIA2A が 5 名、NBIA4 が 0 名、NBIA5 が 21 名、その他の NBIA シリーズ
が 3 例、その他の遺伝性疾患が 107 名）
、後天性が 118 例（17%）
（周産期脳障害が 74 例、感染症が 16
例、薬剤性・中毒性が 3 例、血管性が 4 例、新生物が 0 例、脳外傷が 11 例、心因性が 10 例）
、特発性が
116 例（17%）
（孤発性が 66 例、家族性が 50 例）、その他が 6 例（1%）であった。二次調査では 142 名
(93%)の承諾が得られ、69 名(49%)から有効回答を得た。患者数は 182 例（男性 90 例、女性 92 例）
、調
査時年齢 1 歳 1 か月～50 歳（中央値 16 歳）
、ジストニア発症年齢 0 か月～17 歳（中央値 5 歳）だっ
た。病型は、遺伝性が 130 例（71%）
（DYT10 が 55 例など)、後天性が 26 例（14%）
（周産期脳障害 20
例など)、特発性 18 例（10%）
、分類不能 8 例（5%）だった。遺伝学的検査は 83 例（45%）で施行され、
72 例（87%）で病因が同定された。罹患部位は、右下肢 140 例（77%）
、左下肢 140 例（77%）
、右上肢
128（70%）
、左上肢（68%）
、体幹 74 例（41%）
、頚部 60 例（33%）の順に多かった。病状の経過は、
停止性 133 例（73%）
、進行性 33 例（18%）
、変動性については持続性 70 例（38%）
、発作性 68 例（37%）
だった。ジストニア以外の運動徴候は、81 例（45%）で認め、うち痙縮が 37 例（20%）
、合併症は 116
例（64%）で認め、知的障害など中枢神経症状 104 例（57%）が最多だった。脳 MRI は 156 例（86%）
で施行され、63 例（40%）に異常所見（基底核病変 34 例、白質病変 25 例、皮質病変 25 例、その他 26
例）を認めた。治療は 168 例（92%）で行われ、160 例（88%）が内服加療（1 剤 106 例、2 剤 23 例、
3 剤以上 31 例）していた。他にボツリヌス療法 16 例（10%）
、ケトン食療法 10 例（6%）
、バクロフェ
ン持続髄腔内投与療法 8 例（5%）
、脳深部刺激療法 6 例（4%）など少数例は特殊治療が行われていた．
考察
当科の小児期発症ジストニア患者では、遺伝性が約 7 割で、特に DYT10 と DYT12 が多かった。その
他の遺伝性疾患や後天性では基底核病変をきたす疾患が多く、頭部画像異常例では約半数は基底核病変
を伴っていた。内科的治療は抗コリン薬の使用頻度が多く、少数例には特殊治療が実施されていた。
日本では、小児神経専門医を対象とした舟塚ら(2008 年)の先行研究で、患者数 579 例（一次性 146 例
（25%）
（遺伝性 103 例（17%）
）
、二次性 433 例（75%）
（脳性麻痺 196 例（34%）
、神経変性疾患 153 例
（26%）
、代謝性疾患 23 例（4%）
）
）と報告されていた。先行研究では脳性麻痺などの二次性が多く、本
調査では遺伝性が多かった理由は、2008 年当時は原因不明だったジストニアの病因がその後原因遺伝子
の解明により遺伝性と確定診断しやすくなった可能性が考えられた。さらに本調査で周産期脳障害が少
数だったのは、周産期医療の進歩と質問票調査の限界の両方が要因として挙げられた。乳児期発症例は、
罹患部位が多部位にわたり、持続性のジストニア、ジストニア以外の症状も多く、頭部画像検査で異常を
有し、多様な治療を要す傾向があった。一方、乳児期以降の発症例は、遺伝性が多く、ジストニアは停止
性で発作性に生じ、単剤治療の傾向があった。
結論
本邦で小児期発症のジストニアに関する患者数や診療実態が把握できた。発症時期、罹患部位・経過・
変動性などの臨床的特徴が明らかになり、頭部画像検査や遺伝子検査が病因の同定や治療方針の決定に
役立っていることが確認できた。
参考文献
1.

日本神経学会監修, 「ジストニア診療ガイドライン」作成委員会編集, ジストニア診療ガイドライン
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2018. 南江堂.
2. 遺伝性ジストニア（指定難病 120）難病情報センター
http://www.nanbyou.or.jp/entry/4898
3. 舟塚真, 加藤郁子, 大澤真木子. 小児神経科専門医に対する小児期発症ジストニアの疫
学調査. 脳と発達. 2008;40(Suppl.):S269.
4. 舟塚真, 加藤郁子, 大澤真木子. 小児期発症ジストニアの疫学調査 各ジストニア病型
に対する薬物療法の有効性に関して. 脳と発達. 2009;41(Suppl.):S395.
5. Lohmann K, Klein C. Genetics of dystonia: what's known? What's new? What's next? Mov Disord.
2013;28:899-905.
6. Klein C. Genetics in dystonia. Parkinsonism Relat Disord. 2014;20:S137-42.
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４．小脳病変を有する小児期発症の神経疾患における、発達と失調症状に関す
る研究
分担研究者：本橋 裕子
研究機関名：国立精神・神経医療研究センター病院小児神経科
（緒言）
小児期発症の神経疾患には小脳病変を伴う疾患が複数存在し、小脳破壊性病変、脊髄小脳変性症、先天
性筋ジストロフィー、脳奇形、ミトコンドリア病などが該当する。これらの疾患においては、種々様々
な程度の大脳・脳幹の変化を合併することがあり、それ故に現れる症状は失調症状以外にも、知的障
害、麻痺、不随意運動など多彩である。
このような背景のもと、本研究では以下を実施した。
①小児期発症の小脳性運動失調症に関する疫学調査（2018 年度）：本研究によって小児期発症の小脳性
運動失調症の原因疾患に関する本邦の疫学データの収集。
②知的障害や不随意運動を合併する小児期発症の小脳性運動失調症患者に対する SARA（Scale for the
Assessment and Rating of Ataxia）と ICARS(International Cooperative Ataxia Rating scale)の有用性に関
する研究（2019 年度）
：成人では有用性が確立した SARA と ICARS が小児期発症の小脳性運動失調症
において使用可能かを検証した。
③小脳病変を有する小児期発症の神経疾患における、発達と失調症状に関する研究（2020 年度）
：小脳
病変を有する小児期発症の神経疾患において、発達マイルストーンへの影響や、臨床的特徴に関して検
証した。
（方法）
研究①2016-2017 年度に実施した、小児期発症の小脳性運動失調症に関する疫学調査データを集計し、
データを解析した。
研究②知的障害を有する小児患者に対して SARA と ICARS を実施し、これらの運動失調評価法が知的障
害合併小児例に対して実施可能かを複数症例において検討した。
研究③小脳病変を有する疾患である福山型先天性筋ジストロフィー（Fukuyama congenital muscular
dystrophy、 FCMD）において、小脳病変が疾患発達マイルストーンへ影響するかどうかを検証した。ま
た、小脳病変を有するミトコンドリア病において、診療上特別な配慮を有する事項がないかを検討した。
（結果）
研究①本邦の小児期発症の小脳性運動失調症の原因疾患としては DRPLA が最多で、次いで ataxia
telangiectasia と Joubert syndrome and related disorders が多かった[1]。また、診断率は 44%であり、これは
既報にある海外でのデータとほぼ同程度であった。
研究②5 名の小児患者(6-14 歳；DQ/IQ20-65）で SARA と ICARS を実施した。3 名は未診断で、1 名は Glut
1 deficiency、1 名は SCA29 であった。全例、臨床的に失調症状を認めていた。各患者において SARA と ICARS
の値に大きな乖離はなかった。
研究③FCMD を有する患者の頭部 MRI の T１、T2 強調画像所見に基づき、大脳・小脳・脳幹病変の重症

度スコアリング方法を考案し、最高到達発達レベルとの相関を検証した。小脳病変の重症度は、発達との
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相関があるとは言えなかった。
結果
画像のスコアリング上、最軽症例は 6 点で、多少脳回が一脳葉のみ、丸石様皮質異形成なし、限局性の白
質変化、大脳萎縮や小脳脳回異常なし、軽度の脳幹形態異常を認めた。最重症例は 19 点で、広範な多小
脳回と白質変化、丸石様皮質異形成、大脳萎縮、高度な小脳脳回異常、脳幹低形成を認めた。発達におけ
る始語や座位は、画像の重症度スコアが高い例の方が、より遅い年齢で獲得する傾向にあった。小脳病変
の重症度は、発達との相関があるとは言えなかった。ミトコンドリア病に関しては、年少発症の
mitochondrial encephalopathy、 lactic acidosis、 and stroke-like episodes (MELAS) では高血糖緊急症を
発症するリスクが高い可能性が示唆された[2]。
（考察）
小脳性病変を有する小児神経疾患は多彩であり、小脳症状のみならず知的障害や不随意運動、他臓器病
変を呈することが多い。知的障害を伴う場合、その運動症状の評価方法の妥当性判断が難しいが、成人で
も使用される SARA や ICARS はある程度使用可能ということが判明した。また、FCMD では小脳病変
は発達予後への影響が小さいことが示唆された。他、早期小児期に発症した MELAS では高血糖緊急症
に対する注意が必要であることが分かった。
（結論）
本研究によって小脳病変を有する小児期発症の神経疾患における、疫学データ、失調症状評価法、発達予
後への影響、他臓器合併症に関する新たな知見が得られた。

研究成果刊行一覧

1) Ono H, Shimizu-Motohashi Y, Maruo K, Takeshita E, Ishiyama A, Saito T, Komaki H,
Nakagawa E, Sasaki M. Childhood-onset cerebellar ataxia in Japan: A questionnaire-based
survey. Brain Behav 2019;9:e01392.
2) Toki T, Shimizu-Motohashi Y, Komaki H, Takeshita E, Ishiyama A, Mori-Yoshimura M,
Sumitomo N, Hirasawa-Inoue A, Nakagawa E, Nishino I, Goto YI, Sasaki M. Hyperglycemic
Crisis in Patients With Mitochondrial Encephalopathy, Lactic Acidosis, and Stroke-like
Episodes (MELAS). Pediatr Neurol 2021;114:1-4.
3) Shimizu-Motohashi Y, Sato N, Takeshita E, Ishiyama A, Mori- Yoshimura M, Oya Y, Nonaka
I, Maruo K, Komaki H, Sasaki M. Brain image phenotyping to predict developmental
prognosis in Fukuyama congenital muscular dystrophy. 第 62 回日本小児神経学会．
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５．運動症状を主症状とする小児期難治性神経疾患の病理組織学的検討および
臨床的検討
分担研究者：齋藤貴志
研究機関名：国立精神・神経医療研究センター病院小児神経診療部
緒言
結節性硬化症（tuberous sclerosis complex, TSC）は、多くの場合 phosphatidylinositol 3‑kinase（PI3K）
-AKT- mammalian target of rapamycin（mTOR）経路のタンパク質をコードする TSC1 あるいは TSC2
の変異により、PI3K-AKT-mTOR 経路の活性亢進をきたし発症する疾患で、てんかん、知的障害、腫瘍
などの中枢神経系をはじめとして、多系統に症状が出現する。TSC では、balloon cells（BCs）、異形な神
経細胞である dysmorphic neurons（DNs）の出現などが特徴的である。最近、TSC に類似した病理学的
特徴を持つてんかん原性の構造異常である限局性皮質異形成 2 型(focal cortical dysplasia type 2, FCD2)
でも PI3K-AKT-mTOR 系関わる遺伝子の（体細胞変異を含む）異常が見つかってきている。FOXP1 は、
中枢神経では、神経幹細胞の分化、神経細胞の遊走などの脳形成に関与し、知的障害、言語障害、自閉症
などの神経発達障害の発症にも関連があることが知られてきている。FOXP1 の機能調節に PI3K-AKTmTOR か関与していることが先行研究から示唆されている。このような背景から、TSC、FCD2 におい
て、FOXP1 の発現やその機能が影響を受けると仮定し、まず手術組織を使用した研究を計画した。
方法
NCNP バイオバンクから供与された、てんかん手術で得られたてんかん原生組織標本 TSC（7 検体）、
FCD2a（4 検体）
、FCD2b（6 検体）を対象とした。FOXP1 のほか、中枢神経に発現する FOXP サブフ
ァミリーに属する FOXP2、FOXP4 に対する抗体等を用いて、その発現を免疫組織化学的に検討した。
結果
1)

FCD２で、正常な形態を持つ神経細胞では、FOXP1 は核に存在し、星状膠細胞、希突起膠細胞

では FOXP1 陽性細胞は見られなかった。
2)

TSC で、FOXP1、2、4 の免疫反応性を評価した。FOXP1 陽性細胞は DN で平均 78.1％、BC

で平均 89.4％であった。FOXP1 の細胞局在は、①細胞質のみに限定、②核のみに限定、③核と細胞質の
両者に存在する 3 パターンが認められた。このパターンは、DNs では平均 70％で核に限定されていた
が、対照的に、BC の 88.0％では、FOXP1 の発現は細胞質に限定されていた。FOXP2 は、DNs で平均
84.0％、BCs では 85.5％で陽性であった。FOXP2 の細胞内局在パターンは FOXP1 のそれと類似し、
DNs の平均 78.6％で核のみに存在し、BCs の 80.5％で細胞質のみに見られた。FOXP4 は、DNs におい
ては、平均 80.1％で核に限局して見られた一方で、BCs では、FOXP1 および FOXP2 とはやや異なり、
平均 31.8％が細胞質のみ、20.9％が核にのみ認められた。
3)

FCD2 の DNs、BCs でも、FOXP1、2、4 の発現パターンは TSC と同様であった。

4)

TSC および FCD2 の BCs において JAGGED1 の発現が見られた

考察
FOXP1 は多くの組織においては、細胞の核に存在が認められる一方、一部の正常組織や癌細胞などの病
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的細胞では、核外に存在することがある。FOXP1 では、乳癌の細胞での核外への局在が知られており、
AKT の関与が示唆されている。FOXO、FOXA3 では、核外へ移動することでその転写因子としての活性
が低下し、核外への輸送に AKT が関わっていることが知られている。今回の結果では、BC と一部の DNs
での FOXP1 の核外への局在が見られ、FOXP1 の転写活性低下が示唆される。神経前駆細胞において、
JAGGED1 は、FOXP1 で発現の調整を受けており、FOXP１は JAGGED1 の転写を抑制している。一方、
成熟脳では、神経細胞にのみ JAGGED1 が見られる。このことから、FOXP1 が核外に存在している BCs
では、FOXP1 の転写活性が低下の結果、JAGGED1 が発現している可能性が考えられた。FOXP1 は、
神経の発生過程において、神経前駆細胞の分化調節や神経細胞の遊走に関わっている。FOXP1 のノック
ダウンで、神経細胞の遊走障害が生じ、mTOR の過剰発現でも、FOXP1 陽性細胞の神経細胞の遊走障害
が見られる。JAGGED1 は神経前駆細胞の分化調節に関わる Notch のリガンドであり、FOXP1 により発
現が抑制されるが、FOXP1 のノックダウンでは JAGGED1 発現が亢進する。これらの事実と今回の結果
を考えあわせると、TSC、FCD での FOXP1 の調節障害は、細胞の遊走障害や分化異常に関連がある可
能性が示唆された。
結論
TSC と FCD で見られた FOXP1 の細胞内局在の変化は、FOXP1 の調節異常が存在することの可能性を
示唆し、その原因は mTOR 活性の亢進の可能性がある。FOXP1 は神経前駆細胞の分化や細胞の遊走に
関わっていることから、この調節異常は TSC、FCD の病態に関与している可能性がある。
研究成果刊行一覧
1. 大吉由記美他．3 歳未満で発症した限局性病変による側頭葉てんかんの臨床的特徴と外科治療．脳と
発達． 53:15-20, 2021
2. Saito, T. et al. Transient water-electrolyte disturbance after hemispherotomy in young infants with
epileptic encephalopathy. Child’s Nervous System (2019).
3. Ogasawara, M.et al. A p.Arg499His Mutation in SPAST Is Associated with Infantile Onset Ascending
Spastic Paralysis Complicated with Dysarthria and Anarthria. Neuropediatrics (2019)
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６．運動症状を主症状とする先天性疾患の画像に関する研究
分担研究者：佐藤典子
研究機関名：NCNP 放射線診療部
緒言
MR 拡散テンソル画像（Diffusion tensor imaging : DTI）は、白質線維に起因する水分子の拡散を介し
て，神経線維の走行路を可視化できる。さまざまな先天性脳奇形において神経線維の走行の異常が報告
されている。また脳の神経線維の発達は胎生期のみならず出生後も発達しており、出生後のイベントが
生じてもその繊維の発達が障害される。それらの現象は従来の解剖学的検索では提示できなかった事象
で、MR の DTI 手法のみにて究明可能であり、近年明らかなになりつつある。我々はこの手法を用いて、
乳幼児発症の重症てんかん患者と Lissencephaly/Band heterotopia（LIS/BH） spectrum 疾患にて、MR
tractography を用いてその病理を解明した。また福山型筋ジストロフィーにて DIR や SWI を含めた撮
像方を検討し、新しい MR 所見を報告した。
方法
乳幼児発症の重症てんかん患者における症の皮質橋小脳路の検索対象は、24 人の片側巨脳症、28 例の原
因不明のウェスト症候群、25 例のてんかんや MR で異常のない小児の disease control である。患児の年
齢、性、既往歴、発症年齢、てんかんの頻度、現病歴を検索し、MR の解析には Johns-Hopskins 大学の
DTI studio のソフトを用いた。左右それぞれの大脳脚に ROI を置き、皮質橋小脳路の小脳への分布のパ
ターン（①左右とも両側分布②左右とも片側分布③混合性；一方は両側分布で、もう一方は片側分布）と
臨床所見との関連を検索した。
LIS/BH spectrum 患者の拡散テンソル画像解析は 23 名を対象とし、MRI 所見による滑脳症 grading
system に基づき患者を重症の grade1 から軽症の grade6 の 6 段階に分類し、臨床の重症度と、脳幹部
での錐体路の走行部位の異常の有無を含む MR 所見との関連を検討した。
臨床的・遺伝子学的に福山型筋ジストロフィーと診断された 27 例を評価の対象とした。評価項目は、脳
幹の表面のけば立った構造（T2WI）、脳幹表面の異常高信号（T2WI,FLAIR,DIR）、皮質表面直下を走
行する異常血管（T2WI）、表在と深部静脈の異常（SWI）、実質内の出血（T2WI, SWI）。その他脳幹
の低形成や大脳の皮質形成異常、小脳の嚢胞、白質の異常信号等も評価した。
結果
重症てんかん患者における症例の皮質橋小脳路は、コントロールとウェスト症候群において、それぞれ
左右とも両側分布のパターンは 80.0%と 75.0%、左右とも片側分布のパターンは 20.0%と 17.9%であっ
たが、混合性のパターンは 0.0%と 7.1%であった。一方片側巨脳症では両側分布、片側分布、混合性のパ
ターンはそれぞれ 16.7%、54.1%、29.2%であり、コントロールやウェスト症候群と優位差を示した(p <
0.001)。片側分布パターンを示した片側巨脳症では他のパターンを示した症例と比べて、より早期の発症
(p = 0.049)で、かつてんかんが重症である傾向を示した(p = 0.052)。
滑脳症 grading system による MR 分類では、grade 1 が 1 名、grade２が 1 名、grade3 が 3 名、grade4
が 4 名、grade5 が 3 名、grade6 が 14 名であった。全例にてんかんを認めたが、重症度によるてんかん
の頻度の有意差はみられなかった。一方、最大獲得運動・言語機能は滑脳症の重症度が高いほど不良であ
った。重症・中等症の滑脳症(grade1-4)の５名に錐体路の走行異常があり、正常では中小脳脚と橋小脳線
維と二つの線維として分離走行する橋横走線維が、一塊となり橋の腹側を走行し、その背側を錐体路が
内側毛帯と一塊となり走行していた。軽症群（grade 5,6）では錐体路走行の異常はみられなかった。MRI
の grading system による重症度と有意な相関がみられたのは錐体路走行の異常、脳幹部の低形成、基底
核の形態異常、最大獲得運動・言語機能であった。
福山型筋ジストロフィーでの MR 評価において、
脳幹は 27 例全例低形成で、
脳幹表面の毛羽立ちは 26/27
例（96%）に認めた。脳幹表面の異常高信号は T2WI,FLAIR,DIR で、それぞれ 26/27 例（96%）
、23/27
例(85%)、6/6 例(100%)認めた。皮質表面直下を走行する異常血管は 3/27 例（11%）に、SWI にて前頭
部の表在静脈の低形成は 5/5 例(100%)に、深部静脈の拡張を 2/5(40%)に認めた。脳内出血は T2WI で
3/27（11%）に、SWI では 2/5(40%)に認めた。小脳の嚢胞は 27 例全例に、大脳の多少脳回様の異常皮質
も 27 例全例に、肥厚脳回は 4/27 例(15%)に、大脳白質の異常信号は全例に認めた。
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考察
皮質橋小脳路は大脳皮質から橋の繊維と橋から小脳への２つの繊維で成り立っており、後者の繊維は橋
から両側の小脳半球に神経線維が進展することが知られており、出生時には未完の状態で、生後発達す
る。小児期に血管障害をきたしたに若年者における脳血流 SPECT の評価を行ったところ、3 歳以前の障
害では crossed cerebellar diaschysis が消失していたとの報告がある。片側巨脳症においてより若年発
症、より重症で uncrossed cerebellar diaschysis を示したのは、その報告を裏付けるものと思われる。
LIS/BH spectrum の患者において重症例では錐体路走行が異常となり、臨床症状も重篤であることが明
らかとなった。錐体路の走行異常がみられる例では脳幹部も低形成となっており、同一の疾患スペクト
ラムのなかでも神経細胞遊走障害の程度により、錐体路の走行パターンに違いがあるものと考えられる。
福 山 型 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー は muscle-eye-brain disease, Walker-Warburg disease な ど と 共 に 、 αdystroglycan（DG)を伴う先天性筋ジストロフィーの疾患群に含まれる。この疾患群は α- DG の糖鎖修
飾の異常のために、基底膜への laminin の assembly がうまくおこなわれず，グリア境界膜―基底膜複合
体の破綻が生じて、神経細胞のクモ膜下腔への過遊走，大脳の層構造の乱れ，さらには脳回形成の異常な
どが生じる疾患群である。この現象は大脳だけでなく、脳幹にも認められ、今回指摘した脳幹表面の構造
や信号異状はその病理を反映したものである。また出血も高い頻度で認めた。その理由は、静脈の還流異
常あるいは血管壁そのものの異常が考えられる。
結論
我々は拡散テンソル手法を用いて、重症てんかん症例の片側巨脳症において皮質橋小脳路の走行異常や、
滑脳症・帯状異所性灰白質スペクトルム重症例における橋での皮質脊髄路の走行異常を初めて指摘した。
さらに DTI だけでなく、出血や静脈の検出に優れる SWI（susceptibility-weighted image）や脳実質の
優れたコントラスを示す DIR(double inversion recovery)といった新たな MR の手法を用いて、福山型筋
ジストロフィー患者にて脳幹の遊走障害による信号異常や静脈の異常、高頻度の出血など新たな知見を
提示した。このように MR の様々手法を用いて小児難治性疾患の新たな知見を明らかにすることができ
た。
参考文献
1. Palesi F, Rinaldis A, Castellazzi G, Calamante F, Muhlert N, Chard D, et al. Contralateral
cortico-ponto-cerebellar pathways reconstruction in humans in vivo :
implications for reciprocal cerebro-cerebellar structural connectivity in motor and non-motor
areas. Scientific Reports
2017 7:1 2017;7:12841
2. Sato N, Ota M, Yagishita A, Miki Y, Takahashi T, Adachi Y, et al. Aberrant midsagittal fiber
tracts in patients with hemimegalencephaly. American Journal of Neuroradiology 2008;29:823–
7.
研究成果刊行一覧
1. Enokizono M, Sato N, Ota M, Shigemoto Y, Morimoto E, Oba M, Sone D, Kimura Y, Sugai K,
Sasaki M, Ikegaya N, Iwasaki M, Matsuda H. Disrupted cortico-ponto-cerebellar pathway in
patients with hemimegalencephaly. Brain Dev. 2019 Jun;41(6):507-515.
2. Kimura Y, Sato N, Ishiyama A, Shigemoto Y, Suzuki F, Fujii H, Maikusa N, Matsuda H, Nishioka
K, Hattori N, Sasaki M. Serial MRI alterations of pediatric patients with beta-propeller protein
associated neurodegeneration (BPAN). J Neuroradiol.
20200423;S0150-9861(20):30157-7 doi: 10.1016/j.neurad.2020.04.002.
Online ahead of print.J Neuroradiol. 2020. PMID: 32335071.
3. Hirasawa-Inoue A, Sato N, Shigemoto Y, Kimura Y, Ishiyama A, Takeshita E, Mori-Yoshimura M,
Oya Y, Takahashi Y, Komaki H, Matsuda H, Sasaki M. New MRI Findings in Fukuyama
Congenital Muscular Dystrophy: Brain Stem and Venous System Anomalies. AJNR Am J
Neuroradiol. 202006;41(6):1094-1098 doi: 10.3174/ajnr.A6577. Epub 2020 May 21.AJNR Am
J Neuroradiol. 2020. PMID: 32439644.
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７．脳形成障害関連疾患・てんかん性脳症のエクソーム解析
分担研究者：松本 直通
研究機関名：横浜市立大学大学院医学研究科遺伝学
緒言
小脳低形成を含む脳形成障害関連疾患およびてんかん性脳症で原因が特定されていない症例を対象に、次
世代シーケンス（NGS）解析技術を用いてヒトゲノム上の全遺伝子を網羅的に解析し原因となる遺伝子変
異を効率的に特定することを目的に研究を行った。様々な特徴的な疾患群においても既に多様な遺伝子の
異常が明らかになりつつあり、その遺伝的多様性に対しては全遺伝子解析が最適な手法と位置づけられる。
方法
平成 30 年：カルシニューリンは２つのサブユニットである Catalytic A (CnA)と regulatory B (CnB)のヘ
テロダイマーで構成される。このタンパク質複合体は serine/threonine 特異的タンパク質フォスファター
ゼとして様々な下流のターゲットのリン酸化を調節し様々な臓器に関連しうるため、その変異がヒトにお
いてどのような表現型を呈するかこれまで不明であった。難治性てんかんを呈する 1456 症例に対して全
エクソームシーケンスを行った。CnA をコードする PPP3CA の変異を複数例で見出したため横浜市立大
学で解析された全症例のエクソームデータを探索した。見出した変異に対して、出芽酵母を用いた機能解
析を試みた。
平成 31/令和元年：対象は兄妹罹患例で、ともに 4 歳頃より運動失調、ミオクローヌス、全般てんかん発
作を発症し、神経学的退行により寝たきりであった。遺伝子変異スクリーニング、酵素診断、皮膚生検を
用いた電子顕微鏡所見で異常を認めず、WES を実施したが原因の同定は出来なかった。しかし同様の臨床
経過をたどる難治、進行性の PME 兄妹例であり遺伝要因が強く示唆された。WES でカバーされない領域
（イントロンや遺伝子間領域）やゲノム難読領域に病的変化がある可能性が想定された。本家系の罹患者
に対し PacBio 社の Sequel を用いてロングリード whole genome sequencing (WGS)を施行した。全ゲノム
に対しておよそ 6x 程度（20.9 Gb）のデータを産出し、SMRT-link に付属する PBSV を用いて参照ゲノム
配列にアラインし 50 bp 以上の CNV を抽出した。正常対照の 3 例を用いて”正常な”CNV を除外し、異常
な CNV を絞り込んだ。
令和 2 年：橋小脳低形成（Pontocerebellar hypoplasia, PCH）は現在 13 クラスに分類され次世代シーケン
ス解析によってその多くの責任遺伝子が単離されている。そのうち PCH 1 型 は極めて希少なで、臨床的
には早期発重度発達遅滞、進行性運動神経障害、小脳･橋萎縮を特徴とする。 近年 EXOSC9 遺伝子 (MIM:
606180)で 2 つの病的バリアント NM_001034194.1: c.41T>C (p.Leu14Pro) と c.481C>T (p.Arg161*) が
4 例の PCH type 1D (PCH1D) (MIM: 618065)において報告された。 EXOSC9 は RNA のプロセッシン
グと分解に関わるエクソソーム複合体の 1 コンポーネントをコードする。我々は PCD を呈する 2 家系に
対して原因解明に向けた全エクソーム解析を施行した。
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結果
平成 30 年：難治性てんかんの全エクソーム解析において West 症候群 4 例と発達遅滞・てんかん・多発奇
形を伴う 1 例に PPP3CA の点変異を同定した。横浜市立大学の全エクソームデータ検索でさらに 1 例に点
変異を同定したが、この症例は発達遅滞と多発奇形を呈していた。興味深いことに West 症候群を呈した 4
例中 3 例で変異は Catalytic domain の点変異であった。多発奇形を呈した 2 例では Autoinhibitory domain 内
の変異であった。それぞれの変異について酵母モデルを使った機能解析を行い、West 症候群の変異は機能
喪失型、多発奇形症例の変異は機能獲得型であることが明らかとなった。
平成 31/令和元年：症例に認めた CNV のうち、正常対照３例に認めた CNV と重複する CNV は全て多型
として除外した。17,165 個の構造変化がコールされ(9,949 個の挿入、7,216 個の欠失)、Refseq 遺伝子、
exon、タンパク質コード領域のみ、常染色体劣性遺伝性疾患遺伝子に焦点を当て異常 CNV 候補を絞りこ
み、原因と考えられる病的欠失を同定に到った。この欠失は、既知の神経変性性疾患セロイドリポフスチ
ン症の原因遺伝子 CLN6 の exon 1 を含んだ 12-kb の欠失で、ホモ接合性欠失であった。両親及び罹患同
胞にも同じ欠失が、それぞれヘテロ接合性、ホモ接合性に認められ、本家系に発症した進行性ミオクロー
ヌスてんかんの原因として妥当であると結論づけた。
令和 2 年：臨床的に PCH1D を呈した 2 家系で EXOSC9 の病的バリアントを見言い出した。うち１家系
で c.239T>G (p.Leu80Arg)と c.484dupA (p.Arg162Lysfs*3)の複合ヘテロ接合性バリアント、もう 1 家系
で c.151G>C (p.Gly51Arg)のホモ接合性バリアントが同定された。

考察
平成 30 年：West 症候群で見出された変異と多発奇形で見出された変異は、機能的に全く異なるため（機
能喪失型 vs 機能獲得型）
、このことが症例の表現系に大きく影響していることが強く示唆された。さらに
遺伝子探索研究において、シンプルな生物系を用いた機能解析研究が大変有効であることが示された。
平成 31/令和元年：本研究は、ショートリード WES の限界を明確に示し、かつ長鎖シーケンス等を用いた
WGS の有用性を明らかにした。
令和 2 年：これらの症例では PCH1D の既報例と類似の表現型を呈するも、知的発達や橋発達が既報より
良好な症例を認め EXOSC9 の両アリル変異による表現型の広がりが観察された。

結論
平成 30 年：PPP3CA の点変異が West 症候群と多発奇形を伴う発達遅滞という異なる疾患で見出された。
平成 31/令和元年：WES で原因解明ができなかった進行性ミオクローヌスてんかん家系の原因をロングリ
ード WGS を用いて明らかにした。
令和 2 年：これまで 2 つのバリアントしか報告のない EXOSC9 の新規病的バリアントを 3 つ同定するこ
とに成功した。

原因不明の小脳低形成を含む脳形成障害関連疾患およびてんかん性脳症などに対して全エクソーム解析は
極めて有効であり解析の第一選択肢である。一方で、全エクソーム解析で解決できない症例に対してロン
グリード WGS などの手法が有用であることが明らかとなった。
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８．不随意運動や失調症状をともない発達障害をきたす発達性てんかん性脳症
の原因及び治療法の解明
分担研究者：遠山 潤
研究機関名：国立病院機構西新潟中央病院
緒言
小児発達期に不随意運動や失調症状を伴う発達遅滞症例は様々な遺伝性疾患が含まれ，種類も多く，か
つ一つ一つの疾患は非常に稀であると思われる．原因不明症例の臨床症状を詳細に検討することから，
症状—原因の関係を確立することが適確な診断と治療のために必要である．診断を明確にすることによ
り，その疾患に特異的な治療法も解明できる可能性がある．今回の 3 年間の研究では不随意運動や失調
症状をともない発達障害をきたす発達性てんかん性脳症例の疾患特異的な治療法の解明を行った．
初年度では，脳内 NMDA 受容体を構成する GRIN1 遺伝子変異例と GRIN2A 変異例の神経症状に対す
るメマンチンの有効性を検討した．2 年度では，進行性ミオクローヌスてんかんを来す新たな遺伝性疾患
と Angelman 症候群（AS）に対してペランパネル(PER)の有用性を検討した．3 年度では発達性てんかん
性脳症では比較的頻度の多い CDKL5 遺伝子異常をもつ CDKL5 deficient disorder (CDD)のてんかん発
作を含む臨床症状，てんかん治療の経過，神経放射線所見，脳波所見について検討し，臨床症状の評価と
最適治療を検討した．
方法
①GRIN1 遺伝子変異例と GRIN2A 変異例に対するメマンチンの有効性の検討．
対象は GRIN1 変異と GRIN2A 変異を持つ症例各 1 名ずつである．
症例 1 は発達性てんかん性脳症男児．GRIN1 に c.1656C＞G:p.Asp552Glu ヘテロ接合変異がみられた．
臨床的にミオクローヌス, ジスキネジア，ヒョレアの不随意運動，眼球上転発作，手の常同運動，焦点発
作，強直間代発作，スパズムを呈した．
症例 2 は睡眠時に持続性棘徐波を持つてんかん性脳症の男児．GRIN2A に c.2201T>A:p.Val734Asp 変異
がみられた．1 歳 7 ヵ月時に，発運動言語など退行あり．脳波異常があり VPA 開始された．3 歳 3 か月
に強直間代発作や脱力発作出現した．脳波で全般性棘徐波結合あり．多動，重度知的障害あり．24 歳時
の DQ=10 未満と 1 歳レベルであった．
症例 1 は 10 歳から，症例 2 は 24 歳からメマンチンを経口的に投与し症状に対する効果を臨床的に判断
した．メマンチン投与は分担研究者施設の倫理委員会の承認をうけ，家族への十分な説明後に文書で同
意を得て行なった．
②進行性ミオクローヌスてんかん例と AS に対する PER の有用性の検討．
対象は当院で加療中の AS5 例（男 1 例、女 4 例．15q11-13 欠失型 4 例，メチル化異常 1 例）
，DRPLA 2
例，DHDDS 変異を持つ発達性てんかん性脳症 1 例，SEMA6B 変異による進行性ミオクローヌスてんか
ん 1 例である．PER0.5～2mg で投与を開始し，てんかん発作，不随意運動，副作用などの症状に応じて
増量した．AS 例の 1 例は 8 歳であり，保護者に治療について説明し同意を得た後に 0.5mg/日で投与開
始した．それぞれの症例について，てんかん発作及びミオクローヌスの状態，その他の症状，副作用につ
いて後方視的に検討した．
③CDKL5 遺伝子異常をもつ症例のてんかん発作を含む臨床症状，てんかん治療の検討．
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対象は研究協力機関で遺伝学的検査を施行され CDKL5 病的バリアントを認めた CDD 29 例（女 21 例，
男 8 例）である．それぞれの症例について，臨床調査票を作成し主治医に記入していただく方法で調査
した．臨床調査票はてんかん発症時期，てんかん発作，不随意運動を含む臨床症状，脳波および MRI 所
見，抗てんかん薬の有効性，抗てんかん薬以外のてんかん治療に対する有効性について後方視的に検討
した．また，臨床症状および検査所見について男女の有意差を検討した．
結果
①症例 1 では，メマンチンは 0.5mg／日（体重 17kg）から開始し 5mg／日まで漸増した．6 か月間の投
与で焦点発作や強直間代発作，スパズム回数の減少と焦点発作持続時間の短縮がみられ，発作が長いと
きに使用していたジアゼパム座薬の使用が減った．不随意運動も減少し全身状態は安定した．投与によ
る明らかな副作用はなかった．症例 2 では，メマンチンは 5mg／日（体重 43kg）から開始し 15mg まで
漸増した．メマンチン投与により，日常の動きが増えて，9 か月時には表情も豊かになるなど変化が出た．
てんかん発作に対しては，おさまっていたため評価不能であった．投与による明らかな副作用はなかっ
た．
②AS 例では 5 例中 4 例でミオクローヌスの改善を認め，維持量は 1～4mg（1mg 1 例，2mg 2 例，4mg
1 例）であった．うち 1 例は併用抗てんかん薬の減量が可能であった．その他の 1 例では PER 開始後問
題行動が出現し，ミオクローヌス重積が悪化したため投与を中止した．2 例で睡眠リズムの改善が得られ，
1 例で食欲増進，体重増加を認めた．てんかん発作の悪化はみられなかった．DRPLA 症例 2 例では，ミ
オクローヌスがほぼ消失し強直間代発作も減少した．DHDDS 変異例，SEMA6B 変異例による進行性ミ
オクローヌスてんかん症例でも強直間代発作とミオクローヌスは 50％以上減少と著効した．
③てんかん発症年齢は平均 3.3 か月（4 生日-26 か月）で，てんかん症候群としては West 症候群 13 例，
分類不能早期発症乳児てんかん性脳症 12 例，大田原症候群 2 例，遅発性乳児てんかん性脳症及び症候性
局在関連性てんかんがそれぞれ 1 例であった．初診時の発作型は焦点発作が 13 例，スパズム，強直発作
がそれぞれ 5 例，強直間代発作が 4 例，ミオクロニー発作が 2 例で，経過中にスパズムを呈した例は 27
例あった．ミオクローヌスを除く不随意運動は 15 例で認め，手の常同運動が最も多く 8 例，次いでヒョ
レアが 7 例，ジストニアが 3 例に認められた．最終診察時の年齢は平均 9.5 歳（1-39 歳）で，発作抑制
が得られたのは 2 例で，全例が重度の発達遅滞を認め，歩行獲得は 2 例で半数以上は寝たきりであった．
運動発達の程度は女児に比べ男児が有意に重度遅滞であった．初診時の脳波は 7 例が正常，後頭部優位
の棘波や多焦点性棘波がそれぞれ 5 例にみられた．経過中，ヒプスアリスミアは 19 例に認められた．脳
MRI では脳萎縮が 13 例(軽度 9 例，重度 4 例)にみられた．脳萎縮の程度は女児に比べ男児が有意に重度
であった．
抗てんかん薬治療では，単剤で発作抑制された例はなく，併用療法時に 50%以上の発作抑制が得られた
のは，バルプロ酸とビガバトリンが 2 例，ラモトリギン 1 例であった．それに対しカルバマゼピン，ガ
バペンチン，フェニトイン，臭化カリウムは無効例が多かった．ラモトリギンでは悪化例もみられた．遅
発型の 1 例でバルプロ酸＋スルチアムの組み合わせが有効であった．ACTH 療法は 22 例で行われ 7 例
で有効で最も有効な治療であったが有効期間は限定的であった．ケトン食療法は 10 例でおこなわれ 1 例
で著効し，脳梁離断術，迷走神経刺激療法はそれぞれ 3 例で施行され無効であった．
考察
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GRIN1 変異や GRIN2A 変異例に対してのメマンチン治療では GRIN1 変異例ではてんかん発作や不随意
運動の改善がみられた．GRIN2A 変異例でも臨床的に行動面の改善がみられた．メマンチンは，GRIN2A
変異に加え，GRIN1 変異や GRIN2D 変異症例にもメマンチンの有効性が報告されている．メマンチン
は NMDA 受容体阻害作用をもつため，遺伝子変異による NMDA 受容体の機能変化によって症例ごとに
メマンチンの有効性は異なると考えられ，遺伝子変異の機能解析が重要となる．NMDA 受容体変異例の
症例によっては有効な治療となり得る．今後は至適投与量の検討や他症例での検討、長期経過，遺伝子変
異の機能解析による有効性の予測が重要である．
ミオクローヌスを来す AS や進行性ミオクローヌスてんかん症例に対しては多くは PER が有効であった．
AS の 1 例では悪化を認めその理由は不明であるが注意が必要である．AS に対する睡眠リズムの改善に
も有効であった．また，他の疾患でも DHDDS 変異症例では難治発作がほぼ消失するなど著効した．
AMPA 受容体は，主に興奮性神経に存在する受容体であり，興奮性神経伝達物質であるグルタミンによ
りシグナルを脳内に伝達し作用すると考えられている．進行性ミオクローヌスてんかんでは主にこの受
容体を介して主な症状が出現していると推定されるため拮抗薬である PER が有効であると考えられる．
今回の検討からは AS のミオクローヌスもこの受容体が関与していることが推定された．今後，さらなる
多症例や他疾患での検討，長期経過観察，副作用のコントロールなどが必要となると思われた．
CDD は X 連鎖性疾患である．今回の検討では，女児 21 例，男児 8 例と従来の報告より男児が多い結果
であった．従来は非定型 Rett 症候群や女児のてんかん性脳症症例の解析から見いだされることが多かっ
たが、今回の検討は発達性てんかん性脳症症例から見いだされた例であり，そのため男児の比率が高い
と考えられる．不随意運動が従来例より少ないのも，発達性てんかん性脳症症例からみいだされた例で
あった可能性が考えられた．発達は重度発達遅滞が多く MRI の萎縮の程度は運動発達の程度と良く相関
しており、男児の方が有意に重度であり，これはこれまでの報告と同一であった．
てんかん治療については，最近は疾患特異的な precision medicine が重要とされる．今回の検討では CDD
のてんかん発作は各種抗てんかん薬に抵抗性であり有効な治療法見いだせなかった．バルプロ酸，ビガ
バトリン，トピラマートなどが比較的有効であった．CDD 特異的な治療法の確立のためには合理的な多
剤療法や抗てんかん薬と各種特殊治療との組み合わせなどをさらに検討する必要があると思われた．ま
た，副作用が多いような不必要な多剤併用療法は避ける必要性もあると考えられた．
結論
遺伝子異常による発達性てんかん性脳症症例ではその原因遺伝子により有効な薬剤が見いだされる症例
がある一方，CDD のように有効な治療が見いだせない症例も多い．今後は遺伝子の機能解析に基づく
有効な薬剤を見いだし多数例で検討を行うことにより，治療が確立されてゆく可能性がある．
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９．運動障害を伴う脳発達障害の臨床像と病態解明
分担研究者：加藤 光広
研究機関名：昭和大学医学部小児科学講座
緒言
運動障害を伴う脳発達障害の原因はさまざまであり、原因によって脳の構造異常を示す場合（形態異
常）と示さない場合（機能異常）がある。分担研究者はこれまで、形態異常をきたす脳形成異常と機能異
常が中心のてんかん性脳症について、画像を含む臨床像の解析と遺伝学的原因の同定による分子病態の
解明を行ない、両者に関する多数の原因遺伝子を明らかにしてきた。介在ニューロンの発生に深く関わ
る ARX 遺伝子の機能喪失変異は滑脳症などの形態異常をきたす一方、機能獲得変異はジストニアを伴う
知的障害や発達性てんかん性脳症（大田原症候群、West 症候群）など脳構造異常を示さずに機能異常を
きたす。近年、脳形成異常と発達性てんかん性脳症の原因遺伝子と遺伝的多面性が明らかになるにつれ、
再び形態異常と機能異常との関連性が注目されている。
本研究では、これまでに集積した脳形成異常約 1200 例(DNA 収集 871 例)とてんかん症候群（その多
くは発達性てんかん性脳症）約 1000 例(全例 DNA 収集)の症例と新規追加症例についての臨床情報をも
とに、運動障害を伴う脳発達障害の臨床像と病態解明を行う。３年間の計画として、初年度にデータベー
ス整理を行い、二年度は既知遺伝子の臨床像を明らかにし、三年度は全エクソーム解析を行い原因遺伝
子を同定する。最終的には運動障害を伴う脳発達障害、特に脳形成異常とてんかん性脳症に対して，画
像・遺伝子・てんかん・リハビリ・全身管理を含む診断・治療・病態に関する包括的な情報提供システム
を構築する。
方法
運動障害を伴う脳発達障害の臨床像と原因遺伝子同定を端緒とする病態解明のために、患児もしくは
保護者から同意を得て血液（一部唾液）と臨床情報（病歴および脳形成異常では頭部 MRI）を収集した。
臨床情報は脳形成異常とてんかん症候群のそれぞれの症例登録データベースに入力した。脳形成異常と
てんかん症候群の症例登録データベースから運動障害を伴う症例を抽出し、臨床診断、遺伝子解析結果
の概要を調査した。てんかん症候群データベースの 757 家系について病歴と発作型、脳波所見に基づき
臨床診断を整理した。発達性てんかん性脳症の臨床診断は、大田原症候群から West 症候群への移行など
経過中に変化することがあるため、初期診断を優先病名とした。脳形成異常のデータベースから多小脳
回と、心奇形以外の心機能異常の併発例を抽出し、臨床的特徴を検討した。DNA を抽出後、臨床情報に
よって ARX, LIS1, DCX, TUBA1A, PIK3R2 については Sanger 法で直接塩基配列解析を行った。Sanger
法で変異がみつからなかった症例と ARX, LIS1, DCX, TUBA1A の変異の可能性が低い表現型において
は、横浜市立大学院医学研究科遺伝学講座、浜松医科大学医化学講座、理化学研究所でエクソーム解析が
行われた。
結果
３年間で脳形成異常 274 例の相談を受け、200 例の画像と 178 例の DNA を収集した。てんかん性脳
症は 3 年間で 333 例の臨床情報と DNA を収集した。てんかん症候群 757 家系のうち発達性てんかん性
脳症 701 家系中 353 家系で原因遺伝子を同定した 1)。また、分類不能の発達性てんかん性脳症の 3 例で
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de Lange 症候群の原因遺伝子である SMC1A の変異を同定し、発達性てんかん性脳症の原因遺伝子とし
て臨床的特徴を報告した

。知的障害と上肢ジストニアを併発する Partington 症候群の１家系で ARX

2, 3)

のポリアラニン伸長変異を同定した。前頭優位の多少脳回２症例で Na チャネル Nav1.3 をコードし、て
んかん性脳症の原因遺伝子である SCN3A にミスセンス変異(p.ILE875Thr)を同定し、脳形成異常の新た
な分子機構を報告した 4)。脳形成異常のデータベース 1394 例中多小脳回は 311 例で、そのうち詳細な臨
床情報が得られている症例は 252 例であった。多小脳回 252 例中、心奇形以外の心機能異常を併発する
症例は 5 症例であった。5 例とも生後数日から難治性のてんかん発作を発症し、進行性に大脳が萎縮し、
重度の四肢麻痺と知的障害を呈した。また、甲状腺機能低下を 3 例で認めた。5 例中 4 例で多小脳回の新
たな原因遺伝子として ATP1A3 を同定し、Science Advances 誌に論文が受理された 5)。
考察
エクソーム解析による網羅的な遺伝子解析は時として予想外の結果をもたらす。SCN3A は電位依存性
ナトリウムチャネルの Nav1.3 をコードし、発達性てんかん性脳症や焦点性てんかんの原因遺伝子として
報告されている。2018 年 Zaman らは 4 例の乳児期発症てんかん性脳症で SCN3A 変異を同定し、我々の
症例と同じ p.Ile875Thr 変異の 2 症例はやはり多小脳回を伴っていた 6)。歴史的に特発性てんかんの原因
遺伝子としてイオンチャネル関連遺伝子に変異が同定されることが多く、ナトリウムチャネルについて
は Dravet 症候群における SCN1A 変異や大田原症候群などの発達性てんかん性脳症における SCN2A,

SCN8A 変異が報告されている。SCN3A の Ile875Thr 変異が多小脳回を示す病態は不明だが、SCN1A 変
異が限局性皮質異形成や異所性灰白質で報告されているほか 7)、最近、NMDA 受容体のサブユニットを
コードする GRIN1, GRIN2B が、発達性てんかん性脳症の原因遺伝子であるとともに多小脳回など脳形
成異常の原因遺伝子でもあることが報告されている 8-10)。今後、イオンチャネルを介した電気信号の変化
が脳の形態形成に与える影響と脳形成異常と機能異常としてのてんかん性脳症の病態の異同の解明が期
待される。

SMC1A (Structural maintenance of chromosomes 1A)は、コヒーシン複合体を構成し、体細胞分裂の過
程で DNA 複製後の姉妹染色分体の接着・分割・分離と、DNA 修復に関与する 11)。SMC1A などコヒー
シン複合体のサブユニットをコードする NIPBL, SMC3, RAD21 およびコヒーシンの制御因子である

HDAC8 の変異は Cornelia de Lange 症候群(CdLS)をきたす 12)。SMC1A 変異は CdLS の約 5%で認めら
れ、NIPBL 変異(80%)に次いで多い。CdLS をきたす SMC1A 変異はミスセンスまたはインフレームの
欠失が多く，女性は男性より軽い症状を示す。その一方、SMC1A のナル変異として、2015 年以降スプ
ライス異常やフレームシフト変異の報告がこれまで 15 例報告され、すべて女児であり、男児は胎生致死
と考えられている。興味深いことに、SMC1A のナル変異では典型的な CdLS 徴候を認めず、てんかん発
作と知的障害が主症状であり、症例 3 の所見に合致する。SMC1A のナル変異 16 例の臨床症状をまとめ
ると、てんかん発作の発症時期は生後 1 か月以内から 28 か月（平均 8 か月）で、12 例(75%)に発作の群
発を認める。発作が消失したのは 4 例のみであり、多くは難治性であった。全例に知的障害を認め、軽度
は 1 例のみで 15 例が中等度から重度であった。ミスセンス変異の症例 1 と 2 の母娘例も、ナル変異の症
例と同様にてんかん発作の群発傾向を認め、PCDH19 変異による臨床像に類似していた。
多小脳回に心奇形を伴わず心機能異常を呈する症例は 252 例中 5 例(2.0%)のみでまれであった。5 例と
も進行性脳萎縮を認め、また 3 例は甲状腺機能低下を示し、多小脳回としては非典型的であった。心機
能異常は、徐脈もしくは頻脈発作が 3 例、発作性心不全が 2 例でいずれも一過性の異常で改善しており、
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チャネル機能異常が鑑別の一つに挙げられる。5 例とも重度の四肢麻痺と最重度知的障害を呈し、多小脳
回としては重症度が高かった。5 例中 4 例で同定された多小脳回の新たな原因遺伝子 ATP1A3 は、神経
系の機能異常をきたす複数の疾患の原因遺伝子として報告され、その一部は発作性の症状が特徴である。
本研究においてもてんかん発作以外に心機能異常が発作性に生じており、ATP1A3 の機能と関連すると
考えられる。ATP1A3 が多小脳回などの脳形成異常および心機能異常をきたすことは知られておらず、
予期しない発見であった。
結論
多小脳回における SCN3A の特異的な変異の同定は、イオンチャネルが脳形成に関与することを示唆
する。SMC1A は CdLS に加え、発達性てんかん性脳症の原因遺伝子でもあり、発作の群発が特徴である。
心機能異常を呈する多小脳回は、甲状腺機能低下や早期発症のてんかん発作、進行性脳萎縮など特徴的
な所見を呈し、共通する分子病態が示唆された。実際に原因遺伝子 ATP1A3 を同定し、脳形成と心機能
に関わる新たな分子機構を明らかにした。
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１０．運動症状をきたす大脳白質疾患の病態に基づく治療法の開発
分担研究者：井上 健 1
研究機関名：1 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 疾病研究第二部
研究協力者：本橋裕子 2、石山昭彦 2、山本晃代 2、佐藤典子 3、佐々木征行 2
2 国立精神・神経医療研究センター病院 小児神経科、3 同 放射線科
【緒言】
Pelizaeus-Merzbcher 病（PMD）は、重度の運動発達遅滞にジストニア、痙性四肢麻痺、小脳失調など
の神経学的症状を伴う遺伝性小児神経疾患である。これまでに対症療法以外に疾患の原因を標的とした
根治療法は見出されていない。原因遺伝子は CNS 特異的な髄鞘膜蛋白質をコードする PLP1 で、最も頻度
が高いゲノム重複変異や主にアミノ酸置換を伴う点変異が知られている。これまでにモデル動物を用い
た解析により、重複及び点変異の両方にウコンに含まれる活性ポリフェノール成分であるクルクミンの
有効性が示唆されている（1,2）
。クルクミンは、食品として広く市販され、小児においても安全性の高い
ものである。本研究でその有効性が確立されれば、極めて安全性が高く、かつコストも安価であり、すぐ
に実用化することが可能であることから、臨床的な有用性が極めて高い。そこで本研究では、ヒト PMD 患
者に対するクルクミンの有効性を検証するために、オープンラベル臨床試験を実施し、臨床評価尺度、
MRI 画像による髄鞘化評価、電気生理学的検査により治療効果の検証を行う。
【方法】
本研究は自己対照症例オープン試験で、同一患者群の介入前後比較によるコホート研究となる。クルク
ミンの有効性ならびに安全性の確認をエンドポイントとする。未治療時を対照とし、用量漸増を実施す
る。対象者は、点変異および重複変異のいずれかの PLP1 遺伝子変異を有する PMD 患者 10 名である。年
齢は５歳以上 20 歳未満とする。患者のリクルートは患者親の会を通じて行なう。臨床情報は、所定の臨
床情報提供書を用いて収集し、臨床症状の変化については臨床評価尺度（運動機能の評価尺度：粗大運動
能力尺度 Gross Motor Function Measure: GMFM、日常生活動作を含む臨床症状の評価尺度：PMD 機能
障害スコア PMD Functional Disability Score:PMD-FDS）を用いて経時的に評価する。髄鞘化の評価
は頭部 MRI 画像から得られる髄鞘化尺度により評価する。電気生理学的検査は聴覚脳幹反応を用いる。
ともに投与開始前と後で評価し、投与前からの変化量を統計学的に検定する。オープンラベル漸増法試
験で試験期間は 12 ヶ月である。低用量投与（2 ヶ月、1mg/kg/day、１日１回経口投与）
、高用量投与（10
ヶ月、4mg/kg/day、１日１回経口投与）とする。本研究は、JRCT に特定臨床研究として登録して実施さ
れた（実施計画番号 jRCTs031180348）
。
【結果】
9 名の患者をリクルートし、臨床試験を開始した。変異の内訳は、点変異 3 名（うち１名は null 変異に
よる軽症型）
、重複 5 名、三重複 1 名である。全ての症例において、有害事象なく、服用を完遂し、評価
を終了することができた。臨床症状は PMD-FDS、GFMS ともに統計学的に有意な改善は確認できなかった。
頭部 MRI に関しては T1WI、T2WI ともに髄鞘化の改善を認めた症例はなかった。ABR に関しては 2 例で一
部波形分離が明瞭になったが残りの 7 例は変化がなかった。9 症例全例において中途脱落はなく、血液生
化学検査では肝機能障害などの異常所見は認められなかった。
【考察】
今回の臨床研究では検証した項目において、研究期間にクルクミンの有意な治療効果を示すことはでき
なかった。しかし、クルクミン内服における明らかな有害事象はなく忍容性、安全性は確認できた。有意
な治療効果が観察されなかった要因として、対象年齢が５歳から２０歳までと広く、かつ発症早期の患
者を含まなかったことが挙げられる。低年齢の患者は、自然歴として緩やかな発達が見られるため、治療
効果の検証が困難であることから、今回の研究では対象から外されたが、今後疾患自然歴との比較検討
によりこれらの早期の症例を対象とすることで、有意な治療効果が得られる可能性がある。
【結論】
９症例の PMD 患者を対象とした高吸収型クルクミンの１年間のオープンラベル漸増法試験を実施した。
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有意な治療効果は認めなかった。明らかな有害事象はなく忍容性、安全性を確認した。
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30-6
The Studies on Congenital Developmental Brain Dysfunction presenting mainly Motor Symptoms
Masayuki Sasaki, M.D.,
Department of Child Neurology,
National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)
(1) The main purpose of the studies
The main purposes of the studies are to clarify the pathogenesis of the congenital developmental brain
dysfunction presenting mainly motor symptoms such as involuntary movements (dystonia, myoclonus, etc.),
cerebellar ataxia, spastic paraplegia, or paroxysmal symptoms (spasms, tonic seizures, atonic seizures,
transient hemiplegia, etc.) including developmental and epileptic encephalopathy (DEE). There are so
many disorders which display these motor symptoms. Among these disorders, there are not a few patients
who have not yet been diagnosed correctly. It is sometimes difficult to diagnose these patients with
congenital developmental brain dysfunction presenting motor symptoms precisely only by both
neuroradiological and biochemical studies. Using developed gene analysis methods including Next
Generation Sequencing (NGS), we will try to elucidate pathogenesis of undiagnosed rare disorders in
children with motor symptoms.
(2) The study group
The members are as follows, Masayuki Sasaki, Takashi Saitoh, Akihiko Ishiyama, Yuko Motohashi, Eri
Takeshita (Department of Child Neurology, NCNP), Noriko Sato (Department of Radiology, NCNP), Ken
Inoue (Department of Mental Retardation and Birth Defect Research, NCNP), Naomichi Matsumoto
(Yokohama City University), Mitsuhiro Kato (Showa University), and Jun Tohyama (NHO Nishi-Niigata
Central Hospital)
(3) Results
1) By epidemiological methods, this study disclosed the numbers of patents with cerebellar ataxia and
dystonia which started in childhood in Japan. We found that there are so many disorders which cause these
symptoms in childhood.
2) By using NGS, this study clarified many causative genes presenting cerebellar ataxia, movement
disorders, and developmental epileptic encephalopathies (DEE) in infancy to childhood.
3) New clinical trials, such as Curcumin for patients with Pelizaeus-Merzbacher disease, have been carried
out.
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30—７

精神・神経医療研究センターにおけるバイオバンクの統合的管理と
利活用拡大のための基盤研究
主任研究者

国立精神・神経医療研究センター

メディカル・ゲノムセンター／神経研究所
後

藤

雄

一

総括研究報告

竹下 絵理

１．研究目的

（平成 31 年度、令和 2 年度）

国立精神・神経医療研究センター（NCNP）が関与

国立精神・神経医療研究センター

波多野賢二 国立精神・神経医療研究センター

している、精神疾患患者を主に対象とした包括的前

井上 健

国立精神・神経医療研究センター

向き試料収集（NCNP バイオバンク）
、骨格筋レポジ

吉田寿美子 国立精神・神経医療研究センター

トリー等を、試料と情報を管理する人的・物理的・

功刀 浩

組織的システムを総合的にさらに改良し、それらバ

（平成 31 年度、令和 2 年度）

ンクの利活用を格段に推進させる方策を企画、実施

松本 直通

することを目的とする。

井上 悠輔 東京大学

国立精神・神経医療研究センター

横浜市立大学

NCNP でしか収集できない研究資源（筋、髄液等）
を取り扱うシステムを構築・運用する、もしくは、

研究協力者

日本全体をカバーするシステム（知的障害、脳バン

阿部ちひろ

国立精神・神経医療研究センター

ク等）の中核となり、新たな診断バイオマーカー、

坂井 千香

国立精神・神経医療研究センター

治療法を開発する研究開発事業への試料提供を拡充

松島 雄一

国立精神・神経医療研究センター

させる。知的障害、認知症などの患者数が多い疾

竹下 絵里

国立精神・神経医療研究センター

患、神経・筋疾患などの希少疾患の両方に対応し、

野口亜美梨 国立精神・神経医療研究センター

ナショナルセンターとして当該疾患の病因・病態解

石原奈保子 国立精神・神経医療研究センター

明や新規治療法開発に資するバイオリソースを大

東

慶輝 横浜市立大学

学・企業の研究者に供給し、疾患研究を一層推進す
る。

３．研究成果
1）NCNP バイオバンクの拡充と広報

２．研究組織

臨床情報の収集とデータベース構築については、

主任研究者

NCNP バイオバンクとして、国⽴精神・精神医療研

後藤 雄一 国立精神・神経医療研究センター

究センター病院での精神疾患患者の⾎液や髄液の収
集・登録を継続し、髄液については健常者を含めて

分担研究者

累計 1368 件に達し、世界でも類を⾒ない数になって

服部功太郎 国立精神・神経医療研究センター

いる。また電⼦カルテとの連携では、従来の病名情

中川 栄二 国立精神・神経医療研究センター

報に加え、処⽅・注射・患者プロファイル（アレルギ

（平成 30 年度）
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ー）
・検体検査情報をオンデマンドで連携するシステ

令和 2 年度の提供数は、41 件になり、コロナ禍であ

ムを開発し、運⽤した。

っても前年を上回った。累計では、163 件となり、

また、当センターでは、これまでの歴史的経緯か

NCNP 内への提供は 31％に止まり、46％は田のアカデ

ら、幾つかのバイオバンク関連データベースが平⾏

ミア、23％は企業への提供になっている。

して動いており、NCNP バイオバンクに、知的障害

5）上記活動を行うための倫理的問題等への対処

症例の DNA やリンパ芽球、てんかん⼿術脳など試

利活用推進委員会を倫理委員会、受託共同研究審

料を組み⼊れた。さらに、NCNP バイオバンクの活

査委員会と連携して手順の簡素化、提供までの時間

動の理解が進み、パーキンソン病、他の神経疾患な

の迅速化を目指す活動を継続させている。また、商

どの研究事業におけるバンク関連部分の役割分担の

業利⽤に関する試料の利活⽤のあり⽅、特に付随す

依頼が増加し、連携プロジェクトとして共同事業拡

る情報の利活⽤の側⾯からの⼿続き規制と、機関を

⼤を進展させることができた。

またぐ活動に関する倫理審査のあり⽅について検討

2）生体資料の科学性の担保とバイオバンク国際標準

し、迅速で提供を⾏ってきた。⼀⽅、倫理指針の改

化への活動

定や個⼈情報保護法の改正などが⾏われており、常

生体資料の科学性担保を目的に、バイオバンクの

にこの課題は最新の情報を元に、倫理委員会や受託

国際規格作成および、国内の実装に向けた和訳等を

共同研究委員会と情報交換しながら適切に進めてい

本研究で実践した。今後、国内における実装にも貢

る。

献していく予定である。同規格の要求水準は高いも
のの、NCNP における認定取得の準備を進めた。

４．今後の方向性

3）他のセンター内バンク事業、疾患レジストリー事
業との連携

①

情報：センター内のバイオリソース統合化と

ともに、ナショナルセンター・バイオバンク事業

NCNP が中核となり⽇本ブレインバンクネット

（NCBN）
、他のメガバンク事業とのオールジャパン的

（Japan brain bank net; JBBN）事業が進められてお

な連携が重要な課題である。特に、ゲノム情報や医療

り、その活動に協⼒した。

情報の登録・提供において、社会情勢を診ながら適切

また、バンク事業の連携は、ナショナルセンター
間で組織体（ナショナルセンター・バイオバンクネ
ットワーク:NCBN）としての活動がますます拡大し、
国立高度専門医療研究センター医療研究連携本部
（JH）からの資金を受けての共同研究、複数の企業
を含めた大型の開発研究（GAPFREE4）などが始まっ
ている。

に対処する必要がある。さらに、難病レジストリーや
ゲノム情報共有などは国際連携を視野に入れた柔軟
な対応を図る必要がある。
② 脳バンク：
NCNP 内のバンク事業として、共通化できる点では協
力して実施する。
③ 生体試料の科学性：組織、細胞、DNA や RNA、タ

さらに AMED 資金で行われている、ゲノム医療実現
プラットフォーム利活用システム事業が動いており、
他のメガバンクなどを含むオールジャパン体制の構
築と共通化を図っており、NCNP バイオバンクはそれ
らの活動の主導的立場で活動を行った。

ンパク質等の採取保存法の SOP を策定し標準化を図
る。特に、ISO などの国際標準化の動きに対応して進
める事が肝要と考える。
④

利用促進：広報活動の強化と利活用推進委員会

の規程確定と倫理委員会等との機能分担を明確にす

4）バイオリソースの利活用の拡大

る。また、NCBN を含めた、オールジャパン体制への

利活用推進委員会を介したバイオリソース利活用
実績（共同研究、分譲）は順調であり、髄液を中心に

主導的な活動を今後も行ってゆく。国の研究倫理指
針の統合化を⾒据えて、バイオバンク関連研究の倫
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理についても情勢が変わりつつある。それに対応す

6）松村亮、波多野賢二、服部功太郎、宮下由紀

る準備を進めている。

子、横田悠季、吉田寿美子、永井秀明、後藤雄
一. バイオバンク付随情報の精度向上を目指し

５．研究発表

た病院情報システムとのオンデマンド連携．第

（学会発表）

39 回日本医療情報学会学術大会 2019 年 11 月 21

1)松村亮，波多野賢二，服部功太郎，宮川友子，宮下

日～24 日 千葉市

由紀子，横田悠季，吉田寿美子，永井秀明，後藤

7）後藤雄一. ナショナルセンター・バイオバンクネ

雄一．診療系端末から閲覧可能なバイオバンクポ

ットワーク. AMED ワークショップ「ゲノム医療研

ータルサイトの構築．第 38 回医療情報学連合大

究におけるデータシェアリング」, 東京, 2019 年

会，福岡, 2018 年 11 月 24 日

12 月 13 日

2) 後藤雄一. ナショナルセンター・バイオバンクネ
ットワーク. 第 5 回バイオバンク連絡会, 東京,

（論文発表）
1) Iida A, Takeshita E, Kosugi S, Kamatani Y, Momozawa
Y, Kubo M, Nakagawa E, Kurosawa K, Inoue K, Goto

2018 年 9 月 22 日
3) Shoko Tsuchimine, Kotaro Hattori, Miho Ota,

YI. A novel intragenic deletion in OPHN1 in a Japanese

Shinsuke Hidese, Toshiya Teraishi, Daimei

patient with Dandy-Walker malformation. Hum

Sasayama, Hiroaki Hori, Takamasa Noda, Sumiko

Genome Var. 2018 Dec 5;6:1. doi: 10.1038/s41439-

Yoshida, Fuyuko Yoshida, Hiroshi Kunugi.

018-0032-8.
2) Imagawa E#, Albuquerque EVA# (# denotes equal

Reduced plasma orexin-A levels in patients with
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contribution), Isidor B, Mitsuhashi S, Mizuguchi T,

bipolar disorder. 第 41 回日本神経科学会, 神戸,
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20 日
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精神・神経疾患バイオリソース・レポジトリ

されており、本研究ではそれらを一括管理し

ーの統合化と効率的運用の研究

て有効利用することで、臨床にも研究にも有
用性のより高いバイオリソース・レポジトリ

分担研究者

ーを構築することを目指している。平成 27

所属 国立精神・神経医療研究センター

年度に開始した発達障害バイオバンクを NCNP

メディカル・ゲノムセンター／神経研究所

バイオバンクシステムへの組み入れを行い、

疾病研究第二部

独自の歴史をもち NCNP のモニュメント的な

職名 センター長／部長

骨格筋レポジトリーの活用に資する支援を行

氏名 後藤雄一

う。特に、倫理指針や知的財産等の社会的手

E-mail: goto@ncnp.go.jp

続きの変化に対応するために同じバンク事業
として支援する。

【要旨】

さらに、昨今はゲノム医学、ゲノム医療の

NCNP バイオバンクを中核に、NCNP で行わ

観点からバイオバンク事業の重要性が世界的

れている各種バンク関連事業の統合化をめざ

に認識され、一大ムーブメントとなってい

す活動を行った。システムの機械的な統合よ

る。我が国でも乱立気味のバイオバンクの連

りは、その設立の経緯や運営資金等の違いを

携を図る必要に迫られており、その動きの中

踏まえ、NCNP バイオバンクのシステムの利用

核となって NCNP が動くことが要請されてい

や共有化を行う方式で連携を図った。この連

る。

携作業は、NCNP 内に止まらず、ナショナルセ
ンター間、他のメガバンクとの連携を含むオ

【方法】

ールジャパン体制へと発展しており、それら

１）NCNP バイオバンクの拡充と広報

の活動において NCNP バイオバンクは主導的
な立場で活動を行っている。

利用の推進を図るために、提供における迅
速化と共同研究もしくは分譲のシステム化を
確実に進める。NCNP バイオバンクシステムを

【背景と目的】

利用した研究資源の収集を他の疾患、他の試

2011 年から 6 つのナショナルセンターがネ

料形態へ広げ、NCNP 及び NCNP 外の研究者に

ットワーク・連邦型のナショナルセンター・

対して研究活用の機会を増やすように広報す

バイオバンクネットワーク（NCBN）を組織し

る。

て、国立精神・神経医療研究センター内には

２）骨格筋レポジトリー事業への継続的支援

NCNP バイオバンクシステムがローカルバンク

骨格筋レポジトリーの研究利活用について

の一つとして前向きの研究資料の収集と提供

継続して支援する。

を担ってきた。さらに当センターには様々な

３）他のセンター内バンク事業、疾患レジス

バイオリソースが研究プロジェクト毎に収集

トリー事業との連携
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知的障害バイオリソース収集システムを診

ステムの第 2 版のリリース、バイオバンク利

断サービスとの連動を残して一元化したため、

活用ハンドブックの発行支援など、我が国の

さらにシステムの改良を行う。脳バンクなど

疾患バイオバンクの中核として活動した。

の他のセンター内バンク事業や Remudy など
の疾患レジストリ事業との連携を図り、でき

【結論】

るだけ共通のプラットフォームの利用を進め

国立精神・神経医療研究センターにある

る。さらにナショナルセンター間、他のメガ

種々のバイオリソースを統合する試みは着実

バンクの動きとも連動して活動する。

に進み、国内外からの認知度と評価も上がっ
てきている。また、利活用の推進とともに、

【結果】

それらのシステムは、ナショナルセンターの

1）コロナ禍の状況下であっても、登録した試

ミッションと合致するオールジャパン体制へ

料をセンター内外の研究者や製薬企業等に提

と発展させ、NCBN（ナショナルセンター・バ

供するための「バイオバンク利活用推進委員

イオバンクネットワーク）活動の基礎となっ

会」が順調に活動できた。特に、NCNP 内及び

ている。

外部利用者に対する便宜をはかり、共同研究

ゲノム医療に関連する研究活動全般の基盤

での提供に加え分譲での提供増加は今年度も

として、NCNP におけるバイオリソース収集

みられた。

と利用は重要な役割を果たしており、今後さ

２）骨格筋レポジトリーは年間 1000 を超える

らに質、量ともに高めてゆく必要がある。

症例数の登録が継続され、患者診断及び研究
利用に大きく貢献した。

【考察】

３）他の研究事業で行われていたパーキンソ

国立精神・神経医療研究センターには、複

ン病患者試料の収集、てんかん外科患者の試

数のバイオリソース活動が存在し、試料と

料収集、など、NCNP バイオバンクシステムへ

情報の収集法の相違、準拠している倫理ガ

の組み入れが実現した。また、ナショナルセ

イドラインの相違（IC の内容の違いに反映）
、

ンターバイオバンクネットワーク（NCBN）の

保管・管理法の相違、運営資金の違いなどが

活動と連動してバイオバンクの国際標準化に

ある。したがって、これらを大きな枠組みと

ついて重点的に動いた。

して一括統合を行うことは一筋縄ではいか

さらに、AMED 研究費によるオールジャパン

ない。しかし、NCNP バイオバンクシステム

の横断検索システム構築と運用に関するプロ

の確立を通して、その有用性、利便性、科学

ジェクト（プラットフォーム利活用システム）

性、倫理性が評価され、NCNP 内研究者の活

に参加し、バイオバンクジャパン、東北メデ

用意欲が高まることが統合化の原動力とな

ィカル・メガバンクなどのメガバイオバンク

ると確信している。

との連携活動事業が順調に進み、横断検索シ
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また、当センターのバイオバンクシステ

ムは、ナショナルセンター間、及び、オール
ジャパンでの連携体制においても中核とな
る活動を展開している。

【発表文献】

1. 要匡, 後藤雄一：社会実装の問題点と
ナショナルセンターにおける取り組み.
どうなる？！ゲノム医療 2020-2021
（監修：中谷中）
、臨床病理レビュー特
集, 臨床病理刊行会, 東京，165：2-7,
2021

【学会報告】

なし
【知的所有権の出願・登録状況】
なし
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精神・神経疾患バイオバンクにおける標準

ヒト試料を用いた研究においては、再現

化に関する研究

性向上が課題となっている。再現性不良の
原因の 46-68%は分析前条件によるものと

分担研究者

推定されており(Kaushik, 2014)、研究ご

所属 国立精神・神経医療研究センター

との採取・処理条件の違いや低品質な試料

メディカル・ゲノムセンター

が研究成果の再現を阻んでいると考えられ

職名 部長

る。この解決には試料収集の標準化が必要

氏名 服部功太郎

〒187-8551 東京都小平市小川東町 4-1-1

である。更に、近年オミックス解析をはじ

☎ 042-341-2712

めとする分析技術の進歩により、より高い

e-mail: hattori@ncnp.go.jp

品質の試料も求められている。本研究で
は、科学的な要請と国内外の現状から、ど

【要旨】

のような標準であるべきかを検討し、国際

国際標準化機構(ISO)の専門委員として

標準の作成に貢献し、NCBN と NCNP の標準

国内外の委員と連携しバイオバンクの国際

化を推進することを目的である。期待され

規格作成に参画した。バイオバンクの国際

る成果としては、日本の意見が反映された

規格（ISO 20387、2018 年制定）のガイダ

国際標準ができ、NCNP と NCBN のバイオバ

ンス文書である ISO 22758「ISO 20387 の

ンクの国際標準への対応が可能となり、長

実装ガイド」が発行され、その日本語訳も

期的には研究の再現性、トレーサビリティ

国内委員会で作成・出版した。またバイオ

の向上等により、医学研究に貢献すること

バンクの処理方法の妥当性確認と検証に関

が見込まれる。

わる文書 ISO 21899 も発行された。その結
果、科学的に必要かつ日本国内でも対応可

【方法】

能な規格文書類が整った。また、昨年度よ

１）国際規格の作成参加

り NCNP バイオバンクにおける認定準備も

国際標準化機構(ISO)の技術専門委員会

進めており、施設整備は 95%、体制は

(TC276)におけるバイオバンクをテーマと

80%、手順書は 50%程度整った。NCNP の準

したワーキンググループ(WG2)の国内委員

備状況や作成した文書は定期的に NCBN で

会(月 1 回)、国際委員会（年２回）へ参加

も共有した。今後も引き続き、バイオバン

し文書作成に貢献した。
国内委員会では WG2

クの標準化の推進に主導的役割を果たして

主査として、国内意見のとりまとめ、日本側

いきたい。

意見の提出・説明を担当した。

【背景と目的】

２）NCNP における実装
前年度に引き続き、コンサルタントの指

1
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導のもと、施設・体制の整備や手順書の作成

日本の基本方針としては「ISO 20387 を骨

などをすすめた。具体的内容は結果・考察で

抜きにしないため本文書は必要であるもの

記述する。

の、可能な限り過度な要求事項は除き、適

本研究は、規格の作成や手順書の整備な

切なものとする」として対応してきた。海

どに関わるものであり、倫理審査の対象と

外の委員とも連携し日本の意見を可能な限

はならない。

り反映させてきた。小修正を経て、2020
年 6 月に出版された。

【結果・考察】
１）国際規格の作成参加

２）NCNP における 20387 認定取得準備

① ISO TR 22758:2020「ISO 20387 の実装

前年度に引き続き ISO 20387 認定取得の

ガイド」

準備を行った。主要な点を列挙する。

本文書は、バイオバンクの国際規格 ISO

l

20387 を実装するためのガイダンス文書

専用のフリーザー室を整備し 9 台のフ
リーザーの移設作業を行った。

l

である。日本のバイオバンクが ISO 20387

隔離された DNA 処理・保存室（コンタ

を実装できるようにし、また審査機関が審

ミネーションのリスクを低減させるた

査できるようにすることを目標としつつ、

め）を整備した。
l

同時にコスト・実現可能性を考慮して厳し
すぎないように配慮して作成に参加して

一足制を導入した（靴の履き替えによ
る汚染リスクの低減）
。

l

きた。前年度までに日本チームの意見は概
ね反映されていた。小修正を経て、2020 年

試料処理のための実験室整備を行った
（COVID-19 対策により移設した）
。

l

5 月に発行された。

要員の増強を行い、文書管理責任者と

国内委員会において本文書の和訳を作

して１名を常勤化し、品質管理責任者

成し 2021 年 1 月に日本規格協会より出版

および副品質管理責任者を設定した。
l

された。服部は原案作成と、和訳の取りま

手順書の作成については、採取・収集

とめ、校正等を担当した（謝辞に本研究費

については、ほぼ完成した一方、提供

も記載済み）
。

については、初期段階にとどまった。

② ISO 21899:2020「バイオバンクの生物

３）NCBN との連携

材料のプロセシング方法の妥当性確認

NCBN の品質管理ワーキンググループ等

と検証に関する一般要求事項」

で定期的に NCNP における準備状況を

本文書はバイオバンクの試料処理の方法

共有した。NCNP, NCC に加え、NCVC,

についての妥当性確認と検証に関する文書

NCGG からも ISO 国内委員を選出し参加

であり、かなり厳しい内容を含んでいる。

することとなった。また NCGG も、

2
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NCNP と同じコンサルタントと契約し
ISO の認定準備を開始することとなっ
た。

【結論】
バイオバンクの国際規格作成および、国
内の実装に向けた和訳等を本研究で実践し
た。今後、国内における実装にも貢献して
いく予定である。同規格の要求水準は高い
ものの、NCNP を含む NCBN は対応できる可
能性が高い。NCNP における認定取得の準
備を進めつつ、他の NC にも情報共有を行
い、バイオバンクの標準化に主導的な役割
を果たしていきたい。

【発表文献】
1. ISO 21899:2020 Biotechnology -Biobanking -- General requirements
for the validation and verification of
processing methods for biological
material in biobanks, ISO, 2020.5

2. ISO/TR 22758:2020 バイオテクノロ
ジー－バイオバンキング－ISO 20387
の実装ガイド（ 英・日対訳版）
、日本
規格協会、2021.1

【学会報告】
なし

【知的所有権の出願・登録状況】
該当なし

3
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精神・神経疾患バイオバンクの構築と病態

患で認める症状であり、その原因は多彩で

解明

ある。近年、網羅的遺伝学的解析技術の進

分担研究者 竹下絵里 1)、中川栄二 1)、後藤

歩により、今まで原因不明とされてきた知

雄一 2)

的障害、てんかん、発達障害の責任遺伝子

1)国立精神・神経医療研究センター病院 小

が明らかになってきているが、同定された

児神経科

遺伝子変異が真の病因であるかを判定する
上では、臨床情報との比較・検討が重要で

2)神経研究所 疾病研究第二部

ある。本研究では、知的障害、てんかん、
発達障害に関する臨床情報データベースを

【要旨】
本研究では、精神・神経疾患を有する家
系に対して系統的に遺伝学的解析を行うた
めに、国立精神・神経医療研究センター内

構築することにより、精神・神経疾患の病
態解明、診断と治療方法の開発を行うこと
を目的とする。

に患者臨床情報と試料を登録・保存するシ
ステムを確立する。特に、知的障害、てん

【方法】
知的障害、てんかん、発達障害の遺伝学的

かん、発達障害に関する臨床情報データベ
ースを構築することにより、精神・神経疾
患の病態解明、診断と治療方法の開発を行
う。知的障害、てんかん、発達障害の遺伝
学的解析については、病院の臨床ゲノム外
来を通じて臨床情報と併せて必要な試料を

解析については、病院の臨床ゲノム外来を
通じて臨床情報と併せて必要な試料をバイ
オバンクに登録し、当センターMGC でリサ
ーチ・レポジトリーとして確立された臨床
情報データベース構築に活用し、疾患の病
態解明を行う。得られた解析結果は、臨床情

バイオバンクに登録し、当センターMGC
でリサーチ・レポジトリーとして確立され
た臨床情報データベース構築に活用し、疾

報と併せて検討し、精神・神経疾患を有する
家系の遺伝カウンセリングを実施し、診療
にフィードバックすることで、基礎研究と

患の病態解明を行う。得られた解析結果
は、臨床情報と併せて検討し、精神・神経

臨床の連携をはかる。

疾患を有する家系の遺伝カウンセリングを
【結果】

実施し、診療にフィードバックすること

１）知的障害を主とする精神・神経疾患の遺

で、基礎研究と臨床の連携をはかる。

伝学的解析データベースについて、2020 年
3 月末までに 671 家系の登録を行った。

【背景と目的】
精神・神経疾患の中でも、知的障害、て
んかん、発達障害は、さまざまな遺伝性疾

２）臨床情報データベース構築、対象の主治
医への結果報告、遺伝カウンセリングを行
った。1～328 家系については、男児を中心

- 152-

に非症候性 X 連鎖性知的障害の原因 19 遺

知的障害、発達障害、てんかんを主とする

伝 子 （ FMR1&2, IL1RAPL1, TM4SF2,

精神・神経疾患の遺伝学的解析データベー

FTSJ1, FACL4, DLG3,ZNF41, PQBP1,

スは登録数が 671 家系に及んでおり、日本

PAK3,

AGTR2,

ARHGEF6,

GDI1,

でも有数のバイオバンクとなっている。ま

SLC6A8,

ARX,

た、当センター内で研究所と病院が連携す

MECP2, ATR-X）を解析し、329 家系以降

ることで、遺伝学的解析結果と臨床情報を

については FMR1 解析（鳥取大学難波先生,

併せて検討し、基礎研究と臨床の連携をは

足立先生）
、MECP2 解析（当センター）
、ア

かることが可能となっている。今後も症例

レイ CGH（当センター）を行った。このう

数を増やし、網羅的遺伝学的解析と組み合

ち、MECP2 解析については、全例に直接シ

わせることで新たな疾患の病態解明、診断

ークエンス法で微小変異の有無を解析し、

と治療方法の開発に発展させることを目指

さらに表現型から Rett 症候群が疑わしい

していく。

OPHN1,RPS6KA3,

家系には MLPA 法でエクソンレベルの欠
失・重複を確認した。MECP2 解析は 667 家

【発表文献】

系まで終了し、このうち MECP2 変異陽性

1) Tabata K, Iida A, Takeshita E,

例は 51 例、直接シークエンス法で判明した

Nakagawa E, Sato N, Sasaki M, Inoue K,

微小変異が 44 家系、MLPA 法で判明した

Goto YI. A novel pathogenic NFIX variant

エクソン欠失が 7 家系であった。

in a Malan syndrome patient associated

３）登録された 671 家系のうち、解析を行

with hindbrain overcrowding. J Neurol

った 664 家系までの遺伝学的解析結果を主

Sci. 2020 May 15;412:116758.

治医に報告し、必要な追加検体・臨床情報収
集を行った。遺伝カウンセリングを希望し

【学会報告】

た家族に対しては遺伝カウンセリングを行

なし

った。臨床情報（知的障害、発達障害、てん
かん）と遺伝学的解析結果をデータベース

【知的所有権の出願・登録状況】

に順次記載・更新した。

なし

【結論】
知的障害、発達障害、てんかんを主とす
る精神・神経疾患の遺伝学的解析データベ
ースを構築し、情報の更新および結果のフ
ィードバックを行った。
【考察】
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精神・神経疾患バイオバンクにおける臨床情報

1）病院電子カルテシステムと NCNP バイオバ

登録システムの研究

ンクの情報連携のさらなる拡充のため、オーダ

分担研究者

リング情報の種別追加および、カルテ記録やレ

所属 国立精神・神経医療研究センター TMC

ポートなどから、臨床研究に有用な情報を抽出

情報管理・解析部・病院 医療情報室

するシステムの開発を行う。

職名 室長

2）全国規模の症例データベースの標準形式であ

氏名 波多野賢二

〒187-8551 東京都小平市小川東町 4-1-1

る SS-MIX2（厚生労働省電子的診療情報交換推

☎042-341-2711 e-mail khatano@ncnp.go.jp

進事業）ストレージを活用し、病院の診療情報

【要旨】

システムの臨床情報とセンター内外データベー

バイオリソースデータベースの臨床情報の充

スとの情報連携のシステムを構築する。

実を目的に、電子カルテシステムと連携し、電

【結果】

子カルテシステムの臨床情報をバイオリソース

1）病院情報システムと NCNP バイオバンクの

データベースにオンラインで送信するシステム

連携情報（処方・注射・検体検査・患者プロフ

を構築した。さらに電子カルテシステムとセン

ァイル・病名情報）について、出力する情報の

ター外部の症例レジストリ・データベースとの

最適化を行い、効率的な連携が可能になった。

情報連携のための環境整備・システム構築を行

カルテ記録やテンプレートなどからの情報抽出

った。

に関しては、テスト環境を作成し、予備的な検

【背景と目的】

証を行った。

バイオリソースが臨床研究に有効に活用さ

2）2019 年度に、6NC 横断研究事業として各 NC

れるためには、患者由来の検体が適切に管理さ

の電子カルテ情報の統合ストレージ構築事業

れていることに加え、検体に付随する臨床情報

（JASPEHR プロジェクト）が開始された。それ

が適切に収集され、研究に活用しやすい形で蓄

に向けて SS-MIX2 ストレージを活用した診療

積・管理されていることが重要である。近年、

データのオンライン送信環境構築を行った。

リアルワールドデータとして電子カルテ・レセ

MCDRS と呼ばれる SS-MIX2 ゲートウエイ経由

プトデータ等の診療情報データベースが疾患

で、暗号化された診療情報を国際医療研究セン

研究・医薬品開発に活用されるようになり、診

ターに設置されたセンターサーバーへ送信する。

療情報の活用のニーズが大きくなっている。本

国際医療研究センターとの通信はインターネッ

研究では、センター病院の電子カルテデータと

ト VPN（仮想プライベートネットワーク）の拠

連携したバイオリソースデータベースを構築

点間通信で行い、必要なセキュリティを確保し

および、センター内外の症例レジストリ・デー

た。2021 年 2 月より、対象患者約 4 万人分の診

タベースとの情報連携のための環境整備を目

療データの送信を開始し、毎月データ更新を行

的とする。

っている。

【方法】

【考察】
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病院情報システムと NCNP バイオバンクの

【学会報告】

連携に関しては、2013 年から徐々に連携の環

１．松村亮、波多野賢二、服部功太郎、宮下由

境整備、連携情報の拡充、自動化・省力化な

紀子、
、横田悠季、吉田寿美子、永井秀明、後藤

どに取り組んできた。今後は、カルテ記載・

雄一. バイオバンク付随情報の精度向上を目指

テンプレートなどの診療情報の連携について

した病院情報システムとのオンデマンド連携．

対応を進める必要があると考えている。

第 39 回日本医療情報学会学術大会 2019 年 11

JASPEHR プロジェクトで構築される電子

月 21 日～24 日 千葉市

カルテ情報の統合ストレージでは、今のとこ

【知的所有権の出願・登録状況】

ろ SS-MIX2 標準ストレージのオーダリング

なし

情報（病名・処方・検査・アレルギー等）に
限られる。疾患研究で収集される疾患特異的
なデータ収集に対応するため、各施設の電子
カルテシステムのテンプレートに記載された
疾患固有の情報を、XML 形式で拡張ストレー
ジに格納し連携を行うことが計画されている。
バイオリソースデータベースと電子カルテシ
ステムの連携においても、従来の病名や処方
データに加え、カルテ記述情報の連携が課題
であり、JASPEHR プロジェクトにおけるテン
プレートデータ連携の成果が反映できればと
考えている。
診療情報の外部連携については、患者情報
保護のため、セキュリティについては細心の
配慮が求められる。今回構築してシステムで
は、外部との通信に VPN を用い、情報の漏洩
や書き換えを抑止して安全な通信を行える環
境を構築した。
【結論】
センター病院の電子カルテデータと連携し
たバイオリソースデータベースを構築および、
電子カルテシステムとセンター外部の症例レ
ジストリ・データベースとの情報連携のため
の環境整備・システム構築に取り組んだ。
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精神・神経疾患バイオバンクにおける利活

Depression Rating Scale 17: HDM-D17)と(モ

用推進に関する研究

ン ゴ メ リ ー う つ 病 評 価 尺 度 ; Montgomery

分担研究者

Asberg Depression Rating Scale: MDRS)はそ

所属

れ ぞ れ 、 13.455 ± 5.387 か ら 10.318 ±

国立精神・神経医療研究センター

病院 精神リハビリテーション部

5.515(p<0.024 )と 19.364±8.009 から 14.091

職名 部長

氏名 吉田 寿美子

±8.629(p<0.029)に有意に改善していた。

〒187-8551 東京都小平市小川東町 4-1-1

QOL を示す SF36 の社会生活機能は 40.5±

☎ 042-341-2711

21.6 から 58.9±27.1(p<0.015)と有意に向上

e-

mail:syoshida@ncnp.go.jp

していた。

【要旨】

【結論】

気分障害センターと連携して治療前、治療

治療前、治療中、寛解後などの時系列に

中、寛解後などの時系列に沿った（コホー

沿った（コホート）検体・情報収集を行

ト）検体・情報の収集を行った。対象となっ

い、1 年間フォローできた患者は自覚的に

た患者 57 名中、気分障害の患者（大うつ病

も客観的にも有意にうつ症状が改善しただ

性障害・双極性障害）は 40 名で、1 年後ま

けでなく、QOL も改善していることが明ら

でフォローできた患者は 22 名だった。いず

かにした。

れの患者も自覚的にも客観的にも抑うつ症

【考察】

状は有意に改善し、SF36 での社会機能も有

コホートの集積は始まったばかりである

意に改善していた。

が、今後も継続したい。脳画像や光トポグ

【背景と目的】

ラフィー検査等の客観的な指標を含む各

時系列に沿った質の高い検体・臨床情報

種臨床指標、薬物情報にさらに遺伝子多

は新たな診断法の開発や治療・創薬に直結

型などのゲノム情報を加える事で、オー

できるので、その意義は大きい。

ダーメイドの治療に貢献できると期待す

【方法】

る。

気分障害センターと連携し、治療前、治療後

【発表文献】

3 か月、1 年後の検体・情報の収集を行った。

一般的な統計学教科書

【結果】

【学会報告】

1 年間追跡できた患者数は 22 名であった。

業績一覧を参照してください。

自覚的うつ症状を反映する（うつ病自己評

【知的所有権の出願・登録状況】

価尺度；Beck Depression Inventory: BDI）は

なし。

22.0±9.148 から 16.007±10.759(p<0.001)と
有意に減少し、客観的うつ症状尺度である
( ハ ミ ル ト ン う つ 病 評 価 尺 度 ; Hamilton
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COL4A1/COL4A2 変異の胎児所見

62.5%）。ダンディウォーカー奇形を含む後

分担研究者

頭蓋窩の異常は 4 名に観察された。脳以外

所属

の特徴としては，16 名に胎児成長制限が認

横浜市立大学大学院医学研究科遺伝

められ，そのうち 8 名に脳室肥大が併存し

学
職名 教授

氏名 松本 直通

ていた。出生前に胎児成長制限を併発した

〒236-0004 横浜市金沢区福浦 3-9

脳室巨大症が観察された場合には，精密な

☎

超音波検査を行うべきであり，病原性バリ

045-787-2606

e-mail: naomat@yokohama-cu.ac.jp

アントが強く疑われる場合には，COL4A1/2
遺伝子検査を検討すべきである。

【要旨】

【方法】

IV 型コラーゲン遺伝子（COL4A1/2）の変異

１）対象症例

体は、早期に発症する脳血管障害の原因と

COL4A1/2 関連の脳障害が疑われる 218 人

なる。ほとんどの人は出生後に診断され、

を対象とした。

COL4A1/2 変異体を持つ人の出生前の特徴

２）COL4A1/2 解析

は不明のままである。我々は、COL4A1/2 関

COL4A1/2 を含むターゲット遺伝子解析を、

連の脳障害が疑われる 218 人の COL4A1/2

45 例に、全エクソーム解析を 173 例に施行

を調べた。COL4A1/2 バリアントに起因する

した。

もののうち、出生前に超音波検査で異常所

３）出生前異常所見調査

見を示した個体に焦点を当て、出生前およ

COL4A1/2 バリアントに起因するもののう

び出生後の臨床的特徴を詳細に検証した。

ち、出生前に超音波検査で異常所見を示し

その結果、孔脳症（N=29）
、裂脳症（N=12）
、

た個体に焦点を当て、出生前および出生後

その他（N=15）を示す 56 人（N=56/218, 25.7%） の臨床的特徴を詳細に検証した。
に病原性 COL4A1/2 バリアントが検出され

【結果】

た。34 個のバリアントは de novo で発生し

孔脳症（N=29）
、裂脳症（N=12）
、その他（N=15）

た（N=34/56, 60.7%）
。胎児の情報は 56 人中

を示す 56 人（N=56/218, 25.7%）に病原性

47 人で得られ、そのうち 32 人（N=32/47、

COL4A1/2 バリアントが検出された。34 個の

68.1％）に 1 つ以上の胎児異常があった。最

バリアントは de novo で発生した（N=34/56,

初の出生前の異常な特徴が発見された時の

60.7%）
。胎児の情報は 56 人中 47 人で得ら

妊娠期間の中央値は、妊娠 31 週であった。

れ、そのうち 32 人（N=32/47、68.1％）に 1

COL4A1/2 バリアントに関連する特徴を強

つ以上の胎児異常があった。最初の出生前

く示唆する出生前の特定の所見があったの

の異常な特徴が発見された時の妊娠期間の

は 14 人のみであった。胎児脳室異常は最も

中央値は、妊娠 31 週であった。COL4A1/2 バ

頻 度 の 高 い 初 期 特 徴 で あ っ た （ N=20/32,

リアントに関連する特徴を強く示唆する出
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生前の特定の所見があったのは 14 人のみで

K, Nabatame S, Smigiel R, Kato M, Tanda K,

あった。胎児脳室異常は最も頻度の高い初

Saito Y, Ishiyama A, Noguchi Y, Miura M,

期特徴であった（N=20/32, 62.5%）。ダンデ

Nakano T, Hirano K, Honda R, Kuki I,

ィウォーカー奇形を含む後頭蓋窩の異常は

Takanashi JI, Takeuchi A, Fukasawa T, Seiwa

4 名に観察された。脳以外の特徴としては，

C, Harada A, Yachi Y, Higashiyama H,

16 名に胎児成長制限が認められ，そのうち

Terashima H, Kumagai T, Hada S, Abe Y,

8 名に脳室肥大が併存していた。

Miyagi E, Uchiyama Y, Fujita A, Imagawa E,
Azuma Y, Hamanaka K, Koshimizu E,

【結論】

Mitsuhashi S, Mizuguchi T, Takata A,

COL4A1/2 に病的変異を認め、かつ胎児情報

Miyake N, Tsurusaki Y, Doi H, Nakashima

が得られた症例は 47 例で、うち胎児異常は

M, Saitsu H, Matsumoto N. Prenatal clinical

32 例（N=32/47、68.1％）であった。COL4A1/2

manifestations in individuals with COL4A1/2

変異に特徴的な胎児異常は 14 例のみで、非

variants. J Med Genet. 印刷中. doi:

特異的な胎児脳室異常が最も高頻度で 8 例

10.1136/jmedgenet-2020-106896. PMID:

に成長しょうがが伴うものであった。

32732225

【考察】

【学会報告】

出生前に胎児成長制限を併発した脳室巨大

2020 年 8 月 25 日 Stroke 2020 (Web 開

症が観察された場合には，精密な超音波検

催)シンポジウム 19「Cerebral Small

査を行うべきであり，病原性バリアントが

Vessel Disease」松本直通（シンポジ

強く疑われる場合には，COL4A1/2 遺伝子検

スト）
「COL4A1/COL4A2 異常が惹起する

査を検討すべきである。

脳小血管病」＠Web 開催

【発表文献】

2020 年 9 月 12 日第 20 回北総てんか

１．Itai T, Miyatake S, Taguri M, Nozaki F,

ん懇話会（Web 開催）
・特別講演・松本

Ohta M, Osaka H, Morimoto M, Tandou T,

直通「てんかんのゲノム解析研究の現

Nohara F, Takami Y, Yoshioka F, Shimokawa

況」

S, Okuno-Yuguchi J, Motobayashi M, Takei
Y, Fukuyama T, Kumada S, Miyata Y, Ogawa

2020 年 9 月 27 日第 5 回日本肺高血

C, Maki Y, Togashi N, Ishikura T, Kinoshita

圧・肺循環学会学術集会パネルディス

M, Mitani Y, Kanemura Y, Omi T, Ando N,

カッション 5・肺高血圧症の臨床遺伝

Hattori A, Saitoh S, Kitai Y, Hirai S, Arai H,

学と遺伝カウンセリング・松本直通

Ishida F, Taniguchi H, Kitabatake Y, Ozono
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（パネリスト）「遺伝性疾患における
遺伝子解析の実際と注意点」（ウェブ
開催）
2020 年 9 月 30 日 Web セミナー・松本
直通「希少難病ゲノム解析の近況と新
技術への期待」国立国際医療研究セン
ター（Web 開催）
2020 年 11 月 6 日関西医科大学大学院
企画セミナー・松本直通「新規アプロ
ーチを用いた希少疾患ゲノム解析」＠
関西医科大学
Murdoch

Children’s

Research

Institute

Functional

Genomics

Seminars

(Web-based),

Naomichi

Matsumoto, “Targeted long read
sequencing”, 20th Nov 2020
【知的所有権の出願・登録状況】
なし
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精神・神経疾患バイオバンクの倫理に関す

ことが不可欠である。こうした一連の流れ

る研究

が、また個々の疾患群や健常者などの対象

分担研究者

について、社会・倫理的に妥当で安定した

所属

東京大学医科学研究所

公共政策研

究分野
職名 准教授

活動の展開のために、法・倫理的な論点を
特定・抽出し、対応策を研究者および関係

氏名 井上悠輔

者との協議のもとに検討する。この計画方

〒108-8639 東京都港区白金台 4-6-1

針を引き続き今年度も維持した。

☎ 03-6409-2079
e-mail yinoue-kyt@umin.ac.jp

【方法】
バイオバンクと倫理指針との接点につい

【要旨】

て、2019 年度 9 月に「医学研究等に係る

2020 年度の個人情報保護法改正および

倫理指針の見直しに関する合同会議タス

同年度に予定される（本来予定されていた

ク・フォース」によって示された「医学系

はずの）研究倫理指針改正を踏まえつつ、

研究等に係る倫理指針の見直しに関する主

我が国におけるバイオリソース・レポジト

な検討事項及び今後の見直しの方向性につ

リーに関する規制枠組み、およびＮＣＮＰ

いて（案）
」に加え、2020 年 7 月の指針パ

における問題点を検討した。

ブリックコメント案、および 2021 年 3 月

得られた論点としては、
「提供機関」
「迅

の改正指針（
「人を対象とする生命科学・

速審査」
「研究者等」の理解に関するもの

医学系研究に関する倫理指針」未施行）を

が挙げられるが、バイオバンクの「積極的

主資料として検討した。主に文献調査、海

運用」をめぐる課題がこれに加わった。

外の制度の動向調査、有識者・実務者への
ヒアリングを専らの手法としている。

【背景と目的】
本研究は、精神・神経疾患バイオバンク

【結果】

における試料と情報の統合的管理と利活用

改正倫理指針とバイオバンクとの接点に

推進を行う観点から、法・倫理の側面につ

注目すると、次の点（１～８）を課題とし

いて検討を行うものである。バンクが多様

て指摘しうる。なお、これらの指摘は、

な研究活動の基盤として科学的妥当性をも

2020 年 7 月に実施された文部科学省・厚

って機能するためには、関連する医療機関

生労働省・経済産業省による指針改正のた

との連携が果たされ、試料本体の他、情報

めのパブリックコンサルテーションにおい

が適切に供給される仕組みが確保されるこ

て、意見書として提出した。

と、そしてそれらが適正に管理され、ユー

１．
「研究者等」
「機関」に関する定義およ

ザーに供給される仕組みが整備されている

び補足の修正を図るべき（＝「提供のみ」
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を担う機関と従来の「研究者」
「研究機

e）現状のように「機関」の定義をもとにし

関」の整理）
。

て「研究者等」の規定を設定することはや

a）
「研究者等」の定義

め、
「研究者」
「計画」を中心とした定義の構

研究責任者その他の研究の実施（試料・情報

成に再編するべき。倫理審査の有無は「計

の収集・分譲を行う機関における業務の実

画」に紐づいて行われ、また、同一機関の中

施を含む。
）に携わる者。ただし、
「研究機関

でも共同研究や研究協力の関係が展開して

に所属する者以外であって、
」
（←「」の部分

いるなど、機関単位で検討することには限

を削除★）以下のいずれかに該当する者は

界。

除く。
（省略）

２．
「研究協力機関」の位置づけの修正を行

b）
「研究機関」

うべき。

研究が実施される法人、行政機関及び個人

a）提供機関のうち「新たに試料・情報を取

事業主をいう。ただし、試料・情報の保管、

得」という条件が付いているが、
「協力機関」

統計処理その他の研究に関する業務の一部

という名前に比して著しく状況が限定され

についてのみ委託を受けて行われる場合（、

ていること、新規取得の情報・資料と既存の

「提供のみが行われる場合」を追加★）を除

ものの両方を使うことのほうが多く現実に

く。

合っていない。

c）
「共同研究機関」

b）外部提供を担う機関を広く「提供機関」

研究計画書に基づいて共同して研究が実施

と位置付けたうえで、新規の同意取得の場

される研究機関をいう。ただし、当該研究の

面、既存の試料・情報それぞれに関する要件

ために研究対象者から新たに試料・情報を

を個別に設定したほうがわかりやすい。

取得し、
（
「これらの試料・情報あるいは既存

３．
「試料・情報の収集・分譲を行う機関」

の試料・情報について」を追加★）他の研究

と「共同研究機関」
「研究協力機関」との関

機関に提供を行う機関を含む（が、
「研究協

係を明確化するべき。

力機関」
「当該研究計画書に対して試料・情

a）
「試料・情報の収集・分譲を行う機関」の

報の提供のみを行う試料・情報の収集・分譲

位置づけが不明確で、全国のバイオバンク

を行う機関」に該当するものは除く、を追

が混乱している。利用計画に対して試料・情

加。★）

報の提供のみを行う場合、
「研究機関」から

d）
「試料・情報の収集・分譲を行う機関」

外れることを明示（上記）
。

研究機関のうち、試料・情報を研究対象者か

b）新設の「研究協力機関」との関係が不明

ら取得し、又は他の機関から提供を受けて

確。研究協力機関の定義に「
『試料・情報の

保管し、反復継続して（「同一機関、又は」

収集・分譲を行う機関』が提供のみを行う場

を追加★）他の研究機関に提供を行う業務

合を含む」との規定を追加。

を実施する機関をいう。

４．ゲノム指針下での「インフォームド・コ
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ンセントの履行補助」規定を残すべき。

い中、この規定がなくなると、多くの多施設

従来のゲノム指針（
「ヒトゲノム・遺伝子解

共同研究に直ちに影響が生じる。

析研究に関する倫理指針」
）における「履行

８．
「迅速審査」の対象となる活動に「試料・

補助者」によるインフォームド・コンセント

情報の収集・分譲を行う機関より提供を受

に関する規定を残す。全国のコホート研究

けた試料・情報のみを用いる研究」につい

やバイオバンクにおけるコーディネーター

ての記載を追加するべき。
「試料・情報の収

の根拠となる規定である。

集・分譲を行う機関」については計画等の簡

５．
「研究者等」に関するガイダンスの解説

潔な記載があるだけで、実際の利用活動に

における「研究論文の執筆などに携わる場

関する記載があまりにも抜けており、現場

合には、
「研究者等」に該当する可能性」と

が混乱しているため。

の記載を削除するべき。著者に加わるかど

うかは、指針における「研究者」の役割とは

【結論】

異なる話であり倫理指針の範囲を超える。

倫理指針とバイオバンクの関係につい

また、被験者保護と直接関係しない研究者

て、指針改正において議論されつつ、バイ

による不要な審査や混乱を招いている。

オバンクの位置づけに留意された検討が不

６．ゲノム指針にあった、病名の事前告知

足している。

に関する規定（第 3 の 7(2)）を残すべき。

すなわち「試料・情報の提供の依頼を受ける

【考察】

人が（中略）病名又はそれに相当する状態像

先の８つの点を検討するに、提供機関の

等の告知を受けていなければならない。」

位置づけについて混乱を招く記載が残りつ

（第３「提供者に対する基本姿勢」の７

つ、従来の「ゲノム指針」に示されていた

（２））。この内容は、ゲノム研究のみなら

記載からの後退も見られるなど、不満の残

ず、認知症研究など多様な疾患に該当する

る改正になっている。バイオバンクは「研

重要なものであり、研究倫理の講習時にも

究」なのか、また個別の利用における倫理

よく引用されるもの。むしろ医科学研究一

審査の実施を求められているか・不要なの

般で示すべき。

か。実質的には意味をなしていないが、形

７．
「迅速審査」が許容される場合として、

式的に審査を行うような状況は、むしろ倫

ゲノム指針で記載されていた「共同研究で

理審査自体の儀礼化を助長するものであ

あって、既に主たる研究を行う機関におい

り、研究者にとっても、審査を担う委員心

て倫理審査委員会の承認を受けた研究計画

理にとっても有益でない。

を他の共同研究機関が実施しようとする場
合の研究計画の審査」を残す必要。すべて

【発表文献】

の研究が一括審査に移行できるわけではな

なし
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【学会報告】
なし
【知的所有権の出願・登録状況】
なし
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ナショナルセンターにおける取り組
み.どうなる？！ゲノム医療
2020-2021

名

雑誌名・書
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名
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名
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Research
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東京大学医科学研究所
井上
名

巻・号

悠輔
年

月

30-7

Integrated Management in Biobanks in NCNP and Promoting Utilization
Yu-ichi Goto
Medical Genome Center/ National Institute of Neuroscience,
National Center of Neurology and Psychiatry,
Tokyo
1.

Aim of the study

We have established the bioresearch repository for genetic diseases with intellectual disabilities
in NCNP since 2003. Moreover, we have maintained several repositories such as frozen and
myoblast samples of neuromuscular disease, cerebrospinal fluid samples for mental and
neurological disease, and so on. Now we attempt to integrate these NCNP repositories for
clinical and research use. We have also been engaged in nation-wide biobank network to
promote basic and clinical studies.
2. Members of the research group
Principal Investigator:
Yu-ichi Goto

National Institute of Neuroscience & Medical Genome Center,
National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

Members:
Kotaro Hattori

Medical Genome Center, NCNP

Eiji Nakagawa

NCNP Hospital (2018)

Eri Tekeshita

NCNP Hospital (2019, 2020)

Kenji Hatano

NCNP Hospital

Ken Inoue

National Institute of Neuroscience, NCNP

Sumiko Yoshida

NCNP Hospital

Hiroshi Kunugi

National Institute of Neuroscience, NCNP (2018, 2019)

Naomichi Matsumoto Yokohama City University
Yusuke Inoue

Tokyo University School of Medicine

3. Results of this study
(1) Expanding and propaganda of NCNP Biobank
We have continued the DNA and cerebrospinal fluid (CSF) of patients with mental and
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neurological disorders. Use of CSF by researchers in academia and pharmaceutical companies
is well expanding. Other specimens of other diseases such as epilepsy, neurodegenerative
diseases including Parkinson disease, Alzheimer disease and spinocerebellar ataxias, are also
newly included in NCNP biobank systems.
(2) Supportive activity for Muscle Repository, Brain Bank and Intellectual Disability Bank in
NCNP
We supported the preexisted biobank systems in NCNP to promote utilization of the samples
for research by means of recently innovated procedures of the NCNP Biobank System. Samples
in these biobanks have been utilized in genome analysis projects and basic biological studies
(see Refs).
(3) Cooperation of NCNP biobank with other nation-wide biobanks makes our NCNP biobank
play a leading role on maintenance of national center biobank network (NCBN) and on activity
of collaboration with Tohoku Medical Megabank, Biobank Japan and several academia-based
biobanks.
4. Future Plan
We continue to refine the integrated management system for biobanks in NCNP. It is important
to prepare the materials and the attached clinical and sample information for scientific research,
especially genome research on mental, neurological and muscular diseases. And now we have
prepareed to take an ISO approval for high quality procedures for biobanking.
5. References
1) Iida A, Takeshita E, Kosugi S, Kamatani Y, Momozawa Y, Kubo M, Nakagawa E, Kurosawa
K, Inoue K, Goto YI. A novel intragenic deletion in OPHN1 in a Japanese patient with
Dandy-Walker malformation. Hum Genome Var. 5;6:1, 2018
2)

Imagawa E#, Albuquerque EVA# (# denotes equal contribution), Isidor B, Mitsuhashi S,
Mizuguchi T, Miyatake S, Takata A, Miyake N, Boguszewski MCS, Boguszewski CL,
Lerario AM, Funari MA, Jorge AAL$, Matsumoto N5,* ($: equal contribution) (*:
corresponding author). Novel SUZ12 mutations in Weaver-like syndrome. Clin Genet.
94:461-466, 2018
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３０－８ NCNP ブレインバンクの運営および生前登録システムの推進
主任研究者 高尾昌樹
国立精神・神経医療研究センター 病院臨床検査部
総括研究報告書
小西吉裕

国立病院機構鳥取医療センター

【研究組織】

渡辺千種

国立病院機構広島西医療センター

主任研究者

原口 俊

国立病院機構南岡山医療センター

齊藤祐子（2018, 2019 年度） 国立精神・神経医療

二村直伸

国立病院機構兵庫中央病院

研究センター

鈴木博義

国立病院仙台医療センター

高尾昌樹（2020 年度） 国立精神・神経医療研究セ

中込和幸

国立精神・神経医療研究センター

ンター部

坂本充弘

国立精神・神経医療研究センター

佐藤綾子

国立精神・神経医療研究センター

佐野輝典

国立精神・神経医療研究センター

坂田増弘

国立精神・神経医療研究センター

水谷真志

国立精神・神経医療研究センター

森島真帆

国立精神・神経医療研究センター

分担研究者
住吉 太幹 国立精神・神経医療研究センター・精神
保健研究所
柿田明美 新潟大学脳研究所
吉田眞理 愛知医科大学加齢医科学研究所

荒川 晶（2018 年度）東京大学大学院
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児発達学研究科
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雅弥（2018 年度）大阪大学大学院

武田 篤

国立病院機構仙台西多賀病院

梅戸克之（2018, 2019 年度）国立精神・神経医療研

谷口さやか 国立病院仙台西多賀病院

究センター

饗場郁子

国立病院機構東名古屋病院

小松奏子（2018, 2019 年度）国立精神・神経医療研

尾方克久

国立病院機構東埼玉病院

究センター

藤村晴俊

国立病院機構刀根山病院

小濱史美（2018, 2019 年度）国立精神・神経医療研

小宮 正

国立病院機構東京病院

究センター
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田中洋子（2018, 2019 年度）国立精神・神経医療研

医療センター

究センター

中西真理子（2018, 2019 年度）大阪大学大学院

塩谷彩子（2018, 2019 年度）筑波大学

丸尾和司（2018, 2019 年度） 国立精神・神経医療研

仙石錬平（2018, 2019 年度）東京都健康長寿医療セ

究センター

ンター

稲川拓磨（2018, 2019 年度） 国立精神・神経医療研

山崎幹大（2018, 2019 年度）東京都健康長寿医療セ

究センター

ンター

末吉一貴（2018, 2019 年度） 国立精神・神経医療研

松原知康（2018, 2019 年度） 東京都健康長寿医療セ

究センター

ンター

長谷川由美（2018, 2019 年度） 国立精神・神経医療

河上 緒（2018, 2019 年度） 東京都健康長寿医療セ

研究センター

ンター

大町佳永（2018, 2019 年度） 国立精神・神経医療研

種井善一（2018, 2019 年度） 東京都健康長寿医療セ

究センター

ンター

山田悠至（2018, 2019 年度） 国立精神・神経医療

元田敦子（2018, 2019 年度） 東京都健康長寿医療セ

研究センター

ンター

松元まどか（2018, 2019 年度） 国立精神・神経医

濱松晶彦（2018, 2019 年度） 東京都監察医務院

療研究センター

本吉慶史（2018, 2019 年度） 国立病院機構下志津

熊崎博一（2018, 2019 年度） 国立精神・神経医療研

病院

究センター

齊藤理恵（2018, 2019 年度） 新潟大学脳研究所

藤里紘子（2018, 2019 年度） 国立精神・神経医療

田中英智（2018, 2019 年度） 新潟大学脳研究所

研究センター

竹島 明（2018, 2019 年度） 新潟大学脳研究所

白間 綾（2018, 2019 年度） 国立精神・神経医療

齊ノ内信（2018, 2019 年度） 新潟大学脳研究所

研究センター

岩崎 靖（2018, 2019 年度） 愛知医科大学加齢医

飯島和樹（2018, 2019 年度） 電気通信大学

科学研究所

立森久照（2018, 2019 年度） 国立精神・神経医療研

三室マヤ（2018, 2019 年度） 愛知医科大学加齢医科

究センター

学研究所

和田 歩（2018, 2019 年度）帝京大学大学院

安藤孝志（2018, 2019 年度） 愛知医科大学加齢医

宮崎将行（2019 年度）国立精神・神経医療研究セン

科学研究所

ター

池田知雅（2018, 2019 年度） 愛知医科大学加齢医

宮原弘明（2019 年度）愛知医科大学加齢医科学研究

科学研究所

所

三木知子（2018, 2019 年度） 岡山大学大学院

赤木明生（2019 年度）愛知医科大学加齢医科学研究

池田智香子（2018, 2019 年度） 慈圭病院

所

黒田重利（2018, 2019 年度） 慈圭病院

睦

竹内 真（2018, 2019 年度） 大阪府立母子保健総

所

合医療センター

平野光彬（2019 年度）愛知医科大学加齢医科学研究

松岡圭子（2018, 2019 年度）大阪府立母子保健総合

所
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雄一（2019 年度）愛知医科大学加齢医科学研究

市川千宙（2019 年度）大阪府立母子保健総合医療セ

なく継続できた（全国的に解剖中止の施設が多い）．

ンター

生前登録例の解剖数は 11 例だった．

臼倉恵美（2020 年度） 国立精神・神経医療研究セン

現在までのバンク登録数：217 例（＝バンク同意の整

ター

備以降 2008～2020：161 例＋遡り同意取得など 2002

若林 僚（2020 年度） 国立精神・神経医療研究セン

～2007：56 例）

ター

精神疾患：現在 2 例．令和 2 年度に NCNP 入院中の統

【３年間の研究目標】

合失調症例の病理解剖とバンク登録．病理解剖の紹

NCNP ブレインバンクは，パーキンソン病を対象とし

介をいただける精神科病院，あるいは精神科医との

てはじまり，2008 年の正式登録開始以来，NCNP の継

連携を開始し，数例の事前相談あり．

続支援で医学，神経科学，社会へ貢献してきた．ヒト

プリオン病：平成 30 年度（2018）3 例, 令和元年（2019）

神経組織を用いる科学研究の増加により，バンクへ

2 例，令和 2 年度（2020）11 月 30 日まで 7 例．令和

の組織提供依頼は急増している（添付図）
．現在，我々

2 年度より外部施設からの依頼，出張解剖を確立し症

は以下の 3 つの主眼のもと，
臨床検査部主体の医師，

例増加．また，連携を開始した美原記念病院バンクで

研究者，技師，コーディネーター，秘書の多職種が半

7 例の解剖・登録があり，合計 14 例のプリオン病剖

学半教の心で活動している（添付図）．

検を NCNP が施行．日本のプリオン病病理解剖が年間



生前同意を含めた積極的な病理解剖の推進

約 20 例であり，多くは NCNP で施行．



国際水準の神経病理診断

NCNP バンクへ生前に登録され，病理解剖が NCNP で施



ヒト神経系試料の速やかな提供と医科学への貢

行不可能な場合：分担研究施設 5 カ所と連携し 16 例

献

の解剖が施行され，本人・ご遺族の希望に応えること

平成 30 年度(2018)研究申請時の目標は，
「精神・神

ができた．日本ブレインバンクネットワーク（JBBN）

経疾患ブレインバンクのさらなる発展，質・量の充実，

への連携も継続した．NCNP の出張解剖により病理解

臨床への還元，研究・教育への活用，日本の医療の発

剖・バンク協力をしていただける 11 の施設を増やす

展に貢献，生前登録制度の充実」とある．最終年度に

ことができた．

主任研究者が交代し（齋藤から高尾），以下の目標

臨床への還元，研究・教育への活用，日本の医療の発

「prion pathology surveillance center の構築準

展に貢献

備，超百寿研究の推進準備，診断指針の国際化，関係

臨床病理カンファレンス（CPC）
．平成 30 年度 13 例,

施設の拡充，国際協力，若手医師の育成と基礎研究者

令和元年度 9 例，令和 2 年度 12 月 10 日まで 7 例．

への試料提供・支援拡充や，倫理面での整備」を追加

令和 2 年度当初は COVID19 の影響で中止したが，Web

した．

体制が整い再開．新たな CPC 形式として定着（院内
限定）
．

【３年間を通じての最終的な研究成果】

てんかん病理 CPC：平成 30 年度 12 回，令和元年度 12

申請時研究目標に対する成果

回，令和 2 年度（12 月まで）9 回．

a) 質・量の充実

論文，図書，論文：
（6）研究成果の発表参照

3 年間の病理解剖・バンク登録数：平成 30 年度（2018）

研究者へ組織提供（NCNP 内）
：平成 30 年度 14 件（4）
，

28, 令和元年（2019）18，同 2 年度（2020）17 例．

令和元年度 26 件（15）
，令和 2 年度 18 件（8）
．分担

COVID-19 のパンデミック下でも病理解剖を断ること

施設も含め，多くの成果が得られた（（6）研究成果の
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発表参照）
．

解剖依頼だけを行うことは，先方のスタッフへ負担

生前登録制度の充実

をかけるだけである．そこで連携施設を拡充し，カバ

平成 30 年度 29，令和元年度 24，令和 2 年度 13．2007

ー可能な地域の拡大を目指した．我々が関係してき

年 9 月～2020 年 12 月 1 日までの登録者数：生前登録

た施設を含め，11 施設を追加し，同時に神経病理と

351 例．同期間の撤回者数 8 名；転帰を含め追跡困難

いう学術面で協力することで相互のメリットが得ら

例 16 名；病理解剖症例数 93 例（NCNP 63 例，他院 16

れている．この方策を継続して，バンク生前登録例の

例，剖検なし 14 例）
，病理解剖未施行例数 14 例．

解剖場所の確保と協力施設の増加を目指す．

令和 2 年度からの追加目標に対する成果

出張解剖の確立：上記施設へ，我々が出向いて協同で

Prion pathology surveillance center の構築

病理解剖を行い，ブレインバンクの意義を理解して

プリオン病ブレインバンクで多くの症例を有する美

いただけた．プリオン病の出張解剖においても，感染

原記念病院と連携開始，さらに各地域に過去 10 年か

対策による解剖手技を共有し，解剖可能施設の拡充

けて構築してきた病理解剖拠点を拡充（北海道大学，

と症例増加に繋がった．

函館中央病院，兵庫中央病院，柳井医療センター，南

国際協力

岡山医療センター，肥前精神医療センター）できた．

Indiana Alzheimer Disease Research Center の神

NCNP より出張解剖も行い，多くの地域をカバーでき

経病理コアと 20 年にわたり，協力体制を継続してお

る．協力施設からのご遺体搬送等による解剖も加わ

り，プリオン病，アルツハイマー病などを中心に，協

った．Referral center としての役割も含め，プリオ

力体制を継続できた．とくに，日本にはない，遺伝性

ン病疑い症例の診断も対応開始．

疾患に関して共同研究を継続し，ブレインバンクの

超百寿者のブレインバンク

在り方の議論も深めた．

110 歳以上の脳という super normal の状態を研究し，

若手医師の育成

真の健康長寿を解明することを目指す，慶應義塾大

解剖では，開頭，脊髄や網膜摘出は医師が独立して施

学百寿総合研究センターとの共同研究で，110 歳以上

行できる必要がある．令和 2 年度より，常勤，非常勤

の病理解剖連携体制を開始．現在までに 20 例をこえ

計 4 名の若手医師の技術向上として，単独での開頭，

る 110 歳以上の脳を主任が集積してきた．

網膜摘出，背部からの脊髄摘出，単独での病理解剖を

診断精度の向上と国際化

達成目標とした．基本技術修得は，次世代育成，出張

神経変性疾患に関連する蓄積蛋白質の脳内の拡がり

解剖を可能にし（特に医師や技師の介助が得られな

を 示 す ス テ ー ジ に 関 し ， National Alzheimer's

い施設など），ブレインバンクの維持・拡充になる．

Coordinating Center (NACC)の方法を追加導入する

解剖も少人数となり，コロナ時代における PPE の節

ための準備を終了した（添付図）
．新規例から適応を

約やスタッフの感染リスク軽減になる．病理専門医

開始している．海外との比較や協同研究を容易にす

を目指す後期研修医，脳神経内科レジデント，神経病

る．ネットワークカンファレンス等による診断レベ

理学会認定医を目指す医師の神経病理研修を開始．

ルの向上を継続した．

市民公開講座

関係施設の拡充（添付図）

東京都健康長寿医療センターと合同で毎年開催され

生前登録者の居住地に，解剖・バンク登録対応可能な

た市民公開講座は，令和 2 年度から，ブレインバン

施設がない場合がある．死亡後に対応を相談してい

クの実務的な内容だけではなく，地域と我々との繋

ては時間的に無理があり，バンクと無関係の病院に

がりを目指した内容へ変更した．ブレインバンク担
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当のスタッフ自らの企画によりコロナ禍のため完全

である．多くの NCNP 研究者に使用していただけるよ

動画として you tube での公開を行った．今後の一つ

う，最大限の努力により組織提供までの時間的ロス

の在り方として継続（添付パンフレット）．

を軽減，希望通りの試料提供を目指す．標本作成，染

分担研究者の成果

色支援も開始した．疾患克服のために，企業研究者へ

各バンクの維持，生前登録例対応，研究者への橋渡し

の提供も通常の手順で進められる体制を目指す．

が達成された（（6）研究成果の発表参照）
．各地域の

新規にターゲットする疾患・病態

NCNP 生前同意登録者の病理解剖を担当していただく，

プリオン病

あるいは分担施設登録例の解剖を NCNP で行うといっ

感染性への危惧から病理解剖を拒否する施設が多い．

た協力体制も継続した．最終年班会議で各成果を共

解剖は可能でも，標本作製，診断が困難な施設も多い．

有し，ブレインバンクの在り方を整理した．

プリオン病の病理解剖・ブレインバンク数として中
心的な美原記念病院と連携可能となり，各地域に過

【各分担研究者の成果】

去 10 年にわたって開発してきてプリオン病の病理解

齊藤祐子（東京都健康長寿医療センター）
：ブレイン

剖 施 設 拠 点 を さ ら に 拡 充 す る ． 同 時 に referral

バンク登録例は，平成 30 年度 39 例，令和元年度 52

center としての役割も含め，Japan Prion Pathology

例，令和 2 年度 28 例だった．生前登録例は，それぞ

Surveillance Center (JPPSC) （仮称）としての役

れ 7 例，10 例，7 例．吉田眞理（愛知医科大学加齢医

割を担う施設を目指す．厚生労働省のプリオン病の

科学研究所）：生前登録者数は平成 30 年度から令和

サーベイランス班の事務局が NCNP にあり，
「プリオ

2 年度まで，それぞれ 2 名，8 名，1 名であった．病

ン病及び遅発性ウイルス感染症に関する調査研究班」

理解剖は，それぞれ 3 例，4 例，1 例であった．横田

の代表が高尾となったので継続性も担保される．

修（慈圭病院）
：研究期間の解剖数は 24 例．年間 10

健康長寿を目指す超高齢者の脳バンクの構築．

回ほどの啓発活動が行われた．柿田明美（新潟大学）
：

110 歳を超える方々の脳バンクを，代表者も関わり美

NCNP バンク生前登録例の剖検はなかったが，生前登

原記念病院と慶應義塾大学で構築．国内コンソーシ

録の啓発活動を積極的行った．村山繁雄（大阪大学）
：

アムによる病理解剖を行ってきた．日本だからこそ

新たに，発達障害・精神・神経疾患ブレインバンクを

可能な超高齢者バンクにより，基礎研究者への支援

創設し運用を開始した．住吉太幹（精神保健研究所）
：

を開始する（現在 20 例ほどの 110 歳以上の脳を有す

NCNP 通院中の精神疾患患者を対象に 32 名から生前

る）．ほとんど疾患のない 110 歳超の脳病理等の解明

同意を取得．井上悠輔（東京大学）
： NCNP ブレイン

は，疾病にならない機序を解明できる重要なリソー

バンクにおける試料（主に剖検試料）と情報の統合的

スである．

管理と利活用推進を行う観点から，法・倫理面の検討

アーカイブ試料のバンクへの登録

と，ゲノム指針改正における一括審査について検討

冒頭で述べたように，2001 年以前の解剖例で，凍結

を継続．

脳 129 例，パラフィンブロック脳 513 例がバンクと
【今後の研究の進め方について】

して登録されていない．散逸したと考慮される症例

NCNP の研究者への試料提供の拡充とサービスの改善．
バンクへ登録いただいたご本人・ご遺族は，
「疾患克

もある．これら既存症例のバンク登録を速やかに進
め，NCNP の貴重な財産を適切に保管，研究使用の体

服のために解剖組織を使用して欲しい」との強い希

制を目指す．

望があり，提供先の制限も希望されないことが一般

精神疾患のブレインバンクの充実
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Yanagawa T, Takao M, Yasuda M, Kamide T, Sato H,
Suzuki K, Ikeda T, Kikkawa Y, Kurita H. Clinical and
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解剖例がある（パラフィンはブロック 53 例，凍結 12
例残存）
．これらもバンクへの登録を行う．また，精
神疾患に関しての解剖に関していくつかの施設と連
携を開始した．今後，多摩地区に多い精神科単科の病
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院とも連携を目指す．
【倫理面における配慮の状況】
主任・分担研究者は各施設での倫理委員会承認のも
と適切な運営を施行した．病理解剖は死体解剖保存
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法を遵守した．法的実務面に関して，令和 2 年度よ
り，医師かつ弁護士の支援が得られるようになり（令
和 3 年度より当センターへ赴任しバンク業務に法的
観点から関与する）
．死体検案後の病理解剖，異状死
の判断などを含め適切な対応が可能となった．主任
が髙尾に変更後，倫理委員会の指導のもと，病理解剖
同意とブレインバンク同意書式を分離した．説明同
意文書をより理解しやすいものへ変更し承認を得た．
今後，生前同意の説明文書も齟齬の内容に修正を検
討中．
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下位運動ニューロン徴候しか示さない ALS について，
抑制欠如の症例で剖検が得られた時，中心前回の病

30-8「NCNP ブレインバンクの運営および生前登録

変を確認することで，検査法の特異度感度有用性の

システムの推進」

検討を行う共同研究を開始した．
また，生前同意登録とプリオン病剖検を組み合わ

（分担課題名）東京都健康長寿医療センターの生前

せる努力はこれまで行ってきたが，今年度はブレイ

登録剖検の取り組み

ンバンクで共同研究体制にあるが，プリオン病剖検

分担研究者

を行わない施設に関して，生前献脳同意事前登録を

齊藤祐子（2020 年度）

介護者から得ることで，対応を継続した．臓器移植

東京都健康長寿医療セ

ンター高齢者ブレインバンク・研究部長

においては，本人の意志確認が難しい時に，本人が

村山繁雄（2018, 2019 年度） 東京都健康長寿

正常意志を有しているなら希望するだろうとの推測

医療センター高齢者ブレインバンク・部長

の元，家族同意で臓器移植が行える改正法が成立し
ている．高齢者ブレインバンクでは同様の主旨で，
介護者同意に基づく生前献脳事前同意登録を認めて

【緒言】
高齢者ブレインバンクは欧米ブレインバンクにな

いる点が，国立精神・神経医療研究センターと異な

らい，生前同意ブレインバンクを必須要素として運

る．欧米のブレインバンクは基本的に東京都健康長

営している．今年度コロナ渦で，対応を迫られた点

寿医療センター倫理委員会判断と同じ立場をとって

があったが，老化・認知症の克服に向けて，ブレイン

いる．長年の伝統により，センタ－と支えている高

バンク事業を展開した今年度の活動を報告する．

齢者コホートの信頼関係が，この体制の基幹をなす．
東京都健康長寿医療センターは在宅支援総合救急

【方法】

病院として，患者，地元医師会との協力関係を長年

高齢者ブレインバンクは老化・認知症患者の最初

つちかってきた．高齢者ブレインバンクの特徴とし

から最後まで，患者と介護者に寄り添い，生活の質

て，緩和ケア病棟を含む全身癌末期患者の登録が多

を高め，死亡時極力剖検を得て最終診断を行うこと

いことも特徴で，脳としては正常コントロールとな

で本人への最後の貢献を行い，剖検時得たリソース

る点は大きい．また，高齢で認知症がないことは，脳

を元に，老化・認知症の克服を目指すことを理念と

の健康な老化機構の解明に必須であるとの観点で，

している．生前献脳事前登録同意は，生前の臨床症

ブレインバンク登録同意を脳神経内科だけでなく全

状，放射線画像，髄液を含むバイオリソースを蓄積

科の協力の下に行っている点も，国立精神・神経医

し，最終診断で裏打ちを行うことで，貴重なリソー

療研究センターとは異なる．

ス構築が出来ること，治験等の臨床研究への参加を

欧米のバンクは脳のみの採取であるのに対し，脊

リクルートすることで，治験結果を神経病理学的に

髄を全例でバンク化していること，末梢自律神経を

裏打ちできることで，大きな貢献が期待できる．

含む全身臓器も一般病理との協力でリソース化して

高齢者ブレインバンクの理念は神経変性疾患にも

いる点も独自である．

あてはまる．特に筋萎縮性側索硬化症（ALS）に関し

高齢者ブレインバンクはブレインバンクコーディ

ては，徳島大学脳神経内科と協力することで，神経

ネーターを常勤化しており，希少難病の生前同意登

生理学的診断の検証を行ってきた．今年度はさらに

録においては，コーディネーターが対応している．

オーストリアシドニーWestmead 神経研究所の行っ

以上，欧米のブレインバンクにも匹敵する体制を

ている，磁気二発刺激による抑制欠如の検出により，
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構築している．

【結果】

ンバンク事前登録の昨年度の状況と，バイオリソー

今年度当初，コロナ渦で，医療資源の枯渇を招く

ス構築の状況を述べた．コロナ渦で以前困難な状況

という病理専門部長からの反対で，一例のプリオン

が続く中，東京都の独自性を発揮していく所存であ

病搬送剖検以後，生前同意事前登録同意の搬送剖検

る．

が 3 ヶ月以上受けられなかった．その後は PCR で陰

【参考文献】

性を確認することを前提に受けられるようになった

Brain Banking. Handbook of Clinical Neurology

が，ブレインバンキングのために剖検に入れる人員

Volume 150, Edited by Ingeborg Huitinga, Maree J.

は一人に制限された．通常の体制に戻せたのは年が

Webster, 2018

明けてからである．
一方国立相模原病院では病理医が開頭剖検を拒否
した結果，生前同意事前登録患者が剖検が行えない
事態となり，健康長寿に搬送剖検を行うこととなっ
た．NMO 関連疾患，家族性痙性系麻痺例を含め，極
めて貴重な症例のリカバリーを行うことが出来た．
徳島大学では病理医が全身剖検，脳神経内科医が
高齢者ブレインバンクに出来る限り沿うかたちで半
脳，脊髄，末梢神経，筋を採取しているが，今年度は
昨年度のほぼ半数に激減した．
コロナ罹患者の開頭剖検は，国立感染研の推奨を
病理学会が踏襲している結果不可能の状況が続いて
いる．コロナ罹患者の快復後呼吸不全死亡例で，PCR
陰性を確認後得た開頭剖検では，嗅球，扁桃核嗅覚
部に変化は認められず，嗅覚障害の病理基盤に貢献
は出来なかった．
【考察】
健康長寿医療センターは，日本ブレインバンクネ
ットワークのコア施設として，コロナ渦においても
理念の追求を行った．特に生前同意ブレインバンク
献脳同意は，欧米におけるブレインバンクの根幹を
なす行為であり，今年度まで国立精神・神経医療研
究センターが開発費で援助いただけたことを感謝す
る．今後国立病院機構を中心に再編する方針と聞い
ているが，国立病院機構はコロナ対策で，余力がな
い状況の下，国立精神・神経医療研究センターの指
導力を期待する．
【結語】
高齢者ブレインバンクにおける，生前同意ブレイ
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ンク登録希望者は 5 名であった．うち 1 名は幻覚妄

システムの推進」

想の為か症状不安定な方で未だ面談に至っておらず，
1 名は自傷・希死念慮が著しく登録をお断りした．残

（分担課題名）精神疾患ブレインバンクの推進

りの 3 名について，COVID-19 流行による通院中断

分担研究者

等でいずれも保留になっている．

住吉太幹

他院通院中の患者 21 名に対し，福島県立医大のブ

国立精神・神経医療研究センター・精

神保健研究所・部長

レインバンクを案内した．また，1 名に対し，他のブ

協力研究者

レインバンクの情報を案内した．いずれも当院の事

水谷貴志 国立精神・神経医療研究センター病院・

務局より丁寧な情報提供を行い，現在までのところ

レジデント

大きな混乱なく，患者のニーズに応えることができ

佐野輝典 国立精神・神経医療研究センター病院・

ている．

常勤医師

【考察】
本年度は精神科医（水谷）による面接を行い，精神

【緒言】

症状を確認し，C-SSRS (コロンビア自殺評価スケー

精神疾患の病態解明や根治的治療法の開発には，

ル)による評価を行った症例から生前同意を得た．こ

ヒト脳を用いた研究が重要である．特に，患者死後

のように，精神症状の増悪から刹那的にブレインバ

脳のリソース構築により，これまで生前に間接的な

ンク登録を希望しているわけではないことを専門的

手法により推定されてきた脳内の生物学的変化を，

観点から判断し，自殺リスクに関する定量的評価も

直接測定できるシステムの基盤を作ることができる．

交えた精神疾患患者のブレインバンク登録を行って

精神疾患を対象としたブレインバンクの数は本邦で

いる．

は少ないため，死後脳研究は欧米のブレインバンク
に依存する場合が多い．このような現状の打開には，

【結論】

人種差の影響を受けない日本人の死後脳リソースの

患者死後脳リソースを収集するシステムの構築は

構築が急務である．

重要であり，精神疾患患者からの死後脳収集を行う

以上の背景から，本研究は NCNP ブレインバンク

ための生前同意登録に関する NCNP 病院の現状を報

への精神疾患患者死後脳リソースの蓄積を促進する

告した．以上の活動は，精神疾患の根治的治療法の

ことを目的とする．

開発の促進につながると期待される．

【方法】

【参考文献】

「幅広い疾患の質の高い剖検脳リソースの構築を

1. Sumiyoshi T, Stockmeier CA, Overholser JC, Thompson

本邦で行う」ことを目的とした，NCNP ブレインバ

PA, Meltzer HY. Dopamine D4 receptors and effects of

ンク事業の一環として，精神疾患患者からの検体収

guanine nucleotides on [3H]raclopride binding in

集を促進する活動を実施した．具体的には，すでに

postmortem

構築されている神経疾患ブレインバンクを参考に，

schizophrenia or major depression.

生前同意登録を行った．今回，2020 年 12 月 15 日

681: 109-116

時点までの活動を報告する．

caudate

nucleus

of

subjects

with

Brain Res 1995,

2. Sumiyoshi T, Stockmeier CA, Overholser JC, Dilley GE,

【結果】

Meltzer HY. Serotonin1A receptors are increased in

当院通院中である精神疾患を主とするブレインバ

postmortem prefrontal cortex in schizophrenia. Brain
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Res 1996, 708: 209-214
3. Yamada Y., Matsumoto M., Iijima K., Sumiyoshi T.:
Specificity and continuity of schizophrenia and bipolar
disorder: Relation to biomarkers. Curr Pharm Des 2020,
26(2):191-200
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どを盛り込んだ新書式を作成し，関連病院等に配布

システムの推進」

し，実際に使用している．
（イ） 生前登録啓発活動：新潟大学脳研究所神経内

（分担課題名）新潟地域における生前同意ブレイン

科の主導で，パーキンソン病，筋萎縮性側索硬化症，

バンクの推進

脊髄小脳変性症の患者会で，本事業の趣旨を説明す

分担研究者

る啓発活動を行う計画を立てた．しかしながら，口頭

柿田明美

新潟大学脳研究所・教授

での啓発活動は実際には行えなかった．一方，新潟県
内神経内科外来に啓発活動用ポスターを掲示し，ま

【緒言】

たリーフレット等を配置し，患者あるいはご家族が

NCNP が推進する生前同意（ドナー）登録制に基づ

自らの意思で情報に接する機会を増やした．

くナショナル・ブレインバンクの新潟地域拠点とし

（ウ）
パーキンソン病患者 1 名と ALS 患者 1 名から，

て，その実現に向けた諸問題を解決し，事業体制の

本事業のドナー登録があった．

整備を図ることを目的とし，分担研究を行なった．

（エ）ドナー登録症例の剖検：当該症例はなかった．

【方法】

【考察】

(1)患者団体等と連携し生前同意登録（ドナー登録）

（ア） 連絡体制の整備：ドナー登録者のご意志をい

を推進し，(2)ドナー死亡時にはすみやかに病理解剖

つでも確実に実行に移す連絡体制の整備は，特に重

を行い，(3)新鮮凍結脳組織を保存し，(4)検体情報を

要な課題である．NCNP の事務局体制を強化し，対応

NCNP のデータベースに登録し，(5)研究資源を多施

に当たることは有効な対応策である．新潟地域とし

設共同研究に運用するための基盤整備を図ること，

ても，ドナー登録者遺族から NCNP に連絡が入った

を計画した．

場合，速やかに臨床調整医と剖検担当病理医が対応
に当たれるよう，連絡体制を確認しておくことが重

【結果】

要と認識している．

（ア） 事業推進体制の整備：ドナー登録者が死亡し

（イ） 情報提供体制の整備：ドナー登録者に対する

た場合，剖検を実施する上で問題となる以下の点に

継続的な情報提供，遺族に対する報告や継続的な情

対し対策を講じた．①遺体搬送費と剖検費：本分担研

報提供について，その体制を協議し実行していく必

究費で充当することとし，消耗品を準備した．遺体清

要がある．

拭用品（エンジェルキット）や装束を揃えた．病院内

倫理面における配慮の状況（生命倫理・安全対策等の

関係部所との連携体制を確認した．②遺体搬送を依

遵守）
：新潟大学医学部倫理委員会に倫理審査申請を

頼する葬儀社との連携：解剖室のない病院や施設あ

行い，承認の答申（平成 23 年 6 月 14 日付 #1230：

るいは自宅で亡くなられた場合，ご遺体を新潟大学

平成 26 年 3 月 11 日付 #1825）を得ている．

病院にお運びし解剖を行うこととした．③臨床立会
医に対する謝金：新潟大学事務部及び NCNP 事務局

【結論】

と協議し，少額ながら謝金が出せるようにした．臨床

生前同意登録（ドナー登録）制に基づく本研究開発

立会医の時間的拘束やご遺族様への対応等に対する

費事業（NCNP ブレインバンク）の新潟地域拠点と

インセンティブを措置した．④死体検案書：遺体搬入

して，事業体制を整備した．

時に確認することを剖検担当医に申し合わせた．⑤
剖検同意書：製薬会社等企業の研究者や海外の研究
者らも，脳リソースを使用する可能性があることな
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例は死去の連絡がなく剖検はえられなかった．

システムの推進」

2）剖検体制の整備
2020 度の剖検体制はスタッフ 6 名，大学院生 3 名，

（分担課題名）名古屋地区における神経・精神疾患

研究生 1 名で，神経病理認定医をめざす若手の参画

の研究資源蓄積のためのブレインバンク ネットワ

が人員不足を補っている．NCNP の財源支援により

ーク構築に関する研究

標本作製や染色が円滑に進んでいる．

分担研究者

3）3 年間の総括

吉田眞理

2018 年〜2020 年の 3 年間で 14 例の生前登録が得ら

愛知医科大学加齢医科学研究所・特命

研究教授

れ，10 例が病理検索できた．NCNP に中央登録され
ていた症例（名古屋在住）も連携体制により遅滞なく

【緒言】

愛知医大で病理解剖され，全国的なネットワークと

神経・精神疾患の分子細胞生物学レベルの病態解明

して円滑に運用できた．

および治療法開発研究に疾患脳を広く活用できるよ

長期療養型関連病院から生前登録システムの情報

うにすることを目的とし，名古屋地区において生前

を知り登録した症例が 2 例あった．特に長期療養と

に献脳の意思を表明し登録していただいた神経疾患

なる稀少疾患で活かせる可能性があり，今後も関連

の剖検を行い，病理診断を行うとともに新鮮凍結脳

病院での啓発を推進する．

を愛知医科大学加齢医科学研究所に蓄積することを

【考察】

3 年間の研究目標としている．

関連病院からの登録例では臨床経過，画像所見な

1）生前同意登録システムが構築された愛知医科大お

どの情報が豊富にあるため，病理所見と対比する上

よび関連病院と連携し生前登録（ドナー登録）を推

で大変有用である．

進する．

生前登録ブレインバンクのシステムの維持には，

2）剖検体制の整備をはかる．

人員の確保，搬送費用の補填，超低温槽の補充，正確

【方法】

な病理診断のための消耗品の財源の補助が不可欠で

生前登録は，2017 年に「神経疾患における剖検の

ある．

生前同意登録システム（神経疾患ブレインバンク）」
として愛知医科大学医学部倫理委員会の承認をえた．
生前登録の患者さんの死亡時に連絡をいただき，

【結論】
生前登録システムは，3 年間で 14 例の登録が得ら
れ，10 例が病理検索できた．中央登録例も円滑に病

愛知医科大学に搬送して病理解剖を行い，半脳を凍

理解剖へ進めることができ，本システムは，患者の篤

結保存し病理診断を行う．搬送費用は本研究班の費

志を活かし，長期経過をたどる神経疾患の解明にき

用から拠出され，親族の負担はない．病理診断は臨床

わめて優れた機構である．

主治医を通じて家族に説明される．
【結果】
1）2020 年度生前登録数と剖検実施
2020 年度の新規生前同意登録者は 1 例，臨床診断
はミオパチーであった．2020 年度の病理解剖例は 2
例，臨床診断は紀伊 PDC と MSA，生前同意登録か
ら剖検までの期間は，1 年半，5 年であった．登録 1
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【方法】

システムの推進」

連合小児発達学研究科子どものこころの分子統御
機構研究センター内に，高齢者ブレインバンクの援

（分担課題名）小児神経疾患ブレインバンクの構築

助を受けながら，ブレインバンク・バイオリソース

分担研究者

センター部門を構築した．高齢者ブレインバンクと

村山繁雄 （2020 年度）大阪大学大学院連合小児発

はインターネットカンファランスを通じ，大阪大学

達学研究科・特任教授

では神経内科・脳卒中科神経病理グループリーダー

谷池雅子（2018, 2019 年度） 同・教授

と，大学院生 2 人，刀根山では脳神経内科医神経病
理グループ神経病理学会教育指導医 3 人を分担研究
者が指導するかたちで，スタッフさらに 1 人を神経

【緒言】
分担研究者の本斑にける役割は，小児神経疾患リ

病理学会認定医コースに登録し，将来のブレインバ

ソースの構築であるが，本年は生前同意拠点の構築・

ンクを支える人材の育成を開始した．

発展をそれに加えた．

大阪大学では開頭剖検例の全例に分担研究者が入

生前同意事前登録に基づくブレインバンク構築に

ることで，脳・脊髄の採取を高齢者ブレインバンク

ついて，国立精神・神経医療研究センター倫理委員

プロトコールに従い，国際標準レベルで行える体制

会は，未成年の場合本人意志が法的根拠を持たない

を構築した．大阪刀根山医療センターにも分担研究

こと，親による虐待の正当化につながることの二点

者が週一日，剖検がある時は共同執刀する体制を構

で，承認が得られない．米国では親の同意に基づき，

築した．

事故死の時行政解剖医の協力を得て，Autism Brain

大阪大学法医学教室は，倫理委員会承認の元，研

Net を含む小児疾患ブレインバンクが構築されてい

究用死後組織デポジトリを構築していたが，小児例

る．

に関しては，脳リソースデポジトリを別途設けるこ

東京監察医務院は，かつての国立精神・神経医療

とで合意した．

研究センターにおける小児発達障害ブレインバンク

大阪母子医療センターに関しては，大阪府病院機

構築に対し朝日新聞が一面に非難記事を掲載して以

構理事長のバックアップ，センター長承認の元，剖

来，施設としての協力は行わないい方針である．一

検データベース構築，共同研究による研究リソース

方大阪大学は，法医学教室，大阪監察事務所が協力

としての活用に関し，医局会同意を得ること出来た．

し，ゲノム，部分凍結脳を含む死後組織リソースが

【結果】

構築されてきた．また小児例で年間二桁の剖検数を

今年度コロナの影響で，4 月初め，生前同意事前登

誇る大阪母子医療センターとの協力関係樹立を目指

録症例を阪大まで搬送したが，コロナ対応が出来て

してきた．これまで本開発費を用いた自閉症親の会

ておらず，剖検が出来なかった．その後，コロナを疑

のアンケート調査で，日本版 Autism Brain Net 構築に

う場合 PCR 検査後，疑わない場合はそのまま剖検を

関しては肯定的意見が大半を占めた．連合小児発達

行うかたちに改善が出来た．浅香山病院は大阪最大

学研究科子どものこころの分子統御機構研究センタ

の精神科病院であるが，前頭側頭型認知症生前同意

ーは，自閉症患者と両親のゲノム，不死化細胞蓄積

事前登録例の搬送剖検 1 例を達成出来た．

を継続してきた．大阪刀根山医療センターと大阪大

開業医からの進行性核上性麻痺生前同意例につい

学神経内科・脳卒中科との関係は，東京における東
大と健康長寿との関係と同じである．以上を前提に，
本開発費研究の今年度成果を報告する．
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て，刀根山で搬送剖検対応が出来た．大阪大学では
病理学教室の協力の下，また刀根山では病理医長の

承諾の下，平日日勤帯対応で生前同意搬送剖検例に

業医との連携により，東京では出来なかった，小児

対応することが可能となった．また刀根山では院内

疾患ブレインバンク構築への明かりが見えたことに

症例について脳神経内科が対応することで，土日を

加え，自殺バンク構築の道も開くことが出来た．日

含む勤務時間外にもブレインバンクリカバリー対応

本ブレインバンクネットワーク関西拠点代表として，

可能となった．宇多野病院に関して分担研究者がブ

分担研究者は今後も努力していく．

レインバンクの重要性を講演することで，国立病院

【結語】

機構連携の下，刀根山脳神経内科が出張剖検し，今

本開発費を用いて日本ブレインバンクネットワー

年度二例の症例がブレインバンクに登録出来た．

ク関西拠点が構築できた．今後の発展に，さらなる

プリオン病剖検に関して，病院長の業務命令下，

援助をいただければ幸いである．

脳神経内科と分担研究者が対応し，病理医長は承認
するかたちでの対応が可能となった．刀根山はこれ

【参考文献】

まで筋ジストロフィーのセンターとしての役割を担

Brain Banking. Handbook of Clinical Neurology

っており，ブレインバンク半脳凍結例でも半数が筋

Volume 150, Edited by Ingeborg Huitinga, Maree J.

ジストロフィーである．今回宇多野との連携，プリ

Webster, 2018

オン病剖検可能施設となったこと，分担研究者と神
経病理教育指導医三名，認定医コース 1 名に加え，
大阪大学認定医コース 2 名が非常勤で加わることで，
ブレインバンク構築での中核的役割を担うことが可
能となった．
自閉症に関しては，蓄積された 86 例のトリオのゲ
ノム・不死化細胞を研究リソースとして共同研究レ
ベルで活用するため，本邦の大学でははじめてブレ
インバンク・バイオリソース部門を創設し，分担研
究者が責任者として就任した．
法医学教室小児例は殆どが乳児突然死例であるが，
米国メリーランド大学小児神経疾患バンクのように
一部に自閉症事故死例も含まれており，神経病理所
見を分担研究者が整理中である．
大阪母子医療センター剖検例に関しては，連合小
児谷池教授が倫理委員会申請，データベース構築を
行うことで，研究者への窓口を設ける努力を継続中
である．
【考察】
大阪大学における神経内科・脳卒中科，病理学教
室の協力体制に加え，精神科，法医学教室の協力，大
阪府立病院機構の協力，国立病院機構大阪刀根山医
療センターとの強い連携，同宇多野病院の協力，開
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病変の有無，心筋病変の有無などをデータベースと

システムの推進」

していたが，中枢神経の代表的な部位の病変量も入
力対象に追加した．

（分担課題名）精神疾患・認知症疾患・神経疾患の剖

2) 試料管理の高品質化と診断の標準化
タウ，TDP43 の生化学的特性の確認を東京都医学総

検脳組織蓄積と臨床病理学的研究および精神疾患の
死後脳リソース増加に向けた検討

合研究所長谷川成人先生に依頼して適宜行っている．

分担研究者

凍結試料の切り出しには研究費で購入した安全キャ

横田 修

公益財団法人慈圭会慈圭病院・慈圭会精

ビネットを使用している．今年度は全ての学会がウ

神医学研究所・客員研究員

ェブ開催となったが，神経病理学会，認知症学会，老
年精神医学会への症例呈示を活用して専門家と診断

【緒言】

に関する意見交換を行った．ゲノムリソース構築の

精神・神経疾患の治療法開発には病理学的，生化

ため新潟大学脳研究所の池内健先生と宮下哲典先生

学的に高品質の試料と倫理面の裏付けが必要である．

とのウェブ会議を開始した．またパラフィン包埋組

このため，当該年度についても本邦で精神疾患につ

織からのゲノム抽出の精度を予備的に検討し始めた.

いて高品質な病理研究試料を提供できるブレインバ

3) 試料提供
現在 10 件の研究に対して試料提供を行っている．

ンクに必要な知見を得る事を目的として以下の検討

今年度の新規提供課題は 2 件である．対象疾患は

を行った．

CBD，FUS 陽性封入体を有する FTLD(好塩基性封入

【方法】

体病)，FUS 遺伝子変異を有する ALS，SOD1 遺伝子

行った取り組みと検討は以下の通りである．(1)剖

変異を有する ALS，PS-1 変異と cotton wool plaque を

検，試料管理の高品質化，診断の標準化，試料提供の

有するアルツハイマー病(AD)，多系統萎縮症，孤発

実践，(2)中四国地方の生前同意登録患者や剖検希望

性 AD である．

症例の搬送剖検の実践的検討，(3)主に中四国地方に

4) 中四国地方の生前同意登録患者や剖検希望症例

おける精神科医，コメディカル，一般市民への生前同

の搬送剖検

意登録や実務の広報活動，(4)次世代の医師・技師の

今年度はコロナ禍の影響が大きく搬送剖検が行え

育成，(5)倫理面整備の継続．

なかった．感染状況以外は実施できる態勢は維持で

【結果】

きており，新型コロナ感染症患者が未発生の施設で

1) 剖検

長期入院後に死亡したケースなど，
臨床的に COVID19 を疑えない場合は剖検目的での受け入れは可能と

4 例の病理解剖を行った．臨床診断はレビー小体型
認知症(2 例)，パーキンソン症候群(1 例)進行性核上

整理している．

性麻痺(1 例)であった．新型コロナウイルス感染症の

5)ブレインバンクや生前同意登録に関する啓発活動

流行のため，搬送剖検ができなくなり，院内症例に

一般市民向け講演はコロナ禍の影響で全く企画さ

関しても当初は安全確保のために剖検を制限せざる

れず，既に予定されていたものも全て中止となった．

を得なかった．病理評価は定型的に国際標準の方法

一方，医師向けの講演会は 8 月まで全て中止となっ

を適用している．本年度から 2019 年に発表された

たが 9 月からウェブ形式のものが活発に行われるよ

limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy

うになり，既に 6 回行われた．年度末までに計 10 回

(LATE) のステージ評価を導入した．またこれまでレ

行われる予定である．

ビー小体は分布のサブタイプ，ステージ分類，嗅索

5) 次世代の医師と技師育成
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大学院生 1 名は卒業してポスドクとしてバンクの
運営に関わっている．次世代の中心的な人材となっ
た．技師はベテランがデータベース管理を行い，他
の業務はすべて次世代技師に移行した．(7)倫理面整
備：ゲノムリソース構築の倫理申請を行うために新
潟大学脳研究所と Web 会議を行っている．
【考察】
神経病理学的評価を行って試料蓄積を行う大学精
神科や精神科病院は現在国内海外を問わず稀であり，
本邦における精神・神経研究の水準を向上させるの
に必要な知見を得るために本拠点の果たすべき役割
は多彩で広い範囲にわたると考えられる．本研究開
発課題の実施により，精神科施設で質の高い試料蓄
積を遂行するのに必要となる病理学的評価，生化学
的高品質化の方法，他施設共同の実際，倫理整備に関
する必須の基盤的知見を蓄積できる．
【結論】
精神医学・神経科学領域の高品質リソース基盤構
築の在り方に関する研究は，本邦において実施でき
る機関は非常に限られている．引き続き多面的な検
討，実践的評価に基づいた知見を蓄積する必要があ
ると考えられる．
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30-8「NCNP ブレインバンクの運営および生前登録

点は，機関における倫理審査が必要となる「機関」
「研

システムの推進」

究者」の範囲についてである．専ら試料・情報の提供
のみを担う機関（提供機関）をこうした「研究機関」

（分担課題名）精神・神経疾患バイオバンクの倫理

から外すことが可能となる．オーサーシップの有無

に関する研究

とは直接関係しないが，これによって研究費の配分

分担研究者

などにどう影響するか，不確定である．ただ，少なく

井上悠輔

東京大学医科学研究所・准教授

とも当然にして審査は必要ではなくなる点はとどめ
ておきたい．もう一点は，
「一括審査の原則化」であ

【緒言】

る．倫理審査は主任研究者のリーダーシップのもと

本研究は，NCNP のブレインバンクにおける試料（主

に一本化されるべき，という方針が今回の改正指針

に剖検試料）と情報の統合的管理と利活用推進を行

では示されているが，これはナショナルセンターと

う観点から，倫理・法の側面について検討を行うも

して各種の事業の取りまとめを担うことの多い

のであり，今年度を含め，この方針は各年度共通し

NCNP にとっては一定の影響があると思われる．

ている．バンクが多様な研究活動の基盤として科学

【考察】

的妥当性をもって機能するためには，関連する医療

上記の審査の一括化について，以下のように考察

機関との連携が果たされ，試料本体の他，情報が適

を付す．こうした「一括」審査は，
「他機関への審査

切に供給される仕組みが確保されること，そしてそ

の依頼」
，
「他機関からの審査の引き受け」がそろって

れらが適正に管理され，ユーザーに供給される仕組

ようやく初めて可能となる．そのため，各機関の内規

みが整備されていることが不可欠である．一方，こ
れらの前提となる事前の承諾のあり方も重要である．
社会・倫理的に妥当で安定した活動の展開のために，
法・倫理的な論点を特定・抽出し，対応策を研究者お

において，こうした審査の外注や受託を妨げる規定
がないか，確認する必要がある．また，自機関の活動
については，一定程度その機関として把握する必要
があるため，審査を外部委託したとて，内部でのガバ

よび関係者との協議のもとに検討する．

ナンス確保の作業は残る．こうしたオペレーション

【方法】

をめぐる議論が，本来求められる（ただ，こうした必

本研究では，剖検試料の研究転用を中心とし，諸学

要性は，指針の発信元である国から各機関に向けて

会の方針と行政倫理指針の対応について検討してき

ほとんど注意喚起もされていない）
．

た．とりわけ，2020 年度は国の倫理指針改正をめぐ

バイオバンクとの関係では，ユーザーにおける審

る議論があったため，こうした議論と学会指針との

査とバンク側における審査それぞれの存続をめぐっ

関係について検討した（なお，2020 年度改正指針が

て，
「①提供元モデル」，
「②利用希望者モデル」
，
「③

年度末に公表されたものの，詳細なガイダンスが示

併用モデル」
，
「④第三者・中央審査モデル」が考えら

されていない．その影響については十分に検討でき

れる．①はバンク側の負担が高く，②は現実的だが，

ていないものの，現時点で判明している限りでの検

審査の質に不安が残る．審査を引き受ける④の登場・

討を加えた）．

展開に期待する．
なお，今年度では議論されてなかったが，本来倫理

【結果】

指針は法が許容される範囲にとどめられるべきもの

現行のブレインバンクの活動方針が維持される限
り，倫理指針との関係では大きな原則に変更はない．
ただ，その中でも以下の二点に留意は必要である．一
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である．病理解剖は死体解剖保存法の関連規定から
逃れられない（無論，そこに規定されていない活動を

どう律するかという課題は残る）
．近年，こうした解
剖のほか，系統解剖，法医解剖といった，本来活動で
使用されなくなった残余試料を，研究に二次利用す
る例が増えている．他の遺体研究と協調を図りつつ，
また特定の活動が突出することも抑えつつ，社会的
にも受容される枠組みを模索する必要がある（2013
年には病理・法医・解剖の諸学会が共同で「人体およ
び人体標本を用いた医学・歯学の教育と研究におけ
る倫理的問題に関する提言」を示しているように，一
定の対話の素地はあるのではないだろうか）
．現行の
ルールを手掛かりとしつつも，大きな問題が生じる
前に，論点の洗い出しと関係者への周知が引き続き
必要となるだろう．
【結論】
2020 年度はゲノム指針の全部改正が実施される年
であった．本文のみが公開されており，ガイダンス
が示されていないことから，詳細な検討はできない．
ただ．一括審査をバンクに関連するどの箇所に採用
するか，またはしないのか，個別に検討する作業が
発生する．死体解剖保存法の規定を考慮すれば，共
同研究の枠組みを安易に外すことは難しいと思われ
るが，審査プロセスの効率化・簡略化はバンク機能
の運営上，一層重要な課題である．
【参考文献】
An educational workshop designed for research ethics
consultants to educate investigators on ethical
considerations Yanagawa H, Chuma M, Takechi K, Yagi
K, Sato Y, Kane C, Sakaguchi S, Doi K, Inoue Y, Matsui
K. International Journal of Ethics Education 6(1) 87 - 96
2020 年 10 月.
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30-8

NCNP Brain bank and promotion of pre-life registration system
Principal Investigator: Masaki Takao
Department of Clinical Laboratory

NCNP Brain Bank has contributed to development of

Since mental illness is only 2 cases, we have started

medicine and neuroscience since 2008. Due to the increase

cooperation with psychiatric hospitals or psychiatrists who

of demanding human brain tissues for research, the role of

can introduce autopsy. Pre-registration for brain bank were

brain bank is gaining rapidly its significance. We have a

351 individuals from 2007. Eight cases were withdrawn.

multi-disciplinary systems including doctors, researchers,

Autopsy carried out in 79 cases. As to the prion diseases,

engineers, coordinators, and secretaries to keep our brain

three cases in 2018, two cases in 2019 and 8 cases in 2020.

bank. The following three subjects are considered to be

In addition, 7 cases were obtained and registered at Mihara

important for our brain bank.

Memorial Hospital brain bank supported by PI. We



provided CPC for 29 cases in three years including WEB

Promotion of autopsy and registration of brain bank

based systems. Epilepsy pathology CPC were also carried

including pre-life consent


International level for neuropathological diagnosis



Rapid preparation of human nervous system samples

out over 30 times. In collaboration with the Center for
Supercentenarian Medical Research of Keio University,
we have started a pathological anatomical collaboration
system for people over 110 years old. National

and contribution to medical science

Alzhheimer's Coordinating Center (NACC) method for

After the PI was replaced in 2020, the following purposes

neuropathology

was

introduced

to

clarify

the

were started: preparation for

neuropathologic diagnosis. Cooperation with the Japan
Brain bank network (JBBN) has been continued. We have

1) the prion pathology survey center,

expanded the affiliated facilities (over 10 hospitals) in

2) super-centenarian research,

order to increase the brain bank registered cases. In order
to improve technical aspects of autopsy of junior doctors,

3) internationalization of diagnostic guidelines,

we set the following goals for them; dissecting brain, retina

4) collaborating affiliated hospitals for autopsy,

and spinal cord without any supports. Besides the
establishment of brain bank system, we have provided

5) international cooperation,

many samples to neuroscientist that published many papers

6) training of junior doctors and supporting basic

using the human brain tissues. Although we have achieved

researchers, and

the most initial purposes in last three years, we must
improve and develop our brain bank in terms of increasing

7) improvement in ethics.

variety of diseases such as prions, aging, pediatrics, and

Number of brain bank registrations for 3 years: 28 in 2018,

psychiatric ones as well as to educate junior doctors to

18 in 2019, and 17 in 2020 (through November 30). The

support the brain bank in future.

number of autopsy in the pre-registration case was 11 cases.
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ブレインバンクは神経科学の下支えとして重要である．

NCNPブレインバンクの背景
2006年 パーキンソン病中心として発足
2008年 同意書による正式登録
⚫NCNPから継続支援＠臨床検査部
⚫社会貢献を目指す神経疾患ブレインバンク
⚫半学半教の精神

3つの主眼

✓ 生前同意を含めた積極的な病理解剖の推進
✓ 国際水準の神経病理診断
✓ 基礎研究者へ，ヒト神経系試料を供与し医学へ貢献
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ISO 15189

診断精度の向上と国際化により統一した診
断体系を構築（NACCデータベースの応用）

病理解剖を全国に展開す
るため，関係施設の拡充

NHOの協力可能施設
の拡充

生前登録は関東に多いが
全国に拡がる

分担研究者施設 5施設
新ブレインバンク連携施設
プリオン病理解剖連携施設
11施設（多くはNHO)
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30-9 ゲノム編集技術を用いたモデル動物作出による精神神経筋
疾患の病態解明
主任研究者 国立精神・神経医療研究センター
星野 幹雄

総括研究報告
１.研究目的
CRISPR/Cas9システムに代表される簡便なゲノム
編集技術の登場で、動物個体への遺伝子欠損・変
異導入が従来よりも遥かに迅速・安価・高効率で
実現可能となり、疾患動物モデル作出に対するハ
ードルは低下した。本研究課題では NCNP 内で独自
に導入・醸成されたこれら有用技術とバイオリソ
ース・バンク、マウス行動解析ツールなどを各研
究部で共有するプラットホームを立ち上げ、数多
くの疾患モデルを体系的に作出・解析することに
よって、各種精神神経筋疾患の統合的な病態解明
とそれら診断、治療法の開発をめざした。
具体的には、バイオリソースから見出した疾患
型の遺伝子欠損・変異・重複などを各種動物ゲノ
ムへ導入することから、統合失調症、自閉症スペ
クトラム障害、てんかん、Rett 症候群などの各種
精神疾患、パーキンソン病などの各種神経変性疾
患、遺伝性筋疾患を含む各種筋疾患の動物モデル
作出を試み、得られたモデルを in vitro, in vivo
で解析すると共に実際の疾患症例と照応すること
によって、各種疾患の病態解明と新規診断法の開
発を模索し、これら疾患モデルの症状改善に有効
な薬剤の体系的探索等を通して新たな治療法の開
発につなげることを主要目的とした。さらには、
これからの時代に対応するために、インシリコ解
析・AI 解析をセンター内に広めるセミナーを行い、
技術指導と共に共同研究を推進することや各研究
部の優れた人材の相互理解と共同研究の推進のた
めの交流の機会を高頻度で持つことも目標に掲げ、
研究目的の達成を後押しすることとした。

２.研究組織
主任研究者
星野 幹雄（国立精神・神経医療研究センター・
神経研究所・病態生化学研究部）

分担研究者
井上 高良（国立精神・神経医療研究センター・
神経研究所・疾病研究第六部）
野口 悟 （国立精神・神経医療研究センター・
神経研究所・疾病研究第一部）
山田 光彦（国立精神・神経医療研究センター・
精神保健研究所・精神薬理研究部）
株田 智弘（国立精神・神経医療研究センター・
神経研究所・疾病研究第四部）
若月 修二（国立精神・神経医療研究センター・
神経研究所・疾病研究第五部）
鈴木 友子（国立精神・神経医療研究センター・
神経研究所・遺伝子疾患治療研究部）
青木 吉嗣（国立精神・神経医療研究センター・
神経研究所・遺伝子疾患治療研究）
大木 伸司（国立精神・神経医療研究センター・
神経研究所・免疫研究部）
飯田 有俊（国立精神・神経医療研究センター・
神経研究所・MGC 臨床ゲノム解析部）
村松里衣子（国立精神・神経医療研究センター・
神経研究所・神経薬理研究部）
永井 義隆（大阪大学大学院医学系研究科 神経
難病認知症探索治療学寄附講座 ～2020/12/31、
近畿大学医学部 脳神経内科 2021/1/1～）
中島 欽一 (九州大学大学院医学研究院 応用幹
細胞医科学部門)
内匠 透
(神戸大学大学院医学研究科)
山田 真弓 (京都大学大学院生命科学研究科)
大川 恭行 (九州大学 生体防御医学研究所)
研究協力者
国立精神・神経医療研究センター・神経研究所
（病態生化学研究部）
田谷 真一郎・ 堀 啓・大輪 智雄・有村 奈
利子・ 嶋岡 可純・宮下 聡・橋詰 晃一・足
立 透真・白石 椋
（疾病研究第一部）
林 晋一郎・斎藤 良彦・小笠原 真志・尾崎
文美・大久保 真理子
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（疾病研究第四部）
株田 千華
（疾病研究第五部）
荒木 敏之・大野 萌馨
（疾病研究第六部）
井上 由紀子・平賀 孔
（免疫研究部）
Ben Raveney・張 晨阳・佐藤 和貴郎
（遺伝子疾患治療研究部）
野上 健一郎・竹村 英子・丸山 友輔
（ＭＧＣ）
後藤 雄一
国立精神神経医療研究センター・精神保健研究所
（精神薬理研究部）
三輪 秀樹・古家 宏樹・國石 洋・小林 桃子
大阪大学大学院医学系研究員
武内 敏秀・上山 盛夫・田港 朝也・三輪 隆
志・吉川 碧
東京都医学総合研究所
鈴木 マリ
九州大学大学院医学研究院
中嶋 秀行

３.研究成果
1. バイオリソース・技術開発研究・動物行動解析
プラットフォームの提供
(1) CRISPR/Cas9 に基づくゲノム編集技術や細菌人
工染色体（BAC）改変・修飾技術を用いた疾患モデ
ルマウスの作出（3 年間で遺伝子改変マウス 118 系
統を作出完了）と解析基盤（NCNP 内の網羅的動物
行動解析実験の基盤整備も含む）のアップデート
を進めた(井上高)。(2)NCNP の各種バイオリソース
を利活用し、精神・神経・筋疾患の新規原因遺伝
子単離とそれら病態カスケードの解明に向けた網
羅的解析を行った（飯田）
。(3)ごく少数の細胞集団
から各種エピゲノム情報を取得可能な画期的手法
を開発し、神経系機能獲得に関わるクロマチン構
造動態の解明を進めた（大川）
。(4)RNA-seq 等のビ
ッグデータ解析基盤を新たに構築し、NCNP 内で共
有可能とする利活用体制を整備した（星野）
。(5)セ
ンター内で各研究部が独立に保有していた動物行
動解析装置を統合し、行動解析バッテリーを含む
多様な行動解析を行えるようにした（山田）
。
2. 精神疾患研究
(5) 精神疾患関連遺伝子 AUTS2 およびイハラてん

かんラットの原因遺伝子 DSCAML1 の各種疾患型変
異導入マウスを用いた解析（星野）
、(6) 統合失調
症のGABA仮説に基づく各種モデルマウス作出を新
規医薬品・医療機器開発のための非臨床試験につ
なげる研究（山田光）
、
（7）オートファジーによる
RNA/DNA 分解系関連遺伝子を破壊したマウス個体
の病理解明（株田）
、(8)MeCP2 の標的 miRNA 発現を
操作したマウスの解析に基づくRett症候群病理の
解明（中島）
、(9) ヒトゲノム解析で得られた自閉
症関連コピー数多型や遺伝子変異を細胞やマウス
個体に導入解析する研究（内匠）
、を進めた。
3. 神経疾患研究 (10)リボヌクレオ蛋白複合体
Vault の神経細胞における機能解析を通して神経
回路の形成と維持、変容の分子基盤に迫る基礎研
究（若月）
、(11)免疫応答異常が原因の中枢神経系
難治性疾患のうち自己反応性 T 細胞が関わる病態
マウスモデルの作出とその診断・治療法の開発（大
木）
、(12)神経回路を修復するメカニズムの探索か
ら神経変性疾患の新規治療薬剤開発を行う研究
（村松）
、(13) ショウジョウバエにおけるゲノム
編集技術の開発と、それを用いたポリグルタミン
病発症の病理解明を目指す研究（永井）
、(14)マウ
ス成体脳における神経細胞新生を支える分子カス
ケードの解明から新生過程を外因性に制御可能な
システム開発をめざす研究（山田真）
、を推進した。
4. 筋疾患研究 (15)ゲノム編集技術により患者変
異を再現したマウスを体系的に作出し、多様な遺
伝性筋疾患の分子病態解明をめざすのと同時にそ
れらモデルを用いて新規治療法開発につなげる研
究（野口）
、(16) 生体内でジストロフィン遺伝子の
エキソンスキッピングを可視化する遺伝子操作マ
ウスを作出し、デュシェンヌ型筋ジストロフィー
（DMD）に対する核酸医薬の網羅的スクリーニング
に応用する研究（青木）
、(17)DMD 患者由来の iPS 細
胞から分化させた筋肉の Ca2+ハンドリング特性を
明らかにし、
細胞内 Ca2+濃度を正常化して筋変性を
抑える薬剤の探索を行う研究（鈴木）
、を進めた。
5. インシリコ解析・AI 解析の普及と技術指導
(18)ビッグデータ解析セミナーを複数回行うとと
もに、それら解析技術を用いた支援や共同研究を
数多く開始した（星野）
。
6. センター内研究員の相互理解、共同研究の推進
(19)サイエンスミーティングを開催し、それぞれ
の研究の相互理解と 30 以上の共同研究が進んだ。
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分担研究報告書
（課題名）ゲノム編集による精神疾患動物モ
デルの作出とその解析
（所 属）国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 病態生化学研究部
（氏 名）星野 幹雄
緒言

AUTS2 遺伝子および DSCAML1 遺伝子（イハ
ラてんかんラットの原因遺伝子）はさまざま
な精神疾患に関与する可能性が示唆されてい
る。本研究では、ゲノム編集技術を用いてげ
っ歯類モデルを作成し、これらの遺伝子・蛋
白質の果たす役割とその破綻による疾患病理
の解明に努める。
方法
(i)患者データベースから DSCAML1 遺伝子の
変異をスクリーニングし、同定された遺伝子
変異（A2105T 変異 Dscaml1)と相同な変異を持
つノックインマウスを作成、解析する。さら
にそのマウスの表現型が改善する治療薬を探
索する。
(ii) Auts2 の終脳・小脳特異的 cKO マウスの
表現型を解析する。特にシナプス形成につい
て解析する。
結果と考察
(i) ゲノムシークエンスにより NCNP の発達障
害を伴うてんかんデポジットリーから、
DSCAML1 遺伝子の SNP を 30 種類以上同定し、
その中で in vitro 解析により A2105T 型変異
が細胞膜局在ができなくなり分子機能を失う
ことがわかった。そこで、相同変異を持つノ
ックインマウスを作成したところ、イハラて
んかんラットと同様な表現型と、ヒト疾患と
矛盾がない脳波異常が検出された。以上から、
この変異がヒトてんかん症例の原因となって
いることが示唆された。この発見は論文とし
て報告した(Hayse et al, iScience 2020)。
また、A2105T 型変異は分子シャペロンでその
細胞内局在と機能が回復することを培養細胞
系で見出した。そのシャペロンを A2105T 変異
型 Dscaml1 ノックインマウスに経口投与した
ところ、表現型の改善が見られたことから、

シャペロンが治療薬として使える可能性が示
された（投稿準備中）
。
(ii)終脳特異的な Auts2 の cKO マウスの解析
から、AUTS2 タンパク質が興奮性シナプスの
数の制限に働くこと、この破綻によって E/I
バランスが崩れ、社会性行動にも異常をきた
すことを発見し、論文として報告した(Hori
et al, iScience 2020)。また、小脳特異的な
cKO マウスの解析から、AUTS2 が小脳プルキン
エ細胞の成熟と、登上繊維シナプス、平行線
維シナプスの発生に関与することを見出した。
この機能を失うと、協調運動や社会性行動に
異常をきたすことを見出し、論文として報告
した（Yamashiro et al,iScience 2020）
結論
DSCAML1 遺伝子の異常によって引き起こさ
れるヒトてんかんを初めて同定し、さらにそ
の治療薬の可能性となる薬剤を同定した。
AUTS2 による終脳および小脳における機能と、
その破綻による病態・精神疾患病理を明らか
にした。
参考文献（業績）
1.Yamashiro et al, AUTS2 governs
cerebellar development, Purkinje cell
maturation, motor function and social
communication.iScience, 2020,23(12):
101820.
2.Hayase et al, Down Syndrome Cell Adhesion
Molecule Like-1 (DSCAML1) links the GABA
system and seizure susceptibility. Acta
Neuropathologica Commun, 2020, 8(1):206
3.Hori K et al, AUTS2 regulation of
synapses for proper synaptic inputs and
social communication. iScience, 26;23
(6):101183, 2020
4.Arimura N et al, DSCAM regulates
delamination of neurons in the
developing midbrain. Science
Advances, 2;6(36):eaba1693, 2020
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分担研究報告書
（課題名）CRISPR/Cas9 および BAC システム
を用いた病態モデルマウスの作出
（所 属）国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第六部
（氏 名）井上 高良
緒言
精神・神経疾患に関わる網羅的ゲノム・エ
ピゲノム情報の蓄積は近年飛躍的に進んだ一
方、ゲノムの 9 割以上を占める遺伝子非コー
ド領域の機能理解については解析技術基盤が
未熟なため大きく立ち後れている。本研究で
は遺伝子非コード領域に多数存在するゲノム
欠失変異や SNP の機能的意義を、独自に醸成
した細菌人工染色体（BAC）システムや
CRISPR/Cas9 によるゲノム編集技術によって
体系的に究明することを目的とする。また同
技術基盤を班内で効率良く共有可能なプラッ
トフォームの確立・維持をめざす。
方法
シナプス接着分子クラシックカドヘリン
（Cdh）をはじめとした自閉症スペクトラム障
害(ASD)関連遺伝子に着目し、それら遺伝子群
そのものの機能やそれら遺伝子非コード領域
に多数存在する ASD 関連 common variant 群の
意義について、申請者固有の BAC を解析単位
とした手法や CRISPR/Cas9 によるゲノム編集
技術を用いて多因子性に操作し、ASD の実状
に即した病態モデリングを試みる。
結果

Cdh4/6/8/11 遺伝子を様々な組み合わせで
ノックアウトした個体を CRISPR/Cas9 による
ゲノム編集技術を用いて作出することに成功
し、初期脳・神経系構築過程に表現型を見出
した（Hiraga et al., 2020）
。また CRISPR/Cas9
法によるノックインマウス作製技術に関する
総説を執筆する（井上（上野）ら, 2019）と
ともに、同法を用いて Cdh その他の遺伝子発
現を正確に可視化するエピトープタグノック
インマウスを多数作出した（学会発表）
。さら
に BAC システムを利用して巨大遺伝子 Cdh6/8
や Autism susceptibility candidate gene 2
の非コード領域における転写制御機序を解析

した。なお、令和 2 年度においては新型コロ
ナ感染症拡大による制限が多大であったにも
かかわらず、その他の班内共同研究も含め 46
系統の遺伝子操作マウス作出に成功し、本課
題 3 年間のモデルマウス提供総計は 118 系統
となった。
考察
ASD に関連する分子群を同時に複数ノック
アウトしたり、様々なタグノックインによっ
てそれら発現動態を可視化したり、それら遺
伝子発現制御ダイナミクスを体系的にスクリ
ーニングしたりする技術が確立したことによ
って、これまで以上に非コード領域の機能理
解が深まることが期待されるのに加え、複雑
な ASD 病態を初めてモデリング可能とする解
析基盤が整ったといえる。
結論
本研究によって得られた成果と申請者独自
技術や新規開発手法を効率的に組み合わせる
ことにより、多因子性 ASD の実態を反映した
病態モデリングが今後著しく進展することが
見込まれる。また NCNP 内で遺伝子改変モデル
マウスを機動的に作出可能なプラットフォー
ムも確固たるものとなり、NCNP 内の統合的な
研究進展につながることが期待される。
参考文献（業績）
1.Hiraga K, Inoue YU, Asami J, Hotta M,
Morimoto Y, Tatsumoto S, Hoshino M, Go
Y, Inoue T: Redundant type II cadherins
define neuroepithelial cell states for
cytoarchitectonic robustness. Commun
Biol, 3, 574, 2020 年 10 月
https://doi.org/10.1038/s42003-020-01297-2

2.井上（上野）由紀子, 森本由起, 井上高良:
クローニングフリーCRISPR/Cas9 法による
ノックインマウス作製術. 生体の科学（医
学書院）, Vol.70 No.4 pp 350-356, 2019
年8月

- 212-

https://doi.org/10.11477/mf.2425201012

分担研究報告書
（課題名）ゲノム編集技術を応用した遺伝性
筋疾患の診断、病態解析、治療法開発
（所 属）国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第一部
（氏 名）野口 悟
緒言
これまで、劣性遺伝型脊髄小脳萎縮症の原
因遺伝子として 24 遺伝子が単離され、それ
ぞれの病態の特徴が解析され、発症に至るメ
カニズムの解明と治療法の関発が進められて
きた。我々は、小脳萎縮、運動失調を呈する
2 家系 3 患者（劣性遺伝家系）の全エクソー
ム解析を行い、新規遺伝子 X に両アレル性の
複合ヘテロ接合変異を同定した。この遺伝子
は、これまでいかなる疾患への関連も報告さ
れていないものであった。本研究の目的は、
我々が見出した遺伝子変異が、脊髄小脳萎縮
症の新規原因遺伝子となりうるのかを証明す
るとともに、遺伝子産物の機能異常からもた
らされる病態メカニズムを明らかにすること
である。この研究により、脊髄小脳萎縮症の
新たな原因、発症メカニズムと治療標的が明
らかとなることが期待される。
方法
マウス
遺伝子 X 両アレル性変異複合ヘテロ接合性
マウスを用いた。
Single cell RNA-seq (scRNA-seq)
6 日齢の遺伝子改変マウス、コントロールマ
ウスの全小脳から単離した細胞群(ともに 3
個体由来)の scRNA-seq を行った。
RNA-seq
6 日齢の遺伝子改変マウス、コントロールマ
ウス(ともに N=3)の全小脳を用い,
定法に従って RNA-seq を行った。
scRNA-seq の解析は Cell ranger、スプライ
シングの解析には MISO を用いた。
結果
脊髄小脳変性症患者にて新規原因遺伝子候
補（遺伝子 X）を同定し、ヒト患者で見出し
た遺伝子変異を導入した疾患モデルマウスを
樹立した。同マウスにて運動失調の表現型を

観察するとともに、小脳の萎縮を認め、同定
した変異が疾患の原因であることを確定し
た。同マウスの小脳発達における組織病理学
的観察では、小脳発生期のプルキンエ細胞に
著しい形態変化を観察するとともに、顆粒細
胞数の減少を確認した。モデルマウス小脳の
シングルセル RNASeq 解析では、小脳組織か
ら 9 種類の異なる細胞種を同定した。プルキ
ンエ細胞に最も広範な発現変化を認めるとと
もに、成長因子、サイトカインや成長因子遺
伝子の発現減少を同定した。一方、小脳全体
の RNASeq では広範な遺伝子のスプライシン
グパターンに質的、量的変化が生じていた。
考察
遺伝子 X のタンパク質産物の発現がプルキ
ンエ細胞に強く認められた。このことから、
同細胞が遺伝子 X の変異により最も強い影響
を示す疾患標的細胞であり、同細胞からのサ
イトカインの分泌低下により、顆粒細胞の増
殖／移動が 2 次的に影響を受けているものと
考えられた。遺伝子 X 産物の機能として、ス
プライシングにかかわる分子の核内輸送にか
かわることが報告されている。以上のことか
ら、遺伝子 X の変異により、プルキンエ細胞
にて、広範な遺伝子にスプライシング異常が
引き起こされることで、同細胞の形態／機能
変化を来たし、その下流現象として顆粒細胞
数の減少が引き起こされているものと考察さ
れた。
結論
遺伝子 X の変異は小脳細胞の広範なスプラ
イシング変化を引き起こすとともに、プルキ
ンエ細胞、顆粒細胞に遺伝子発現変化を引き
起こした。これにより小脳萎縮に至ると考え
られた。
参考文献
1.Saito Y.et al. ADSSL1 myopathy is the
most common nemaline myopathy in Japan
with variable clinical features.
Neurology 95, e1500-e1511, 2020.
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分担研究報告書
（課題名）ゲノム編集技術を用いたモデル動
物の新規医薬品・医療機器開発のための非臨
床試験への応用可能性の検討
（所 属）国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 精神薬理研究部
（氏 名）山田 光彦
緒言
ゲノム編集技術を用いたモデル動物の非臨
床試験への応用可能性について、統合失調症
の GABA 仮説に基づく新規病態モデルマウス
をツールとして検討した。
方法
視床網様核における GABA 伝達異常のノン
レム睡眠スピンドル波発生への影響、小脳神
経回路発達における GABA シグナルの役割に
ついて検討を進めた。また、統合失調症関連
遺伝子 glyoxalase1 及び WDR3 について検討を
進めた。遺伝子組換え実験および動物実験は
組み換え DNA 実験安全倫理委員会、動物実験
倫理委員会の承認を得て行った。
結果
GAD67 flox マウスの視床網様核に AAV-Cre
をインジェクションして作製した視床網様核
特異的 GAD67 欠損マウスにおいて、スピンド
ル波発生密度の減少および持続時間の減少を
観察した。さらに、疾病研究第 6 部井上高良
室長らと共同で、視床網様核特異的 Cre マウ
スの作製を進めた。一方、PV-GAD67 KO マウ
スは、ロタロッド試験において著しい協調運
動機能の障害を示した。また組織学的解析に
より、カリウムチャネル Kv1.1 の発現分布と
バスケット細胞軸索走行の異常が観察された。
また、スライス標本を用いた電気生理学的解
析により、バスケット細胞-プルキンエ細胞間
シナプス伝達について、連続する２回のシナ
プス刺激に対する応答比(paired pulse
ratio)の異常が観察された(Miwa H, Research
Square, 2020)。
統合失調症関連遺伝子 glyoxalase1 ヘテロ
欠損マウスでは、PV 陽性細胞の減少、オープ
ンフィールド試験での過活動および新規物体
認識時のガンマオシレーションパワーの異常
を観察した（Hirai S, Miwa H et al. bioRxiv,
2020）
。
WDR3 遺伝子欠損マウス（WDR3-HKO マウス）を
floxed マウスの凍結精子を用いて作成した。

X-gal 染色及び新たに作成したポリクローナ
ル抗体を用い WDR3 が海馬で高発現している
ことを明らかとした。
考察
統合失調症死後脳解析から GABA 関連分子の
異常が観察され、その中でもパルブアルブミ
ン陽性細胞において GABA 合成酵素である
GAD67 の発現低下が報告されている。本研究
では、PV-GAD67 KO マウスにおいて、海馬歯
状回顆粒細胞の未成熟化が観察したことから、
「GABA 関連分子・シグナル」を標的とした臨
床試験への応用を示唆するものである。
統合失調症関連遺伝子 glyoxalase1 ヘテロ
欠損マウスを用いた研究の結果より、ショ糖
含有食の過剰摂取は統合失調症発症の環境要
因としてのリスクファクターである可能性を
示唆することができた（Hirai S, Miwa H et al.
bioRxiv, 2020）
。
一方、WDR3 遺伝子は、NMDA 型グルタミン酸
受容体遮断薬である phencyclidine 及びドー
パミン作動薬である methamphetamine の双方
に応答を示して、ラット脳内で発現量の上昇
が認められた遺伝子である。本研究により、
WDR3 が海馬で高発現していることが明らかと
なったことから、WDR3 が認知機能に関連して
いる可能性が示唆された。
今後は、統合失調症の症状である幻覚・幻
聴や認知機能障害を評価できる行動実験の確
立が急務と考える。
結論
研究班のさらなる連携により、ゲノム編集
技術を用いたモデル動物の新規医薬品・医療
機器開発のための非臨床試験への応用研究の
進展が強く期待される。
参考文献（業績）
1.Hirai S, Miwa H, et al. Brain Angiopathy
and Impaired Glucose Metabolism in Model
Mice with Psychiatric-Related
Phenotypes. bioRxiv.
https://doi.org/10.1101/2020.02.14.939546

2.Miwa H, Kobayashi K, Hirai S, Yamada M,
Watanabe M, Okado H, Yanagawa Y. Roles of
GABA Signaling in Directing Basket Cell
Axonal Projections Toward Purkinje Cells
in the Cerebellum. Research Square.
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分担研究報告書
（課題名）リソソーム分解系の分子機構と疾
患との関連
（所 属）国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第四部
（氏 名）株田 智弘
緒言
細胞内成分の適切な分解は神経細胞を含む
多くの細胞・組織の恒常性維持に必須のプロ
セスである。神経細胞内のタンパク質や RNA
の蓄積は神経変性疾患の原因となると考えら
れている。細胞内異常 RNA やタンパク質の分
解促進をできれば、有効な治療法となり得る
と期待されている。そのためには細胞内分解
システムの理解が必要であるが、RNA 分解機
構をはじめ細胞内分解機構に関しては未だ不
明な点が多く残されている。我々は近年、新
たな細胞内核酸分解システム
RNautophagy/DNautophagy (RDA)を見いだし
た。
また RDA における核酸輸送体として SIDT2
を見いだした。本研究では、RDA のメカニズ
ム解析を行うとともに、ゲノム編集技術など
を用いて RDA の機能減弱動物や機能活性化動
物を作製・解析する。以上により脳神経系に
おける RDA の生理的役割を明らかにする。さ
らに、現在タンパク質を分解する新規経路も
発見しており、この経路のメカニズムと生理
的意義についても解明を目指す。
方法
培養細胞および単離リソソームを用いて実
験を行なった。また、班内共同研究によりゲ
ノム編集技術を用いて SIDT2 KO マウスを作
出・解析した。

患を機関内の whole exome sequencing data
から探索し、
「ニューロパチーおよび縁取り空
胞を伴う遠位型ミオパチー」の家系とその患
者から、新たに SIDT2 変異を見いだした。生
化学実験により、この変異は dominant
negative 変異であることを示した。また、
SIDT2 KO マウスを解析し、筋萎縮と縁取り空
胞を確認することができた。以上、SIDT2 を
介した細胞内分解系の破綻は protein
aggregation disease の原因となることを示
した。
考察・結論
タンパク質が直接的にリソソームに取り込
まれ分解されるという新規のオートファジー
経路を発見した。この経路に重要なリソソー
ム膜タンパク質 SIDT2 を同定した。
参考文献（業績）
1.Hirayama K, Fujiwara Y, Terada T, Shimizu
K, Wada K, *Kabuta T. Virtual screening
identification of novel chemical
inhibitors for aberrant interactions
between pathogenic mutant SOD1 and
tubulin. Neurochem Int. 2019; 126:
19-26.
2.Hase K, Contu VR, Kabuta C, Sakai R,
Takahashi M, Kataoka N, Hakuno F,
Takahashi SI, Fujiwara Y, Wada K, *Kabuta
T. Cytosolic domain of SIDT2 carries an
arginine-rich motif that binds to
RNA/DNA and is important for the direct
transport of nucleic acids into
lysosomes. Autophagy. 2020; 16(11):
1974-1988.

結果
RDA に続き、「タンパク質が ATP 依存的に直
接リソソームに取り込まれ分解される」とい
う新規経路を発見した。また、この経路にお
いて、SIDT2 はタンパク質をリソソーム内に
輸送することも見いだした。基質に関しては、
α-synuclein や Tau など神経変性疾患の原因
となるタンパク質を含む多様な細胞質タンパ
ク質が新規経路によって分解された。班内の
共同研究により、SIDT2 を原因とするヒト疾
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分担研究報告書
（課題名）イオン恒常姓の破綻による精神・
神経疾患発病機構の解明
（所 属）国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第五部
（氏 名）若月 修二
緒言
アルツハイマー病などの神経変性疾患、自
閉症などの精神疾患患者の脳では、神経ネッ
トワークの破綻が発病の主因である可能性が
指摘されており、神経ネットワークの形成と
維持、変容の分子基盤を明らかにすることは、
疾患発病の分子機構を理解し、予防や治療の
手がかりを得る上でも極めて重要である。本
研究では、神経突起の変容機構に着目し、神
経ネットワークの形成と維持、破綻における
さまざまな細胞内反応の寄与を総合的に評価
することにより、精神・神経疾患発病の新し
い分子基盤を解明することを目的とする。
方法と結果
昨年度に引き続いて、本年度はリボヌクレ
オ蛋白複合体 Vault の主要構成成分である
vault RNA（vRNA）の神経細胞における機能解
析を、主に初代培養細胞を用いたシナプス形
成の培養モデルなどにより検討した。
vtRNA が神経細胞のどのような細胞内反応
の制御に関わるのかを探るため、培養神経細
胞に vtRNA を過剰発現させて、各種細胞内反
応の活性化状態を調べたところ、MAPK
（mitogen activated protein kinase）の一
種である ERK が活性化され、かつシナプス形
成が促進されることがわかった。vtRNA によ
る ERK の活性調節を in vitro リン酸化アッセ
イにより検討したところ、ERK の制御酵素で
ある MEK1
（mitogen-activated protein kinase
kinase 1）に vtRNA が直接結合して活性化す
ることで、ERK が活性化されることがわかっ
た。これらの結果は、vtRNA による ERK シグ
ナル制御機構の存在を示唆するとともに、シ
ナプス形成の新しい制御機構を提示した。

起スパインの形成と安定化など、幅広く重要
な役割を担う。シナプス形成において MAPK シ
グナリング経路がどのように活性調節される
のか、その正確なメカニズムはこれまで解明
されていなかったが、
。本研究により、vtRNA
が MAPK シグナリング経路を活性化し、シナプ
ス形成を調節する可能性が強く示唆された。
近年、MAPK が学習と記憶などの脳の高次機
能の調節に必要なこと、vtRNA の発現調節の
異常が知的障害などの神経発達障害の発症
と関連性があること、なども報告されている。
今後、この研究結果を土台として、新たな作
用機序に基づく神経発達障害の治療法の開
発につなげたい。
参考文献（業績）
1.Wakatsuki S., Takahashi Y., Shibata M.,
Adachi N., Numakawa T., Kunugi H., and
Araki T. Small non-coding vault RNA
modulates synapse formation by
amplifying MAPK signaling.
J Cell Biol. (2021) 220: e201911078.
2.Wakatsuki S., Ohno M., and Araki T.
Human vault RNA1-1, but not vault RNA2-1,
modulates synaptogenesis.
Commun. Integr. Biol. (2021) 14: 61–65.
3.Klionsky DJ, et al. (Wakatsuki S as
co-authors) Guidelines for the Use and
Interpretation of Assays for Monitoring
Autophagy (4th edition).
Autophagy. (2021) 17: 1–382.

結論と考察
シナプス形成において MAPK シグナリング経
路は、樹状突起での局所蛋白質合成、樹状突
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分担研究報告書
（課題名）ゲノム編集技術を用いた骨格筋の
Ca2+ホメオスタシス制御因子の解明
（所 属）国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 遺伝子疾患治療研究部
（氏 名）鈴木 友子
緒言
Duchenne muscular dystrophy（DMD)では、
骨格筋線維の形質膜直下のジストロフィンが
欠損することで、膜が脆弱になり、筋収縮に
より膜が破綻し、細胞外からカルシウム（Ca2+）
が細胞内に流入する。更に筋小胞体(SR)のリ
アノジンレセプターが leaky になることや、
Ca2+を SR に取り込むポンプである主要な
sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase
（SERCA）の活性低下により、細胞質内 Ca2+
濃度が恒常的に上昇する。その結果、Ca2+依存
性のプロテアーゼの活性化、ミトコンドリア
機能低下、酸化ストレスが引き起こされ、筋
線維が変性・壊死すると考えられている
（Nogami et al., 2020）
。本年度は SERCA を
薬剤で活性化することで、DMD モデルマウス
である mdx マウスの筋変性・壊死を抑えるこ
とを明らかにし、そのメカニズムを調べた。
方法
・アロステリックな SERCA 活性化剤である
CDN1163 を mdx マウスの腹腔内へ連続投与し、
血清 CK 値、Grip テスト, treadmill を用い
た走行テスト, エバンスブルー色素（EBD）の
筋線維内取り込み, 単離筋の筋収縮力測定、
中心核線維の計測、シリウスレッド染色等を
行った。
・CDN1163 投与後、骨格筋からミトコンドリ
アを単離し、酸素消費量と ROS 産生量を測定
した。
・CDN1163 投与群と非投与群、及び野生型マ
ウス（C57BL/6）の前脛骨筋の遺伝子発現を
RNA-seq で解析した。

筋収縮力が改善していた。筋収縮力の改善は
野生型マウスでも見られた。
・CDN1163 投与により、ミトコンドリアの酸
素消費速度が上がり、ROS 産生とミトコンド
リアの膨張が抑えられるなど、機能に改善が
みられた。
・通常、treadmill で強制的走行させた後の
mdx 筋では、EBD の筋線維内への取り込みの上
昇が認められる。CDN1163 投与により EBD の
取り込みが有意に抑えられた。
・CDN1163 投与による遺伝子発現の変化は軽
微であった。
・以上の結果を国際誌に発表した（Nogami et
al., 2021）
考察
SERCA 活性化剤は mdx マウスの筋変性・壊
死を抑制し、筋収縮力を改善した。細胞質内
の Ca2+濃度が正常化したことによるミトコン
ドリアの機能回復が要因と考えられた。
結論
SERCA 活性剤は mdx マウスの筋変性を抑制
し、筋収縮力を改善した。薬剤による SERCA
の活性化が DMD の治療法として有効であるこ
とが示唆された。今後は低用量で筋変死を抑
制し、かつ副作用が少なく長期に投与できる
新規 SERCA 活性化剤をスクリーニングし、薬
剤の開発を行う。
参考文献
1.Nogami K, et al. iNOS is not responsible
for RyR1 S-nitrosylation in mdx mice with
truncated dystrophin. BMC Musculoskelet
Disord. 21:479.2020.
2.Nogami K, et al. Pharmacological
activation of SERCA ameliorates
dystrophic phenotypes in
dystrophin-deficient mdx mice. Hum Mol
Genet 2021 Online ahead of print.

結果
・CDN1163 を mdx マウスへ連続投与したとこ
ろ、骨格筋における SERCA の発現量には変化
がなかったが、
活性が 50％程度上昇していた。
・CDN1163 投与により、血清 CK 値が低下し、
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分担研究報告書
（課題名）ゲノム編集技術を用いたモデル動
物作出による精神神経筋疾患の病態解明
（所 属）国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 遺伝子疾患治療研究部
（氏 名）青木 吉嗣
緒言
筋ジストロフィーを対象に蓄積された核酸
医薬開発基盤を他の難治性神経・筋疾患に応
用するには、効率的かつ簡便な核酸配列のス
クリーニングおよび薬物動態の評価が必要で
ある。本研究の目的は、EGFP 蛍光により非侵
襲的にエクソン・スキップの誘導効果を評価
可能な新規トランスジェニック(Tg)マウスを
対象に、リアルタイム in vivo イメージング
システムを用いて、アンチセンス核酸医薬の
薬効・薬理を詳細に検討することである
EGFP-Tg マウスの作出は井上高良先生と共同
実施する。
方法
EGFP コード領域を、ジストロフィンエクソ
ン／イントロンゲノム配列で分断し、モルフ
ォリノ化合物を添加してエクソン・スキップ
が起こった時のみ EGFP 蛍光が表出されるよ
うな新規ベクターを設計および構築する。
EGFP レポーターを筋細胞に導入し、エクソ
ン・スキップの誘導効果をプレートリーダー
で評価するアッセイ系を確立する。更に、EGFP
レポーターを用いた Tg マウスを新規作出し、
in vivo イメージングシステムの使用により、
エクソン・スキップの薬効・薬理を簡便に評
価可能なアッセイ系を確立する。

vivo イメージングシステムの使用により、エ
クソン・スキップの薬効・薬理を簡便に評価
可能なアッセイ系の予備検討を行った。
pCAGGS-EGFP レポーター・トランスジェニッ
クマウスを対象に、IVIS in vivo イメージン
グシステムの使用により、エクソン・スキッ
プの薬効・薬理を簡便に評価可能なアッセイ
系を確立し、成果を論文化した。
考察
EGFP は蛍光波長が短く in vivo イメージン
グの際の生体アーチファクトが課題である。
課題克服には、ホタルルシフェラーゼを使っ
たレポーターTg マウスが有用な可能性がある。
結論
pCAGGS-EGFP レポーター・トランスジェニ
ックマウスを作出し、アンチセンス核酸医薬
の薬効・薬理を詳細に検討することに成功し
た。
成果物：欧文原著
1.Hara Y, et al. Novel EGFP reporter cell
and mouse models for sensitive imaging
and quantification of exon skipping.
Scientific reports, 2020
(PMID: 32572084).

結果
発現ベクター上の EGFP コード領域を、ジス
トロフィンエクソン／イントロンゲ
ノム配列で分断し、エクソン・スキップの誘
導により、高感度に EGFP シグナルを検出可
能な pCAGGS-EGFP を構築した。EGFP レポータ
ーを筋細胞に導入し、エクソン・スキ
ップの誘導効果をプレートリーダーで評価す
るアッセイ系を確立した。
EGFP レポーターを用いたトランスジェニック
マウスを新規作製した。IVIS in
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分担研究報告書
（課題名）中枢神経系の自己免疫疾患に関わ
る病原性 T 細胞の性状解析
（所 属）国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第六部
（氏 名） 大木 伸司
緒言
中枢神経疾患の中には、免疫異常に起因す
る一群の難治性疾患が存在する。病原性 T 細
胞が主導する多発性硬化症（MS）の病態解明
や治療薬開発が進む一方で、自己免疫性脳炎
などの自己抗体依存性疾患の病態制御法はあ
まり進んでおらず、全身性の自己免疫疾患で
ある膠原病と同様、ステロイドや免疫抑制剤
などの非特異的治療が主体である。我々は、
MS の動物モデルである実験的自己免疫性能
脊髄炎(EAE)において、T 細胞特異的な NR4A2
遺伝子欠損により、自己抗原反応性の T 細胞
応答が有意に低下することを見出している。
本研究では、自己反応性 T 細胞を標的とした
自己抗体依存性疾患の病態制御法の確立を目
指し、膠原病様病態を自然発症するモデルマ
ウスを用いた解析を行う。発症と連動して変
化する自己反応性 T 細胞の性状解析を進め、
同細胞を標的とした治療法の確立を目指す。
方法
・BXSB-Yaa マウス背景の NR4A2cKO マウスの
作製；B6 背景の NR4A2cKO マウスを、膠原病
様病態を自然発症する BXSB-Yaa マウスに戻
し交配し、BXSB-Yaa マウス背景の NR4A2cKO
マウスを樹立した。NR4A2cKO マウスと対照
マウスの間の、膠原病様病態の発症を比較解
析した。
・発症と連動する自己反応性 T 細胞の性状解
析； 血清中の自己抗体産生を、ELISA やビ
ーズサスペンションアレイを用いて定量し、
膠原病病態の発症の指標とした。発症前後に
脾臓やリンパ節で増加する T 細胞の表面分子
の発現変動を、フローサイトメーターを用い
て解析し、必要に応じてソーティングした細
胞の定量遺伝子発現比較と機能解析を行っ
た。
・自己反応性 T 細胞標的治療の膠原病様病態
改善効果：自己反応性 T 細胞のサロゲートマ

ーカーを標的とした治療的介入による、膠原
病様病態の改善効果を、上記の様々なパラメ
ーターを指標として解析、評価した。
（倫理面への配慮）
動物実験にあたっては、NCNP 内の動物実験
倫理問題検討委員会の承認を得て実施した。
ヒト試料を用いた研究を実施するために、被
験者より書面による説明と同意確認（インフ
ォームドコンセント）を取り、NCNP 内の倫
理委員会の承認を得た上で、人を対象とする
医学系研究に関する倫理指針に沿って進め
た。
結果
・BXSB-Yaa マウス背景の NR4A2cKO マウスの
病態解析；発症に伴う脾臓やリンパ節の腫
大、血清中の IgG 抗体価と抗核抗体価の増加
が、NR4A2cKO マウスでは有意に抑制されて
いた。一方、同マウスの外来抗原に対する液
性免疫は維持されており、NR4A2 が自己反応
性 T 細胞の機能を選択的に制御している可能
性が示された。
・自己反応性 T 細胞のサロゲートマーカーの
同定； 発症前後の膠原病様病態を自然発症
する BXSB-Yaa 背景の同マウスの NR4A2cKO マ
ウスの脾臓、およびリンパ節で選択的に増加
する T 細胞群の性状解析を進め、自己反応性
T 細胞の新規サロゲートマーカーとして、
Nrp1-1 と PD-1 を同定した。発症に伴う
Nrp1-1/PD-1 陽性 T 細胞の著しい増加を確認
し、サブセット解析を行なった。
・自己反応性 T 細胞標的治療の膠原病様病態
の改善：Nrp-1 を標的としたペプチド性製剤
を用いて、自己反応性 T 細胞を標的とした治
療を行なった結果、脾臓とリンパ節の腫大、
および血清中の IgG 抗体価と抗核抗体価が有
意に低下した。治療後の個体では、脾臓、お
よびリンパ節における Nrp1-1/PD-1 陽性 T 細
胞の顕著な減少が認められ、この治療介入が
確かに自己反応性 T 細胞を標的としているこ
とが確認された。
考察
膠原病を中心とした自己抗体依存性疾患で
は、いまだにステロイドや免疫抑制剤による
治療が主流であり、多くの患者はこれらの古
典的治療が潜在的に有する多く副作用に苦し
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んでいる。最近になり、膠原病を中心とした
自己抗体依存性疾患に対する、B 細胞標的治
療が導入されつつあるが、まだその効果は限
定的であり、再発の完全な予防は実現できて
いない。今回、Nrp-1 に作用するペプチド性
製剤を用いた自己反応性 T 細胞標的治療によ
り、自己抗体依存性疾患の選択的な病態制御
が可能であることが初めて示された。本研究
が提示する自己反応性 T 細胞標的治療法は、
疾患に関わる自己抗原の同定が不要な画期的
なアプローチに基づいている。これを例えば
上記の B 細胞標的治療法と併用することによ
り、副作用がより少なく、患者をより長期の
寛解に導く画期的な治療法の可能性が開かれ
た。
結論
自己反応性 T 細胞の新規サロゲートマーカ
ーを同定し、同細胞を標的とした新しい自己
反応性 T 細胞標的治療により、病態改善効果
を得た。これまでにない自己抗体依存性疾患
の、画期的な治療法の可能性が開かれた。
参考文献
なし
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分担研究報告書
（課題名）精神・神経筋疾患バイオリソース
と臨床ゲノム情報解析による新規原因遺伝子
の探索
（所 属）国立精神・神経医療研究センター
メディカル・ゲノムセンター 臨床ゲノム解
析部
（氏 名）飯田 有俊
緒言
本研究の目的は、(1) 新しい遺伝子診断法
の開発や臨床応用を目指して、精神・神経筋
疾患の原因遺伝子を単離すること、(2) 病態
カスケードの解明を目指して、バリアント情
報の支援を行うことである。
方法
検体は、主に NCNP で保存、管理している
疾患患者由来の核酸を用いた。方法は、疾患
ゲノム解析法を用いた。ゲノム解析パイプラ
イン、疾患遺伝子データベースは、MGC に構
築して使用した。本研究は、NCNP 倫理委員
会にて承認されている。本研究では、疾患ゲ
ノムデータを用いたインフォマティクス解析
を行い、候補遺伝子（変異）を発見した。
結果
(1) 眼咽頭遠位型ミオパチー (OPDM)に於け
る 2 つの新規原因遺伝子(GIPC1 と
NOTCH2NLC)の発見を報告した。 OPDM は、常
染色体優性遺伝形式を呈する筋疾患である。
主な臨床像は、進行性の遠位筋の筋力低下、
眼瞼下垂などである。
2019 年に最初の原因遺伝子 LRP12 が報告
された。我々は、2020 年度に第二、第三の
原因遺伝子となる GIPC1 と NOTCH2NLC を報告
した。３遺伝子とも 5’UTR 領域にある CGG
リピートの異常伸長が共通の病因メカニズム
であることがわかった。
（２）小児発症型進行性ミオパチーの新規原
因遺伝子 UNC-45B を発見し、国際共同研究コ
ンソーシアムとして報告した。
なお、これらの研究は、神経研究所、NCNP
病院、国内外の研究施設、医療機関との共同
研究による成果である。

考察
今年度、2 つの疾患から新規原因遺伝子を
3 種類報告した。変異情報を当研究班と共有
することによって研究が効率的に進んだ。
結論
MGC で管理する精神・神経筋疾患の生体試
料を用いて、新規原因遺伝子の変異と臨床像
の相関研究等を行い、新しい疾患概念を確立
した。
参考文献（2020 年度掲載分、抜粋）
1.Abe-Hatano C, Iida A, et al. Whole
genome sequencing of 45 Japanese
patients with intellectual disability,

American Journal of Medical Genetics,
Part A, 2021 Feb 24. doi:10.1002/
ajmg.a.62138.
2.Donkervoort S, Kutzner CE, et al.
Pathogenic Variants in the Myosin
Chaperone UNC-45B Cause Progressive
Myopathy with Eccentric Cores.

American Journal of Human Genetics,
2020 Dec 3;107, 1078–1095.
3.Ogasawara M, Iida A, et al. CGG
expansion in NOTCH2NLC is associated
with oculopharyngodistal myopathy with
neurological manifestations. Acta
Neuropathologica Communications,
上記以外に、6 報の英文原著論文が国際専門
誌に掲載中である。
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分担研究報告書
（課題名）神経回路の修復に関わる分子機構
の解明
（所 属）国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 神経薬理研究部
（氏 名）村松 里衣子
緒言
種々の要因により脳と脊髄からなる中枢神
経系が傷つくと、傷ついた部位に応じて様々
な神経機能障害があらわれる。病巣では、た
とえ神経細胞死を免れたとしても神経回路が
破綻する様子が観察される。破綻した神経回
路を修復させることで症状の緩和が期待され
るが、現時点で神経回路の修復薬はない。
個体発生期の神経回路形成や末梢神経系の
神経修復と比較すると、成体での脳神経回路
の自発的な修復力は弱い。しかし、疾患の種
類や個人差はあるものの、わずかではあるが
神経回路は自然に修復する。本研究は、成体
脳に残されている神経回路の修復力に着目し、
どのように神経回路の修復力が維持されてい
るか、またその機序を賦活化することで神経
回路の修復力が高まるかを検討することを目
的とする。
神経回路の修復は、内因性と外因性の機序で
制御される。外因性の機序については、中枢
神経系に備わる分子の機能解析という形で、
神経回路の修復への作用が報告されている。
一方で、内因性の機序については、広く細胞
の発達と関連するメカニズム(cAMP 量の変動
や微小管重合)の神経回路修復に対する作用
を検討するものが主流で、神経細胞に特化し
た分子発現に着目した知見は乏しい。一般的
な話として、細胞の機能変化には細胞種特異
性が備わることがしられるため、本研究では
脳の神経細胞に発現が豊富な分子に着目し、
その分子の中に神経回路の修復を制御する作
用をもつものが含まれるという仮説のもと検
討を行った。
方法
本研究では、マウスの実験での検討の際に
脊髄損傷モデルを扱うこと、また行動評価系
としては脊髄損傷に伴う運動機能障害を評価
することを目的としていたため、“motor

dysfunction”の症状を呈する現象とリンクす
る遺伝子を公開データベースより抽出し、そ
の中から脳で高発現する遺伝子、さらに神経
細胞で高発現する遺伝子を絞り込み、その上
位 20 遺伝子に対する siRNA を導入した神経細
胞の形態学的な解析をを in vitro で行った。
候補遺伝子の一部に対する siRNA を導入した
細胞では、神経突起の伸長が阻害された。同
処置を施した細胞で、細胞死は観察されず、
候補遺伝子の一部が神経突起の自発的な伸長
促進作用の維持を担うものであることが示唆
された。
候補とした分子の中で、Syt4 遺伝子について
成体マウス内での発現様式を解析した。これ
までに正常な成体マウスにおいては、全臓器
のうち脳で候補分子の mRNA レベルが最も高
く、またマウス脳切片での組織染色により、
大脳皮質の第五層、運動野における NeuN 陽性
細胞に豊富である様子を検出しているが、既
報では、培養グリア細胞でも Syt4 が発現する
と知られるため、アストロサイトやオリゴデ
ンドロサイトの共染色を実施するため、各細
胞の染色条件を確立した。
Syt4 の in vivo での機能解析のため、脊髄損
傷マウスに対して同遺伝子に対する shRNA を
導入する手法の確立し、行動変化を経時的に
観察している。現時点で、受傷直後のスコア
に Syt4 発現抑制群と対照群に差はなく、時間
経過に伴う症状の自然回復が Syt4 発現抑制
群では低下する傾向を得ている。
考察
同定した遺伝子の発現が、傷害時と正常状
態で異なるかなど詳細な解析を進め、神経回
路の修復を制御する新しい分子としての意義
を確立し、知的財産の獲得を通じて、神経回
路修復薬の開発へつなげていきたい。
結論
神経回路の修復を制御する可能性を持つ候
補分子を見出した。
参考文献
なし
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分担研究報告書
（課題名）ハイスループット in vivo 病態解
析・創薬に向けた神経疾患モデルショウジョ
ウバエバンクの構築
（所 属）大阪大学大学院医学系研究科
神経難病認知症探索治療学寄附講座
近畿大学医学部脳神経内科
（氏 名）永井 義隆
緒言
アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎
縮性側索硬化症（ALS）
、ポリグルタミン病な
ど多くの難治性神経疾患において遺伝子レベ
ルの異常が明らかになり、病態解明・治療法
開発を目指した研究が進んでいる。しかし、
マウスなどの哺乳類モデルを用いた解析には
膨大な労力・時間・経費を要することから、
より迅速で簡便に解析が可能な動物モデルが
必要とされている。そこで、本研究ではハイ
スループット解析に適するショウジョウバエ
に着目して、1) 様々な神経疾患モデルショウ
ジョウバエのバンクを構築し、広く一般ユー
ザーへ公開して全国的な共同研究を展開する。
また、2) 疾患モデルショウジョウバエを用い
て、神経疾患病態解析および治療研究を推進
する。
今年度は、家族性 ALS の最も多い原因遺伝
子変異（C9-ALS）である C9orf72 遺伝子非翻
訳領域内の GGGGCC リピート配列の異常伸長
が引き起こす神経変性メカニズムを解明する
ことを目的として、ショウジョウバエモデル
を用いて研究を行った。

でリピート RNA の発現量を定量したところ、2
つの RBP では発現量が減少していたが、1 つ
の RBP（RBP1）は発現量に変化がないことが
判明した。
次に、RBP1 の RNA foci 形成とリピート関連
非 ATG 依存性翻訳（RAN 翻訳）によるジペプ
チドリピート（DPR）の産生への効果を調べた。
その結果、RBP1 の共発現により RNA foci の
形成および DPR 産生が減少することが明らか
になった。
結論
以上の結果から、RBP1 は GGGGCC リピート
RAN に結合し、その発現量を減少させること
なく RAN 翻訳を抑制し、複眼変性を抑制する
と考えられた。
参考文献（業績）
論文投稿中

方法・結果・考察
昨年度までに樹立した異常伸長 GGGGCC リピ
ートを発現する C9-ALS ショウジョウバエモ
デルを用いて、候補遺伝子スクリーニングを
行った。スクリーニング候補として GGGGCC リ
ピート RNA に結合する RNA 結合タンパク質
（RNA binding protein: RBP）に着目した。
交配により異常伸長鎖（50 もしくは 89 リピ
ート）と候補 RBP を共に複眼に発現させ、複
眼変性に対する modifier 効果を指標にスク
リーニングを行った。その結果、50 および 89
リピートの両系統で複眼変性の改善が認めら
れる 3 つの RBP を同定した。
リアルタイム PCR
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分担研究報告書
（課題名）レット症候群関連 miRNA モデルマ
ウスの分子病態解明
（所 属）九州大学大学院医学研究院 応用
幹細胞医科学部門
（氏 名）中島 欽一
緒言
MeCP2 遺伝子変異は、Rett 症候群（RTT）を
はじめ、自閉症など種々の発達障害・神経疾
患への関与が示唆されているが、発症機序の
詳細は不明である。これまで、MeCP2 はニュ
ーロン成熟に関与するとされてきたが、近年
神経幹細胞の運命決定への関与が明らかとな
っている。これまでに我々はマウス神経幹細
胞において、MeCP2 が miR-199a を介して神経
幹細胞のニューロンへの分化を促進し、アス
トロサイトへの分化を抑制することを明らか
にしてきた。そこで、ここでは RTT 患者由来
iPS 細胞から脳オルガノイドを作製し神経幹
細胞の分化傾向を検討した。

ことが報告されている。そのため、RTT 患者
脳では神経幹細胞の分化異常により増加した
アストロサイトがニューロンの樹状突起形成
をさらに阻害している可能性が考えられた。
結論
本研究成果は、これまでほぼ接点のない発
達障害・精神疾患と miRNA 生合成制御とを結
びつけた独創的な試みとして位置づけられ、
miRNA 生合成調節の破綻により神経発達障害
が誘発される可能性が示唆された。
参考文献（業績）
1.Nakashima H, Tsujimura K, Irie K, Imamura
T, Trujillo C, Ishizu M, Uesaka M, Pan,M
Noguchi H, Okada K, Aoyagi K, Anodoh-Noda
T, Okano H, Muotri A & Nakashima K: MeCP2
controls neural stem cell fate
specification through miR-199a-mediated
inhibition of BMP–Smad signaling.
Cell Reports, 2021. In press.

方法
RTT 患者由来 iPS 細胞から脳オルガノイド
を作製し神経幹細胞の分化に異常がみられる
かについて解析を行った。また、我々は MeCP2
欠損マウス脳では BMP シグナル下流転写因子
Smad1 の発現が増加し、BMP シグナルが亢進し
ていることを見出していた。そこで RTT 患者
由来脳オルガノイドに BMP シグナル阻害剤を
添加し異常な神経幹細胞の分化が改善するか
どうかについて検討した。
結果
RTT 患者由来脳オルガノイドは正常の脳オ
ルガノイドと比較し、ニューロンへの分化が
減少し、アストロサイトへの分化が増加して
いることが明らかとなった。また、BMP シグ
ナル阻害剤を添加することで異常な神経幹細
胞の分化を改善できることがわかった。
考察
本研究により、RTT 患者脳でも神経幹細胞
の分化に異常が起きている可能性が示唆され
た。MeCP2 欠損アストロサイトは非自律的に
ニューロンの正常な樹状突起形成を阻害する
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分担研究報告書
（課題名）ゲノム編集技術を用いた自閉症モ
デル研究
（所 属）神戸大学大学院医学研究科
（氏 名）内匠 透
緒言
我々は自閉症スペクトラム症（Autism
Spectrum Disorder, ASD）のモデル動物作製
及びその解析による病態解明を目指す。具体
的には、ヒト遺伝学的解析で発見した遺伝子
変異を有するヒト変異体導入マウスを
CRISPR/Cas9 法を用いて構築し、in vitro, in
vivo で解析する。また、CRISPR/Cas9 法を用
いて、染色体上の長い領域の欠失、重複等を
可能にする「次世代」染色体工学を確立した。
本次世代染色体工学を利用して、自閉症のコ
ピー数多型（copy number variation, CNV）
の細胞モデルを構築する。

直線型のチャンバーにおいても AI 内のニュ
ーロンを解析したところ、やはり知らないマ
ウスに反応するソーシャル・オン細胞と、ま
た、逆の活動をするソーシャル・オフ細胞を
同定した。
考察
島皮質の構造、機能が統合失調症や自閉症
といった様々な精神神経疾患で変化している
ことが知られており、今回の結果は、これら
島皮質の社会性機能について細胞レベルでの
知見を与える。
結論
マウス島皮質において、社会性行動に関わ
るソーシャル細胞を同定した。
参考文献
1.Miura I et al, PLoS Genet 18, e3000584,
2020.

方法
アデノ随伴ウイルスベクターを用いて Ca イ
ンジケーター（GCaMP）をマウスの大脳島皮質
に導入し、無顆粒島皮質（AI）へ GRIN レンズ
を埋め込んだのちに、頭部に固定した微小蛍
光顕微鏡を用いて、マウス自由行動下での Ca
イメージングによる神経活動の記録を行った。
結果
ホームケージにて、９匹のマウスから取得
した神経細胞の細胞記録を解析したところ、
社会的相互作用に相関して活動するソーシャ
ル・オン（Social ON）細胞と、反対に社会的
相互作用を示さないときに活動するソーシャ
ル・オフ（Social OFF）細胞を同定した。全
部で 737 個のニューロンのうち、ソーシャ
ル・オン細胞が 22.8％（168 個）
、ソーシャル・
オフ細胞が 1.4％（10 個）であった。さらに
ソーシャル・オン細胞 168 個のうち、社会的
相互作用がありマウスが静止しているときに
活動する細胞が 60.1％、社会的相互作用して
いるときに活動する細胞が 7.1%であった。ま
た、接触様式別では鼻と鼻の接触が 35.7％、
体幹との接触が 20.2％、肛門との接触が
5.4％であった。
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分担研究報告書
（課題名）ゲノム編集技術を用いた、生後脳
や成体脳における新生ニューロンの生理的意
義の解析
（所 属）京都大学大学院 生命科学研究科
（氏 名）山田 真弓
緒言
中枢神経系において、ほとんどの神経細胞
は胎生期あるいは出生後しばらくの時期にの
み、神経幹細胞から生み出されると考えられ
てきた。しかし、近年の研究によって、哺乳
類の成体脳においても神経幹細胞が存在し、
側脳室周囲の脳室下帯や海馬の歯状回といっ
た特定の領域では、ニューロン新生が継続的
に続いていることが分かってきた。成体脳に
おいて生み出される多くの新生ニューロンは
既存の神経回路に組み込まれるが、そのメカ
ニズムについては不明な点が多く、また、ニ
ューロン新生の生理的意義についてはほとん
ど明らかにされていない。これは成体脳の新
生ニューロンを特異的に遺伝子操作すること
が困難であったからであると考えられる。本
研究課題では、ゲノム編集技術を用いて、新
生ニューロンを特異的に遺伝子操作できるよ
うな遺伝子改変マウスを作製し、新生ニュー
ロンが神経回路や高次脳機能に与える影響を
解析することを目的とした。
方法
CRISPR/Cas9 システム用いて、DCX や
Tubb3 などの幼若ニューロンに特異的に発現
する遺伝子の遺伝子座に、Cre や FLP などの
組み換え酵素をノックインした遺伝子改変マ
ウスを作製した（Inoue et al., 2021,
Imayoshi and Yamada et al.,論文投稿
中）。また、神経幹細胞に発現する転写因子
Ascl1 の遺伝子座に CreERT2 をノックインし
た遺伝子改変マウスを用いて、新生ニューロ
ン特異的に蛍光タンパク質を発現させ、薬剤
により海馬の神経細胞に障害を与えた際の影
響を観察した。
結果
DCX-Cre や Tubb3-Cre マウス等を、蛍光タ
ンパク質を発現するレポーターマウスと掛け

合わせ、lineage trace 解析を行なった。マ
ウス胎児脳において、蛍光タンパク質で標識
された細胞は、内在性の DCX あるいは Tubb3
と発現パターンがほぼ完全に一致しているこ
とが確認できた。次に、組換え酵素依存的に
蛍光タンパク質を発現誘導できるようなアデ
ノ随伴ウイルス(AAV)ベクターを、これらの
遺伝子改変マウスの成体脳海馬にインジェク
ションした。成体脳においては、新生ニュー
ロンだけではなく、多くのニューロンで組換
えが生じていた。そこで、Ascl1-CreERT2 マ
ウスと蛍光タンパク質を発現するレポーター
マウスを用いて、成体脳の新生ニューロンだ
けを選択的に蛍光タンパク質で標識し、既存
の神経回路への組み込み様式を解析した。そ
の結果、成体脳の嗅球や海馬歯状回におい
て、ニューロン新生が一生涯恒常的に起きて
いることを明らかにした。また、トリメチル
スズにより、海馬の神経細胞に対して特異的
に障害を引き起こし、新生ニューロンの神経
回路への組み込みに異常が生じることを観察
した。さらに、転写因子 Ascl1 が示すダイナ
ミックな遺伝子発現変動のニューロン新生に
おける機能的意義を解析するために、遺伝子
発現の光操作技術の開発に取り組んだ
(Yamada et al. Cell Reports, 2018,
Yamada et al., iScience, 2020)。また、生
後脳や成体脳から神経幹細胞を収集して RNA
シークエンス(RNA-seq)を行い、ニューロン
新生に関与する機能性分子の探索を行なっ
た。
考察
トリメチルスズにより、海馬の既存のニュ
ーロンに障害を引き起こした際に、新生ニュ
ーロンの神経回路への組み込みに異常が見ら
れた。このことから、海馬の既存のニューロ
ンが新生ニューロンの移動に関与しているこ
とが示唆された。今後は、BAC トランスジェ
ニックなどのゲノム編集技術を用いて、特定
のニューロン集団において蛍光タンパク質
Venus をノックインした遺伝子改変マウス
（NeuN-VenusNLS, VGAT-VenusNLS, Prox1VenusNLS など）の作製を行い、ニューロン
新生を阻害／活性化した際に、神経回路の構
造に与える影響を詳細に解析する。
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結論
遺伝子改変マウスを用いて、成体脳の新生
ニューロンを特異的に標識し、その移動様式
や既存の神経回路への組み込み様式を観察し
た。さらに、薬剤により既存のニューロンに
障害を与えた際の、新生ニューロンへの影響
を観察した。また、RNA-seq を行い、成体脳
の神経幹細胞の遺伝子発現について、発達・
加齢に伴う発現変化を調べた。Cre 等の組換
え酵素依存的に機能性分子を発現誘導できる
ような AAV ベクターやレンチウイルスベクタ
ーの開発とともに、遺伝子発現の光操作技術
の開発にも取り組んだ。
参考文献
1.*Yukiko U. Inoue, Yuki Morimoto,
Mayumi Yamada, Ryosuke Kaneko, Kazumi
Shimaoka, Shinji Oki, Mayuko Hotta,
Junko Asami, Eriko Koike, Kei Hori,
Mikio Hoshino, Itaru Imayoshi and
*Takayoshi Inoue; An Optimized
Preparation Method for Long ssDNA
Donors to Facilitate Quick Knock-In
Mouse Generation, Cells 2021,10,1076.
2.Mayumi Yamada, Shinji C. Nagasaki,
Yusuke Suzuki, *Itaru Imayoshi;
Optimization of light-inducible
Gal4/UAS gene expression system in
mammalian cells. iScience., 23,
101506, September 25, 2020.
DOI:10.1016/j.isci.2020.101506
3.Mayumi Yamada, Shinji C. Nagasaki,
Takeaki Ozawa, *Itaru Imayoshi; Lightmediated Control of Gene Expression in
Mammalian Cells. Neuroscience
Research, Mar; 152:66-77, 2020. DOI:
10.1016/j.neures.2019.12.018
4.Mayumi Yamada, Yusuke Suzuki, Shinji
C. Nagasaki, Hiroyuki Okuno, *Itaru
Imayoshi;Light control of the tet gene
expression system in mammalian cells.
Cell Reports, 25, p.487-500, October
9,2018,DOI:10.1016/ j.celrep.2018.
09.026
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分担研究報告書
（課題名）ゲノムワイドな遺伝子発現制御機
構を基盤とした神経組織特異的クロマチン構
造の解明
（所 属）九州大学 生体防御医学研究所
（氏 名）大川 恭行
緒言
細胞が特定の機能を有するためには、遺伝
子が適切に選択され発現する機序が必要であ
る。この基盤となっているのが DNA とヒスト
ンで構成されるクロマチン構造である。一方
で、組織には特異的クロマチン構造が存在
し、細胞特異的な機能獲得を制御していると
考えられてきたがその多くは不明なままであ
る。これまでに、申請者は、骨格筋細胞分化
において、骨格筋特異的遺伝子が染色体上で
特定のヒストンバリアントにより、未分化段
階で予め“マーキング”されることが、分化
時の遺伝子発現誘導に必要であることを明ら
かにしてきた(Harada et al, EMBO J, 2012:
Harada et al, NAR, 2015)。そこで本研究で
は、神経組織に高発現する機能未知のヒスト
ン遺伝子の機能解析を行い、神経系における
機能獲得を司るクロマチン構造基盤の解明を
目指す。
方法
次世代シークエンサーを用いたトランスク
リプトーム解析、エピゲノム解析ならびに生
化学的な手法でゲノム上の神経特異的ヒスト
ンの取り込み領域を同定し、ヒストンバリア
ントにより構築されるクロマチン構造を明ら
かにした上うえで構造形成メカニズムの解明
を行う。また、生理的な機能解析のためノッ
クアウトマウスの作成を行う。
結果
神経特異的なヒストンのノックアウトマウス
の作成、樹立に成功した。現在、各種オミク
ス解析を中心とした機能解析を行い、神経系
機能の解明を進めた。今年度はマウスの脳組
織構造解析や行動解析を進めており論文投稿
準備を進めている。また、これら極少数の成
体幹細胞のエピゲノムプロファイリングを行
うための新解析技術を開発した(Nat
Protocols. 2020)。

考察
これら研究及び開発により、神経細胞特異
的なヒストンバリアントを同定している。従
来、知られていない多くのヒストンが組織特
異的な機能を有している可能性があり生理的
機能の解明が急務であろう。また、開発した
技術は、マルチオミクス技術への基盤技術と
して活用できることから今後も開発を継続し
ていくことが必要であると考えられる。
参考文献（業績）
1.Qianmei Wu, Takeru Fujii, Akihito
Harada, Kosuke Tomimatsu, Atsuko
Miyawaki-Kuwakado, Masatoshi Fujita,
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Ohkawa Genome-wide analysis of
chromatin structure changes upon MyoD
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during the cell cycle J Biochem. 2021.
2.Isao Tamura, Ryo Maekawa, Kosuke
Jozaki, Yasuyuki Ohkawa, Haruka
Takagi, Yumiko Doi-Tanaka, Yuichiro
Shirafuta, Yumiko Mihara, Toshiaki
Taketani, Shun Sato, Hiroshi Tamura,
Norihiro Sugino. Transcription factor
C/EBPβ induces genome-wide H3K27ac
and upregulates gene expression during
decidualization of human endometrial
stromal cells Mol Cell Endocrinol.
2021.
3.Yuki Sakamoto, Mayuko Sato, Yoshikatsu
Sato, Akihito Harada, Takamasa Suzuki,
Chieko Goto, Kentaro Tamura, Kiminori
Toyooka, Hiroshi Kimura, Yasuyuki
Ohkawa, Ikuko Hara-Nishimura, Shingo
Takagi, Sachihiro Matsunaga.
Subnuclear gene positioning through
lamina association affects copper
tolerance. Nat Commun. 2020.
4.Hiroki Inada, Miyako Udono , Kanae
Matsuda-Ito, Kenichi Horisawa,
Yasuyuki Ohkawa, Shizuka Miura,
Takeshi Goya, Junpei Yamamoto, Masao
Nagasaki, Kazuko Ueno, Daisuke Saitou,
Mikita Suyama, Yoshihiko Maehara,
Wataru Kumamaru, Yoshihiro Ogawa,
Sayaka Sekiya, Atsushi Suzuki.

- 228-

Direct reprogramming of human
umbilical vein- and peripheral bloodderived endothelial cells into hepatic
progenitor. Cells Nat Commun, 2020.
5.Tomoko Yamaguchi, Yumi Ikeda,
Katsuhisa Tashiro, Yasuyuki Ohkawa,
Kenji Kawabata. The role of galanin in
the differentiation of mucosal mast
cells in mice. Eur J Immunol. 2020.
6.Junichiro Yuda, Jun Odawara, Mariko
Minami, Tsuyoshi Muta, Kentaro Kohno,
Kazuki Tanimoto, Tetsuya Eto, Takahiro
Shima, Yoshikane Kikushige, Koji Kato,
Katsuto Takenaka, Hiromi Iwasaki,
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30-9
Systematic studies and modeling of neuropsychiatric and
muscular diseases based on genome editing technology
Mikio Hoshino, M.D. Ph.D.
Department of Biochemistry and Cellular Biology, National Institute of Neuroscience,
National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)

[Purpose of the study]
The recent progress in genome editing technology allows us to rapidly and
systematically generate animal models for diseases. Now that many of causative genetic
elements for various muscular, neurological and psychiatric diseases have been identified
in genome-wide association studies, it is highly expected that those elements, if evaluated
in animal models, could stand as immediate targets for diagnosis and therapy. However,
studies and modeling of neuropsychiatric and muscular diseases are still in an immature
state and little is established to treat those diseases by regenerative means of medicine.
Based on useful information accumulated in the bioresource bank of NCNP, a novel
platform for big data analyses, and our advanced protocols for genome editing, our group
aims at development of various useful animal models for neuropsychiatric and muscular
diseases to better understand the intricate pathology.

[Members]
Chief scientist: Mikio Hoshino (NCNP)
Shared scientists: Takayoshi Inoue (NCNP), Satoru Noguchi (NCNP), Mitsuhiko Yamada
(NCNP), Tomohiro Kabuta (NCNP), Shuji Wakatsuki (NCNP), Yuko Suzuki (NCNP), Yoshitsugu
Aoki (NCNP), Shinji Oki (NCNP), Aritoshi Iida (NCNP), Rieko Muramatsu (NCNP), Yoshitaka
Nagai (Osaka University; Kindai University), Kinichi Nakashima (Kyushu University), Toru
Takumi (Kobe University), Mayumi Yamada (Kyoto University), Yasuyuki Ohkawa (Kyushu
University)

[Results]
Regarding research for technology and bioresource development, Dr. Hoshino’s
group established a novel platform for big data analyses in the lab and Dr. Inoue's group
drastically improved CRSIPR/Cas9 based genome editing methods as well as bacterial
artificial chromosome mediated functional genome mapping strategies to generate plenty
of disease model mouse lines. Dr. Iida's group found out novel pathological variants based
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on useful information accumulated in the bioresource bank of NCNP. Dr. Ohkawa's group
developed powerful epigenomic profiling technology from small population of cells and
revealed chromatin dynamics in skeletal muscle stem cells and developing neural cells.
As for studies and modeling of psychiatric diseases, Dr. Hoshino's group
revealed complex gene regulatory features for the autism spectrum disorder (ASD),
schizophrenia, attention deficit hyperactivity disorder, substance dependence and mental
retardation related gene locus, Auts2. They also found out novel three types of human
disease associated missense mutations in DSCAML1, the causative gene for epilepsy and
modeled the mutations by knock-in mice. Dr. Mi Yamada's group tried to generate various
schizophrenic model mice based on the GABA hypotheses for effective drug screenings. Dr.
Kabuta's group investigated the RN/DNautophagy system to find out the essential function
of DNA/RNA transporters in lysosomes. Dr. Nakashima's group showed ideal ways in
investigating complex mechanisms of neuropsychiatric diseases such as ASD, Rett syndrome,
bipolar disorders and mental retardation. Dr. Takumi's group shared the useful information
in editing huge genomic territory to recapitulate intricate ASD pathology with us.
Regarding studies and modeling of neurological diseases, Dr. Wakatsuki's group
revealed possible roles of the ribonucleoprotein complex, Vault in neural circuit
formation, maintenance and modification. Dr. Oki's group tried to model the complex
neuro-immunological diseases caused by self-reactive T cells in mice. Dr. Muramatsu's
group screened molecules involved in neural circuit repair processes to identify several
candidates. Dr. Nagai's group established the useful fruit fly bank for the modeling of
various neurodegenerative diseases and clarified the correlation between GGGGCC repeat
elongation and amyotrophic lateral sclerosis pathology in the fly model. Dr. Ma Yamada's
group focused on the molecular cascade for mouse adult neurogenesis and visualized the
process in vivo by means of CRSIPR/Cas9 based genome editing methods.
For muscular diseases, Dr. Noguchi's group comprehensively modeled mutations
identified from various familial muscular diseases by using the CRSIPR/Cas9 system. Dr.
Aoki's group successfully generated transgenic mouse lines to reliably monitor
exon-skipping efficiency of Dystrophin gene in vivo and established the screening platform
for nucleic acid medicine to treat Duchenne muscular dystrophy. Dr. Suzuki's group aimed
to model muscular diseases by editing the human iPS cell genome and adjusted the protocol
for muscle differentiation and drug screening.
We held the scientific meeting monthly to promote tens of collaborative projects
across NCNP. We additionally held the annual meeting where the results of our research
were reported on Dec.10, 2020. We realized that the genome editing technology indeed
accelerates animal modeling of diseases. Our findings also suggested considerable
cross-talks among causative genes for different neuropsychiatric diseases, such as ASD,
Rett syndrome, bipolar disorders, schizophrenia and so on.
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30-10

精神・神経疾患での脳画像撮像および解析手法の標準化に関する研究

主任研究者
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター
放射線診療部

部長

佐藤

典子

総括研究報告
1、研究目標

めの統計解析手法を開発する。

最近導入された脳画像の統計解析は機能的画像
のみならず形態的画像にも応用され、客観的診断

2、研究組織

法として広く用いられるようになった。しかし、

主任研究者

画像診断装置の違いによる影響を受けやすいこと

松田

などが問題となっている。本研究では、多施設共

（平成 30 年度、令和 1 年度）

同研究のために新しい画像解析手法の標準化を行

佐藤

うことを目的とする。

（令和２年度）

まず構造 MRI の機種間差をなくすために、人工知

分担研究者

能（AI）を用いた機械学習による標準化を行う。

佐藤

さらに新しい解析手法である脳年齢測定を標準化

（平成 30 年度、令和 1 年度）

する。MRI から測定された脳年齢と暦年齢の差を

松田

測定することにより、この年齢差とアミロイド

属南東北創薬・サイクロトロン研究センター

PET やタウ PET により得られる蛋白の異常な蓄積

（令和２年度）

との関連を検討する。次いでグラフ解析法を構造

湯浅

哲也

山形大学大学院理工学研究科

MRI である全脳の 3 次元協調画像や拡散テンソル

川口

淳

佐賀大学医学部

画像にグループのみではなく、個々脳症例にも応

原田

雅史

徳島大学病院放射線診療科

用し、神経変性疾患の早期および鑑別診断におけ

高野

晴成

国立精神・神経医療研究センター

る構造ネットワーク解析の臨床的有用性を検討す

（平成 30 年度、令和 1 年度）

る。MR 脳血流測定法 Arterial spin

花川

labeling(ASL)法では、脳の各領域での到達時間を

（平成 30 年度、令和 1 年度）

補正した脳血流画像の開発をめざす。MR

木村有喜男

spectroscopy(MRS)については、複数の手法を用い

（令和２年度）

博史

典子

典子

博史

隆

国立精神・神経医療研究センター

国立精神・神経医療研究センター

国立精神・神経医療研究センター

一般財団法人脳神経疾患研究所・附

国立精神・神経医療研究センター

国立精神・神経医療研究センター

て再現性やばらつき等の精度評価と疾患への応用
を検討する。さらに脳内鉄沈着や神経線維描出に

研究協力者

優れている位相差協調画像 phase difference

沖田

恭治

国立精神・神経医療研究センター

enhanced imaging (PADRE)を用いて、年齢による

小川

雅代

国立精神・神経医療研究センター

神経線維描出の変化を示し、また神経変性新患へ

重本

蓉子

国立精神・神経医療研究センター

の応用を試みる。CT-PET/SPECT においては定量性

曾根

大地

国立精神・神経医療研究センター

向上手法の開発を進める。さらに複数のモダリテ

高村

恒人

国立精神・神経医療研究センター

ィから得られる脳画像データ(多重モダリティ脳画

加藤

孝一

国立精神・神経医療研究センター

像データ)から有効かつ精度良く情報を引き出すた

東口

大樹

国立精神・神経医療研究センター
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坂東

杏太 国立精神・神経医療研究センター

T1 強調画像を 2mm ボクセルを X,Y,Z 方向に 3 個ず

吉田

寿子 佐賀大学医学部臨床研究センター

つまとめることにより、合計 27 ボクセルの領域と

鮎川

裕香 山形大学大学院理工学研究科

し、この領域間の個人脳での類似性を探索すること

荒木

啓史 山形大学大学院理工学研究科

により個人の脳でグラフ理論に基づくネットワー

佐藤

学

山形大学大学院理工学研究科

ク解析の可能性を示す事ができた。加齢に伴い、ク

新垣

竜一 山形大学大学院理工学研究科

ラスタリング係数が減少し、スモールワールド性も

岩渕

玲

山形大学大学院理工学研究科

減少した。また、女性は男性よりも全体的に構造ネ

加藤

晃輝 山形大学大学院理工学研究科

ットワーク効率が優れていることが判明した。局所
的には、左海馬や海馬傍回で特に女性でネットワー

3、研究成果

ク構築が密であり、言語機能との関連が示唆された。

MRI を用いた脳画像解析は、再現性・客観性・定

アミロイド陽性のアルツハイマー病スペクトラム

量性に優れた疾患の代理バイオマーカーであるが、 群では、タウ蓄積により構造ネットワークが脆弱化
磁場強度など撮像装置の特性の違いが、画像解析の

するのに対し、アミロイド陰性の健常高齢者群では

計測値へ影響を及ぼす機種間差の問題となってい

構造ネットワークがより強固になることを発見し

る。MRI の磁場強度等による MRI の画質の違いから

た。

生まれる機種間差を補正するために、MR 画像を用

MRI を用いた ASL 法の脳血流定量値の再現性は、

いて経験的ベイズ推定を用いた ComBat 法による

血流遅延マップと遅延補正脳血流量を算出できる

harmonize により機械学習の標準化を行った。3T

Multi-delay pCASL 法を作成し検討したところ、女

MRI における 1196 名の健常ボランティアの３DT1 強

性は男性よりやや低いが、男女ともに再現性は良好

調を用いて Support Vector Regression による脳

な結果を示した。男性と女性の脳血流定量値では、

年齢推定モデルを構築し、検証データセットとして、 各部位で女性の方が男性よりも高値であり、卵胞期
J-ADNI 健常者の 1.5T MRI を用いた。ComBat 法適応

の方が黄体期よりも高値である傾向が認められた。

前では学習データセットと検証データセットに有

つまり ASL の標準化の際、男女差と性周期を考慮す

意な差が認められたことから、異なる磁場強度間で

べきである。さらに小児の AD/HD 症例にてもこの手

は構築した機械モデルが汎化性を有していないこ

法を用いて脳灌流を評価し、脳形態解析と併せて比

とを示した。一方 ComBat 法適応後は、学習データ

較検討を行ったところ、男児では縁上回における血

セットと検証データセットとの差をなく、検証デー

流や容積の低下が、女児では上前頭回の血流や容積

タセットの推定精度も有意に改善したことから、

増加を示した。Multi-delay pCASL 法は非侵襲的に

ComBat 法により異なる磁場強度間であっても機械

小児の脳血流を評価でき、脳機能異常に関する灌流

学習が適応可能になることを示した。1.5T と 3T

評価を臨床的に検出できた。被曝がなく、薬剤の投

MRI 間での機械学習による脳年齢推定の精度が向上

与も必要のない本手法は、小児の脳血流評価として

することが示された。これは AI 技術により多施設

適していると考えられた。MRS の標準化においては

での多数のデータを必要とする MRI 解析研究の汎

高磁場 MRI 装置においては、化学シフトによる測定

化性の向上に寄与できることを示した。

領域の設定との位置ズレが課題である。今回は臨床

脳年齢に関する疾患応用であるが、数百例の広範

用 3T MRI 装置でも応用可能な Semi-Laser 法を開

囲の年齢の MRI T1 強調画像から灰白質のみを抽出

発し、従来の STEAM 法と PRESS 法と比較するため

し、教師データとして灰白質分布を機械学習させ、 に、
MRS 用ファントムにて検討を行った。その結果、
この教師データに個人の灰白質画像を導入し、脳年

Semi-Laser 法の再現性や変動が他の手法とくらべ

齢の測定結果を暦年齢と比較した。その結果、アル

て少ないことが示された。

ツハイマー病脳では、60 歳で 15 年程度、脳年齢が

MR 位相差強調画像 PADRE は、位相差を強調して

暦年齢よりも高いことが判明した。さらに、この手

脳内の組織コントラストを強調する新しい手法で

法をよりアルツハイマー病のより早期の段階やて

ある。大脳の一次運動野の神経細胞が変性する筋萎

んかん症例、パーキンソン病にも応用した。また、 縮性側索硬化症（ALS）は進行性運動障害をきたす
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変性疾患であるが、ALS 患者では中心前回の皮質内

データ等の画像以外のバイオマーカーとの関連解

に PADRE で低信号を認め、三層ないし４層構造とし

析を行い、スパースモデリングを応用した疾患予測

て認められることから Zebra sign と命名された。

解析法を開発した。US-ADNI の実データにおいて，

多系統萎縮症（MSA）においても錐体路症状を来す

MRI と PET，経時測定 MRI といった多種の組み合わ

患者が多いことから、両疾患群におけるこの Zebra

せデータに提案方法を適用し，その実行可能性と合

sign と臨床症状との関連を比較したところ、ASL で

理的な結果を示し，さらには教師付学習法の性質を

は 50%に、MSA でも 23%で Zebra sign を認め、Zebra

詳細に調べチューニングパラメータ設定について

sign 陽 性 群 は 陰 性 群 と 比 較 し て upper motor

実用上重要な知見を得た。両重みの複数成分を考え

neuron burden score が優位に高かった。Zebra

たスパースネスト成分法への拡張を提案し、アルツ

sign は MSA でも認められる所見であり、錐体路症

ハイマー病の実データに適用し、DTI も加えた解析

状との関連が示唆された。また PADRE は従来描出で

により性能の評価を行い、良好な結果を得た。

きなかった脳内の組織構造や神経線維束を描写す
ることが可能である。乳児の脳幹や視放線の神経線

4、研究成果刊行一覧

維束の描出を比較検討したところ、生後 1 か月まで
は T1 強調画像 T2 協調画像で神経線維束をよりよ
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研究課題番号:30-10
構造の臨床応用に関する研究
分担研究者所属：国立精神神経医療研究セン
ター病院
分担研究者氏名：佐藤典子
緒言
MRI を用いた脳体積の分布から SVR など用い
た脳年齢推定は、脳変性疾患の単一な代理バ
イオマカーとして期待されている。脳年齢推
定モデルの構築には、多数の健常データを必
要とするが、
MRI では磁場強度等による MRI の
画質の違いから生まれる機種間差が問題とな
っている。本研究では、経験的ベイズ推定を
用いた ComBat 法による harmonize により機械
学習の標準化を行い、汎化性の向上を検討す
る。
また神経細胞などの萎縮や変性をきたす神経
変性疾患においては、視覚的画像評価での診
断や鑑別が困難なことが多々ある。特定の変
性疾患と正常例との群間比較を行った MR の
画像統計解析の研究は報告されているが、日
常診療でその情報を反映できない現状である。
そこで松田等はアルツハイマー型認知症診断
補 助 ソ フ ト と し て VSRAD(Voxel-based
Specific Regional Analysis System for
Alzhermer’s Disease)を開発した。このソフ
トはアルツハイマー型認知症に特異的な関心
領域の灰白質の萎縮度を数値化するもので、
個々の MR 画像を用いて、個々の評価が可能で
ある。現在このソフトはアルツハイマー型認
知症に合わせ、60 歳以上の正常例の画像がデ
ータベースに組みこまれているが、そのデー
タベースを対象疾患群の年齢に合わせたデー
タベースに置換すれば、他の変性疾患におい
ても応用可能である。我々は有棘赤血球舞踏
病とハンチントン病において、白質の萎縮パ
ターンが異なることを発見したので、それを
VSRAD にて検討する。
ま た PADRE(phase difference enhanced
imaging)は位相画像を用いて脳内の組織コン
トラストを強調する MRI の新しい手法で、そ
れを用いた Zebra sign が筋萎縮性側索硬化
症の診断に有用との報告があるが、多系統萎
縮症においてもその有用性と意義を検討する。
方法
3T の MRI で撮像された T1 強調像に対して、
SPM12[1]を用い Segmentation を行う。DARTEL
法により MNI 標準脳空間へ解剖学的標準化と
modulation を行った後、半値幅 4 mm で平滑
化を行った。脳年齢推定のため、脳マスク内
の白質・灰白質マップの Voxel 値を取得し主

成分分析により、第 100 主成分までに次元圧
縮を行った。SVR により年齢の推定モデルを
学習させた。推定モデルを 10-fold 交差検証
により評価絶対平均誤差を求め評価した。ま
た、J-ADNI 検証データセットに推定モデルを
適応し同様に評価した。学習データセットと
して国立精神・神経医療研究センター病院で
撮像された 20 歳以上の健常ボランティア
1196 名の 3T MRI を用いて脳年齢推定モデル
を構築する。検証データセットして、J-ADNI
1.5T MRI で撮像された 146 名の健常者を用い
る。本研究において、学習データセットと検
証データセットにおける撮像装置の磁場強度
が 異 な る た め 、 ComBat 法 [2,3,4] に よ る
Harmonization により、
汎化性の向上を検証す
る。
ComBat による機種間差モデルは式(1)で表
される。
𝑦(𝑖, 𝑗, 𝑣) = 𝑎(𝑣) + 𝑋 𝑇 (𝑖, 𝑗)𝛽(𝑣) + 𝛾(𝑖, 𝑣) +
𝛿(𝑖, 𝑣)𝜀(𝑖, 𝑗, 𝑣)
(1)
ここで、𝑦(𝑖, 𝑗, 𝑣)は、i 番目の装置で撮像さ
れた、j 番目の被験者の n 番目の voxel で観
測された事後確率である。b は事後確率に交
絡する共変量であり X はその計画行列であ
る。g 及び d は i 番目の装置の機種間バイア
スの定数項と係数項、e は平均 0 の誤差項で
ある。験的ベイズ推定により、推定値 g*及
び d*を求め、観測値の harmonize を行う。対
応のある t 検定を行い、harmonize 前後の学
学習データセットと検証データセットの差を
比較した。
また VSRAD をもちいた解析だが、遺伝子診断
された 5 例の有棘赤血球舞踏病患者(年齢 3752 歳、平均 43.6±6.7 歳)と 15 例のハンチン
トン病患者 (年齢 33-75 歳、平均 52.0±13.5
歳)とコントロール 15 人（30-75 歳、平均
52.3±13.8 歳）を対象に、臨床所見、各患者
の VSRAD 解析、そして 3 群間の VBM での解析
を行った。
PADRE における Zebra sign の評価対象疾患は
ASL,MSA,コントロールそれぞれ 26 例で、患者
においては上位ニューロン障害を含めた神経
所見を評価した。また疾患、コントロール群
において MR で Zebra sign を 2 名の放射線専
門医が評価した。
結果
検証データセットの平均絶対誤差は、
harmonize 前では 7.64 歳であった。
harmonize
後では 5.82 歳であり、有意な改善が見られた
(p < 0.0001)。 一方、学習データセットと検
証データセットの比較では、harmonize 前には
有意差が見られた(p < 0.0001)が、harmonize
後では有意差が認められなかった(p =0.391)。
有棘赤血球舞踏病とハンチントン患者の全例
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において不随運動を呈し、また精神症状や認
知障害を両方のグループで多く示した。てん
かんは有棘赤血球舞踏病においては 5 例中 4
例示した一方、ハンチントン病では 15 例中 1
例のみだった。
VSRAD での灰白質解析ではすべ
ての患者では尾状核の萎縮を示したが、有棘
赤血球舞踏病ではより強い萎縮を示し、ハン
チントン病では萎縮の程度は弱く、3 例では
片側のみの萎縮であった。白質の解析では有
棘赤血球舞踏病では両側対称性に淡蒼球、比
較、視床が萎縮する特異的パターンを示した。
一方ハンチントン病ではその萎縮のパターン
を示す例は 2 例のみで、残り 13 例は非特異的
パターンを示した。
VBM での２群間比較では、
両側の前障、視床、右辺縁系の白質のより強
い萎縮を有棘赤血球舞踏病で認めた。
PADRE における Zebra sign の評価だが、ASL
では 50%に Zebra sign を認め、Zebra sign 陽
性群は陰性群と比較して upper motor neuron
burden score が優位に高かった。MSA にては
23%で Zebra sign 陽性であった。

multiple system atrophy. J Neurol Sci.
401, 90-94, 2019.
[6] Suzuki F, Sato N, Ota M, et.al.
Discriminating
chorea-acanthocytosis
from Huntington's disease with singlecase voxel-based morphometry analysis. J
Neurol Sci. 408, 116545, 2019

考察
本研究の結果から、harmonize により 1.5T-3T
MRI 間での、機械学習による脳年齢推定の精
度が向上することが示された。これは多数の
データを必要とする機械学習法における MRI
の汎化性の向上を示しているものと考える。
VSRAD による白質解析は有棘赤血球舞踏病と
ハンチントン病との鑑別に有用であることが
示唆された。PADRE における Zebra sign の評
価であるが、Zebra sign は MSA でも認められ
る所見であり、錐体路症状との関連が示唆さ
れた。
参考文献
[1] www.fl.ion.ucl.ac.uk/spm/
[2] Johnson W E, Cheng L, Rabinovic A:
Adjusting batch effects in microarray
expression data using empirical Bayes
methods. Biostatistics 8(1), 118–127,
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al.:
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違いによる影響を受けやすい。本研究では、

構造 MRI 解析の臨床応用に関する研究

多施設共同研究のために MRI による形態的画

分担研究者所属：一般財団法人脳神経疾患研

像の新しい画像解析手法の標準化を行った。

究所南東北創薬・サイクロトロン研究センタ

第一に構造 MRI の新しい解析手法である脳年

ー

齢測定の標準化を目的とした。MRI から測定

分担研究者氏名：

松田

博史

された脳年齢と暦年齢の差を測定することに
より、この年齢差とアミロイド PET やタウ PET

緒言：人口増加と寿命の延長に伴い、認知機

により得られる蛋白の異常な蓄積との関連を

能低下や認知症などの神経変性疾患を含む、

検討した。第二に、グラフ解析法を構造 MRI で

さまざまな障害を持つ個人の数が増加してい

ある全脳の 3 次元協調画像や拡散テンソル画

る。脳の老化プロセスと神経変性疾患のメカ

像にグループのみではなく、個々脳症例にも

ニズムとの関連を理解することが、増大する

応用し、神経変性疾患の早期および鑑別診断

負担に対処するための効果的な戦略を確立す

における構造ネットワーク解析の臨床的有用

るために、医療システムにとって緊急の優先

性を検討した。

事項である。老化は非常に複雑なプロセスで

方法

あり、多様な遺伝的および環境的影響によっ

20 歳から 95 歳までの 1128 人の認知機能正常

て個々に修飾される。健康な老化のための事

の健康成人グループ A（公開 MRI データであ

前に確立された参照曲線に基づくさまざまな

る IXI, OASIS, US-ADNI）から得られた脳 MRI

加齢関連疾患に対して被験者固有の健康特性

（3 次元 T1 強調画像）から灰白質画像と白質

および被験者固有のリスクパターンを特定す

画像を抽出、それぞれの画像パターンと年齢

るために、さらには、暦年齢ではなく、「生物

情 報 を コ ン ピ ュ ー タ に Support Vector

学的年齢」に基づいて個人的に調整された（臨

Machine を 回 帰 分 析 に 応 用 し た Support

床）介入を開発およびモニターするために、

Vector Regression (SVR)を用いて学習させ

遺伝子、環境、ライフスタイル、健康、および

た。学習後、20 歳から 95 歳までの認知機能正

寿命の相互作用に起因して、個人の「生物学

常の健康成人グループ B（同じく公開 MRI デ

的年齢」の評価が近年重要視されている。人

ータである J-ADNI, OASIS, IXI）1473 人の合

間の構造的な脳の成熟/老化はそれぞれ、進行

計 2023 回測定から得られた灰白質画像と白

性および退行性のプロセス/萎縮の非常によ

質画像両方を加味した脳年齢と暦年齢の相関

く調整され順序化された発生の領域固有の非

を求めた。さらに、J-ADNI の縦断データに応

線形パターンによって特徴付けられ、一部の

用し、BAS の推移を健常者（Normal）
、軽度認

脳領域が他よりも大きな変化を示す堅牢な変

知障害（アルツハイマー型認知症に移行した

化パターンを示している。このような観点を

progressive MCI; pMCI と移行しなかった

検討する目的で、最近導入された脳画像の統

stable MCI; sMCI）
、およびアルツハイマー型

計解析は機能的画像のみならず形態的画像に

認知症（AD）患者で検討した。SVR は Matlab

も応用され、客観的診断法として広く用いら

上で作動させた。MRI による脳年齢と暦年齢

れるようになった。しかし、画像診断装置の

の差を Brain Age Score (BAS)と定義した。
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個人レベルの灰白質ネットワークは、以前に

語機能との関連が示唆された。アミロイド陽

記載されている完全に自動化された方法

性のアルツハイマー病スペクトラム群では、

（

タウ蓄積により構造ネットワークが脆弱化す

https://github.com/bettytijms

/

Single_Subject_Grey_Matter_Networks;

るのに対し、アミロイド陰性の健常高齢者群

Tijms et al,2012;バージョン 20150902）を

では構造ネットワークがより強固になること

使用して、ネイティブスペース灰白下セグメ

を発見した。

ンテーションから皮質内類似性に基づいて抽

考察：今回開発した脳年齢測定システムの日

出された。節点は脳領域の小さな関心領域（3

本人以外の人種を含む他コホートへの応用可

×3×3 ボクセル立方体として定義される）を

能性を詳細に検討する。応用可能性が証明さ

表し、連結性はピアソンの相関で定量化され

れれば、認知症予防システムとして脳検診な

た灰白質密度値の類似性に基づき解析した。

どに用いることができる。脳年齢が高齢化し

結果：公開データを用いて学習させた脳年齢

ていれば、生活指導などにより高齢化を抑え

推定システムを、別の公開データに応用し健

ることができると期待される。また、今回新

常者の脳年齢を測定したところ、若年者では

たに開発した構造ネットワーク解析をさらに

暦年齢よりも高値、高齢者では暦年齢よりも

多数例の健常者およびアルツハイマー型認知

低値を示した。 これは、回帰分析に固有の

症群に応用し、アミロイドおよびタウ蛋白蓄

回帰希釈バイアスによるものと考えられたた

積との構造ネットワークの関連性を検討する。

め、暦年齢に対応したオフセット値を算出

その際に、タウ PET には第二世代の PET トレ

し、脳年齢から差し引くことにより暦年齢と

ーサを用いるのが望ましい。

脳年齢の一致をみた。本測定システムを J-

結論：3 次元 T1 強調画像から算出される脳年

ADNI データに応用したところ、健常者では

齢および構造ネットワーク解析は新たな画像

暦年齢と脳年齢が縦断的にも一致し、本シス

バイオマーカとして認知症予防や臨床への応

テムが経過観察にも応用しうることが判明し

用が期待される。

た。AD と pMCI では経年的に BAS が増加して
おり、神経変性の加速化を反映しているもの
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と艦がられる。一方、sMCI ではこのような
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I-FP-CIT SPECT からの特異的結合比の Deep
Learning による自動算出
久根崎遥加，岩渕玲，荒木啓史，湯浅哲也
山形大学大学院理工学研究科

諸言
パーキンソン病（PD: Parkinson's Disease）
は，黒質線条体のドーパミン神経細胞が変性
する運動失調疾患であり，その神経終末に存
在するドーパミントランスポーター（DAT:
Dopamine transporter）密度が低下している
ことが知られている[1]．その DAT に高い親和
性を有するイオフルパン（123I-FP-CIT）を PD
患者に投与し，SPECT（Single Photon Emission
Computed Tomography）で画像化すれば，DAT
の脳内分布を確認でき，PD 患者のドーパミン
神経の変性や脱落を評価できる．
現在，PD は視覚評価だけでなく定量評価を行
うことで診断能の向上を図っている．その定
量評価に用いられるのが，特異的結合比（SBR:
Specific Binding Ratio）[1,2] であり，
𝑆𝐵𝑅 =

𝐶𝑠
𝐶𝑟

(1)

と定義される．ここで，Cs は線条体の特異的
集積に起因する SPECT カウント濃度，Cr は非
特異的集積による参照領域の SPECT カウント
濃度を示す．すなわち，SBR とは，イオフル
パン投与後平衡状態に至った時点での特異的
集積と非特異的集積のカウント比である．SBR
の算出には，SPECT 画像に抽出される線条体
を含むような VOI（Volume of Interest）を
設定する必要がある．現在の医療現場では，
VOI 設定は放射線技師が目視で決めることが
一般的であるが， VOI 設定が作業者の主観に
委ねられるため，
SBR の客観性は損なわれる．
先行研究では，客観性を確保するため，SPECT
画像の画素値から画像処理によって線条体を
含む VOI を自動設定し，Tossici-Bolt 法によ
り SBR を算出する全自動化処理を開発した．
しかし，1573 データ中，38 データで VOI の自
動設定に失敗した．失敗症例は，すべて PD 患
者であり，PD の進行により線条体へのイオフ
ルパンの集積が乏しく，線条体領域を正確に
捉えることができず，VOI の設定に失敗し，
SBR が 算 出 で き な か っ た ． MR （ Magnetic
Resonance）または CT 画像を SPECT 画像に重
ね合わせ，線条体に対応する領域を特定する
ことで高精度に SBR を算出できるが，臨床検
査では患者への負担軽減のため，SPECT 画像
のみ撮影される場合が多い．PD が進行した場
合，イオフルパン集積が乏しいため，SPECT

画像のみからは正確な SBR を得ることは難し
い．
一方，近年注目される Deep Learning を用
いれば，データ数が確保できれば，ロバスト
な処理が期待できるため，線条体が不鮮明な
場合にも SBR が算出できることが期待される．
本研究では，Deep Learning の手法の 1 つで
ある CNN（Convolutional Neural Network）
[3-5] を用いて，SPECT 画像から回帰により
SBR 値を算出する方法を提案し，臨床データ
に適用することで有効性を検証する．

方法
本 研 究 で 用 い た 臨 床 画 像 デ ー タ は ， USC
（ University of Southern California ） の
PPMI （ Parkinson’s Progression Markers
Initiative）で公開されているイオフルパン
SPECT 画像を用いた．先行研究で作製した自
動 VOI 設定処理を適用した後，処理結果を目
視で確認し，VOI 内に線条体が含まれている
と判断できる 1,535 症例のデータセットを学
習データおよびテストデータとして用いた．
これらのデータに対して，それぞれ
Tossici-Bolt 法により SBR 値を求めた．これ
らのデータから，学習データとして，Control
192 例，PD 1,186 例をランダムに抽出した．
さらに，学習データは水増しにより増大させ
た．水増し方法は，実際にあり得ない変化を
与えてはいけないため，本研究では，± 3
pixel の範囲でランダムに平行移動させるこ
とで作成した．残りのデータをテストデータ
（Control 21 例，PD 136 例）としてモデル評
価に用いた．
入力画像は 3 次元画像のためデータ量が大
きくなることから，画像を縮小した．その際，
n = 4 のバイキュービック法を用いて，
91×109×91 の画像を 91×27×23 に縮小した．
画像縮小後は，画素値を 0 から 1 にスケーリ
ングし，ネットワークに入力した．CNN への
入力を SPECT 画像，正解ラベルを左右それぞ
れの線条体における SBR 値とし学習を行った．
畳み込み層 3 層，全結合層 3 層の計 6 層とし
た．全ての畳み込み層では，フィルターサイ
ズを 3×3×3 とし，ストライドは 1×1×1 と
した．プーリング層は．2×2×2 サイズのフ
ィルターとし，ストライドは 2×2×2 とした．
各層において，活性化関数は ReLU を用いた．
出力層では，左右線条体それぞれの SBR 値を
出力する．
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損失関数として利用した Huber 損失関数は，
誤差を E(x)とし，モデルから出力された値を
f(x)，モデルから出力された値に対応する正
解データを y とすると，式(2)で表される．
本研究では，x を SPECT 画像，y を SBR 左右
値，δ を 1.0 とした．
𝐸(𝒙) =
1

{

2

|𝑓(𝒙) − 𝒚|2

𝛿|𝑓(𝒙) − 𝒚| −

|𝑓(𝒙) − 𝒚| ≥ 𝛿
𝛿
2

(2)

(a) SBR(L)算出結果

𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(b) SBR(R)算出結果

図１ SBR 値の yyplot
結果および考察
テストデータを CNN に入力して予測した
SBR 値を出力 𝑦̂𝑖 として得る．一方，従来の自
動 VOI 設定処理により得られた結果から導か
れる SBR 値を 𝑦𝑖 とする．横軸に 𝑦𝑖 ，縦軸に
𝑦̂𝑖 として作成した yyplot を図 1 に示す．図
1(a)および(b)はそれぞれ左右線条体におけ
る SBR 値に対応する．図 1 より，直線 y = x
のまわりに予測値が集積しているため，概ね
良好に予測ができているといえる．しかし，
図 1 において SBR 値が 6.0 より大きい領域で
は，点群が直線 y = x から下方へ逸脱する傾
向が見られる．これは，学習に用いたデータ
における PD 群の症例数が Control 群に対して
約 6 倍多かったことに起因するものと考えら
れる.

結言
先行研究では，SPECT 画像の画素値情報か
ら線条体を含む VOI を自動的に設定し，その
後 Tossici-Bolt 法によって SBR 値を算出した．
しかし，PD 群のデータではイオフルパンの線
条体への集積量が少ないため，線条体の形状
を画素値情報だけから推定するのが困難な場
合が少なからずあった．本研究では，先行研
究で良好な結果を得たデータを学習データと
して用いて CNN を学習させ，SBR 値に回帰さ
せる手法を提案した．先行研究で成功したデ
ータ群に対しては，本手法と先行手法とは同
等の精度で SBR 値を算出することができた．
また，先行手法で失敗したデータ群に対して
本手法を適用して予測された SBR 値は，他の
結果と矛盾しない妥当な値であった．本手法
は線条体が判別できない画質の劣化した画像
に対しても SBR 値を算出できることが示唆さ
れた．
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多重モダリティ脳画像の統計学的解析に関す

めにデータを二分した．モデル構築用として

る研究

正常 14 名と AD (Alzheimer’s Disease)14 名
とし， Validation 用として，正常 7 名と AD 7

分担研究者

名とした．

川口 淳 1）
結果
研究協力者

提案法のアルゴリズムを検討しプログラムコ

田尻 涼 1）

ードを作成した．ネスト成分で新たに有意に
疾患予測に寄与する成分の抽出ができた．判

所属 1）佐賀大学医学部

別に重要な部位として海馬付近が示されると
いう合理的な結果を得て，疾患予測に関する

諸言

AUC は 0.98 となり，
既存法の 0.86 を上回り，

近年、数種の脳画像を統合解析するマルチモ

提案方法の良さを示すことができた．

ダル解析が脳疾患研究に多く応用されている．
この方法の 1 つにマルチブロックスパース成

考察

分法(Kawaguchi 2019)がある．本方法は主成

適用データ数が少ないかもしれない（28 例+14

分分析に画像内と画像間の 2 つの重みを組み

例）が，合理的な重要部位が示されている点

込むものであり、比較的詳細な情報を取り出

からこの症例数でも解析可能かもしれない．

すことが可能である．また画像内重みは主成

これは提案方法が次元縮小を行う方法という

分分析と同様に、第 1 成分より順に複数成分

点も効果的かと考えられる．画像の欠測を補

を算出できる．しかし画像間重みは複数成分

完する方法も試すなどさらなる検証が必要か

を考慮していないため、限定的な情報しか見

もしれない．

出せない．本研究では、両重みの複数成分を
考えたスパースネスト成分法を提案し、アル

結論

ツハイマー病の実データに適用し、性能の評

実データによる実行可能性を示し、ネスト成

価を行う．

分に疾患を説明する有用な情報の存在を示唆
した．これにより、多種の画像への応用が期

方法

待され、今後応用を広げていく．

1 個人あたり複数の脳画像データからスパー
スネスト成分法により被験者毎にスコアを算

参考文献

出し，診断確率をロジスティック回帰モデル

Kawaguchi A (2019). Supervised Sparse

で推定する方法を提案した．開発した方法の

Components Analysis with Application to

実行可能性を実データに適用して行い，精度

Brain

についても検討を行った．US-ADNI データの

Structure, Function and Mind, Sanja Josef

ベースラインにおいて sMRI と DTI の両方が測

Golubic,

定された 42 名を用いた．汎化性を評価するた

10.5772/intechopen.80531.
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Imaging

Data,

Neuroimaging

IntechOpen,

-

DOI:

Arterial

Spin

Labeling

お よ び

MR

を撮像した。撮像条件は下記の通りである。

spectroscopy の撮像・解析の標準化に関する

3DSPGR: TR=8.6 ms, TE=3.5ms, flip angle

研究

=15°, field of view=22cm, voxel size=1.6
×1.6×1.6 mm3, スライス枚数=176 枚
分担研究者

3DpCASL: Spiral scan SE 法,スライス厚= 4

原田雅史 1)

mm, location per slab=36, points=512 arms,

研究協力者

arms=6, echo train=40, PLD times: 1st 1.00,

大友真姫 1）松元友暉 1）
1)徳島大学大学院医歯薬学研究部
放射線医学分野

2nd 1.57, 3rd 2.46 s, effective labeling
times:

0.57,

0.89,

2.04

s,

chemical

saturation=Fat, vessel suppression off,
撮像時間=3:40

諸言
Arterial spin labeling(ASL)法は、ラジオ

結果

波のラベリング時間やラベル後から信号取得

1)Multi-delay ASL法の再現性と性差や性周

までの時間(PLD時間)に影響をうけ、血流速や

期による脳血流量の変化の検討

流路長の違いによって定量値が変化する。よ

男性の脳血流定量値の再現性は、流速補正

り高精度かつ高分解能で血流遅延の影響を補

なしα=0.852、補正有りα=0.852といずれも

正するために、信号取得タイミングの工夫を

高い再現性を認めた。女性の脳血流定量値の

行い、１度の撮像で血流遅延マップと遅延補

再現性も、流速補正なしα=0.836、流速補正あ

正脳血流量及び非補正脳血流量マップを算出

りα=0.832と男性よりやや低いが統計学的に

できるMulti-delay ASL法を作成した。本研究

有意な範囲(p<0.01)であった。通過時間に基

ではASL法の至適パラメーターの決定と再現

づくdelay mapの再現性は、男性でα=0.962、

性や精度の評価を行った上で、各年齢群ごと

女性でα=0.924と脳血流定量値より高かった。

の正常者データベースを作成し、自閉性障害

男性と女性とでは、脳血流定量値及び通過時

やADHD等の脳機能疾患について検討を行った。

間ともに再現性では男性が高い傾向が認めら

MR spectroscopy(MRS)については、3T以上

れた。

のproton MRSの測定においては、従来のPRESS

男性と女性の脳血流定量値では、各部位で

法よりもLaser法またはSemi-Laser(SLaser)

女性の方が男性よりも高値であり、卵胞期の

法を用いることが望ましいとするコメントが

方が黄体期よりも高値である傾向が認められ

発表された1)。そこでSLaser法及びSTEAM法と

た。

PRESS法を用いてMRSファントムを測定し、そ
の再現性と代謝物定量値のばらつき及び各代

2)Multi-delay ASL法による自閉症の検討

謝物定量値の相違について検討を行った。

自閉症症例では左島回、左上頭頂小葉、上
側頭回と下前頭回でコントロールにくらべて

方法

低値を認めた。これらは、ミラーニューロン

撮像シークエンスは、全頭部を対象に 3DT1

と関連する部位であり、自閉症におけるミラ

強調像として 3DSPGR 法を施行し、次に 3 種類

ーニューロンシステムの機能低下を示唆する

の post labeling 時間による 3D pseudo-

結果と考えられ、これまでの報告とも矛盾し

continuous arterial spin labeling(ASL)法
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ないと考えられた。

ず非侵襲的に脳血流を評価でき、一回の MRI
検査によって脳機能と形態的変化の両方を同

3)高磁場 3TMRI における SLaser 法の優位性

時に検討でき、相互の関連や病態の背景を評

の検討

価することが可能と考えられ、有用性が高い

級内相関による再現性は、STEAM 法が 0.994

と考えられた。また、SLaser 法による代謝物

と最も低く、PRESS 法と SLaser 法が 0.999 と

評価の再現性は高く、
MRI を用いた形態、機能、

高かったが、変動係数では SLaser 法が 0,54

代謝の評価を可能とすると考えられる。

と最も低く、PRESS 法が 2.01、STEAM 法が 3.17
であった。さらに各代謝物の定量値との比較
では、STEAM 法と SLaser 法では、NAA, Cr, Cho

参考文献

との有意差は認めないが、mIns, Lactate,

1. Martin Wilson et al. Methodological

Glu とは有意差が認められ、定量値が異なる

consensus on clinical proton MRS of

ことが示唆された。

the brain: Review and recommendations.
Magn

Reson

Med.

DOI:

4) Multi-delay 3DASL 法による小児 AD/HD 症

10.1002/mrm.27742 On line Publication

例の脳灌流評価と volumetry 解析の比較検討

2019 Apr

AD/HD では、左縁上回に有意な血流低下
(p<0.001)を認め、灰白質容積では右縁上回の
有意な減少(p<0.001)を認めた。また、AD/HD
では、右上後頭回の血流も p<0.01 の閾値で低
下が認められ、同部の灰白質容積でも有意な
低下(p<0.001)が認められた。男児と女児とで
比較すると、男児では右縁上回と右中前頭回
で脳血流の低下(p<0.01)が認められ、容積で
も同部位の有意な減少(p<0.001)を認めたが、
女児では左上前頭回での有意な脳血流の増加
(p<0.001)と灰白質の増加(p<0.001)を認めた。

考察
AD/HD 症例には性別による発症頻度や病態
の違いが知られているが、我々の脳灌流と灰
白質容積での評価でも異なる傾向が認められ
た。男児では縁上回における血流や容積の低
下が関係し、女児では上前頭回の血流や容積
増加に関連している可能性が示唆された。
Multi-delay 3DASL 法は放射線被曝を伴わ
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リー供給が開始された。しかし、本邦では保

アミロイド PET およびドーパミントランスポ
ータ PET/SPECT の標準化に関する研究

険収載はされておらず、今後の臨床現場にお
ける臨床的有用性の蓄積が待たれる。また、

分担研究者所属：国立精神・神経医療研究セ

アミロイド PET は今のところ個々の症例に対

ンター、統合イメージングセンター

し、製薬企業の規定する一定の手順に従った

分担研究者氏名：

視察での陽性、陰性の判定と剖検脳でのアミ

髙野晴成

ロイド蓄積量と相関のエビデンスがあるのみ
緒言： 脳内のドーパミントランスポーター

であり、定量的なデータについての十分なエ

（DAT）とアミロイドβ蛋白（アミロイド）は

ビデンスはない。特に、本邦のデータは少な

single

computed

く、日本人の脳でのデータベースを作成して

emission

標準化、定量化を検討することは本邦におけ

tomography (PET)などの核医学的手法によっ

る正確な診断や治療効果判定の礎となるもの

て画像化が可能である。これらはそれぞれパ

と期待される。

tomography

photon

emission

(SPECT) や positron

ーキンソン病関連疾患、アルツハイマー病の
方法

イメージングバイオマーカーである。
SPECT 用 DAT 製剤 DaTSCAN（123I-イオフルパ
ン）は本邦で 2014 年に保険収載され広く使用
されつつあるが、視察的な読影が基本であり、
定量的な評価は標準化されていなかった。わ

The Global Alzheimer's Association
Interactive Network(GAAIN)の公開データを
用いた。GAAIN の[11C]PiB と
[18F]flutemetamol のセットである若年健常
者 24 名（YHV）、アルツハイマー型認知症

れわれは前期の研究で多施設共同で幅広い年

（AD）19 名、健忘型軽度認知障害（aMCI）

齢層で男女のバランスのとれた多数例の日本

20 名、健常高齢者 9 名（OHC）のデータ

人の健常データベースを作成し、画像処理、

（Others）を使用した。PMOD の PNEURO

解析、生体側の因子である性差加齢変化の定

module の Maximum Probability Atlas
application（スライド 2）を用い、PMOD に

量データに与える影響を検討した。
アミロイド PET に関しては[11C]Pittsburgh
Compound B (PiB) がアミロイド PET のプロ
トタイプとして臨床研究で以前よりよく使わ
れている。より半減期の長い

18

F 製剤である

[18F]flutemetamol, [18F]florbetapir の方が
広く治験や臨床研究に使われるようになって
おり、近年、欧米に引き続いて本邦において

内包されている Centiloid atlas 関心領域
（CTX; cortical target region: 前頭葉、
側頭葉、頭頂葉皮質、楔前部、前部線条体、
島皮質を含むアミロイドが蓄積しやすい部位
の総和、と WC; whole cerebellum）で集積
を定量化し、CTX/WC 比（standardized
uptake value ratio; SUVR）を算出した。統
計解析には SPSS ver.25 を用いた。

もごく最近製造販売の承認が得られ、デリバ
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18

結果

structural networks related to

若年健常者の SUVR は平均 1.14±標準偏差

THK5351 retention in cognitively

0.08 で最大 1.37，最小 1.02 であった。その

normal older adults and Alzheimer's

他の群（アルツハイマー型認知症、健忘型軽

disease patients. eNeurologicalSci.

度認知障害、健常高齢者）は平均 1.66±標

2021;22:100309

準偏差 0.48 で最大 2.49，最小 1.05 であっ
た。公開されている原法による SUVR 値と今
回の SUVR 値の間の Pearson の相関係数 R は
0.981、p=0.000 と高い相関を示した。今回
の若年健常者の平均 SUVR1.14 を 0，AD 群
(n=18)の平均 SUVR2.02 を 100 として、
Centiloid Scale （CL） = 100×
(Individual_SUVR – 1.14)/（2.02 –
1.14 ）により[18F]flutemetamol の CL 値を
算出した。

考察：

123

I-イオフルパン SPECT の健常データ

ベースに関しては Matsuda らが報告したデー
タを画像統計解析の手法を用いてさらに解析
を加え、性差・加齢に伴う変化も線条体内に
部位差が存在することを見出した。

結論：我が国の脳画像研究・診療の先導的立
場にある当センターで本研究により統合的な
データベースを作成し、定量化の検討をする
ことは、本邦のこれらの画像を用いた臨床・
研究の推進にも寄与するものと思われる。

参考文献：
[1] Matsuda, Murata, Mukai, et al.
Japanese multicenter database of healthy
controls for [123I]FP-CIT SPECT. Eur J
Nucl Med Mol Imaging
45・8・1405-1416
2018
[2] Shigemoto Y, et al. Gray matter

- 248-

F-

研究課題番号:30-10

比較して、改善は認められなかった。BOLD

BOLD fMRI による脳機能測定の標準化に関す

rsfcMRI による Parkinson 病のすくみ足の予

る研究

測では、ICA に基づく dual regression 法で

分担研究者所属：国立精神・神経医療研究セ

分離した基底核、小脳ネットワークの結合性

ンター

とすくみ足指標が相関した。さらに関心領域

統合イメージングセンター

分担研究者氏名：

花川隆

（Freesurfer）から抽出した FC の LASSO 解
析によりすくみ足スコアの分散の 6 割程度を

緒言：RsfcMRIは、BOLD-fMRIが精神・神経疾患

説明可能であった。脳波と課題および安静時

の実地臨床に使えるツールとして一気に発展

fMRI の同時計測では、後頭部α波の時間変

する可能性を秘めているが，そのためにはど
の施設でも使えるような標準的手法を確立し
たうえで，結果に明快な解釈を与える手法を

動と異なる相関を示す二種類の視覚関連ネッ
トワークを同定した。

考案する必要がある。本研究では，日常臨床
のツールとして用いることができるrsfcMRI

結論：今後、多施設データへの判別性能の汎

法を開発し，多施設rsfcMRIデータに由来する

化を検討する。多施設データの蓄積とデータ

データベースを元にした疾患判別や重症度評

ベース化を推進する。施設間のデータの平均

価法について研究開発を行う。

の差に加えて、分散の差をモデルした手法を
応用し、多施設 rsfcMRI による精神・神経疾

方法：脳卒中の亜急性期 rsfMRI を用いた運

患の AI 判別法の開発を進める。

動障害程度の予測(AAL/Freesurfer 関心領域
間の機能結合の計算に基づく)では、独立成

参考文献：

分分析（ICA）に基づく dual regression 法

[1] Tsuchimoto S, Shindo K, Hotta F, et

で分離したネットワークから rsfcMRI 時系列

al. Sensorimotor connectivity after

情報を抽出し、機械学習により疾患群と健常

motor exercise with neurofeedback in

群の判別に寄与する時間変動パターンの特性

post-stroke. Neuroscience 416, 109-125,

を抽出し、判別の性能を向上が向上するかを

2019

検討した。BOLD rsfcMRI による Parkinson

[2] Uehara K, Furuya S, Kita K, et al.

病のすくみ足の予測を行った。また健常被験

Distinct roles of brain activity and

者 40 名から脳波と課題および安静時 fMRI の

somatotopic representation in

同時計測を行い、BOLD 信号の動的変動

pathophysiology of focal dystonia. Hum

（dynamic FC）と脳波の各周波数帯域のパワ

Brain Mapp 40(6), 1738–1749, 2019

ーの時間変動との相関解析を行なった。

結果：脳卒中の亜急性期 rsfMRI を用いた運
動障害程度の予測(AAL/Freesurfer 関心領域
間の機能結合の計算に基づく)では、
AAL/Freesurfer の関心領域を用いる方法と
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研究課題番号:30-10
精神･神経疾患での脳画像撮像および解析手
法の標準化に関する研究
分担研究者所属：国立精神神経医療研究セン
ター病院
分担研究者氏名：木村有喜男
【緒言】
脳幹における神経線維束の異常を伴う奇形
症候群には、Joubert 症候群、進行性脊柱側弯
症 を 伴 う 水 平 注 視 麻 痺 (HGPPS) ，
Tubulinopathy ， Pontine tegmental cap
dysplasia など様々な疾患で報告されている。
従来の MRI では、形態的な奇形を同定するこ
とはできても，異常な神経線維束の描出は困
難であり、特に小さな神経線維束が複雑に存
在する脳幹では困難であった。これらの異常
神経線維束を検出することは、先天性脳奇形
の診断に役立ち、その病態の理解を深めるこ
とになる。
位相差強調画像化法 (phase difference
enhanced imaging: PADRE)は位相画像情報の
中に含まれる組織の磁性情報を用いて新しい
MRI 診断画像を作成する方法である。適切な
位相を選択することで、組織間のさまざまな
コントラストを作成し、脳内の組織構造や神
経線維束を描写することができる。本研究で
は PADRE と、従来法である T1WI や T2WI にお
ける加齢に関連する乳児の脳幹および視放線
の神経線維束の描出を比較評価することを目
的とした。
【方法】
当院にて脳 MRI を受けた 2 歳未満の異常所
見を認めない 21 人（男性 14 名、女性 7 名、
生後１か月～２３か月）の連続した被験者を
対象とし、2 人の神経放射線科医が後方視的
に評価した。下小脳脚、内側縦束、中央被蓋
路、内側毛帯、外側毛帯、上小脳脚、上小脳脚、
および視放線の８つの部位を、PADRE、T1WI お
よび T2WI のそれぞれのコントラストを良（２
点）
、可（１点）
、不可（０点）の３ポイントに
て評価した。

児の脳における神経線維束の発達の評価に役
立つと考えられた。
【結論】
PADRE 画像は乳児の神経線維束を描出する
ことができ、その描出は加齢によって異なる
ことがわかった。PADRE 画像、T1WI, と T2WI
の組み合わせは、乳児の神経線維束の発達を
評価するのに有用である。
PADRE は鋭敏に小児
における微細な脳構造の発達過程を評価する
ことを可能にし、脳の発達の評価の指標にな
りうるものと思われる。これまでの技術では
得られない新しいレベルのコントラストが得
られるため、指標を基に様々な疾患の診断に
も利用可能である。本研究の成果は小児脳画
像診断における発達の指標として診断に利用
されるものと考える。
【参考文献】
1. Kakeda S, Korogi Y, Yoneda T, et al. A
novel tract imaging technique of the
brainstem using phase difference enhanced
imaging: normal anatomy and initial
experience in multiple system atrophy.
Eur Radiol. 2011;21:2202–10.
2. Kakeda S, Yoneda T, Ide S, et al.
Signal intensity of superficial white
matter on phase difference enhanced
imaging as a landmark of the perirolandic
cortex. Acta Radiol. 2016;57:1380–6.
3. Niwa T, Yoneda T, Hayashi M, et al.
Characteristic phase distribution in the
white matter of infants on phase
difference
enhanced
imaging.
J
Neuroradiol. 2018;45:374–9.

【結果と考察】
生後 1 か月までは T2WI が組織および神経
線維束をよりよく描写することができたが、
T1WI も含め加齢とともに徐々に不明瞭になっ
た。対照的に、PADRE では 1 か月までは不明瞭
であったが、加齢とともに徐々に明瞭に描出
されるようになった。以上より、PADRE は、
T1WI および T2WI と組み合わせることで、乳
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30-10
A study on standardization of acquisition and analysis
of neuroimaging data in neuropsychiatric diseases
Noriko Sato, MD, PhD.
Dept of Radiology, National Center of Neurology and Psychiatry Hospital
Neuroimaging is an objective and reliable diagnosis method, and importance is attached to the field
of image analysis in neuropsychiatric diseases. However, the image quality and its analytic method
vary from institution to institution and from imaging equipment to imaging equipment. Therefore,
image acquisition technology and the image-analysis technique need to be standardized for a multicenter study. This study aims at performing this standardization in MRI and PET. If the objective
findings resulting from the standardized image-analysis method are incorporated in the diagnostic
criteria of neuropsychiatric diseases, it is expected that the evaluation of drug effects will become
possible in a short period and with a small number of subjects.
A large amount of healthy data is required to construct a brain age estimation model. But the
differences of MRI models or the magnetic field strength cause problems in utilize the MRI image
quality. We harmonized MR images by the ComBat method using empirical Bayesian inference, and
examine the improvement of MR imaging generalization. A brain age estimation model was
constructed using 3T MRI of 1196 healthy volunteers. The verification data set was 146 healthy
subjects from J-ADNI 1.5T MRI. We have shown that the harmonizing improved the accuracy of brain
age estimation by machine learning between 1.5T and 3T MR images. This is considered to indicate
the improvement of generalization of MRI in machine learning methods that require a large amount
of data.
We developed brain age estimation and structural network analysis for structural MRI. The brain
age of Alzheimer’s disease is about 15 years advanced at the chronological age of 60. We
also examined the effects of aging and gender on these network images of 160 men and 160 women
with normal cognitive function. With age, betweenness centrality, clustering coefficient, and degree
centrality decreased significantly in the thalamus, caudate nucleus, and anterior cingulate cortex. Path
length was similarly reduced in the thalamus and caudate nucleus. The small-world characteristics
also decreased with aging, but especially γ (the ratio of the clustering coefficients of the real network
and the random network) and the small-world characteristics decreased more steeply in women. In a
gender comparison of the four network indices, the clustering coefficient for women was higher in the
left hippocampus and in the left parahippocampus than in men. Males showed higher degree values in
a wide range including the thalamus and anterior cingulate cortex. The characteristic path length was
higher in women in the thalamus, caudate nucleus, and anterior cingulate cortex. The betweenness
centrality was higher in men over a wide area, including the anterior cingulate cortex and the
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hippocampus. In the study combined both MRI and PET, structural network analysis
revealed that tau accumulation weakened the network in the amyloid positive
Alzheimer’s disease spectrum group, whereas its accumulation enhanced the network in
the amyloid negative healthy elderly group.
Regarding arterial spin labeling (ASL), we studied multi-delay 3D ASL method and MR
spectroscopy to clarify the accuracy and reproducibility of these methods, and
demonstrated the sex difference of cerebral blood flow between females and males.
Furthermore, patients with autistic spectral disorder and AD/HD were examined using
multi-delay 3DASL, and the differences of regional perfusion by functional disorder were
clarified. It is considered that 3DASL and MRS are useful to evaluate both function and
morphology in the brain.
The phase difference enhanced image PADRE is an imaging method that has recently been used in
clinical MRI, but is a new technique for enhancing the tissue contrast in the brain by enhancing the
phase difference. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS), in which neurons in the primary motor cortex
degenerate, is a degenerative disease that causes progressive motor dysfunction. It was named Zebra
sign because it was recognized as having three or four layers. Since many patients with multiple system
atrophy (MSA) also have pyramidal tract symptoms, we compared the relationship between this Zebra
sign and clinical symptoms in both disease groups. The subjects were ALS, MSA and 26 controls,
respectively. The Zebra sign was evaluated by MR in the disease and control groups. The results
showed that 50% of the ASLs had a Zebra sign, and the Zebra sign positive group had a significantly
higher upper motor neuron burden score than the negative group. In MSA, Zebra sign was positive in
23%. The PADRE imaging is also able to delineate the nerve fiber bundles in infants, and the
delineation gradually became clearer with aging. The combination of PADRE, T1WI, and T2WI would
be useful for evaluation of nerve fiber bundles in infants.
In the prediction of the degree of motor impairment using rsfMRI in the subacute phase of stroke
(based on the calculation of functional connections between AAL / Freesurfer regions of interest),
rsfcMRI time series from networks separated by dual regression based on independent component
analysis (ICA) Information was extracted, and the characteristics of the time-varying patterns
contributing to the discrimination between the disease group and the healthy group were extracted by
machine learning, and it was examined whether the performance of discrimination could be improved.
However, in the studies to date, no improvement has been observed compared to the method using the
region of interest of AAL / Freesurfer. BOLD rsfcMRI was used to predict freezing feet in Parkinson's
disease. Freezing index was correlated with the connectivity of basal ganglia and cerebellar networks
separated by ICA-based dual regression method.
We devised a deep learning based method to automatically calculate SBR (Specific
Binding Ratio) from a SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) image
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with

123I-FP-CIT,

which is a diagnostic index for Parkinson’s disease. The system is

based on CNN (Convolutional Neural Network), and outputs a SBR from a

123I-FP-CIT

SPECT image directly. We performed a classification testing between PD and normal
groups based on the SBRs calculated by the CNN using the PPMI (Parkinson’s
Progression Markers Initiative) database provided form University of Southern
California to obtain a high AUC (Area Under Curve of ROC curve) of 0.94.
To date, we have developed a new analysis method, Multiblock Sparse Multivariable Analysis,
using the composite basis function method and the supervised learning method. Expand to have
multiple brain image data per person. By integrating multiple data sets that had been analyzed
individually until now, disease characterization and the like are performed simultaneously from
various angles. Brain image analysis evaluates brain pathology from the aspects of brain morphology
and function as a multimodal. In the actual US-ADNI data, the proposed method was applied to various
combinations of data, such as MRI, SNP, and successive measurement MRI, and showed the feasibility
and reasonable results. A detailed study revealed that the setting of tuning parameters was important
for practical use. This method is developed by considering two weights in the image and between the
images in the principal component analysis, and the interpretation of the result is relatively easy.
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危険ドラッグによる有害作用の新規評価法開発に関する研究
主任研究者：国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所
舩田正彦
総括研究報告
１．研究目的
危険ドラッグ乱用の蔓延により、救急搬送や交
通事故が発生し、社会不安が増大したことは記憶
に新しい。こうした危険ドラッグの有害作用につ
いては、事件や事故との関連性で有害作用が推定
されているが、その発現機序に関する詳細な検討
はなされていない。また、流通製品中の危険ドラ
ッグの検出技術については、簡易検出手法が存在
せず、新規技術開発が喫緊の課題となっている。
本研究では、
「危険ドラッグによる有害作用の発
現機序を検討するとともに、有害作用の予測に関
する効率的な評価技術の開発」を目的としている。
有害作用発現機序：危険ドラッグとしては、合
成カンナビノイド、カチノン系化合物、オピオイ
ド系薬物を中心として、動物の行動解析、生体シ
グナルおよび培養細胞を利用した精神依存形成、
細胞毒性等の有害作用の発現機序に関する検討を
実施する。
有害作用の評価法：コンピュータ解析を含めた
ハイスループット包括解析を行う。一方、危険ド
ラッグ慢性使用による精神病様症状については、
動物実験による幻覚作用の適切な評価系が存在し
ないため、解析が進んでいない。そこで、行動実
験と電気生理学的手法により、幻覚作用評価手法
を構築する。異常行動と脳波の関連性を検討し、
幻覚様行動特異的な脳活動の検出を試みる。新規
評価方法により、脳内機序を解析することで、薬
物慢性使用による精神病に対する治療薬開発のシ
ードが得られると考えられる。
本研究を通じて、危険ドラッグの作用発現の分
子基盤に基づいた乱用危険性等の有害性を評価す
るシステム確立を目指す。また、有害作用発現の
分子メカニズムに基づいた薬物関連精神疾患に対
する治療薬候補の探索を試みる。

２．研究組織
主任研究者
舩田正彦 (国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 薬物依存研究部）
分担研究者
栗原正明 （国際医療福祉大学 薬学部）
橋本謙二 （千葉大学 社会精神保健教育研究
センター病態解析研究部門）
三島健一（福岡大学 薬学部）
関口正幸（国立精神･神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第四部）
三輪秀樹（国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 精神薬理研究部）
３．研究成果
有害作用発現機序
舩田らは、ヒト骨格筋細胞モデルを使用して合
成カンナビノイドの筋毒性評価法について検討し
た。
骨格筋細胞モデルとして、
カンナビノイド CB1
と CB2 受容体を発現するヒト胎児横紋筋肉腫
(RD)細胞を用いて、合成カンナビノイド CP-55,940
の細胞毒性の誘導について検討した。その結果、
CP-55,940 は CB1 受容体を介して細胞毒性を誘導
し、この機序には L 型 Ca2+チャネルからのカルシ
ウム流入およびミトコンドリアの機能障害が重要
であることが示唆された。本研究結果から、合成
カンナビノイドは、骨格筋細胞において CB1 受容
体を介して細胞毒性を誘導する可能性が明らかと
なった。本評価方法は、合成カンナビノイドの筋
毒性評価法として妥当であると考えられる。合成
カンナビノイドを含む製品の乱用は、精神活動の
みならず、身体的な障害を誘発する恐れがある。
一方で、本研究成果は、カンナビノイド受容体ア
ンタゴニストやカルシウムチャネルブロッカーが
合成カンナビノイドの急性毒性作用から骨格筋細
胞の保護または治療に繋がる可能性を示唆してい
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る。本研究をさらに発展させていくことで、将来
的に合成カンナビノイド誘発性中毒症状を発症す
る患者に対してCB1受容体アンタゴニストやカル
シウムチャネルブロッカーが有効な治療薬になる
可能性がある。
三島らは、マウスに大麻成分Δ9-tetrahydrocannabinol (THC)を連続投与して、体温降下作用、
カタレプシー様不動状態の発現に耐性が生じるこ
とを見出した。CB1 受容体拮抗薬 SR141716 はこ
れらの効果を有意に抑制した。一方、CB2 受容体
拮抗薬の AM630 は影響を与えなかった。
したがっ
て、THC の体温降下作用、カタレプシー様不動状
態の耐性発現にCB1受容体が関与すると考えられ
る。また、THC を連続投与した後、THC の薬理作
用に耐性が形成されたマウスの脳をサンプルとし
て遺伝子発現量を解析した結果、多くの遺伝子発
現量が増減していることが明らかとなった。今後
は、本 THC 慢性投与モデルマウスを利用して、カ
ンナビノイド受容体を介した行動や遺伝子の変化
を解析する予定である。
三輪は、危険ドラッグの幻覚発現の責任神経回
路を同定するため、ドパミン神経に着目し遺伝子
改変マウスの作出を実施した。DAT-tdTomato マウ
スを作出し、逆行性神経トレーサーであるコレラ
毒素 B サブユニット（CTB）[CTB-488 および
CTB633]を前頭前野(Infralimbic cortex)および側坐
核にそれぞれインジェクションし、腹側被蓋野に
おけるそれぞれのドパミン神経の起始部の分布を
解析した。DAT-tdTomato マウスに対する逆行性神
経トレーサー解析では、前頭前野からの逆行性シ
グナルと側坐核からの逆行性シグナルは腹側被蓋
野において重複する個体は得られなかった。
DAT-Cre マウスの腹側被蓋野を化学遺伝学的手法
により神経活動を人工操作した実験では、
AAV-DIO-hM3D(Gq)-mCherry をインジェクション
したマウスはオープンフィールド試験に置いてコ
ントロールマウスと比較して過活動を示した。こ
れはドパミン細胞の活動上昇がオープンフィール
ド試験での過活動と関連するという知見と一致し
た。危険ドラッグの有害作用発現におけるドパミ
ン神経系の役割を解析するための重要なモデル動
物を得ることができた。
有害作用の評価法
橋本らは、マウス場所嗜好試験を用いて、モル
ヒネの精神依存形成に対する各種薬物の効果を検
討した。モルヒネの報酬効果に対するＲ-ケタミン
の効果を調べた結果、Ｒ-ケタミンはモルヒネの報
酬効果の形成を抑制することを見出した。一方、

Ｒ-ケタミン自体は、場所嗜好性試験において、報
酬効果を示さなかった。本結果より、Ｒ-ケタミン
はモルヒネ等のオピオイド系薬物の依存の治療薬
として有効である可能性が示唆された。同様に、
新規鎮痛薬の可溶性エポキシド加水分解酵素阻害
薬 TPPU についても検討を実施した。場所嗜好性
試験において、TPPU は精神依存性を示さないこ
とを明らかにした。また、モルヒネと TPPU を併
用したところ、モルヒネの報酬効果には影響を及
ぼさなかった。したがって、モルヒネの精神依存
形成に可溶性エポキシド加水分解酵素は関与して
いない可能性を見出した。本結果より、可溶性エ
ポキシド加水分解酵素阻害薬は、オピオイド系鎮
痛薬に替わる新規鎮痛薬として期待される。
関口らは、恐怖条件づけ試験により、合成カン
ナビノイド AB-FUBINACA の文脈性恐怖記憶獲
得への影響について検討した。その結果、
AB-FUBINACA 投与により、すくみ反応時間の減
少が確認され、AB-FUBINACA の処置により恐怖
記憶が減弱することが示唆された。この抑制効果
は、CB1 受容体拮抗薬 AM251 を AB-FUBINACA
投与前に処置すると遮断された。合成カンナビノ
イド AB-FUBINACA は CB1 受容体を介して条件
性恐怖記憶を抑制性に制御していることが明らか
になった。本研究結果は、カンナビノイド CB1 受
容体の活動増強により、恐怖記憶の獲得が減弱す
るという先行研究と良く一致するものであった。
今後、AB-FUBINACA の扁桃体シナプス伝達への
作用について電気生理学的に解析していく予定で
ある。
栗原らは、コンピュータ解析を利用して、合成
カンナビノイドの作用点であるCB1受容体とリガ
ンドのドッキングスタディによる活性予測の妥当
性を検討した。公開されている CB1 受容体の X 線
構造解析データを利用して、合成カンナビノイド
のCB1受容体に対するドッキング条件について検
討した。今回使用したリガンドに関しては、ドッ
キング解析の結果得られた計算活性値を、リガン
ドの重原子数で除した補正活性値を用いることで
実測の受容体親和性(Ki)値との相関性が向上する
ことが分かった。評価化合物の物性に着目して、
水素結合エネルギー、リガンドの結合部位の固定
などのドッキングの条件設定を変えることで、良
好な活性予測が可能になることを見出した。合成
カンナビノイドによる筋毒性の発現強度との相関
性も良好であり、合成カンナビノイドの化学構造
に基づいた有害性の予測が可能であると考えられ
る。
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F200 プレートリーダー(Tecan, Männedorf)を使用し
た。

５．分担研究報告
合成カンナビノイド有害性および有用性の評価
（1-1-01）
分担研究者 ○舩田正彦 1)
研究協力者 富山健一 1)
1) 国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 薬物依存研究部
【はじめに】
危険ドラッグの乱用が蔓延し、大きな社会問題
となっている。近年、危険ドラッグである合成カ
ンナビノイドの乱用によって、横紋筋融解症を発
症するケースが報告されている。しかし、合成カ
ンナビノイドが直接骨格筋細胞に対して細胞毒性
を示すか不明であった。本研究では、合成カンナ
ビノイドが骨格筋細胞に細胞毒性を誘導するか、
CB1 と CB2 の二つの受容体に作用するアゴニスト
CP-55,940 と骨格筋細胞モデルとしてヒト胎児横
紋筋肉腫(RD)細胞を用いて検討した。
【方 法】
合成カンナビノイドの細胞毒性
ヒト胎児横紋筋 (RD)細胞は ATCC より購入し
た。細胞は、10% FBS 含有 DMEM (ATCC)にて
37℃・CO2 条件下で培養した。培養培地を無血清
DMEM に置換し CP-55,940 (10-30µM)添加後の細
胞生存率を 1-3 時間の間で解析した。細胞生存率
の評価はCelltiter-Glo™ Assay (Promega)を用いて解
析した。
CB1 受容体アンタゴニストAM251 (30 µM)、
CB2 受容体アンタゴニスト AM630 (30 µM)、L 型
Ca2+ チャネルブロッカーVerapamil (5.0 µM)、
diltiazem (5.0 µM)、Ca2+キレーターEGTA (2.5 mM)
または BAPTA-AM (20 µM)は CP-55,940 処理の 30
分前にあらかじめ培地に添加した。筋障害マーカ
ーの一つであるクレアチンキナーゼ(CK)は、
Creatine Kinase Activity Assay Kit (Abcam)を使用し
て解析した。
アポトーシス解析
アポトーシスの評価は、形態的特徴としてフロ
ー サ イ ト メ ト リ ー (Beckman Coulter) に よ る
Annexin-V/PI (Beckman Coulter)およびミトコンド
リア膜電位測定蛍光試薬 JC1 (MarkerGeneTM
Technology)による解析を実施し、生化学的マーカ
ーである capase-9 および caspase-3 の活性測定は
Caspase-9, -3-Glo® Assay kit (Promega)と Infinite

【結 果】
CP-55,940 は、時間・濃度依存的に RD 細胞の細
胞生存率を減少させた。同時に、筋障害マーカー
である CK の遊離も認められた。一方で、CB1 受
容体アンタゴニスト AM251 の前処置によって
CP-55,940による細胞生存率の低下およびCK遊離
は抑制された。CB2 受容体アンタゴニスト AM630
の前処置では細胞生存率の低下を抑制することは
できなかった。CP-55,940 による細胞死は、
Annexin-V 陽性、caspase-9, -3 の活性化およびミト
コンドリアの膜電位低下を示したことから、アポ
トーシスの誘導であることが明らかとなった。一
方で、CP-55,940 は RD 細胞の細胞内 Ca2+濃度を有
意に増加させ、L 型 Ca2+チャネルブロッカーであ
るジルチアゼムやベラパミルまたは Ca2+キレータ
ーEGTA や BAPTA-AM によって細胞死は抑制さ
れた。以上の結果から、CP-55,940 による細胞死(ア
ポトーシス)の誘導には、細胞内 Ca2+の増加が需要
な役割を果たしていると考えられる。さらに細胞
内 Ca2+の増加はミトコンドリアの機能障害を誘発
し、caspase の活性化を伴うアポトーシスを誘導す
ると考えられた。
【考 察】
本研究では、CB1 と CB2 受容体を発現する RD
細胞を用いて、ヒト骨格筋細胞モデルにおける合
成カンナビノイドの細胞毒性の誘導を検討した。
その結果、
CP-55,940 は CB1 受容体を介して細胞
毒性を誘導し、この機序には L 型 Ca2+チャネルか
らのカルシウム流入およびミトコンドリアの機能
障害が重要であることが示唆された。本研究結果
から、合成カンナビノイドは、骨格筋細胞におい
て CB1 受容体を介して細胞毒性を誘導する可能性
が明らかとなった。合成カンナビノイドを含む製
品の乱用は、精神活動のみならず、身体的な障害
を誘発する恐れがある。一方で、本研究成果は、
カンナビノイド受容体アンタゴニストやカルシウ
ムチャネルブロッカーが合成カンナビノイドの急
性毒性作用から骨格筋細胞の保護または治療に繋
がる可能性を示唆している。本研究をさらに発展
させていくことで、将来的に合成カンナビノイド
誘発性中毒症状を発症する患者に対して CB1 受容
体アンタゴニストやカルシウムチャネルブロッカ
ーが有効な治療薬になる可能性がある。
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受容体とのドッキングスタディによる危険ドラッ
グのインシリコ活性予測（1-1-02）

分担研究者 栗原正明，
研究協力者 湯山円晴
国際医療福祉大学 薬学部

【はじめに】
危険ドラッグのインシリコ活性予測には定量的
構造活性相関（QSAR）が用いられてきた。
本研究では、カンナビノイド受容体を初めとす
る危険ドラッグのターゲット受容体とリガンドの
ドッキングスタディにより危険ドラッグ等の違法
薬物のインシリコ活性予測法の開発を行う。
近年、カンナビノイド受容体（CB1）の X 線構
造解析が行われた。また、これまでに我々が行っ
た研究により、5XRA1）がドッキングを用いた活性
予測に適していることが分かった。しかし、合成
カンナビノイドとCB1のドッキングにより得られ
る評価関数（S）と実際の生物活性の間に高い相関
は見られなかった。そこで今回、相関性を高める
ため、ドッキングの条件設定を検討する。

Minimization で水素結合エネルギー最小化を行っ
た。Site finder で構造からリガンドが結合しうる場
所を Dummy-site として登録した。ドッキングの結
果得られた S 値をリガンドの重原子数で除し、重
原子による S 値への影響を補正した。
【結 果】
S 値/重原子数を算出し、重原子による影響を補
正することにより、決定係数 R2＝0.5461 という結
果が得られた。この結果より、ドッキング結果（横
軸）と実測 Ki 値（縦軸）の間にある程度高い相関
性が見られた。
（図 1）

図1

【方 法】
カンナビノイド受容体の構造
これまでの研究でドッキングを用いた活性予測
に適していることが明らかになった 5XRA1）
（CB1
受容体）のタンパク質構造をプロテインデータバ
ンク（以下：PDB）からダウンロードし、使用し
た。

【考 察】
今回使用したリガンドに関しては、S 値をリガ
ンドの重原子数で除した補正 S 値を用いることで
実測 Ki 値との相関が見られやすくなることが分
かった。しかし、今回の対象化合物数は多くない
ため、今後はさらにドッキング対象化合物を増や
し、活性予測を行うことが必要である。

リガンドの選択
使用する合成カンナビノイドのデータは構造に
類似性がある J. W. Huffman のチームが合成した
JWH から始まる合成カンナビノイドで、Ki 値が高
い化合物 11 種 2)をドッキング対象とした。

【文 献】
1. Nature, 2017, 547, 468-471
2. Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2012, 20,
2067-2081

ドッキングスタディ
ドッキングスタディは統合計算化学ソフト
MOE を使って行った。立体構造データの前処理と
して Structure Preparation で構造安定化、Energy
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オピオイド系薬物による精神障害の治療法の開発
（1-1-03）

を経口投与して同様に調べた。
【結 果】
場所嗜好性試験において、モルヒネは場所嗜好
性を有意に増加させ、報酬効果を示すことを確認
した。一方、TPPU は全ての投与量において、場
所嗜好性を変化させず、報酬効果を示さなかった。
さらに、TPPU の前投与は、モルヒネの報酬効果
を抑制しなかった。

1)

分担研究者 橋本 謙二 ，
研究協力者 万 夏雲 1)，藤田 有子 1)
1) 千葉大学社会精神保健教育研究センター
病態解析研究部門
【はじめに】
米国では鎮痛薬として使用されているオピオイ
ド系薬剤の大量服薬で多くの方が死亡しており、
大きな社会問題になっている。しかしながら、オ
ピオイド系薬剤の依存に対する有効な治療薬は現
在のところ無い。これまで、新規抗うつ薬(R)-ケ
タミンがモルヒネ誘発の報酬効果を抑制すること
を見出し、オピオイド系薬物依存の治療薬になる
可能性を報告した（Witkin et al, 2020）
。
一方、アラキドン酸などの多価不飽和脂肪酸は、
脳を含む様々な部位において重要な役割を果たし
ている。これまで我々は、多価不飽和脂肪酸の代
謝過程に存在する可溶性エポキシド加水分解酵素
がうつ病、自閉症スペクトラム障害、統合失調症、
パーキンソン病などの病因に関わっていることを
報告した（Ma et al, 2019; Pu et al, 2020）
。また、
可溶性エポキシド加水分解酵素阻害薬は、オピオ
イド系の鎮痛薬に替わる可能性が指摘され、臨床
治験が実施されている。
本研究の目的は、非オピオイド系鎮痛薬として
期待されている可溶性エポキシド加水分解酵素阻
害薬 TPPU が、報酬効果を示すか、場所嗜好性試
験を用いて調べることである。
【方 法】
場所嗜好性試験
実験には C57/B6 マウス（雄性、 8 週齢、日本
SLC 社）を使用した。3 日間の馴化期間の後、モ
ルヒネ（10 mg/kg）あるいは生理食塩水（10 ml/kg）
を 1 日ごとに腹腔内投与し、60 分間箱に入れた（6
日間）
。翌日に場所嗜好性試験を行い、場所嗜好性
スコアを計算した。
同様に、3 日間の馴化期間の後、TPPU（3, 10, 30
mg/kg）あるいは溶媒（PEG400, 10 ml/kg）を 1 日
ごとに経口投与し、60 分間箱に入れた（6 日間）
。
翌日に場所嗜好性試験を行い、場所嗜好性スコア
を計算した。
次に、モルヒネ投与による場所嗜好性に可溶性
エポキシド加水分解酵素が関与しているかを調べ
るために、
モルヒネ投与30分前にTPPU (30 mg/kg)

【考 察】
本研究では、非オピオイド系鎮痛薬として期待
されている可溶性エポキシド加水分解酵素阻害薬
TPPU は報酬効果を示さない事、またモルヒネの
報酬効果には可溶性エポキシド加水分解酵素は関
与していない事を報告した（Wan et al, in press）
。
以上の結果より、可溶性エポキシド加水分解酵
素阻害薬は、オピオイド系鎮痛薬に替わる新規鎮
痛薬として期待される。
【文 献】
Ma, M., Ren, Q., Yang, J., Zhang, K., Xiong, Z.,
Ishima, T., Pu, Y., Hwang, S.H., Toyoshima, M.,
Iwayama, Y., Hirano, Y., Yoshikawa, T., Hammock,
B.D., Hashimoto, K. (2019). Key role of soluble
epoxide hydrolase in the neurodevelopmental
disorders of offspring after maternal immune
activation. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 116,
7083-7088.
Pu, Y., Yang, J., Chang, L., Qu, Y., Wang, S., Zhang,
K., Xiong, Z., Zhang, J., Tan, Y., Wang, X., Fujita,
Y., Ishima, T., Wan, D., Hwang, S.H., Hammock,
B.D., Hashimoto, K. (2020). Maternal glyphosate
exposure causes autism-like behaviors in offspring
through increased expression of soluble epoxide
hydrolase. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 117,
11752-11759.
Wan, X., Fujita, Y., Chang, L., Wei, Y., Ma, Li., Wuyun,
G., Pu, Y., Hammock, B.D., Hashimoto, K. (in press).
Lack of rewarding effects of a soluble epoxide
hydrolase inhibitor TPPU in mice: comparison with
morphine. Neuropsychopharmacol. Rep. 2020 Sep. 7.
doi: 10.1002/npr2.12136.
Witkin, J.M., Kranzler, J., Kaniecki, K., Popik, P., Smith,
J.L., Hashimoto, K., Sporn, J. (2020). R-(-)-ketamine
modulates behavioral effects of morphine predicting
efficacy as a novel therapy for opioid use disorder.
Pharmacol. Biochem. Behav. 194, 172927.
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大麻受容体を介した薬理作用の解析（1-1-04）
分担研究者 三島健一 1)，
研究協力者 入江圭一 1), 山下郁太 1),
江口幸臣 1)
1) 福岡大学 薬学部 生体機能制御学教室
【はじめに】
大麻主要成分
（Δ9-tetrahydrocannabinol, THC）
は、
生体内の大麻受容体（カンナビノイド受容体、CB
受容体）を介し、様々な薬理作用を示す。また、
CB 受容体には 2-Arachidonoylglycerol（2-AG）など
の生体内リガンドが存在する。大麻は、同一人が
同一量を服用しても作用が大きく異なることが知
られている。その作用が一定でない原因は、服用
者の期待感、性格、生活歴、摂取時の環境や気分、
用量、代謝酵素の量などが関与していると考えら
れているが、科学的根拠は少ない。分担研究者ら
は大麻関連化合物が示す薬理作用に焦点をあてて
研究してきた。マウスが脂質を多く含む食（高脂
肪食）を摂食し続けた時に、脳内の 2-AG が増加
することを明らかにした。加えて、個別に飼育し
た後、THC を投与すると THC は CB 受容体を介
した攻撃行動を誘発した。また、THC を連続投与
した際に THC の薬理作用には耐性が形成される
（Martin B. R., 2005）
。そのため、CB 受容体を介し
て発現する薬理作用は、生体がおかれた状況（摂
食や飼育環境、THC の使用経験など）によって影
響を受けやすいことが予想された。
本課題は、分担研究者らが現在まで CB 受容体
と生体内リガンドについて明らかにしている知見
に基づき、摂食や飼育環境の変化、THC の連続投
与が大麻関連化合物の薬理作用に与える影響を検
証した後、その制御機構を明らかにする予定であ
る。本年度は、THC の連続投与が CB 受容体を介
した薬理作用に与える影響を検討した。
【方 法】
実験動物
実験動物には 30～45 g の ICR 系雄性マウス
（九動; 佐賀）を用いた。 マウスは、プラスチッ
クケージの中に、室温 23±2 ℃、湿度 60±2 %, お
よび 12 時間の明暗サイクル （7:00AM 点灯）の
動物室で飼育した。なお、餌には、 CE-2（日本ク
レア 株式会社 東京）を用い、水と共に自由に摂
取させた。実験動物の取り扱いについては、福岡
大学動物実験委員会（Experimental animal care and
use committee）に準じた。

マウスの直腸温の測定
マウスの体温は、動物体温記録計（マウス用体
温記録計：KN-91-AD1687-M、マウス用プローブ：
AX-KO4746-100、A&D, Inc.）を用いて測定した。
室温条件下で、マウス専用のプローブを肛門から
約 1 cm 挿入し、直腸温度を 30 秒間記録した。THC
を投与してから 2 時間目まで、マウスの直腸温度
を経時的に測定した。また、マウスに CB1 受容体
拮抗薬 SR141716、CB2 受容体拮抗薬 AM630 を腹
腔内投与した1時間後、
THCを投与して 1時間後、
2 時間後に直腸体温を測定した。
遺伝子発現量解析
THC を連続投与した後、THC による体温降下作
用に耐性が形成されたマウスの脳を摘出した。摘
出した脳から、TRIzol 試薬を用いて、total RNA を
抽出した後、マイクロアレイキット(SurePrint G3
Mouse GE)を用いて解析した。
【結 果】
THC は、投与 1 時間後をピークにマウスの直腸
温度を約 2℃ほど有意に低下させ、2 時間後には正
常体温にまで回復した。その THC による直腸温度
降下作用は、用量依存的であった。また、CB1 受
容体拮抗薬 SR141716 は THC による直腸温度降下
作用を有意に抑制した。一方で、CB2 受容体拮抗
薬の AM630 は THC の直腸温度降下作用に影響を
与えなかった。また、THC を連続投与した後、THC
による体温降下作用に耐性が形成されたマウスの
脳の遺伝子発現量を解析した結果、多くの遺伝子
発現量が増減していることが明らかとなった。
【考 察】
昨年度、THC を連続投与することで、THC 投与
開始 3 日目以降、体温降下作用に耐性が形成され
ることを明らかにした。本年度は、薬理学的手法
を用いて、THC の体温降下作用は CB1 受容体を介
して起こることを確認した。また、THC を連続投
与したマウスの脳内環境が変化していることを明
らかにした。本課題の成果によって、大麻を使用
した経験、摂食、環境によって CB 受容体を介し
た薬理作用が変化する事実は、大麻が示す作用の
不安定さを表すエビデンスとなりうるため、有害
作用の評価基準の策定に向けて有用な情報である
と考えられる。
【文 献】
Martin B. R.(2005). Role of lipids and lipid signaling in
the development of cannabinoid tolerance, Life
Sciences 77,1543-1558.
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合成カンナビノイドのシナプス伝達と行動に対す
る作用（1-1-05）
分担研究者 関口正幸 1)
研究協力者 竹内絵理 1)，
高橋秀依 2),牧野宏章 2),
2)
3)
荒木拡嗣 ,山田大輔 , 斎藤顕宜 3)
1) 国立精神・神経医療研究センター
神経研究所疾病研究第 4 部
2) 東京理科大学薬学部薬学科薬化学教室
3) 東京理科大学薬学部薬学科薬理学教室
【はじめに】
本邦においては、2012-2014 年の間に 200 件を超
える危険ドラッグ摂取によると思われる自動車事
故が発生し社会問題となった。合成カンナビノイ
ド AB-FUBINACA は 大 麻 成 分 の Δ 9-tetrahydrocannabinol (THC) よりも高いカンナビノイド
CB1 受容体親和性を示し、動物実験の結果から少
量で様々な身体症状を引き起こすことが報告され
ている (Gatch, Forster, 2015; Canazza et al., 2017)。し
かしながら、AB-FUBINACA の情動行動、特に情
動性記憶・学習行動に対する作用については不明
であった。これまでに、学術的研究のための試薬
として市販されているカンナビノイドCB1受容体
作動薬 WIN55, 212-2 (WIN) は、げっ歯類への腹腔
内投与により、情動性記憶の一種である「文脈性
恐怖記憶」の獲得を減弱することが知られていた
(Pamplona, Takahashi, 2006)。
本研究は、これら先行研究を基盤として、危険
ドラッグの成分である合成カンナビノイド
AB-FUBINACA が文脈性恐怖記憶の獲得に影響を
及ぼすかどうか評価することを目的として行われ
た。
【方 法】
実験には C57BL/6J マウス（雄性, 8 週齢, 日本ク
レア）を使用した。合成カンナビノイドとして
AB-FUBINACA を、カンナビノイド CB1 受容体拮
抗薬として AM251 を使用した。
投与量は先行研究
を参考に、AB-FUBINACA（0.2, 0.5, 1.0, 5 mg/kg）
、
AM251（5 mg/kg）とした (Canazza et al., 2017)。文
脈性恐怖条件づけ試験を用いて AB-FUBINACA
の恐怖記憶獲得への影響について調べた。すなわ
ち、マウスに AB-FUBINACA を腹腔内投与した
15 分後に未知実験箱（条件刺激）と電気ショック
（無条件刺激）による恐怖条件づけを行い、その
24 時間後に条件刺激のみによって引き起こされる
すくみ反応を解析した。また同様の実験において、
AM251 を AB-FUBINACA を投与する 20 分前に腹

腔内投与しCB1受容体の関与について検討を加え
た。対照としては、それぞれの薬物に関して溶媒
投与群を用いた。
【結 果】
合成カンナビノイド AB-FUBINACA を腹腔内
投与し条件づけ試験を行ったところ、濃度依存的
にマウスのすくみ反応時間が減少した。さらに、
AM251 を AB-FUBINACA 投与前に腹腔内投与す
ると、すくみ反応時間の減少がキャンセルされる
ことが示された。
【考 察】
本研究では、合成カンナビノイド
AB-FUBINACA の文脈性恐怖記憶獲得への作用に
ついて調べた。その結果、AB-FUBINACA を腹腔
内投与することで恐怖記憶が減弱することが示唆
された。今回の結果は、カンナビノイド CB1 受容
体の活動増強により、恐怖記憶の獲得が減弱する
という先行研究と良く一致するものであった
(Pamplona, Takahashi 2006; Yamada, 2014)。今後、
AB-FUBINACA の扁桃体シナプス伝達への作用に
ついて電気生理学的に解析していく予定である。
【文 献】
Canazza I, Ossato A, Vincenzi F, Gregori A, Di Rosa F,
Nigro F, Rimessi A, Pinton P, Varani K, Borea PA, Marti
M (2017) Pharmaco-toxicological effects of the novel
third-generation fluorinate synthetic cannabinoids,
5F-ADBINACA, AB-FUBINACA, and STS-135 in mice.
In vitro and in vivo studies. Hum Psychopharmacol, 32,
e2601.
Gatch MB, Forster MJ (2015) Δ9-Tetrahydrocannabinol
-like effects of novel synthetic cannabinoids found on the
gray market. Behav Pharmacol, 26, 460-468.
Pamplona FA, Takahashi RN (2006) WIN 55212-2
impairs contextual fear conditioning through the activation
of CB1 cannabinoid receptors. Neurosci Lett, 397, 88-92.
Yamada D, Takeo J, Koppensteiner P, Wada K, Sekiguchi
M (2014) Modulation of fear memory by dietary
polyunsaturated fatty acids via cannabinoid receptors.
Neuropsychopharmacology, 39, 1852-1860.
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合成カナビノイドおよび PCP 系薬物の中枢神経系
への影響に関する脳波による評価（1-1-06）
分担研究者 三輪秀樹 1)
1) 国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 精神薬理研究部
【はじめに】
フェンサイクリジン
（PCP）
やケタミンなど NMDA
受容体拮抗薬は幻覚作用を持つことが知られてい
るが、その作用機序は不明な点が多い。Khlestova
らの研究によると、
ケタミンへの NMDA 受容体感
受性は NMDA 受容体のサブユニットの中で
GluN2C/2D サブユニットが他のサブユニットより
高いことが報告されており、本研究では、
GluN2C/2D サブユニットを含む NMDA 受容体の
発現脳部位に着目し、脳機能解析を進めることは
幻覚など精神病症状の理解を深めることを目指し
ている。
幻覚作用の神経基盤として、ドパミン神経系が
古くから想定されており、腹側被蓋野や中脳黒質
が中枢神経系におけるドパミン神経の起始部とし
て知られている。統合失調症の陽性症状は中脳（腹
側被蓋野）-辺縁経路の過活動であり、陰性症状は
中脳（腹側被蓋野）-皮質路の機能低下であるとい
う仮説が提唱されているが、これらの神経回路の
機能特性の差異は不明な点が多い。本研究では、
それぞれのドパミン神経経路の機能特徴と幻覚な
どの精神症状との関連を明らかにすることを目標
とする。
【方 法】
NMDA受容体解析
脳スライス標本を用いて、パッチクランプ法によ
り各脳部位の NMDA 受容体特性を解析すること
で NR2C サブユニットを含む特性かを推測した。
ドパミン神経回路解析
ドパミントランスポータ-特異的 Cre 発現マウス
（DAT-Cre）にレポーターマウス Ai9(Cre による組
換えで蛍光タンパク質 tdTomato を発現するマウ
ス)を交配させて得られた DAT-tdTomato マウスに
対して、逆行性神経トレーサーであるコレラ毒素
B サブユニット（CTB）[CTB-488 および CTB633]
を前頭前野および側坐核にそれぞれインジェクシ
ョンし、腹側被蓋野におけるそれぞれのドパミン
神経の起始部の分布を解析した。また、化学遺伝
学的手法により DAT-Cre マウスの腹側被蓋野にア

デノ随伴ウイルスAAV-DIO-hM3D(Gq)-mCherryあ
るいは AAV-DIO-hM4D(Gi)-mCherry をインジェク
ションし、腹側被蓋野の神経活動を活性あるいは
抑制することによる、行動変化をオープンフィー
ル試験、プレパルス抑制試験など統合失調症との
関連性を念頭に解析した。
【結 果】
NMDA受容体解析
海馬 CA1 錐体細胞およびパルブアルブミン陽性
GABA 作動性ニューロン、扁桃体主要細胞、視床
ニューロンからパッチクランプ法により電流-電
圧曲線を作成した。その結果、電位依存性による
反応の違いが観察された。
ドパミン神経回路解析
DAT-tdTomato マウスに対する逆行性神経トレーサ
ー解析では、前頭前野からの逆行性シグナルと側
坐核からの逆行性シグナルは腹側被蓋野において
重複する個体は得られなかった。DAT-Cre マウス
の腹側被蓋野を化学遺伝学的手法により神経活動
を 人 工 操 作 し た 実 験 で は 、 AAV-DIOhM3D(Gq)-mCherry をインジェクションをしたマ
ウスはオープンフィールド試験に置いてコントロ
ールマウスと比較して過活動を示した。これはド
パミン細胞の活動上昇がオープンフィールド試験
での過活動と関連するという知見と一致した。
【考 察】
本研究では、PCP 系薬物の薬理効果として NMDA
受容体特性に関する解析および幻覚作用の細胞基
盤としてドパミン神経回路に着目して実施した。
PCP やケタミンなど NMDA 受容体拮抗薬に関す
る細胞レベルでの解析は、培養細胞での解析は行
われているが、実際の脳スライス標本や動物個体
での解析は不明の点が多い。ケタミンや MK801
の細胞レベルでの作用機序に関して、パルブアル
ブミン陽性細胞の NMDA 受容体に特に作用する
という報告もあるが、実際には再現性に問題があ
るのではないかという個人的な疑問もあり、それ
らを解決する上でも本研究を今後発展させていく。
【文 献】
Khlestova E. et al., (2016) J Neurosci. 36(44),
11151-11157.
Kotermanski SE, Johnson JW. (2009) J Neurosci. 29(9),
2774-2779.
Bjorklund A, Dunnett SB. (2007) Trends Neurosci.
30(5), 194-202.

- 263-

1-1
Title: Research on the development of new methods to evaluate adverse effects of new psychoactive substances
Masahiko Funada, Ph.D.
Department of Drug Dependence Research, National Institute of Mental Health
National Center of Neurology and Psychiatry
The purpose of this study was to investigate the mechanism of adverse effects caused by new psychoactive
substances (NPSs) and develop an efficient technique to predict adverse effects.
Mechanism of adverse effects: Funada et al. established a human skeletal muscle cell model for evaluating the
myotoxicity of synthetic cannabinoids and found that toxicity is mediated by the cannabinoid CB1 receptor. Mishima
et al. found that continuous administration of the cannabis component THC to mice induced resistance to body
temperature–lowering effects and the development of catalepsy-like immobility. Miwa et al. focused on the
dopaminergic nerve and created genetically modified mice, which they used to identify the neural circuit responsible
for hallucinations associated with NPSs. DAT-Cre-tdTomato mice exhibited increased momentum in movements and
the ventral tegmental nucleus could be activated using chemo-genetic techniques. We thus developed an important
animal model for analyzing the role of the dopamine nervous system in the development of adverse effects of NPSs.
Method to evaluate adverse effects: Using a mouse location preference test, Hashimoto et al. revealed that the novel
analgesic soluble epoxide hydrolysate inhibitor TPPU does not induce psychological dependence. In addition,
Sekiguchi et al. reported that the synthetic cannabinoid AB-FUBINACA suppresses conditioned fear memories via the
CB1 receptor in a fear conditioning test. Kurihara et al. used computer analyses to examine the validity of docking
study predictions of the activity of CB1 receptors and ligands, which function as the sites of action of synthetic
cannabinoids. These analyses revealed that good activity prediction can be achieved by fixing the binding site of the
ligand using the hydrogen bond energy as an index. The correlation with the severity of myotoxicity caused by
synthetic cannabinoids was also good, suggesting that it is possible to predict harmful effects of cannabis and NPSs
based on the chemical structures of synthetic cannabinoids.
How to proceed with our study in the future:
Mechanism of adverse effects: To establish a model for chronic NPS and cannabis component exposure, changes in
brain functional proteins and expression of mRNAs related to the mechanism of dependence will be examined. In
particular, the cannabis model will analyze changes in cannabinoid receptors. To examine the effects of synthetic
cannabinoids on emotional behavior, synaptic transmission will be optogenetically isolated, and the responsible brain
neural circuit will be identified electrophysiologically. DAT-Cre-tdTomato mice will be subjected to repeat behavioral
experiments with hallucinogenic drugs such as PCP and ketamine, and development of an in vitro measurement
system will follow.
Method to evaluate adverse effects: A greater number of drugs will be evaluated using muscle cell models and
CB1 receptor–expressing cells to improve the accuracy of harmful effect predictions based on the chemical structures
of synthetic cannabinoids. The analytical conditions of in silico activity predictions based on docking study data will
be re-examined to improve the accuracy of predicted values. We aim to build a high-throughput comprehensive
method for hazard prediction using cell-based experiments and computer analyses.
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課題番号: 1-2

研究課題名: 薬物使用障害に対する多様な治療法の開発
主任研究者: 松本俊彦（NCNP 精神保健研究所薬物依存研究部部長）
分担研究者: 嶋根卓也, 近藤あゆみ, 船田大輔, 村上真紀, 宇佐美貴士, 今村扶美, 森田三佳子
1. 研究目的



本研究班の目的は、すでに我々が開発した薬物

とその効果に関する研究」（分担: 今村扶美,

依存症集団療法（SMARPP）ではカバーできない
様々な問題――すなわち、併存精神障害や感染症、

「薬物使用障害に対する個人心理療法の開発
病院臨床心理部）



薬物使用障害に対する作業療法プログラムの

性差などの個別的要因、および、治療セッティン

開発と効果に関する研究」
（分担: 森田三佳子,

グを含めた多様なニーズ――を抱える薬物使用障

病院精神リハビリテーション部）

害患者に対する治療法を開発することである。
3. 研究結果と考察
2. 研究方法

研究班 2 年目にあたる今年度、本研究班の活動

本研究班では、以下の 7 つの分担研究開発課題
を設定し、個別的配慮を要する集団の臨床的特徴

を通じて、薬物使用障害患者には様々な個別性を
持つ臨床類型が存在することが確認された。

と治療上の配慮点を明らかにするとともに、

当院薬物依存症専門外来における治療関係を 1

SMARPP の代替となる治療プログラムの開発を

年間継続する者の多くで薬物使用障害の重症度が

進めている。

改善することが示された一方で、従来の治療法で
は十分な効果が得られず、個別性への配慮を要す





「HIV 感染症を伴う薬物使用障害の臨床的特

る集団が同定された。その 1 つが、精神障害併存

徴と治療・回復支援に関する研究」
（分担: 嶋

症例である。本研究班では、統合失調症スペクト

根卓也, 精神保健研究所薬物依存研究部）

ラム障害および他の精神病性障害群、双極性障害

「薬物使用障害の治療転帰に関する個別的要

および関連障害群、解離症群／解離性障害群を併

因の影響に関する研究」（分担:

存する者では、既存の治療法では十分な治療効果

近藤あゆみ

精神保健研究所薬物依存研究部）






が得られない可能性が示唆された（近藤分担班）。

「薬物使用障害に対する精神科救急病棟での

また、薬物使用障害患者のなかには、評価尺度

短期治療プログラムの開発に関する研究」
（分

上および臨床診断上で発達障害の併存が疑われる

担: 船田大輔, 病院第 2 精神診療部）

者が一般人口に比べて顕著に高率であった。しか

「発達障害を伴う薬物使用障害の臨床的特徴

しその一方で、小児期逆境体験を持つ者も多く、

と治療法に関する研究」
（分担: 村上真紀, 病

発達障害の状態増を複雑に修飾している可能性が

院第 1 精神診療部）

示唆された。その意味で、発達障害を併存する薬

「ベンゾジアゼピン受容体作動薬使用障害の

物使用障害患者もまた個別的な対応を要する 1 群

臨床的特徴と治療法に関する研究」
（分担: 宇

であると考えられた（村上分担班）
。
さらに、ベンゾジアゼピン受容体作動薬の使用

佐見貴士, 病院第 1 精神診療部）

障害症例は、従来の違法薬物の使用障害患者とは
異なる臨床的特徴を持ち、治療目標についても、
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断薬」ではなく「減薬」を治療のゴールとすること

Japanese drug users: A pilot randomized

が多く、重篤な身体依存に対処するために、減薬

controlled trial．Journal of Substance Abuse

にあたって入院治療を要する場合も多い。その意

Treatmen 111: 37-46，2020.

味で、この一群も個別的対応を要する集団といえ

2） Toshihiko Matsumoto, Toshitaka Kawabata,

る。今年度は、当院で治療を実施した 67 例の診療

Kyoji Okita, Yuko Tanibuchi, Daisuke

録を詳細に検討し、臨床類型の検討を実施した。

Funada, Maki Murakami, Takashi Usami, Rie
Yokoyama, Nobuya Naruse, Yuzo Aikawa,

最後に、個別的対応を要する一群が、ジェンダ
ーへの配慮を要する集団である。覚せい剤使用は

Aizo Furukawa, Chie Komatsuzaki, Nozomu

しばしば HIV 感染リスクを伴う危険な性的活動と

Hashimoto, Osamu Fujita, Aiko Umemoto,

関連するが、その関連の詳細には性差があること

Ariyuki Kagaya, Takuya Shimane: Risk factors

が明らかにされた。このような 1 群の薬物使用障

for the onset of dependence and chronic

害罹患者の支援にあたっては、ハームリダクショ

psychosis due to cannabis use: Survey of

ンの理念にもとづく薬物政策を導入する必要があ

patients with cannabis-related psychiatric

ると考えられた（嶋根分担班）
。

disorders. Neuropsychopharmacol Rep. 2020;
00: 1-10.

一方、本研究班では、既存の薬物依存症集団療
法に代わる治療法として、精神科急性期病棟にお

https://doi.org/10.1002/npr2.12133

ける短期入院治療プログラム（FARPP）
（船田分担

3） Inoura S, Shimane T, Kitagaki K, Wada K,

班）、集団作業療法プログラム（リアル生活プログ

Matsumoto T: Parental drinking according to

ラム）の開発も行っており、現在、順調に患者リク

parental composition and adolescent binge

ルートと介入が継続している。個人心理療法プロ

drinking: findings from a nationwide high

グラムについては、院内の多部署・多職種が協働

school survey in Japan. BMC Public Health.

して評価・参加登録をするシステムを整備すると

2020;20(1):1878.

ともに、既存の集団プログラムを援用するかたち

http://doi.org/10.1186/s12889-020-09969-

で少数例を試行する段階にとどまった。

8．
4） Ayumi Kondo, Takuya Shimane, Masaru
Takahashi, Yoshiko Takeshita, Michiko

4. 結論

Kobayashi, Yuriko Takagishi, Soichiro Omiya,

本研究班では、既存の集団療法では十分にカバ
ーではない集団を同定し、その臨床的特徴を明ら

Youichi Takano, Mayuko Yamaki, Toshihiko

かにしつつある。また、これに併行して、既存治療

Matsumoto: Gender Differences in Triggers

の代替オプションとなりうる、いくつかの新しい

of Stimulant Use Based on the National

治療法の開発・効果検証、あるいは実施体制の整

Survey of Prisoners in Japan. Subst Use

備を進めている。

Misuse. 2020 Oct 24;1-7. doi:
10.1080/10826084.2020.1833930

5. 研究発表

5） Masahiro Takeshima, Tempei Otsubo,
Daisuke Funada , Maki Murakami, Takashi

1） Ayumi Takano, Yuki Miyamoto, Tomohiro
Shinozaki, Toshihiko Matsumoto, Norito
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Kawakami: Effect of a web-based relapse

Toshihiko Matsumoto, Takuya Shimane,

prevention program on abstinence among

Yumi Aoki, Takeshi Otowa, Masayuki Tani,
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12） 村上真紀，松本俊彦：Self-harm in
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over8s：long-team management (NICE
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Kazuo Mishima, Yoshikazu Takaesu: Does

増大号：775-778．2020．
13） 松本俊彦，今村扶美：薬物依存症－認知行

cognitive behavioral therapy for anxiety
disorders assist the discontinuation of

動療法の手法を活用した依存症集団療法

benzodiazepines among patients with anxiety

「SMARPP」
．精神療法 増刊第 7 号：136-

disorders? A systematic review and meta-

147，2020.
14） 宇佐美貴士，松本俊彦：2. 物質関連障害お

analysis. Psychiatry Clin Neurosci. 2021 Jan
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6） Risa Yamada, Takuya Shimane, Ayumi

15） 松本俊彦：行動嗜癖と物質依存症．日本医
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師会雑誌 149(6)：10471-1044，2020.

Matsumoto: The relationship between

16） 松本俊彦：依存症から物質使用障害・嗜癖

severity of drug problems and perceived
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interdependence of drug use and sexual
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intercourse among adult males in drug
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Takeshita, Ayumi Kondo, Soichiro Omiya,

ハームリダクションに依拠した薬物使用者の

Youichi Takano, Mayuko Yamaki, Toshihiko

支援．公衆衛生 84(12) ：801-806，2020.

Matsumoto; A Nationwide, Cross-sectional

19） 沖田恭治，松本俊彦：アディクションに関

Survey in Japan. J Psychoactive Drugs. 2021

わる不安とその対応．精神科治療学
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35(12) ：1349-1354，2020.

8） 今井航平，浅見隆康，松本俊彦：依存症家族
支援プログラム GIFT の有効性に関する検

6. 知的所有権の取得状況

討．日本アルコール・薬物医学会雑誌

なし

54(6)：247-259，2020．
9） 宇佐美貴士，松本俊彦：10 代における乱用

7. 自己評価

薬物の変遷と薬物関連精神障害患者の臨床的
特徴．精神医学 62(8)：1139-1148，2020.
10） 松本俊彦：薬物依存症と孤立．精神科治療
学 35(4)：385-390，2020.
11） 松本俊彦：ハームリダクションについて．

本研究班は、病院多職種も含めた「All NCNP」
の分担構成とした分、研究に不慣れな者もおり、
研究活動の進捗は遅れ気味ではあるが、本研究班
に参画することで、病院の臨床活動は活性化し、
提供する医療サービスの質は確実に上昇している。

精神科治療学 35(5)：541-545，2020.
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HIV 感染症を伴う薬物使用障害の臨床的特

医療研究センター倫理委員会の承認を得た

徴と治療・回復支援に関する研究

(A2017-107)。

嶋根卓也（国立精神・神経医療研究センター

3. 研究結果

精神保健研究所薬物依存研究部）

危険な性行動の経験率は、コンドームを
使 わ な い セ ッ ク ス （ 男 性 78.4% 、 女 性

1. 研究目的

81.7% ）、 複 数 の 性 的 パ ー ト ナ ー （ 男 性

HIV 感染などの性感染症は、覚醒剤など

61.3%、女性 41.3%）
、STD 診断歴（男性

の薬物使用に関連する予防可能な健康問題

14.1%、女性 23.6%）、売春歴（男性 15.6%、

の一つである。しかし、日本国内の覚醒剤使

女性 17.7%）であった。

用者における薬物使用と危険な性行動との

ロジスティック回帰分析の結果、性交時

関係は十分に研究されていない。そこで、覚

の覚醒剤使用は、男性受刑者(AOR= 5.86;

醒剤使用と危険な性行動との間には性差が

95%CI= 3.41-10.07)、女性受刑者(AOR=

あるという仮説を立て、全国の刑務所に新

2.58; 95%CI= 1.33-5.00)の両方において、

たに入所した覚醒剤事犯者を対象に覚醒剤

危険な性行動のリスクを有意に上昇させて

使用と危険な性行動との関連を調べること

いた。また、女性受刑者においては、注射器

を目的とした。

の 共 有 経 験 (AOR=1.60; 95%CI= 1.062.42)も危険な性行動のリスクを有意に上

2. 研究方法

昇させていた。

対象は、覚醒剤取締法違反で新たに刑務
所に入所した薬物事犯者である。調査期間

４．考察

は 2017 年 7 月～11 月であり、全国 78 施

覚醒剤使用と危険な性行動との関連性に

設の刑務所（医療刑務所を除く）に新たに

は性差があることが示された。本研究の知

入所した計 699 名の受刑者（男性 462

見は、性差に着目しつつ、覚醒剤使用者に対

名、女性 237 名）が対象であった。

する危険な性行動を軽減させるようなハー

次の４つの指標を用いて危険な性行動を

ムリダクションプログラムを日本の薬物政

評価した。これらの指標は相互に関連し、

策に含めることの重要性を示唆している。

かつ等価であるという前提をおき、一般化

なお本研究は、Journal of Psychoactive

推定方程式（GEE)によるロジスティック

Drugs にアクセプトされた。

回帰分析を行い、覚醒剤使用行動（独立変
数）との関係を調べた。

Shimane T, et al. Gender differences in the

1.

コンドームを使わないセックス

relationship between methamphetamine use

2.

複数の性的パートナー

and

3.

STD 診断歴

prisoners: A nationwide, cross-sectional

4.

売春歴

survey in Japan. Journal of Psychoactive

研究実施にあたっては、国立精神・神経

high-risk

sexual

Drugs, 2021. (in press)
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behavior

among

薬物使用障害の治療転帰に関する個別的要

「解離症群／解離性障害群」7.2%、
「双極性

因の影響に関する研究

障害および関連障害群」6.0%、
「神経発達症
群／神経発達障害群」6.0%などであった

近藤あゆみ（国立精神・神経医療研究センタ

（重複あり）
。

ー精神保健研究所薬物依存研究部）

次に、
対象者を「重複障害なし群」
（36 名）
、
「重複障害あり群（抑うつ障害のみ）」（14

1. 研究目的

名）、「重複障害あり群（その他の 4 障害）
」

薬物依存症専門外来を受診した薬物使用

（19 名）の 3 群に分類し、群ごとに ASI 薬

障害患者の治療転帰に影響を与える要因を

物 CS の前後比較を行った。
「重複障害なし

明らかにし、将来的には治療反応性別の臨

群」の治療開始時および 1 年後の ASI 薬物

床類型とその対応ガイドラインの開発を目

CS 中央値はそれぞれ 0.19
（IQR：0.06-0.33）

的とする研究を実施した。

と 0.11（IQR：0.06-0.20）であり、有意な
改善の傾向が認められた（Wilcoxon signedrank sum test，p=0.072）
。また、
「重複障害

2. 研究方法
2017 年 1 月から 2019 年 11 月までの 35

あり群（抑うつ障害のみ）
」も、0.40（IQR：

ヶ月間に NCNP 薬物依存症外来を受診し

0.32-0.50）と 0.14（IQR：0.06-0.29）で有

た新規患者 384 名のうち、治療の継続と研

意な改善が認められた（Wilcoxon signed-

究参加に対して自発的に同意した者は 197

rank sum test，p=0.002）
。一方、
「重複障害

名であった。そのうち、治療開始時と 1 年

あり群（その他の障害）
」は、0.22（IQR：

後の 2 時点における自記式問診票情報が得

0.10-0.34）と 0.20（IQR：0.06-0.36）であ

られた 83 名を分析対象とした。薬物依存重

り 改 善 が 認 め ら れ な か っ た （ Wilcoxon

症度は Addiction Severity Index の薬物使用

signed-rank sum test，p=0.776）。

領域のコンポジットスコア（以下、ASI 薬物
CS）により評価した。

4. 考察
NCNP 薬物依存症専門外来患者の薬物依
存重症度を治療開始時と 1 年後の時点で前

3. 研究結果
対象者における治療開始時および 1 年後

後比較したところ、有意な改善が認められ

の ASI 薬物 CS 中央値はそれぞれ 0.26（四

た。しかし、
「統合失調症スペクトラム障害

分位範囲（以下、IQR）
：0.06-0.38）と 0.13

および他の精神病性障害群」
「解離症群／解

（IQR：0.06-0.24）であり、薬物依存重症度

離性障害群」、
「双極性障害および関連障害

に 有 意 な 改 善 が 認 め ら れ た （ Wilcoxon

群」
「神経発達症群／神経発達障害群」
（重複

signed-rank sum test，p<0.001）。

あり）の重複障害がある患者群においては、

対象者のうち重複障害を有する者の割合

薬物依存重症度の改善が認められなかった

は 56.6％であり、内訳で多かったのは、
「抑

ことから、治療の困難さや効果的な治療の

うつ障害」19.3%、
「統合失調症スペクトラ

あり方についての情報を集積し、対応のガ

ム障害および他の精神病性障害群」9.6%、

イドラインを示すことが求められる。

- 269-

薬物使用障害に対する精神科救急病棟での
短期治療プログラムの開発に関する研究

そのうえで得られたデータを、FARPP 参
加群、FARPP 非参加群、精神疾患群（薬物
使用のない精神疾患患者）からなる 3 群に

船田大輔（国立精神・神経医療研究センター

関して様々な比較・検討を行った。

病院 第 2 精神診療部精神科医師）
3. 研究結果
1. 研究目的

FARPP 参加群 22 名、FARPP 非参加群 8

依存症の臨床は減少の一途をたどり、ア
ルコールを始めとする依存症診療は長期の

名、精神疾患群 78 名の患者のデータ収集を
目指している。

入院を前提とし、近年の入院期間の短縮が

今年度は、FARPP 参加群、非参加群の 1

求められる入院治療に現実が全くそぐわな

年後転帰調査を中心としたデータの収集を

い。本分担研究は精神科救急病棟における

行った。参加群 22 名中 17 名（77.3％）が

物質使用障害患者に対し、FARPP を提供し、 1 年後通院していた。5 名の内データ収集中
介入の効果を検証することを目的とした。

1 名、ダルク入所 1 名、刑務所入所 1 名、

FARPP は全 4 回から構成されるプログラ

連絡不通 1 名だった。非参加群 8 名のうち

ムで、テキストを媒介として物質使用障害

5 名（62.5％）が 1 年後通院していた。残り

の問題について考えられるよう作成された

の 3 名中データ収集中が 2 名、ダルク入所

プログラムである。

1 名だった。精神疾患群 78 名の 1 年後転帰
調査を行った。57 名が通院継続。残りの 21
名中、15 名がデータ収集中、2 名が通院を

2. 研究方法
2017 年 10 月から 2019 年 9 月までの間

中断。4 名が 1 年以内に死亡した。

に国立精神・神経医療研究センターの精神
科救急病棟に入院した精神疾患の患者（20

4. 考察

歳以上、精神疾患の治療を入院の理由とす

COVID-19 の影響もあり通院が滞る中で

る患者）のうち、薬物やアルコールの使用が

データ収集に遅れが生じている。今年度中

入院と関係していたと医師が判断した患者

に 1 年後の転帰についてできうる限りの方

を対象に、入院期間中に FARPP への参加

法を用いて、データを収集し、退院後の予後

を求め、同意した者を対象とした。

と治療継続状況への影響について検討する。

対象に対して、プログラム開始前（エン

回復者支援施設に入所するケースで追跡

トリー時）
、入院中プログラム終了後もしく

困難例が見られた。その理由として、頻繁に

は退院前、退院後 3 か月、及び退院後 6 ヶ

施設を変わることも回復支援に必要とされ

月後、12 ヵ月後の 5 つの時点で評価を行っ

る場合があり、転帰の追跡が困難だったこ

た。評価項目は、診療時に実施した問診票の

とが上げられる。また刑務所に入所するケ

評価尺度得点、ならびに診療録に記載され

ース、死亡したケースが散見された。

た治療継続状況に関する情報である。
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発達障害を伴う薬物使用障害の臨床的特徴

物初使用や事例化するまでの経過」
「治療継

と治療法に関する研究

続性」
「薬物療法の内容」などである。

村上真紀（国立精神・神経医療研究センタ
ー病院 精神科）

2020 年度は、本調査期間として対象患者
の組み入れを行った。

１．研究目的

３．研究結果

薬物依存症治療として認知行動療法によ

2020 年 4 月から 2021 年 3 月までの間の

る覚せい剤依存症治療プログラム

初診患者 199 名のうち、AQ-J-10 または

（SMARPP）の普及均てん化が図られてい

ASRS-v1.1 いずれかのカットオフ値を超

るが、患者の個別的要因を考慮した治療や

えていた者は 51 人（25.6％）で、このう

支援の追加が必要である事が多く、発達障

ち面接を経て、本研究対象者となったのは

害傾向の有無は重要な要因と考えられる。

30 人であった。AQ-J-10 カットオフ値以

そこで、本研究では、発達障害併存薬物使用

上の者は 12 人（40.0％）
、ASRS-v1.1 カ

障害患者の対応ガイドラインの開発に寄与

ットオフ値以上の者は 29 人（96.7％）
、そ

することを最終的な目的とし、その準備段

の両方であったものは 11 人（36.7％）で

階として、まずは、薬物使用障害患者におけ

あった。また、子ども時代の逆境的体験ス

る発達障害傾向併存率と臨床的特徴、及び

コア（以下、ACE スコア）が 0 点は 5 人

併存症例の治療転帰を明らかにすることを

（16.7％）
、4 点以上は 7 人（23.3％）で

目的としている。

あった。
４．考察

２．研究方法
本研究の対象は、2020 年 4 月から 2021 年

対象者は ADHD 傾向の者の頻度が高く、

3 月までの間に当院薬物依存症センターを

ASD 傾向の者の多くが ADHD 傾向を同時に

初診し薬物使用障害と診断された患者のう

認めていた。また、一般高校生の 88.9％が

ち、同意を得られた者である。

ACE スコア０点であり、4 点以上は 1％に

まず対象全例に対して、初診時点で自記

とどまるという調査結果と比較すると、対

式質問紙である、
「AQ 日本語版 自閉症スペ

象者は子ども時代に虐待を含む不適切な

クトラム指数

成人用 10 項目版（AQ-J-

養育体験が深刻な例が多いことが示唆さ

10）」、および「成人期の ADHD 自己記入式症

れ、生来の特性をこれらの体験が修飾して

状チェックリスト（ASRS-v1.1）」を実施し、

いる可能性の検討が必要である。今後は、

この２つのいずれかのカットオフ値を超え

初診 6 か月後の臨床情報取集を行い、発達

た者に対して、児童精神科医である分担研

障害併存症例の臨床的特徴を検討する予

究者が面接を行い、発達障害の臨床診断に

定である。

関する評価を行うとともに、初診 6 か月後
の時点における臨床情報の収集を行う計画
である。その際、収集される情報としては、
「薬物使用頻度」
、
「被虐待経験の有無」
「薬
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ベンゾジアゼピン受容体作動薬使用障害の

いった問題や薬物探索行動を有する依存症

臨床的特徴と治療法に関する研究

と判断できる症例が 24 名、挿話的な過量

宇佐美 貴士（国立精神・神経医療研究セン

服薬が中心となる症例が 18 名であった。

ター病院 第１精神診療部 精神科医師）
【考察】67 名の診療録を参照し診断につい
【緒言】薬物使用障害の中でもベンゾジア

てまず類型化を行った。入院加療を行った

ゼピン受容体作動薬使用障害患者は近年増

患者が 20 名おり、今後減薬法について解析

加傾向にある。他の使用障害とは異なりベ

を行う。半年以上の通院があり経過を追う

ンゾジアゼピン受容体作動薬使用障害の治

ことができる患者が 28 名で、加療の転帰に

療目的は必ずしも断薬ではなく、病状によ

ついて解析を行う。

っては少量のベンゾジアゼピン受容体作動
薬を継続しなくてはならないが、治療法は

【結論】薬物依存症専門外来に受診した主

定まっておらず減薬法も手探りの状態であ

たる薬物がベンゾジアゼピン受容体作動薬

る。本研究では、これまでに当院薬物依存症

の患者の診断について類型化を開始した。

専門外来へ受診した患者の診療録を参照し、

今後の研究で臨床的特徴と減薬法、転帰に

臨床的特徴を明らかにしていく。

ついて明らかにしていく。

【方法】2015 年 4 月から 2019 年 12 月ま

【論文】

での間に、当院薬物依存症専門外来に受診

宇佐美貴士、松本俊彦：１０代における乱用

しベンゾジアゼピン受容体作動薬使用障害

薬物の変遷と薬物関連精神障害患者の臨床

と診断された患者を抽出し、診療録を参照

的特徴．精神医学 2020;62(8),1139-1148

し年齢や性別、併存障害の有無といった属
性について類型化を行う。施行した減薬法

【参考文献】全国の精神科医療施設におけ

と転帰を比較し減薬法について検討する。

る薬物関連精神疾患の実態調査

(承認番号 A2019-095）
。

年度厚生労働科学研究費補助金 （医薬品・

平成 30

医療機器等レギュラトリーサイエンス政策
【結果】対象期間中に薬物依存症専門外来

研究事業：H29-医薬-一般-001） 分担研究

を受診した患者は 563 名であった。主たる

報告書

薬物がベンゾジアゼピン受容体作動薬であ
る患者は 67 名で、診療録を確認したとこ
ろ使用障害と診断された者は 42 名であ
り、残りの 25 名は不安障害などの基礎疾
患があり、その治療のためにベンゾジアゼ
ピン受容体作動薬が必要である患者で、所
謂使用障害ではない患者であった。使用障
害と診断できた 42 名の内、耐性や離脱と
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研究分担者 松本俊彦

薬物使用障害に対する個人心理療法の開発

る。②については、2020 年度は、4 名の実

とその効果に関する研究

施依頼を受け、2019 年度分と合わせて計 7
名となった。個別 SMRPP に紹介となった

今村扶美（国立精神・神経医療研究センター

理由は、症状等により集団適応困難と判断

病院臨床心理部）

された者が 5 名、プライバシー上の理由に
より個別対応となった者が 2 名であった。

1. 研究目的

前者はいずれも 10 代～30 代前半の女性で

国立精神・神経医療研究センター（NCNP

あり、使用薬物の多くは市販薬であった

病院）薬物依存症センターでは、薬物依存症

（市販薬 4 名、覚醒剤 1 名）
。後者はいず

に対する構造化された依存症集団療法

れも 40 代から 50 代の男性であり、使用薬

（SMARPP）の開発・運営を行っている。

物は違法薬物であった（コカイン 1 名、大

この治療プログラムは、集団療法ならでは

麻 1 名）
。紹介された 7 名のうち、1 名に

の力動が治療的に作用する特徴がある一方

ついては個別 SMARPP の導入には至ら

で、集団場面の適応が難しく、診察や個人心

ず、導入された 6 名中 3 名は治療終結、3

理療法（個別 SMARPP）による対応となる

名は治療中断となった。

患者が一定数認められる。本研究では、薬物
依存症専門外来の中で SMARPP が適用さ

4. 考察

れた患者、されなかった患者の臨床的特徴

集団療法への適応が困難であり、個別的

を明らかにするとともに、
個別 SMARPP の

介入が必要と判断されたケースについて

内容や効果について検証することを目的と

は、若年の市販薬依存の女性が多いという

する。

特徴がうかがえる。また、複雑な背景、ニ
ーズや症状の多様さなどが影響し、治療中

2. 研究方法

断が生じやすいようである。こうした患者

①2017 年 4 月～2021 年 6 月までに

に対しては、従来の覚醒剤使用男性を主た

NCNP 病院薬物依存症センターの初診を受

るターゲットとして開発された依存症治療

け、当院にて治療継続となった患者を

プログラムになじむことは難しいと思わ

SMARPP 適用群、診察のみの群、診察と個

れ、また、個人心理療法の実施に際して

別 SMARPP 適用群の 3 群に分け、診療録

も、内容や構造、目標設定等に関して高い

をもとに属性および基礎的診療情報を収集

柔軟性が求められることが推察される。

して分析する。②2019 年 4 月～2021 年 6

次年度は、個別 SMARPP の実施事例を

月までに、
個別 SMARPP が導入された患者

引き続き蓄積するとともに、SMARPP が

について、内容や結果等について事例を整

適用された群とされなかった患者につい

理する。

て、その臨床的特徴を明らかにする予定で
ある。

3. 研究結果
①については、現在症例を収集中であ
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薬物使用障害に対する作業療法プログラム
の開発と効果に関する研究

2018 年 8 月から 2020 年 7 月の期間にお
いて、作業療法プログラムの延べ参加者数
は 44 名で、そのうち１クール 30％以上の

森田三佳子（国立精神・神経医療研究センタ

参加率の者は 30 名であった。SMARPP の延

ー病院精神リハビリテーション部）

べ参加者数は 136 名で、そのうち１クール
30％以上の参加率の者は 42 名であった。計

1. 研究目的

72 名の対象者を 3 群に分けたところ、
①
「作

薬物使用障害患者への治療においては既

業療法プログラム」コア参加群は 21 名、②

存の集団プログラム（SAMRPP）があるが、

「SMARRP」コア参加群は 33 名、③「両プ

多様なニーズに対応できるような種々のプ

ログラム」参加群は 9 名であった。

ログラム開発も望まれている。

統計解析は、
「性別」
「使用している主な薬

そこで本研究では、身近な作業活動（身体

物」「重複障害の有無」「学歴」
「居住形態」

的活動、余暇活動、調理等の生活活動）に実

「就労状況」等を３群間で比較するために

際に取り組み、相互交流や役割をもたらす

χ²検定を実施した。また、年齢については

作業療法プログラムを開発し、その効果を

一元配置分散分析を実施した。その結果、

検証することを目的とした。

「性別」
「重複障害の有無」
「使用している主

2. 方法

な薬物」
「就労状況」は３群間において有意

本研究の対象は、2018 年 8 月から 2020 年

差が認められた。

7 月までの間に、依存症回復支援プログラ

作業療法プログラム参加者のニーズや生

ム（作業療法プログラム・SMARPP）に参

活の困難さ、プログラムの効果については、

加した外来患者である。

今後得られたデータをカテゴリー化し、ICF

作業療法プログラムに参加する患者の臨
床的特徴を SMARRP 参加者と比較分析す

項目との関連を検討していく予定である。
4. 考察

るためにプログラムの出席状況を確認し、

作業療法プログラムに参加している対象

①「作業療法プログラム」コア参加群 ②

者は SMARPP 参加者に比べて、女性の割合

「SMARRP」コア参加群 ③「両プログラム」

が多く、重複障害があり、依存している主な

参加群に分け、記述統計にて分析すること

薬物としては覚せい剤以外の割合も多くみ

とした。また、作業療法プログラムに参加し

られた。学歴に有意差はみられなかったが、

ている対象者（①③）については、より詳細

作業療法プログラム参加者は、SMARPP 参

な量的・質的分析を行い、参加者のニーズや

加者のように仕事という社会生活との接点

生活の困難さ・プログラムの効果について

を保ちながらプログラムに参加している者

検討していく。

は極めて少なかった。

研究実施にあたっては、国立精神・神経医

今後はより詳細な分析を進め、対象者の

療研究センター倫理委員会の承認を得た

生活課題やニーズに合ったより効果的な作

(A2020-087)。

業療法プログラムへと発展させていく必要

3. 研究結果

がある。
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1-2
A study on development of tailor-made treatment programs for drug use disorder
Principle researcher: Toshihiko Matsumoto, M.D., Ph.D.
Department of Drug Dependence Research, National Institute of Mental Health,
Nation Center of Neurology and Psychiatry
Many of the patients with drug use
disorder have various psychosocial,
medical, psychiatric, and gender
problems other than drug-related
disorders Therefore, the “tailor-made”
treatment programs for them considering
individuality and caseness of each patient
are required. However, such treatment
programs have never existed in Japan,
while the structured group therapy
program, the “SMARPP” (Serigaya
Methamphetamine Relapse Prevention
Program), which we had developed and
spread nationwide for treating the
patients with drug use disorder, have
exited as only one authorized and
formulated program in Japan.
The purpose of our study is the
following three points; first, to identify
the clinical subgroups who need to be not
intervened and treated in a group but
individually, second, to examine clinical
feature of such subgroups, and lastly, to
develop the alternative, tailor-made
treatment program. In order to achieve
the first and second purposes, we set four
studies on the clinical courses and
treatment prognosis of patient with drug
use disorder (divisional researcher,
Kondo A),the relationships of drug abuse
with risky sexual behaviors, and HIV
infection (divisional researcher, Shimane

T), the relationships with developmental
disorder including autistic spectrum
disorder and attention-deficit /
hyperactive disorder (divisional
researcher, Murakami M), clinical
features of patients with abusing
prescribed and OTC drugs (divisional
researcher, Usami T). Further, in order to
achieve the third purpose, we set three
studies; the studies on development of
alternative treatment programs for drug
use disorder, such as an individual
psychotherapy (divisional researcher,
Imamura F), a brief intervention program
for inpatients (divisional researcher,
Funada D), and an occupational group
therapy (divisional researcher, Morita M).
In the second annual year of our
projects, we have obtained several
findings on associations of clinical
courses and drug-using pattern with
psychiatric comorbidities and gender
differences. We have also started to
evaluate efficacies of the brief inpatientprogram and occupational group therapy.
The next annual year, the final year of
our project, we planned to develop the
“tailor-made” individual psychotherapy,
and to examine the relationships with
developmental disorder, and clinical
features and treatment tactics of patients
with abusing prescribed drugs.
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1-3

重症精神障害者とその家族の効果的な地域生活支援体制に
関する基盤的研究
主任研究者

国立精神・神経医療研究センター
藤井 千代

１．研究目的

２．研究組織

本研究の目的は、精神障害者とその家族を地

主任研究者：藤井 千代（国立精神・神経医療研

域で支えるための効果的な制度構築のため、
evidence-based

practice

お

よ

究センター精神保健研究所）

び

evidence-based policy making において考慮す

分担研究者：

べきアウトカムを見出すこと、および従来の研

藤井 千代（国立精神・神経医療研究センター精

究で取り組まれにくい領域（家族支援や触法精

神保健研究所）

神障害者のアセスメントなど）のエビデンスを

山口 創生（国立精神・神経医療研究センター精

発展させることである。

神保健研究所）

現在、国際的に、当事者や一般市民と一緒に

菊池 安希子（国立精神・神経医療研究センター

アウトカムなどを模索することが推奨され始め、

精神保健研究所）

2018 年には Nature や BMJ でも取り上げられ

平林 直次（国立精神・神経医療研究センター病

ている。関係者から一定の合意を得て提案され

院）

るアウトカムについては、今後の研究やプラッ
トフォームで活かされると推測される。家族支

研究協力者：

援については、これまで治療や支援の実現可能

佐藤さやか 1）、松長麻美 1）、塩澤拓亮 1）、安間

性が低いことや効果が不明瞭であったことから、

尚徳 1）、中西三春４）、小川 亮 1）、阿部真貴子 1）、

先進的な実践の実装に貢献できていなかったが、

川口敬之 1）、小池純子 1）、小塩靖崇 1）、深澤舞

本研究は既存の訪問看護の枠組みを活用した個

子５）、五十嵐百花 1）、岡野茉莉子 1）、今村扶美 2）、

別家族支援の効果を検証するものであり、実装

大森まゆ 2）、柏木宏子 2）、和田舞美 2）、堀越 勝

可能な治療・支援の形を示せる可能性がある。

3）

また、医療観察法通院処遇者の実態把握の方法、

美紗子 2）、梅垣弥生 2）、竹林由武 6）

特にリスクアセスメントのあり方については、

１）国立精神・神経医療研究センター

これまで有効な方法が示せていなかった。制度

健研究所

開始当初より厚生労働科学研究等において医療

２）国立精神・神経医療研究センター病院

観察法通院処遇者のモニタリングが行われてい

３）国立精神・神経医療研究センター・認知行

るものの、調査に関する医療機関の負担感が大

動療法センター

きく、臨床現場への結果のフィードバックのあ

４）東京都医学総合研究所精神行動医学研究分

り方についての検討も不十分であった。本研究

野

の実施により、適切な通院処遇者のモニタリン

５）東京大学大学院

グやリスクアセスメントのあり方を提示し、医

６）福島県立医科大学

、伊藤正哉 3）、蟹江絢子 3）、鈴木敬生 2）、山田

療観察法医療の向上が期待される。
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精神保

３．研究成果
以下の分担班により研究を実施した。

を担う社会復帰調整官に研究協力を依頼し、文
書による同意を得られた者より、①担当する医

A：地域精神科医療・精神保健福祉実践における

療観察法通院処遇者についての HCR20V3 評価と

アウトカムについてのコンセンサスの模索

社会復帰促進アセスメント、②対象者の性別、

B： アウトリーチによる家族支援の効果に関す

年齢、対象行為、通院処遇の種類（直接通院、

る研究

移行通院）などの基本属性、③6 ヶ月間の対象

C:医療観察法通院処遇者における暴力および自

者の暴力および自傷・自殺の記録

傷・自殺の予測因子に関する研究

解析を行った。全国より 245 名分のデータが収

D:医療観察法通院処遇者のモニタリングシステ

集され、有効回答は 231 名分であった。初年度

ムの開発

は、HCR-20V3 日本版が、通院中の医療観察法患

を収集し、

者の「他者への暴力」および「自分への暴力（自
A 班では、デルファイ研究に用いるアウトカ

傷）」に対する予測妥当性を検討し、他者への暴

ム候補リストについて、下記 3 つの手法を用い

力に対しては十分な予測妥当性が認められた。

て収集した。①2020 年度に実施した専門家・当

今年度は、通院中の医療観察法患者の暴力と自

事者・家族を対象としたフォーカスグループイ

傷・自殺についての予測妥当性が先行研究で示

ンタビューの質的分析を通して、生活の質や当

されている社会復帰促進アセスメントの 13 項

事者の精神的・身体的健康、日常生活能力など

目のデータのクリーニングを行い、自傷の有無

77 のアウトカム候補をリストアップした。②地

別にプロフィールを解析した。その結果、
「生理

域精神保健実践に関する 31 本のコクランレビ

的変化の状況」
「相談・対処技能」
「嗜癖のコン

ューから、約 40 のアウトカム候補の抽出を図っ

トロール」「生計の安定性」の項目において 5%

た。③家族会を対象とした web 調査を通して、

水準で有意な差が見られた。自傷自殺の有無を

家族のアウトカムを模索し、約 15 個のアウトカ

従属変数、社会復帰促進アセスメントの 13 項目

ム候補が抽出された。また現在、④当事者を対

を独立変数としたロジスティック回帰分析（（変

象とした web 調査（2021 年 1 月実施予定）と地

数減少法によるステップワイズ分析）を行った

域精神保健に関する RCT からもアウトカム候補

ところ、「相談・対処技能」（オッズ比 11.25,

の抽出を進めている。研究知見は、現在、国際

95%CI:2.39-52.85）と「生計の安定性」
（オッズ

誌に投稿中。

比 1.77，95%CI:1.04-3.03）が抽出された。

B 班では、研究で用いるツール（訪問支援で

D 班では、通院処遇の悉皆調査方法として①

使える統合失調症情報提供ガイド：家族心理教

電子通院処遇データベースの開発、②処遇終了

育編）を作成し、研究参加機関と研究参加者の

届出制度の新設、③研究ベースの予後調査の 3

リクルートを行った。東京都、埼玉県、千葉県、

案について、実現可能性、費用対効果、倫理的

神奈川県にある 4７か所の精神科を専門とする

課題などを明らかにしたうえで、官民データ活

訪問看護ステーションから研究協力を受け、1

用推進基本法に基づき、保護観察所が所有する

施設あたり 5 人の主介護者をランダムテーブル

通院処遇データの提供について、法務省との協

により無作為にリクルートした。34 か所の訪問

議を開始した。処遇終了後の転帰や予後、医療・

看護ステーションが参加し、83 人の家族と 83

ケア体制について、初年度に実施したパイロッ

人の当事者からの研究参加を得た。主要アウト

ト研究の結果を踏まえ、調査票を改訂して東京、

カムは主介護者の介護負担感（Zarit Burden

神奈川、山形、群馬、沖縄、島根の計 45 施設お

Interview (ZBI-22)により測定）とし、クラス

いて調査を実施中である。

今年度、いずれの分担班もほぼ予定通りに

ターRCT を実施した。現在データ収集を終え、
データクリーニングを実施中である。

進捗している。

C 班では、医療観察法対象者の精神保健観察
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分担研究課題名：地域精神科医療・精神保健福

ては、2021 年度に実施するデルファイル研究に

祉実践におけるアウトカムについてのコンセ

よって実証する予定である。今年度はデルファ

ンサスの模索

イ研究に用いるアウトカム候補リストについて、

氏名：山口 創生

下記 3 つの手法を用いて収集した。

所属施設：国立精神・神経医療研究センター精

①

神保健研究所

2020 年度に実施した専門家・当事者・家
族を対象としたフォーカスグループイ
ンタビューの質的分析

研究協力者

②

1）

1）

1）

小川 亮 、阿部真貴子 、川口敬之 、小池純
1）

1）

５）

子 、小塩靖崇 、深澤舞子 、五十嵐百花

地域精神保健実践に関する 31 本のコク
ランレビュー

1）

③

家族会を対象とした web 調査

１）国立精神・神経医療研究センター精神保健
研究所

【結果】

２）東京大学大学院

生活の質や当事者の精神的・身体的健康、日
常生活能力など 77 のアウトカム候補をリスト

【諸言】

アップした。から、約 40 のアウトカム候補の抽

精神保健や精神科医療の研究は歴史的に研究

出を図った。を通して、家族のアウトカムを模

者と一部の実践家のみで実施されることが一般

索した結果、約 15 個のアウトカム候補が抽出さ

的であった。他方、近年では、研究の成果をよ

れた。各レビューで頻繁に用いられるアウトカ

り現実世界でいかすことができるように、精神

ムは精神症状や機能であった。また、参加家族

障害当事者も研究に参画すること（patient and

から最も多く提案されたアウトカムは「家族が

public involvement: PPI）が国際的に重要とな

自分の時間を持てるようになること」であった。

ってきている。そこで、本研究は、関係者と一

家族 web 調査では、コロナ禍での家族負担も

緒に研究で取り入れるべきアウトカムについて

検証した。その結果、コロナ禍で相談機関を使

議論し、一定のコンセンサスを得ること、そし

えないなどの不安感と家族負担感との相関関係

て当事者と一緒に研究を実施する方法について

が観察された。

模索することを目的としている。

日本における PPI の可能性を質的に検証つい

本研究の知見は、第 1 に将来の研究がアウト

ては、2020 年度末に実施した専門家・当事者・

カムを選定する際に、当事者や家族、支援者が

家族を対象としたフォーカスグループインタビ

より関心を持ちやすいものとしてヒントと根拠

ューの質的分析を進めている。

を与える。加えて、行政職員など政策立案に関
わる者が考慮すべきアウトカムを提案可能とな

本研究は、国立精神・神経医療研究センター
倫理委員会の承認を得て実施した。

り、当事者や家族が望む政策に向けて好ましい
影響を与えることができる。第 2 に、研究者と

【結論】

当事者・家族が共に研究に取り組むスタイルは

本研究は、地域精神科医療および地域精神保

国際標準になりつつあるが、本研究は日本の精

健サービスをテーマとして、当事者と共同する

神保健医療福祉領域における PPI の先駆け的な

研究のあり方を模索することを目的とした探索

研究である。したがって、本研究の知見は精神

的かつ萌芽的な研究である。分析過程で抽出さ

医学あるいは地域精神保健の研究における PPI

れたデータからは、分析結果は日本における今

推進の基礎となるデータを提供できる。

後の PPI の可能性と課題の双方を提案できるも
のとなることが期待される。本研究で得られた

【方法】

知見は国際誌に投稿中である。

地域精神保健研究のアウトカムの検証につい
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分担研究課題名：アウトリーチによる家族支援

玉県、千葉県、神奈川県にある 4７か所の精神

の効果に関する研究

科を専門とする訪問看護ステーションから研究

氏名：藤井 千代

協力を受け、1 施設あたり 5 人の主介護者をラ

所属施設：国立精神・神経医療研究センター精

ンダムテーブルにより無作為にリクルートした。

神保健研究所

研究参加者の選択基準は、①統合失調症をもつ
当事者をケアする主介護者、②主介護者は年齢

研究協力者

が 20 歳以上の者、③主介護者は当事者と家族関
１）

１）

１）

佐藤さやか 、松長麻美 、塩澤拓亮 、安間
１）

尚徳 、中西三春

係にある者（両親、兄弟、姉妹、配偶者、子）
、

2）

④主介護者は利用者と同居していること、⑤当

１）国立精神・神経医療研究センター精神保健

事者が精神科訪問看護サービスを利用している

研究所

である。

２）公益財団法人東京都医学総合研究所精神行

訪問看護ステーションを介入群と対照群に無

動医学研究分野

作為に割り付け、介入群の精神科訪問看護師に
は、家族心理教育の基本と家族への話の聴き方

【諸言】

に関する講義を行った。介入群、非介入群とも

家族心理教育（FPE）とは、家族の気持ちに配

にベースライン評価を行った。主要アウトカム

慮しながら、精神疾患の正確な知識、患者への

は主介護者の介護負担感であり、Zarit Burden

対応方法を教え、また必要な社会資源を導入す

Interview (ZBI-22)により測定した。介入群は、

ることで家族のエンパワメントを高める科学的

精神科訪問看護師が簡易的な家族心理教育ツー

根拠に基づいた医療のうちの一つとして知られ

ルを用いて、１回 60 分の家族心理教育を、週に

ている。国内外の研究において、FPE は患者の

1 回、計 4 回施行した。その後、介入後評価（１

再発率、入院率を低下させるだけでなく、家族

か月後評価）を行った。

の介護負担感を軽減させる作用がある。しかし、
FPE は実装性に問題があり、エビデンスは十分

本研究は、国立精神・神経医療研究センター
倫理委員会の承認を得て実施した。

にあるものの、普及率が低いことが課題である。
本研究では、精神科訪問看護師が統合失調症

【結果】

患者をケアする家族に対して簡易的な家族心理

最終的に 34 か所の訪問看護ステーションが

教育を行うことによる、家族の介護負担感の軽

参加し、83 人の家族と 83 人の当事者が研究に

減について、クラスターランダム化比較対照試

参加した。令和 2 年度は、6 か月後評価を行い、

験により明らかにすることを目的としている。

滞りなく回収を終え、現在データクリーニング

本研究は既存の訪問看護の枠組みを活用した個

中である。

別家族支援の効果を検証するものであり、実装
可能な治療・支援の形を示せる可能性がある。

【結論】

これにより、精神障害者とその家族のより良い

Co-production,

Patient

&

Public

地域生活、さらには我が国の地域精神保健の向

Involvement の概念に基づいて作成した FPE ツ

上に寄与するものと期待される。

ールを用いた介入の効果につき、34 か所の訪問
看護ステーションの協力を得て、クラスターラ

【方法】

ンダム化比較対象試験を実施した。今後分析を

令和元年度は、研究で用いるツール（訪問支

進め、家族会の会員や訪問看護師に対して、得

援で使える統合失調症情報提供ガイド：家族心

られた知見を平易な文章にして、フィードバッ

理教育編）を作成した。次に、研究参加機関と

クする予定である。

研究参加者のリクルートを行った。東京都、埼
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分担研究課題名：医療観察法通院処遇者におけ

類（直接通院、移行通院）などの基本属性（既

る暴力および自傷・自殺の予測因子に関する研

存資料）

究

2)

氏名：菊池 安希子

セスメント、

所属施設：国立精神・神経医療研究センター

3)

6 か月後の HCR20V3 評価、社会復帰促進ア
6 ヶ月間の対象者の暴力および自傷・自殺

の記録(精神保健観察業務中で記録されている
研究協力者
岡野茉莉子

既存資料）
１）

１）国立精神・神経医療研究センター精神保健

研究は、国立精神・神経医療研究センター倫理
委員会の承認を得て実施した。

研究所
【結果】
【諸言】

本年度は、HCR-20V3 日本版が、通院中の医療

精神障がい者のリカバリーを妨げる「心配な

観察法患者の「他者への暴力」および「自分へ

転帰」の中でも影響力が大きいのが、他者に対

の暴力（自傷）」に対する予測妥当性を持つかど

する身体的暴力や自傷・自殺行動である。暴力

うかを検討した。

や自傷・自殺を予防するためにも、予測因子を

全国より 245 名分のデータが収集され、有効

明らかにし、かつ防止要因も明らかにすること

回答は 231 名分であった。性別は男性 170、女

が求められている。医療観察法通院処遇者の自

性 61、平均年齢 46.7 歳（SD=11.9）、主診断

傷、自殺はベースレートとして、一般精神科患

（ICD-10）は F2：182（78.8%）
、F3：27（11.7％）
、

者と比べて必ずしも高水準にはないことが先行

F1：12（5.2%）
、その他：10（4.3%）であった。

研究から示唆されているが、これは移行通院者

6 ヶ月間の身体的暴力は８人、自傷が 6 人に観

の結果であり、直接通院者について同様の量的

察された。ROC 分析の結果、身体的暴力につい

検討はされていない。また、自殺や他害行為の

て は HCR-20v3 の 総 得 点 は AUC ＝ 0.75

予測因子については、人口統計学的指標や、入

（95%CI：.547-.947）であった。H,C,R 得点で

院中の因子による検討しかされていない。

は、C 得点と R 得点が AUC>.70 であった。自傷

本研究の目的は、医療観察法通院処遇者の地

については、AUC=.668（95%CI：.321-1.00）で

域生活中の暴力や自傷・自殺の予測因子および

あり、予測妥当性は示されなかった。個別項目

防止要因を量的検討によって明らかにすること

で自傷と有意に関連していたのは、
「精神病性症

である。本研究では、医療観察法通院処遇者を

状の症状（C3）
」のみであった。HCR-20v3 日本

直接通院者も含めて 6 ヶ月間追跡し、地域生活

版は、通院中の医療観察法患者の身体的暴力へ

中の対象者の動的要因を用いて予測因子および

の予測妥当性はあるが、自傷についての予測妥

自殺や暴力のリスクに対する保護要因を検討す

当性はなかった。

る。
【結論】
【方法】

HCR-20v3 日本版は、通院中の医療観察法患者

医療観察法対象者の精神保健観察を担う社会

の身体的暴力への予測妥当性があることが示さ

復帰調整官に研究協力を依頼し、文書による同

れたが、自傷についての予測妥当性は認められ

意を得られた者より、以下のデータを収集し、

なかった。来年度は、通院中の医療観察法患者

12 月までにデータクリーニングを行った：

の暴力と自傷・自殺についての予測妥当性が先

1)

担当する医療観察法通院処遇者についての

行研究で示されている社会復帰促進アセスメン

HCR20V3 評価と社会復帰促進アセスメント、②

トのデータを用いて自傷の有無別にプロフィー

対象者の性別、年齢、対象行為、通院処遇の種

ルを解析し、有効な予防策について検討する。
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分担研究課題名：医療観察法通院処遇者のモニ

ついては、平成 31 年度に都内 12 カ所の指定通

タリング制度の開発

院医療機関を対象として行った予備的研究の成

氏名：平林 直次

果を踏まえ、今年度は調査票を改訂して対象地

所属施設：国立精神・神経医療研究センター病

域を拡大し調査を実施した。調査対象は、令和

院

2 年 7 月 15 日時点で通院処遇が終了して 1 年以
上経過している者とした。調査項目は、年代、

研究協力者

性別、対象行為、精神科診断、通院医療内容（転

1）

今村扶美

、大森まゆ

1）

1）

、柏木宏子

2）

1）

、和田舞

帰、通院頻度、クロザリル内服、持効性注射製

2）

剤、精神保健福祉法入院）
、社会・サービス内容

2）

美 、堀越 勝 、伊藤正哉 、蟹江絢子 、鈴
木敬生
武

1）

、山田美紗子

1）

1）

、梅垣弥生 、竹林由

（訪問型支援、通所型支援、居住、就労、収入、

3）

金銭管理）、問題行動、ケア会議、クライシスプ

１） 国立精神・神経医療研究センター病院

ランの活用等である。

２） 国立精神・神経医療研究センター・認知行

本研究は、国立精神・神経医療研究センター

動療法センター

倫理委員会の承認を得て実施した。

３） 福島県立医科大学
【結果】
【諸言】

通院処遇データベース構築方法について、①、

欧米圏においては、毎年、政府から司法精神

②については、予算と個人情報保護の点で懸念

医療の基礎的なデータが白書として報告される。

が示されたが、③については、調査の実行可能

我が国においてもいわゆる「入院データベース

性は高いものの回答率と対象者の選択バイアス

事業」が始まり、入院医療の調査体制が構築さ

の点で課題が残っている。④については、既存

れつつある。一方、通院処遇の調査体制は未確

のデータを活用するため費用対効果が高いこと、

立のままである。さらに処遇終了後の実態調査

実現可能性が高いことが長所として挙げられ、

はまったく行われていないのが現状である。本

短所としては提供されるデータの範囲が限定的

研究では、医療観察法通院処遇者の地域生活中

あることである。

の暴力や自傷・自殺の予測因子および防止要因
を量的検討によって明らかにする。

処遇終了後の転帰や予後、医療・ケア体制に
関する調査は、東京、神奈川、山形、群馬、沖
縄、島根、北海道の 7 地域としたが、北海道を

【方法】
通院処遇データベース構築の具体的・現実的

除く計 45 施設から調査協力を得られた。現在デ
ータクリーニングを実施中である。

方法を探るため、下記の 3 案について厚生労働
省医療観察法医療体制整備推進室と協議した。

【結論】

① 入院処遇データベースに倣った電子通院処
遇データベースの開発

現時点で把握されていない通院処遇の実態を
把握するうえで、通院データベースの構築は不

② 処遇終了届出制度の創設

可欠であり、関係機関との協議を継続する必要

③ 研究ベースによる通院処遇者の予後調査の

がある。予備研究では処遇修了者は平均してよ

実施
また、上記以外の方法として、
④ 官民データ活用推進基本法に基づき、保護
観察所が所有する通院処遇データの提供

り手厚いケアが必要となる傾向が示唆されてお
り、今年度の調査の結果も踏まえて、地域にお
ける処遇終了者の治療、ケアのあり方に関する
提言を行う。

につき、法務省との相談を開始した。
処遇終了後の転帰や予後、医療・ケア体制に
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1-3
A fundamental study on effective community life support systems for persons with
severe mental illness and their families

Chiyo Fujii
Department of Community Mental Health and Law,
National Institute of Mental Health,
National Center of Neurology and Psychiatry

The purpose of this study was to determine the outcomes that should be considered when
practicing evidence-based research in order to build an effective institutional structure to
support people with mental disorders and their families in the community. It also aimed to
develop evidence in areas that have not been fully addressed in conventional research, such
as family support and assessment of persons with tactile and mental disorders.
The study was carried out on the following shared groups:
A: Seeking consensus on outcomes in community psychiatry and mental health welfare
practice
B: A study on the effect of family support by outreach
C:

A study on predictors of violence, self-harm, and suicide in medical treatment

outpatients
D: Development of a monitoring system for outpatient medical treatment
Group A used the following three methods to collect the list of candidate outcomes for the
Delphi study. (1) Through qualitative analysis of focus group interviews with mental health
professionals, patients, and their families conducted last year, 77 candidate outcomes were
identified, including quality of life, mental and physical health of patients, and daily life skills.
(2) About 40 candidate outcomes were extracted from 31 Cochrane reviews on community
mental health practice. (3) Through a web survey of family associations, we sought
outcomes for family members and extracted about 15 candidate outcomes. In addition, we
are currently extracting candidate outcomes from (4) a web-based survey of concerned
individuals and an RCT on community mental health.
Group B developed a tool for use in the study (Schizophrenia Information Guide for Home
Visit Support: Family Psychoeducation Edition) and recruited research participants and
institutions for the study. 34 visiting nurse stations participated, and 83 families and 83
patients participated in the study. The primary outcome was the primary caregiver's sense of
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caregiving burden, as measured by the Zarit Burden Interview (ZBI-22), and a cluster RCT
was conducted. Data collection has been completed and data cleaning is currently underway.
Group C requested social rehabilitation coordinators who are in charge of mental health
observation of subjects under the Medical Treatment and Supervision Act (MTSA) to
collected the following data from those who gave written consent: (1) HCR20V3 assessment
and reintegration promotion assessment of the subjects under MTSA, (2) basic attributes of
the subjects, such as gender, age, target behavior, and type of outpatient treatment (direct
outpatient, transitional outpatient), and (3) records of violence and self-injury/suicide over
a 6-month period. (2) Basic attributes such as gender, age, target behavior, and type of
outpatient treatment (direct outpatient, transitional outpatient), and (3) records of violence,
self-injury, and suicide of the subjects over a 6-month period were collected and analyzed.
Data for 245 subjects were collected, and valid responses were obtained from 231 subjects.
Significant differences were found at the 5% level in the items of "Status of physiological
changes," "Counseling and coping skills," "Control of addictions," and "Livelihood stability.
A logistic regression analysis (stepwise analysis with variable reduction method) was
conducted with the presence of self-inflicted suicide as the dependent variable and the 13
items of the social rehabilitation promotion assessment as the independent variables. (odds
ratio 1.77, 95% CI: 1.04-3.03) were extracted.
Group D clarified the feasibility, cost-effectiveness, and ethical issues of three proposals for
a comprehensive survey of outpatient treatment: (1) development of an electronic
outpatient treatment database, (2) establishment of a new notification system for
termination of treatment, and (3) research-based prognostic survey. We have started
discussions with the Ministry of Justice regarding the provision of data on outpatient
treatment held by probation offices. Based on the results of the pilot study conducted last
year, we have revised the survey questionnaire and are now conducting surveys at a total of
45 facilities in Tokyo, Kanagawa, Yamagata, Gunma, Okinawa, and Shimane regarding the
outcomes, prognosis, and medical and care systems after the completion of treatment.
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１-4 てんかんの病態解明と併存症を含めた先駆的・包括的診断と治療方法の開発
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 てんかんセンター
主任研究者名：中川栄二
１．研究目的
てんかん診療全国拠点機関として、当センターでのてんかんに関するリソース・レポジトリ
ーシステムを構築することにより、てんかん発症の病態解明、診断と治療方法の開発・提言
を行うことが本研究班の目的である。てんかんの診断、治療に関しては、てんかんセンター
を核として精神科、神経内科、小児神経、脳神経外科、放射線科のてんかん医療体制を活か
して、特に発達障害および精神症状を併存するてんかん患者に関するソフト、ハードの両面
から望ましい診療体制を提言し、てんかん治療のモデル医療の実現に向けた研究を行う。
てんかん患者臨床データベースの質の高い集積を継続して行うことに加え、脳波データ
ベースを新たに構築し脳波から診断、治療ができるシステムを提言し、全国規模での脳波診
療ネットワークを構築する。
てんかんを様々な脳形態・機能画像解析や神経生理学的解析を用いて可能な限り早期に
適切な評価と診断を行い、効果的な内科的、外科的治療方法導入の確立を目指す。てんかん
全国拠点施設として、難治性てんかんに対する三次医療機関として小児から成人・高齢者に
いたるまでの望ましい診療体制を提言し、てんかん患者のモデル医療の実現に向けた質の
高い情報発信を行う。研究成果をもとにして NCNP てんかん市民公開講座や全国の医師やメ
ヂカルスタッフ、患者向けの研修会、講演会で積極的に発信して啓発活動を行う。
てんかんの基礎研究に関しては、すでに当センターTMC でリサーチ・レポジトリーとして確
立された利用可能な試料・情報を利用することにより、てんかんの分子病理学的研究、神経
生理学的研究、遺伝学的基礎研究によるてんかんの病態解明等の基礎研究を行う。
２．研究組織
主任研究者
国立精神・神経医療研究センター病院小児神経科 中川栄二
分担研究者
Ⅰ．てんかん臨床情報データベース（DB）化と臨床治験地域ネットワークの構築
① 脳神経外科てんかん臨床情報のデータベース化と臨床治験ネットワークの構築
国立精神・神経医療研究センター病院脳神経外科 岩崎真樹
② てんかん臨床情報データベースの整備
国立精神・神経医療研究センター病院医療情報室 波多野賢二
③ レセプトデータを使用したてんかんの診療実態の調査
国立精神・神経医療研究センター病院小児神経科 齋藤貴志
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④ てんかん患者における脳波記録のデータベース化に向けた基盤構築‐片側巨脳症にお
ける生理学的検査所見と神経学的予後の検討‐
国立精神・神経医療研究センター病院 小児神経科 石山昭彦
Ⅱ．精神症状、発達症状を併存するてんかんの診断と治療戦略
⑤ 片側巨脳症における半球離断術後の脳波の検討

国立精神・神経医療研究センター病院 小児神経科

中川栄二

⑥ 成人・高齢者てんかんの臨床病態と治療の解析
国立精神・神経医療研究センター病院 脳神経内科

金澤恭子

⑦ 海馬硬化症を伴う側頭葉てんかんにおけるネットワーク解析の検討国立精神・神経医療研
究センター病院 放射線科 佐藤典子
Ⅲ てんかん基礎研究
⑧ 難治性てんかんの分子病理学的病態解明

国立精神・神経医療研究センター神経研究所 疾病研究第二部 伊藤雅之
⑨ てんかんモデル動物を用いた病態解明と治療法の開発
国立精神・神経医療研究センター神経研究所 病態生化学研究部 星野幹雄
⑩ てんかんの神経生理学的マーカーの開発と病態解明
山梨大学大学医学部 小児科 加賀佳美
⑪ グリア細胞の視点によるてんかん分子病態の解明

山梨大学大学院総合研究部医学域 薬理学講座 小泉修一
３．研究成果
Ⅰ．てんかん臨床情報データベースの構築
① てんかん患者データ抽出の自動化と精度向上：てんかん患者台帳のベースデータとして
月次で実施しているてんかんの外来・入院患者のデータ抽出について、病院情報システムか
ら自動出力プログラムを開発した。抽出する患者データは、外来・入院患者の基本情報と病
名のみであったが、病名のコード・属性情報を追加し、データベース登録患者の選択作業の
際にその情報を活用する環境を整備した。
② てんかん国際分類に対応したデータベース構築の検討：2017 年版てんかん国際分類で
は「発作型」
「てんかん病型」
「てんかん症候群」の診断軸の分類の設定と用語改訂が行われ、
データベースの対応が必要である。予備的な検討として、ICD10・ICD11 とてんかん国際分
類の比較検討を行った。ICD10 では国際分類との齟齬が大きかったが、ICD11 では国際分類
と一定の整合が取られていることを確認した。
③外部データベース連携のためのネットワーク環境構築：診療情報交換の標準規格である
SS-MIX2 ストレージの臨床情報を外部連携するためのシステムを病院内に導入し、標準・拡
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張ストレージからのデータエクスポートの検証を実施した。NC 横断的研究事業でデータセ
ンターが設置される国立国際医療研究センターと VPN による通信回線を整備し、セキュリ
ティを担保した形で外部データセンターへ診療情報を送信する環境を整備した。
③ てんかん患者臨床データベースの整備：医療情報室からの抽出ファイルと医療連携室か
らの紹介患者リストをもとに月単位で入院と外来のデータベースを構築するフローを作成
した。データベースソフトウェアに移行し、クエリによって患者 ID に紐づいた病名を収集
してデータベース化するようにした。2017 年 6 月～2020 年 10 月の集計で、外来延べ患者
数 4086 名（実人数 2868 名）
、入院延べ患者数

4433 名（実人数 1678 名）のデータベース

となった。収集の精度を確認するため、月ごとに抜き打ちで検証する方針とした。入院例を
対象に、国際抗てんかん連盟による 2017 年分類に基づいた診断情報を、電子カルテ上のテ
ンプレートを利用して収集する体制を作った。2020 年 10 月現在 527 件の登録を行った。
Ⅱ．レセプトデータを使用したてんかんの診療実態の調査
レセプトデータは、診療行為に対する保険請求のためのデータであるが、母集団が最も多く、
研究目的でよく使われる JMDC 社から 2005 年 11 月からのてんかん病名（G40*）を付与され
たレセプトデータを用いて検討を行った。小児のてんかん患者の発症率や診療（受療率、治
療方法など）を抽出するフローチャートを前年度のフローチャートを作成し解析中である。
Ⅲ．てんかん患者における脳波記録のデータベース化に向けた基盤構築
脳波のデータベース化に向けての基盤構築を行った。全国の複数施設からの脳波データの
登録が可能な体制を目指し、脳波データを収集し登録するためのハードウェアは整えた。複
数施設からの登録にあたり、脳波データ登録のみで、データの閲覧や抽出が、オンライン上
では出来ない状況であるため、その課題をクリアすべく、解決策を見出し、対応可能な状況
を構築し全国の他施設からの登録が出来る体制を作る予定である。
Ⅳ．てんかんの適切な診断と治療戦略の研究
① てんかんの画像診断：近年登場した灰白質の類似度に着目したネットワーク解析手法
は、ルーチンで取得可能な3D-T1強調画像を用いて脳内ネットワークを個人レベルで評価
可能である。海馬硬化症（HS）を伴う側頭葉てんかん（TLE）患者において、その手法を
用いて特徴的なパターン抽出を試みた。TLEでMRIを撮像し、片側HSが確認された51例（右
TLE 29例、左TLE 22例）、健常者51例を対象とした。SPM12を用いて3D-T1強調画像から灰
白質画像を抽出し、2mm大の等大ボクセル化後、灰白質の類似性を用いたネットワーク解
析を用いて、全脳のネットワーク指標であるsmall-world network δ、局所のネットワー
ク指標であるClustering coefficient、Shortest path length、Betweenness centrality
を算出した。3群間（右TLE、左TLE、健常者）でこれらの指標の違いを比較検討した。全
脳のネットワーク指標δは3群間で有意差は認めなかった（p>.05）。しかし局所レベルで
は、右左TLE患者群ともに健常者群と比べてClustering coefficientの低下を認めた
（p<.001, uncorrected）。これらの低下部位は、同側側頭葉だけでなく、前頭葉や対側
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側頭葉にも分布し、左TLEの方が右TLEより広範な機能分離の低下を認めた。Shortest
path lengthは左TLEで両側脳梁・帯状回周囲の低下を認めたが（p<.001,
uncorrected）、これは同部の局所的な効率の上昇をあらわすと示唆される。一方右TLEで
は有意な変化は認めなかった。Betweenness centralityは、右TLE、左TLEともに有意な変
化は認めなかった。HSを伴うTLEにおいては、全脳のネットワークは保たれているが、機
能分離低下や効率の上昇などの局所のネットワークの異常を認め、特に左TLEではより広
範囲に異常を認めた。灰白質の類似度を用いたネットワーク解析は、HSを伴うTLEの病態
解明に貢献する可能性がある。
② 片側巨脳症（HME）は、一側大脳半球の肥大と脳回形成異常を示す先天性疾患で、生後早
から難治性てんかんを発症し、不全片麻痺、精神運動発達遅滞を伴う。発症時の発作間欠期の脳
波は suppression-burst パターンを示すことが多い。薬物療法が無効である場合が多く、早期に
大脳半球離断術を行うことで、てんかん発作の消失や発達予後の改善が期待できる。
Suppression-burst（SB）は、相対的静止期（suppression）と群発した脳活動（burst）が数秒
間隔で交互に出現する脳波パターンであり、大田原症候群や早期ミオクロニー脳症などで認め
られるが、その発生機序は解明されていない。今回我々は、半球離断術後に視床・対側大脳半球
との連絡を断たれた巨脳側において SB パターンが持続している症例があることに注目した。片
側巨脳症 18 例を対象とし脳波記録から、巨脳側における SB パターンの有無と持続期間を確認
した。巨脳側では、術前に 9 例、術後に 15 例で SB が認められた。術前に SB があり、術後に SB
が消失した症例はなかった。SB の発生機序に関する従来の仮説は、グルタミン酸輸送の抑制、
視床-皮質連絡との関連などであるが、本研究では大脳の異常のみによって SB が発生し得るこ
とを臨床的な結果から示している。半球離断術後に SB パターンが不規則となった点は、規則的
な SB パターンの発生に視床・対側大脳半球との連絡が関与している可能性を示唆している。

③ てんかんと神経発達症の併存研究：小児てんかん手術症例における手術前後の適応行
動、認知機能の変化：これまでに 18 例の小児てんかん手術例について術前、術後 6 か
月、1 年の認知機能や行動の変化について質問紙や心理検査、脳波の一つである事象関連
電位等を用いて検討を行った。発達障害様症状は、反抗挑戦性、自閉スペクトラム様症状
がみられていたが術後有意に改善していた。実行機能の改善を認めたが、知的能力には変
化がなかった。実行機能の改善は多くの例で認められたが、前頭葉上中前頭回焦点例や発
作残存例で改善が乏しかった。術後、実行機能、発達障害様症状は改善しており、認知機
能における手術の有用性も証明された。
前頭葉てんかん症例の浅睡眠時脳機能ネットワークと臨床症状との関連研究：対象は前
頭葉てんかん(FLE)21 例と定型発達児 17 例。19 チャネル脳波を用いて睡眠 Stage1 の脳波
を測定し、その周波数から Phase lag index(PLI)を測定し、グラフ理論を用いて解析し
た。FLE では、γ帯域の PLI が有意に低下していた。FLE では浅睡眠時の左右大脳半球の
連結性が下がりやすく、この PLI は持続的注意課題のお手つきエラーと負の相関を認めて
いた。すなわち FLE の PLI が持続的注意と関連し、バイオマーカとなる可能性が示唆され
た。
④ てんかんと精神症状の併存研究：てんかんのある患者に抑うつや不安が合併すること
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は一般よりも多く、時に発作以上に QOL に影響を与えることが知られている。精神科てん
かん外来初診した 71 人のてんかん患者のうち、治療を要する抑うつを 23 人（32％）、不
安を 18 人（25％）に認めた。抑うつ患者 23 人の中でうつ病の診断基準を認めるものは 6
人であり、知的障害や発達障害の二次障害や心因性非てんかん性発作など背景疾患は多岐
に渡った。不安患者 21 人の背景も同様であった。抑うつ、不安への治療の半数弱は非薬
物療法であり、薬物療法のうち半数弱は抗てんかん薬の調整だった。
⑤ 自己免疫性てんかんの研究：成人・高齢者てんかんの臨床病態と治療の解析として、
てんかんと自己免疫性機序の解明のため、複数の自己抗体を一度に検索できる手法の開発
検討を行い診断と治療に有効活用することができた。また、広域の周波数帯域の脳波
wide-band EEG では 200 Hz 以上の高周波数帯域の活動、1 Hz 以下の低周波数帯域の活動
の記録が可能となり、高周波数律動(HFOs)、直流(DC)電位と呼ばれる脳波活動が新たな情
報として得られるようになり、両指標がてんかん原性領域の同定に役立つことが明らかに
なった。
Ⅴ． てんかん基礎研究
① 難治性てんかんの遺伝学的解析：難治性てんかんの外科的切除標本を免疫組織染色によ
り、グリア細胞特有のチャンネルや受容体について免疫組織化学的解析による発現解析を
行った。海馬硬化および瘢痕脳回のグリア細胞の抗原提示性は非てんかん性疾患による反
応性グリア細胞のそれとは異なり、グリア細胞のてんかん原性への関与が示唆された。新生
児期より難治性てんかんを来す early-onset progressive leukodystrophy を発見し報告し
た。また結節性硬化症の遺伝学的解析では、皮質結節の dysmorphic neuron、balloon cell、
normal-looking neuron に分けて microdissection を行い、DNA を抽出して PCR で増幅する
ことを確認した。塩基配列解析を進めている。
② てんかんモデル動物を用いた病態解明： (i)AUTS2 遺伝子について：脳内の神経細胞は、
神経活動を促す「興奮性シナプス」と、逆にそれを抑え込む「抑制性シナプス」で繋がって
おり、これらの数がバランスよく保たれることで、健やかな精神活動が営まれる。AUTS2 が
興奮性シナプスの新規形成を抑え、刈り込みを促進することで、結果的に興奮性シナプスの
数が増えすぎないように調整していることを見出した。一方で、抑制性シナプスに対しては
このような働きが認められなかった。AUTS2 の機能が失われると、興奮性シナプスの数は増
えるが抑制性シナプスは変わらないため、興奮性／抑制性のバランスが破綻してしまい、脳
が常に興奮した状態になることがわかった。これがてんかん病理の背景にあることが示唆
された。自閉スペクトラム症と小脳との関連が示唆されてきているため、さらに小脳におけ
る AUTS2 の機能についても調べた。AUTS2 が、プルキンエ細胞の成熟、登上線維シナプスの
発生、平行線維シナプスの数の制限、等に関わることによって、社会性行動に関与すること
を小脳特異的コンディショナルノックアウトマウスを使った実験により明らかにした。
(ii)イハラてんかんラット（IER）および DSCAML1 遺伝子について： IER の原因遺伝子とし
て Dscaml1 を同定し、また「てんかん症例リサーチリソース」から、いくつかのゲノム変異
を同定した。C 末端側のアラニンがスレオニンに変異した症例では、その変異 DSCAML1 蛋白
質のフォールディング異常により細胞表面に出ることができず、DSCAML1 蛋白質が機能しな
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い。相同なゲノム変異を持つノックインマウスを作成したところ、IER と同様な表現型が見
られたので、ヒトのこのアミノ酸変異が疾患の原因となっている可能性が示唆された。さら
に統合失調症、知的障害、自閉スペクトラム症、
（てんかん症例を含む）のデータベースか
ら DSCAML1 遺伝子の変異を多数抽出した。さらに、
代表的な三変異のコードする変異 DSCAML1
タンパク質について、立体構造予測、細胞内局在、タンパク質安定性、細胞接着機能、シナ
プス数制限機能について調べることによって、その変異が精神疾患やてんかんの発症に関
連する可能性について調べた。また、4PBA のような分子シャペロンをマウスに投与したと
ころ、DSCAML1 の細胞内局在や神経細胞配置、異常脳波などがレスキューされた。これは、
新たな治療法の開発につながると考えている。
③ てんかん原性獲得におけるグリア細胞機能変調との因果関係の研究：ピロカルピン
誘導側頭葉てんかんモデルマウスを用い、てんかん原性獲得過程におけるグリア細胞の役
割を検討してきた。そして１）けいれん重積 4 週間後にてんかん原性が誘導されること、
２）同時期には苔状繊維異常発芽を認めること、３）同時期の活性化アストロサイト（てん
かん原生型アストロサイトとする）は、IP3 受容体タイプ 2（IP3R2）依存的な Ca2+過活動を
起こすこと、４）IP3R2 欠損マウスではてんかん原性獲得が阻害されること、てんかん原性
型アストロサイトの RNA-seq 解析により、5）てんかん原生アストロサイトに高発現する分
子として代謝型グルタミン酸受容体 mGluR5 を同定した。mGluR5 はシナプス新生を引き起こ
す分子として知られており、てんかん原性アストロサイトに発現する mGluR5 が上記 1)〜4)
の引き金となっている可能性を示した。
Ⅵ．倫理面における配慮の状況（生命倫理・安全対策等の遵守）
個人情報保護法、生命倫理・安全対策に関するガイドライン等に準拠し、倫理基準を遵守し
て研究を行った。
Ⅶ．2018 年度より当てんかんセンターは、厚労省から「てんかん診療全国拠点機関」とし
て指定された。全国のてんかん診療機関をリードできる臨床的・基礎的研究を推進し、成果
を全国に展開し、わが国のてんかん診療の向上をはかりたい。各専門疾病センターとも連携
し、各科共通の臨床データベースの構築に向けて、てんかんの疾病統計分析や臨床研究、臨
床治験がスムーズに施行できるシステムの構築を目指す。てんかんを様々な脳形態・機能画
像解析や神経生理学的解析を用いて可能な限り早期に適切な評価と診断を行い、効果的な
内科的、外科的治療方法導入の確立を目指したい。てんかん病態解明のための基礎研究では、
引き続き遺伝学的病態解明とモデル動物の開発を行い、てんかんの発症病態解明と治療方
法の開発を進めていきたい。
2020 年度には当センターが全国てんかんセンター協議会を開催した。2023 年度には、日
本てんかん学会学術集会を開催することになった。より一層の研究のレベルアップを図り
たい。
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Ⅷ．今後の研究の進め方について：
AI 技術を活用した、てんかんと併存する精神症状、神経発達症における画像・血液・脳波
等の検査データと、発作症状、行動、身体所見等のデジタルフェノタイピングデータを組み
合わせた解析を行い、早期診断が可能となる医療機器プログラム等の研究開発を推進し、早
期に適切な評価と診断を行い、効果的な内科的、外科的治療方法導入の確立を目指す。
2020 年度には、当センターが全国てんかんセンター協議会を開催し、また 2023 年度には、
日本てんかん学会学術集会を開催することになった。より一層の研究のレベルアップを図
りたい。
Ⅸ．研究成果の発表（原著論文、講演）
2019 年度（初年度）
【論文】英文 34 編、和文 6 編、総説 13 編、計 53 編、うち査読付論文計 40 編 、
【書籍】
英文 1 編、和文 15 編 計 16 編、
【学会発表】国際学会 17 回、国内 80 回、計 93 回、【シ
ンポジウム】国際 2 回、国内 26 回、計 28 回、
【講演】国際 2 回、国内 53 回、計 55 回
2020 年度（2 年度）
【論文】英文 26 編、和文 4 編、総説 10 編、計 40 編、うち査読付論文計 30 編、 【書籍】
英文 0 編、和文 8 編 計 8 編、
【学会発表】国際学会 4 回、国内 46 回、計 50 回、
【シンポ
ジウム】国際 2 回、国内 6 回、計 8 回、
【講演】国際 0 回、国内 29 回、計 29 回
（７）研究成果による産業財産権の出願・取得状況
特になし
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精神・神経疾患研究開発費 1-4

時間を計測した。

てんかんの病態解明と併存症を含めた先駆的・包

【結果】対象症例のてんかん発症年齢の中央値は

括的診断と治療方法の開発

日齢 7（日齢 0-2 か月)、手術時年齢の中央値は
3 か月（2-17 か月)だった。巨脳側では、術前に

分担研究： 片側巨脳症における半球離断術後の

9 例、術後に 15 例で SB が認められた。術前に

脳波の検討

SB があり、術後に SB が消失した症例はなかっ

分担研究者 国立精神・神経医療研究センター

た。非巨脳側では、術前に 5 例で SB が認めら

外来部

れたが、術後に SB が認められた症例はなかっ

中川栄二

研究協力者 国立精神・神経医療研究センター

た。巨脳側における SB の持続期間は、最長術

小児神経診療部、脳神経外科＊

後 6 年 11 か月だった。SB パターンが認められ

渡辺詩絵奈、斎藤貴志、岩崎真樹＊

た症例において、suppression 時間は術前 1-8
秒、術後 1-10 秒と大きな変化がなかった。一

【緒言】片側巨脳症（HME）は、一側大脳半球の

方、burst 時間は術前 1-16 秒、術後 1-94 秒と

肥大と脳回形成異常を示す先天性疾患で、生後
早期から難治性てんかんを発症し、不全片麻痺、

大きく変化した。
【考察】

精神運動発達遅滞を伴う。発症時の発作間欠期

①SB の発生機序に関する従来の仮説は、グルタ

の脳波は suppression-burst パターンを示すこ

ミン酸輸送の抑制[3]、視床-皮質連絡との関連

とが多い。薬物療法が無効である場合が多く、

[4,5]などであるが、本研究では大脳の異常の

早期に大脳半球離断術を行うことで、てんかん

みによって SB が発生し得ることを臨床的な結

発作の消失や発達予後の改善が期待できる。

果から示している。

Suppression-burst （ SB ） は 、 相 対 的 静 止 期

②通常、大田原症候群では suppression 時間 3-

（suppression）と群発した脳活動（burst）が

4 秒、burst 時間 1-3 秒の規則的な SB パターン

数秒間隔で交互に出現する脳波パターンであ

が認められる[6]。半球離断術後に SB パターン

り、大田原症候群や早期ミオクロニー脳症など

が不規則となった点は、規則的な SB パターン

で認められるが、その発生機序は解明されてい

の発生に視床・対側大脳半球との連絡が関与し

ない[1,2]。今回我々は、半球離断術後に視床・

ている可能性を示唆している。

対側大脳半球との連絡を断たれた巨脳側にお

【結論】半球離断術により視床・対側大脳半球と

いて SB パターンが持続している症例があるこ

の連絡が断たれた後も巨脳側で SB が出現して

とに注目した。

おり、SB は大脳皮質の異常のみによって発生し

【方法】2009 年 10 月から 2019 年 3 月に、国立

得ると言える。

精神・神経医療研究センター病院において 2 歳
未満で半球離断術を施行した片側巨脳症 18 例

【参考文献】

（男児 10 例、女児 8 例）を対象とした。脳波

[1] Ohtahara S, et al. The early-infantile

記録から、巨脳側における SB パターンの有無

epileptic encephalopathy with suppression-

と持続期間を確認した。さらに、SB パターンが

burst: developmental aspects. Brain Dev.

認められた症例では、
suppression 時間と burst

1987;9(4):371-376.
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[2] Ching S, et al. A neurophysiologicalmetabolic model for burst suppression.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2012;109(8):30953100.
[3] Milh M, et al. Inhibition of glutamate
transporters results in a "suppressionburst" pattern and partial seizures in the
newborn rat. Epilepsia. 2007;48(1):169-174.
[4] Japaridze N, et al. Neuronal Networks
during Burst Suppression as Revealed by
Source

Analysis.

PLoS

One.

2015;10(4):e0123807.
[5] Zhang Z, et al. Isoflurane-Induced Burst
Suppression Increases Intrinsic Functional
Connectivity of the Monkey Brain. Front
Neurosci. 2019;13:296.
[6] 稀少てんかんの診療指標. 日本てんかん学
会
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脳神経外科てんかん臨床情報のデータベー

ンを持たせた。要望に応じて研究用に

ス化と臨床治験ネットワークの構築

データを提供できる状態とした。患者
基本情報、術前検査情報（MRI、脳波

岩崎 真樹

など）
、術後の発作転帰、病理所見、手
術分類を加え、国際抗てんかん連盟

国立精神・神経医療研究センター病院

（ILAE）の 2017 年新てんかん分類(1)

脳神経外科

に基づいた診断項目を、術前サマリー
から収集する体制を構築した。

【諸言】

手術検体の利活用を促進するために、

本研究では、当センターにおけるてんかん

NCNP バイオバンクと連携し、同意取

を対象とした臨床研究、共同研究および治

得できた外科治療患者を全例バイオバ

験を促進することを目的に、患者データベ

ンクに登録する仕組みを運用した。標

ースの構築を進めている。

本は、ホルマリン固定と凍結保存が解

以下、脳神経外科データベースとてんかん

剖学的に対応するように切り出され、

センターデータベースの 2 点に分けて記載

将来的に病理学的所見と分子遺伝学的

する。

所見が対応するようにした。

1.

2.

脳神経外科データベース：

外科治療

2.

バイオリソース部の支援を得て、診療

の対象となる難治てんかんは術前精査

支援システムから外来新患と入院新患

による豊富な臨床情報を有している。

の基本情報をデータベース化するワー

また、外科的に切除される脳検体は研

クフローを構築した。2017 年新てんか

究用試料として非常に貴重である。こ

ん分類に基づいて医師入力項目を明確

れらを有効に利活用する仕組みが求め

にし、診療支援システム上で入力作業

られる。

ができるようにした。

てんかんセンターデータベース： 共
同研究や治験を促進するためには、継

【結果】

続的に十分な大きさのデータベースを

1.

脳神経外科データベースは、1999 年以

構築する仕組みが求められる。診断分

降 2020 年 12 月までで臨床診断と術式

類等には汎用性の高い用語を用い、必

を含む 2093 件のデータベースとなっ

要度の高い項目を選択してデータとす

ている。2017 年 4 月以降は新てんかん

る必要がある。患者基本情報の取得は

分類に基づいた診断項目を追加して前

容易だが、医師の判断を要する診断項

向きに登録を進めている。当センター

目についてどのように一定の質を担保

内の共同研究者に共有することで、外

しつつ入力を進めるかが課題であった。

科症例を対象にした臨床研究の発案・
遂行に役立てた。

【方法】

NCNP バイオバンクとの連携体制を構

1.

スプレッドシート（Microsoft Excel®）

築し、手術適応のある難治てんかん患

からデータベースソフトウェア

者の登録を 2017 年 6 月に開始し、2020

（Microsoft Access®）に移行した。手

年 10 月 31 日現在、同意取得者 345 名

術情報と診断情報、合併症情報、患者

で、脳試料 259 検体、血漿 301 検体、

転帰を別のテーブルにしてリレーショ

血清 164 検体が登録されている。
「分子
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遺伝学的・病理学的・画像的解析によ

への応用が今後の課題である。

る低悪性度てんかん原性腫傷および関

2.

連する皮質形成障害の診断に関する研

【結論】

究」
「慢性頭蓋内電極留置中の難治性て

バイオバンク・バイオリソース部との連携

んかん患者を対象として、全身麻酔中

により、研究試料の二次利用を容易にした。

の脳波変化の統計学的解析によりてん

医師の負担を最小限に抑えたデータベース

かん焦点領域を同定する探索的臨床研

構築については、更に方法を検討する必要

究」にて利活用されている。

がある。また、データベースの二次利用を

医療情報室およびバイオリソース部研

容易にする体制の構築も求められる。

究補助員との協力体制を築き、2017 年
の新しいてんかん国際分類に準拠した
データベースへの新しい登録体制を

参考文献

2017 年 6 月から開始した。2017 年 6

1.

月～2020 年 10 月の集計で、外来延べ

G, et al. ILAE classification of the

患者数 4086 名（実人数 2868 名）
、入

epilepsies: Position paper of the ILAE

院延べ患者数 4433 名（実人数 1678

Commission for Classification and

名）のデータベースとなっている。入

Terminology. Epilepsia, 58: 512–521, 2017.

院例を対象に、国際抗てんかん連盟

doi:10.1111/epi.13709

2017 年分類に基づいた診断情報を、電
子カルテ上のテンプレートを利用して
収集する体制を作った。2020 年 10 月
現在 527 件の診断情報が登録されてい
る。
【考察】
1.

2017 年に国際抗てんかん連盟（ILAE）
による新しいてんかん国際分類が発表
された。近年は ILAE による国際分類
に準拠した発表・論文が強く求められ
ており、素早い対応が必要である。
バイオバンクとの連携により、外科検
体を用いた共同研究への発展が期待さ
れる。データベースの利活用を促進す
るために、周知などに更なる工夫が必
要である。

2.

てんかんセンターデータベースについ
ては、診断情報が保険病名に限られて
いる点が課題である。入院患者はテン
プレートを用意することで質の高い診
断情報を収集できているが、外来患者
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Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla

レセプトデータを使用したてんかんの診療実態の調査
研究分担者：齋藤貴志（国立精神・神経医療研究センター病院小児神経診療部）
【目的】てんかんは、最も患者数の多い神経疾患

令和 2 年度：実際のデータを用いた解析の準備を

の一つである。諸外国でのデータをもとに、日本

行うことを目的とした。母集団が最も多く、研究

でも全年齢層の有病率は少なくとも 0.5～0.8％程

目的でよく用いられる JMDC 社のレセプトデータ

度、60 万～100 万人ほどと推測される(1)(2)が、

を使用することとした。2005 年 11 月から 2019

大規模な疫学調査はこれまでに行われていない。

年までの期間で、てんかん病名（ICD-10 コード

小児を対象とした有病率の調査は 1999 年に岡山

G40*）を付与されたレセプトデータを購入した。

県で行われた 13 歳未満を対象とした調査がある。

同社のレセプトデータは健保組合のデータである

その結果では、単発または発熱時の発作を除くと

ため、社会経済的地位が高い集団である。また、

5.3/1000 となる(3)。日本全国を対象とした、ある

65 歳以上のデータはほとんどなく、75 歳以上は

いは成人を含む全年齢層を対象とした本格的な疫

基本的にない。一方、日本では、小児のてんかん患

学調査は未だ行われていない。患者数とその医療

者の発症率や診療（受療率、治療方法など）は、被

需要を明らかにすることは、てんかんに対する対

保険者の社会的経済的地位に大きな影響を受けに

策を行なっていくためにも重要である。

くいと考えられる。このため、まず小児期の患者

近年、様々な疾患の疫学的調査にレセプトデータ

の診療実態の調査を計画した。てんかんの病名は、

が使用されることが増えてきており、神経疾患で

保険請求を目的として付与されており、必ずしも

も応用されているが(4)(5)、てんかんに関する本邦

てんかん患者に限って与えられているわけではな

での調査はない。本研究では、てんかんの疫学的

い。このため、てんかんの病名を付与された小児

調査の手段として、保険診療にて作成されるレセ

期の患者のうち、真のてんかん患者を抽出するフ

プトデータを使用することが実現可能かどうか検

ローチャートを前年度のフローチャートを作成す

討し、その後実際にレセプトデータを利用した解

ることとした。

析を行う予定とした。

【結果】以下のような点に留意し作成した。てん

【方法】令和元年度の研究の目的は、レセプトデ

かん（ICD10 コード G40*）を含む傷病名を付与さ

ータを利用したてんかん診療実態の改名が可能か

れた患者の、病名、診療行為、処方から以下のよう

どうか、実現性を検討した。レセプトデータは、診

な手続きを行い、てんかん患者数を集計すること

療行為に対する保険請求のためのデータであり、

が可能であると考えられた。

研究目的のデータではない。このため、単純に「て

診療行為：「てんかん指導料」と「在宅迷走神経電

んかん」に関連する傷病名を使用した患者をカウ

気刺激治療指導管理料」はてんかん患者以外では

ントすると、保険請求のために付与された「保険

請求ことはないと考えられ、どちらかが請求され

傷病名」の患者もカウントされるため、過大に計

ていれば、てんかんと考えられる。なお、特定疾

算される。てんかん患者数の集計にできるだけ保

患、指定難病の病名のつくてんかん患者（ウエス

険傷病名の患者が含まれることを可能な範囲で減

ト症候群などの難治てんかんあるいは、他の難病

らす必要がある。このため、診療行為、処方された

等の合併がある場合、てんかんであっても、難病

薬剤などを組み合わせることで真のてんかん患者

指導料が請求され、てんかん指導料が請求されて

に近づけることが必要である。

いないことがあるため、この項目の有無のみでは
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てんかんかどうかを判定できない。

JMDC 社から提供されたデータを扱える環境を構

処方：一時的な抗てんかん薬の処方は、てんかん

築した。この環境にて、
2019 年にてんかん（G40*）

ではない可能性が高く、4 週間未満の抗てんかん

の病名を付与された 18 歳未満の小児患者は概算

薬処方はてんかん患者の集計から除外する。なお、

で、2019 年度の 18 歳未満の小児てんかん患者数

小児では、双極性障害、神経痛、頭痛など、てんか

は 19,827 名、母集団は 1,584,213 名であり、受療

ん以外の疾患に、保険適応外使用される機会は少

率 1.25%であり、既報と同様の結果で妥当である

ないと考えられるため、この点は考慮しないこと

と考えられた。

とした。

【今後の予定】フローチャートに従い、レセプト

環境整備：関係データベースマネージメントシス

データから真の小児てんかん患者を同定し、疫学

テムとして、オープンソースで、標準的 SQL 言語

や診療実態を明らかにする。

を使用できる PostgreSQL をインストールし、

また、既存のコンピューターにデータベースをせ

1.

Bell GS et al. An unknown quantity-The worldwide prevalence of epilepsy. Epilepsia. 2014 Jul;55(7):958–62.

2.

Fiest KM et al. Prevalence and incidence of epilepsy: A systematic review and meta-analysis of international studies.
Neurology. 2017 Jan;88(3):296–303.

3.

Oka E et al. Prevalence of Childhood Epilepsy and Distribution of Epileptic Syndromes: A Population-based Survey in
Okayama, Japan. Epilepsia. 2006 Mar;47(3):626–30.

4.

Toyokawa S, et al. Estimation of the number of children with cerebral palsy using nationwide health insurance claims data in
Japan. Developmental Medicine & Child Neurology. 2017 Mar;59(3):317–21.

5.

Ogino M, et al. Prevalence, treatments and medical cost of multiple sclerosis in Japan based on analysis of a health insurance
claims database. Clin Exp Neuroimmunol. 2017 Nov;8(4):318–26.
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てんかん患者における脳波記録のデータベ

A 群に発作完全消失の患児は認めず、B 群

ース化に向けた基盤構築

では 12 例中 10 例で発作の消失を認めた。

‐片側巨脳症における生理学的検査所見と

発 達 指 数 は A 群 で 有 意 に 低 く (Mann-

神経学的予後の検討‐

Whitney U test; p = 0.0123)、発達指数 10
未満の児が A 群では 4 例、B 群で 1 例で認

分担研究者 石山昭彦

められた。

所属機関名

発作転帰は A 群では、6 名すべてが ILAE

国立精神・神経医療研究セン

ター病院 小児神経科

分類 class 4 または 5（class 4 が 4 名、class
5 が 2 名）で、全例有意語未獲得であった。
また運動発達では、6 名中 5 名が歩行不能

【緒言】てんかん診療において、脳波は中核

であった。一方で、B 群の発作転帰は 12 名

的な役割を果たす重要な検査である。我々

中 10 名が ILAE 分類 class 1（残りの 2 名は

は脳波記録のデータベース化の体制構築を

class 5）であった。また 12 名中 6 名が有意

行い、脳波記録データベース作成を行って

語を獲得し、8 名が歩行可能であった。

いる。今後、他施設からの登録ができる体制

【考察】

を整えるための準備を行っているところで

片側巨脳症の患児の術後の健側脳の SSEP

ある。今回は片側巨脳症における脳波を含

の N20 所見の有無は、発作予後、発達予後

めた生理学的検査所見と神経学的予後との

に関連していることが示唆された。今後、手

関連についての検討を行った。

術前後の脳波所見との関連などを含めた更

【方法】片側巨脳症の患児の手術前後の体

なる詳細な検討をすすめていく予定である。

性感覚誘発電位(SSEP)と発作や発達予後

今後、脳波登録のデータベース化をすす

に関して、術後 SSEP における健側 N20 の

めつつ、種々のてんかん症候群の疾患にお

出現の有無と発作消失の関連について統計

いて脳波所見や電気生理学的検査の解析、

学的に検討した。

検討を継続していきたい。

対象は片側巨脳症患児で手術療法を行った
18 例で、手術後の SSEP 検査で健側脳に
N20 の出現を認めなかった 6 例（A 群）と、
健側脳に N20 の出現を認めた 12 例
（B 群）
の 2 群に分け、N20 出現の有無と発作や、
発達予後との関連についての検討を行った。
【結果】対象の片側巨脳症患児のてんかん
発作発症時年齢は生後 7 日。てんかん外科
手術術後の平均フォローアップ期間は 4.4
年であり、両群に有意差は認めなかった。対
象の手術術式は、半球離断術が 15 例、後方
離断が 2 例、脳梁離断術が 1 例であった。
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精神・神経研究開発費 1-4

と罹病期間および発作頻度との相関を検討し

「てんかんの成立機序の解明と診断・治療法

た。

開発のための基礎・臨床の融合的研究」
演題名：海馬硬化症を伴う側頭葉てんかんに

結果

おけるネットワーク解析の検討

全脳のネットワーク指標δは 3 群間で有意差

所属 国立精神・神経医療研究センタ―病院

は認めなかった（p>.05）。局所レベルでは、
右 TLE 、 左 TLE と も に 健 常 者 と 比 べ て

放射線診療部

Clustering coefficient の 低 下 を 認 め た

氏名 佐藤典子

（p<.001, uncorrected）。これらの低下は、
同側側頭葉だけでなく、前頭葉や対側側頭葉

諸言
グラフ理論を用いたネットワーク解析は、脳
内ネットワーク異常を検出する手法であり、
てんかん分野でも広く検討されている。近年
登場した灰白質の類似度に着目した手法は、
ルーチンで取得可能な 3D-T1 強調画像を用い
て脳内ネットワークを個人レベルで評価可能
である。今回の研究は海馬硬化症を伴う側頭
葉てんかん（TLE）患者にこの手法をはじめて
適用することで特徴的なネットワークパター

にも分布し、左 TLE の方が右 TLE より広範な
低下を認めた。
Shortest path length は左 TLE
で両側脳梁・帯状回周囲の低下を認めたが
（p<.001, uncorrected）、右 TLE では低下は
認めなかった。Betweenness centrality は、
右 TLE、左 TLE ともに有意な変化は認めなか
った。全脳、局所のネットワーク指標と臨床
情報（罹病期間、発作頻度）との間に有意な相
関は認めなかった。

ンを抽出し、その潜在的な有用性を確立する
考察

ことを目的とした。

TLE のネットワークは全脳レベルでは保たれ
ていたが、局所レベルでは健常者と比べて両

方法
2014 年 2 月～2017 年 10 月に TLE で MRI を撮
像し、片側海馬硬化症が確認された 51 例（右
TLE 29 例、左 TLE 22 例）、健常者 51 例を対
象とした。SPM12 を用いて 3D-T1 強調画像か
ら灰白質画像を抽出し、2mm 大の等大ボクセ
ル化後、灰白質の類似性を用いたネットワー
ク解析を用いて、全脳のネットワーク指標で
ある small-world network δ、局所のネット
ワーク指標である Clustering coefficient、
Shortest

path

length 、 Betweenness

側 TLE 群で Clustering coefficient の低下、
左 TLE 群で Shortest path length の低下を認
めた。Clustering coefficient の低下は機能
分離の低下をあらわし、TLE では同側側頭葉
だけでなく、前頭葉や対側側頭葉などの局所
的な機能分離の低下が示唆される。このよう
な 広 範 な Clustering の 低 下 は 、 過 去 の
functional MRI や DTI を用いた解析結果と一
致し、構造 MRI を用いた解析でも脳機能を反
映した結果が得られると期待される。
左 TLE で 認 め た 脳 梁 ・ 帯 状 回 周 囲 の

centrality を算出した。3 群間（右 TLE、左
TLE、健常者）でこれらの指標の違いを比較検
討した。さらに、これらのネットワーク指標

Shortest path length の低下は、同部の局所
的な効率の上昇をあらわす。効率が上昇すｒ
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ことで、分離していたクラスター同士がつな
がって機能分離が低下し、右 TLE と比べて広
範な Clustering coefficient の低下に至った
可能性が示唆される。海馬硬化症を伴う TLE
において脳内のネットワークは局所的にラン
ダム化している可能性が示唆される。

結論
灰白質の類似度を用いたネットワーク解析は、
海馬硬化症を伴う TLE の病態解明に貢献する
可能性がある。今後、更なる臨床的有用性の
探索が望まれる。

参考文献
1. Tijms BM, Seriès P, Willshaw DJ, et al.
Similarity-based

extraction

of

individual networks from gray matter
MRI scans. Cereb Cortex. 2012;22:15301541.
2. Sporns O, Tononi G, Kötter R. The human
connectome: A structural description
of the human brain. PLoS Comput Biol.
2005;1:e42.
3. Yasuda CL, Chen Z, Beltramini GC, et
al. Aberrant topological patterns of
brain structural network in temporal
lobe

epilepsy.

Epilepsia.

2015;56:1992-2002.
4. Liao W, Zhang Z, Pan Z, et al. Altered
functional

connectivity

and

small-

world in mesial temporal lobe epilepsy.
PLoS One;5:e8525.
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成人・高齢者てんかんの臨床病態と治療の解

抗 VGKC 複合体抗体は 40 例，NMDAR は

析

32 例，GAD は 68 例で検索され、自己抗体
の陽性率は全体として 19％だった。
金澤 恭子 1、山田

森本 笑子
西川

4、木村

典子

佐藤 典子

知香 2、藤井

裕之 3

3、池谷

直樹

5

まれ、3T MRI、FDG-PET、SPECT、長時間

貴志

7

ビデオ脳波などによる画像/神経生理学的検

祐二

1

査に基づく評価、血液/髄液のリンパ球解析に

栄二

7

よる病態評価、遺伝子解析による発症の危険

有喜男

6、塚本

3、岩崎

忠

1、斎藤

真樹

8、高橋

中川

自己免疫性脳炎のバイオマーカーの解明が望

因子の評価等が必要である。
国立精神・神経医療研究センター病院
脳神経内科 1、放射線科 3

方法

脳神経外科 8、小児神経科 7

検査結果、髄液、血清、唾液検体を用い、自

東京女子医科大学東医療センター
脳神経外科 2

病態の解明、新規バイオマーカーの検索を行

大阪市立大学大学院 医学研究科
放射線診断学･IVR 学
横浜市立大学附属病院

4

脳神経外科

己免疫性辺縁系脳炎の患者の新規抗体の解析、
う研究を開始した。
分析的研究、神戸大学主幹の多施設共同研究

5

である。

順天堂大学医学部附属順天堂医院
脳神経内科 6

結果
対象は自己免疫性辺縁系脳炎と診断され、血

諸言

清、髄液、唾液検体が取得可能で、画像検査、

超高齢社会とともに、認知症、てんかん、免

神経生理学的検査等が実施されている症例を

疫介在性神経疾患等の神経疾患の有病率はこ

患者群、自己免疫性辺縁系脳炎以外と診断さ

の 20 年間で倍増している。自己免疫性辺縁系

れたが、血清、髄液、唾液検体が取得可能で、

脳炎は自己抗体に関連する大脳辺縁系を中心

画像検査、神経生理学的検査が実施されてい

とした炎症性疾患で免疫治療の効果があり早

る症例を非患者群とした。

期診断、加療が必要だが、本邦では自己抗体

探索的な研究として実行可能な症例数として

の測定に時間がかかり、自己抗体陰性の症例

患者群は 50 例と設定した。比較対象としての

では診断に難渋するため、不十分な治療によ

非患者群は 20 例と設定した。

り認知症、薬剤抵抗性てんかんの原因となっ

診療記録の情報を用い年齢、性別、診断名、

ている現状がある。

薬剤投与歴、臨床経過、自己抗体価、髄液検

これまで、薬剤抵抗性てんかんを呈する自己

査、画像検査、神経生理学的検査の結果等に

免疫性辺縁系脳炎の臨床的な診断基準を作成

ついて検討する。

する取り組みが行われてきた。坂本らの報告

血液、髄液検体を用いたリンパ球機能解析、

では、てんかんの原因として免疫機序が疑わ

血清、血漿、髄液検体を用いた自己抗体の探

れ入院精査した 70 症例を対象に後方視的に

索、血液、唾液検体を用いた遺伝子解析を行

アルゴリズムを適応し検討した(1)。対象の男

う。

女比は 50%ずつで、発症年齢の中央値は

測定施設は、神戸大学、Schleswig-Holstein

54(9-74)歳だった。MRI は全例で、髄液検査

大学、新潟大学、コスミックコーポレーショ

は 66 例、
FDG-PET は 68 例で施行された。

ンを予定している。
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当施設での倫理委員会の承認が得られたため、

自己免疫性辺縁系脳炎は免疫治療の効果があ

症例登録を開始した。

り早期診断、加療が必要だる。不十分な治療

データの提供にあたり、研究責任者または研

により認知症や薬剤抵抗性てんかんをきたし

究分担者は研究対象者識別番号リストを作成

ている。自己免疫性辺縁系脳炎の臨床的な診

する。個人情報は提供しない。

断基準を作成する取り組みが行われてきた。

匿名化されたデータは主幹機関の事務局で管

自己免疫性脳炎のバイオマーカーの解明が望

理される予定である。

まれる。抗 LGI1 抗体関連脳炎、抗 NMDAR

本研究は診断を目的とした遺伝子解析は行わ

抗体関連脳炎と関連を示す SNP、HLA アレ

ないこと、自己免疫性辺縁系脳炎の有病率は

ルが報告されている。本研究では特に自己免

低く関連する遺伝子異常があっても発症の危

疫性脳炎における遺伝的素因を検討する予定

険性が著しく高くなるわけではないことから、

である。

研究対象者には結果を開示しない方針である。
ただし、偶発的所見については、有効な対処

参考文献

方法がある場合には研究対象者への開示を検

1.

討し、必要に応じ遺伝カウンセリングの機会

端 祐一郎, 武山 博文, 小林 勝哉, et al. 自

を設ける予定である。

己免疫性てんかんにおける診断アルゴリズム

坂本 光弘, 松本 理器, 十川 純平,

の提唱とその有用性の予備的検討. 臨床神経.
考察

2018;58:609-16.

抗 LGI1 抗体関連脳炎、抗 NMDAR 抗体関連

2.

脳炎における遺伝的素因について、抗

Melzer N, Golombeck KS, Kümpfel T, et al.

NMDAR 抗体陽性の 96 症例、抗 LGI1 抗体

Genetic predisposition in anti-LGI1 and

陽性の 54 症例について GWAS(genome-wide

anti-NMDA

association study)で検討した結果が報告さ

Neurol. 2018;83(4):863-9.

れている(2)。
抗 LGI1 抗体関連脳炎では有意水準を超えた
6 番染色体、有意水準をわずかに下回った 4、
19 番染色体について SNP が同定され、各々
HLA-DRB1 と HLA-DQA1 の遺伝子間領域、
DCLK2 の上流領域、ZNF528 のイントロン
領域に位置していた。
HLA アレルについては、抗 LGI1 抗体関連脳
炎で MHCII (Major Histocompatibility
Complex class II)遺伝子ファミリーで関連の
ある 11 ヵ所の HLA アレルが同定された。
NMDAR では MHCI アレル 1 ヵ所が同定され、
これは 24 歳以降に発症した群では有意だっ
たが、より若年で発症した群では相関がなか
った。
結論
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Mueller SH, Färber A, Prüss H,

receptor

encephalitis.

Ann

てんかん臨床情報データベースの整備

し、ストレージからのデータエクスポートを行っ

TMC 情報管理・解析部 病院 医療情報室

た。

波多野賢二
結果
緒言

1．これまで抽出する患者データは、外来・入院

近年リアルワールドデータとして電子カルテ・レ

患者の基本情報と病名のみであったが、病名のコ

セプトデータ等の診療情報データベースが疾患

ード・属性情報を追加し、てんかん患者データ抽

研究・医薬品開発に活用されるようになり、診療

出の作業効率化が実現した。

情報の活用のニーズが益々大きくなっている。当

2．ICD10 では新国際分類との乖離が大きかった

センターのてんかん診療グループでも、診療科横

が、ICD11 では国際分類と一定の整合が取られ

断的なてんかん患者台帳を整備し、疾患統計等に

ていることを確認した。

活用されている。

3．国立国際医療研究センターに設置されたデー

本分担研究では、当センターにおいて、てんかん

タセンターと VPN 回線を結び、診療情報の送信

診療・研究に従事する医師・研究者が症例の情報

を開始した。今年度は過去 10 年間の受診患者約

を共有し、診療・研究に有効に活用しうる、てん

4 万人分の基本情報・病名・処方・検体検査情報

かん臨床情報データベースの整備を目的とする。

が送信されている。

さらに、診療データと外部の疾患レジストリ・症
例データベースとの連携を可能にする環境整備・

考察

システム開発を進めることを目的とする。

症例データベースは、疾患固有の臨床情報を正確
かつ広範に保持することが求められる。日々蓄積

方法

される電子カルテの診療情報から精度の高い疾

1．てんかん患者データ抽出の自動化と精度向上

患情報を取得し、症例データベースに反映する仕

てんかん患者台帳のベースデータとなる外来・入

組みが必要である。6NC の JASPEHR 事業での

院患者情報を病院情報システムの DWH から自

電子カルテデータの統合ストレージは、当院とし

動的に出力するプログラムを開発した。

ては初めての電子カルテデータの包括的な外部

2．てんかん国際分類に対応したデータベース構

連携が実現した。この経験を元に、てんかんの多

築の検討

施設症例データベース構築を視野に今後研究開

2017 年版 ILAE てんかん国際分類に対応したデ

発を継続したい。

ータベースの構築のため、予備的な検討として、
ICD10・ICD11＊１とてんかん国際分類の比較検

結論

討を行った。

てんかん患者データベースの整備を目的に、電子

3．外部データベース連携のためのネットワーク

カルテ情報との連携環境の研究開発を行った。

環境構築
６NC の電子カルテデータ統合プロジェクト

参考文献

（JASPEHR）＊2 の一環として、診療情報交換の

1．https://icd.who.int/en/ （WHO）

標準規格である SS-MIX2 ストレージの臨床情報

2．https://www.japanhealth.jp/project

を外部連携するためのシステムを病院内に導入

/research.html （JH）
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難治性てんかんの分子病理学的病態解明

とで行なった。

国立精神・神経医療研究センター神経研究所疾

【結果】

病研究第二部

(1) KRLの病態解明：マウスの交配率が低く、

伊藤雅之

個体の十分な確保ができなかった。KARS遺伝
子産物はリジンtRNA合成酵素であり、この機

【緒言】

能喪失は胎生致死に至る可能性がある。凍結杯

難治性てんかんは多剤併用によってもてんか

作成を行い、生存胎仔の追跡を行なっている。

ん発作のコントロールが困難な疾患であり、そ

(2) TSC の LOH 解 析 ： dysmorphic neuron 、

の原因には様々な基礎疾患がある。本研究では、 balloon cell、その他の細胞について、各20細胞
新生児期より難治性てんかんを呈する KARS-

のDNAでシークエンス解析が可能であった。

related Leukodystrophy（KRL）1の分子病態と

これらの試料について、TSC2遺伝子のPCRを

結節性硬化症（TSC）の異常細胞の遺伝的異質

行い、増幅産物をサンガーシークエンスにより

性（loss of heterogeneity（LOH））について、

配列を確認した。

分子神経病理学的側面から発症病態の解明を
行なった。

【考察】
新しく小児期に発症する難治性てんかん疾患

【方法】

の臨床像 と病因遺 伝子異 常を明ら かにした

(1) KRL の 病 態 解 明 ： ヒ ト 疾 患 で 同 定 し た

KRLの病態解明のためにモデルマウスを作成

KARS遺伝子異常について、CRISPR/Cas9を用

した。今回の研究から、臨床的にはLysRS活性

いた遺伝子改変マウスを作成した。系統維持を

の残存が表現型に影響を及ぼし、マウスでは致

行なった上で、発現解析や表現型解析を行った。 死的になっている可能性が考えられた。
(2) TSCのLOH解析：研究同意を得た3例の

TSCはてんかんや知的障害、腎障害、不整脈

TSC患者の手術検体を固定後、4-6µm厚切片を

など多彩な症状を呈し、乳幼児期より多彩な障

作成し、ヘマトキシリン染色を行い病変部の

害をきたす疾患である。遺伝形式は常染色体優

dysmorphic neuron、balloon cell、その他の細

性遺伝で、原因遺伝子TSC1あるいはTSC2異常

胞について、microdissectionにより取り出した。 がheterozygousに存在する。変異を持つalleleの
収集した各細胞群からゲノムDNAを抽出し、

対立alleleに変異が体細胞レベルで入ることに

TSC2遺伝子のPCR増幅を行い、サンガーシー

より病態が形成づけられる（LOH）。すなわち、

クエンス解析を行った。

細胞レベルでTSC1あるいはTSC2の機能喪失

（倫理面の配慮）生体試料を用いた遺伝子解析

によりmTOR活性亢進状態となり、様々な細胞

は、当センターの倫理問題検討委員会の承認を

活動に影響すると考えられている。TSCの病態

得ている。また、遺伝子解析にあたって患者あ

を細 胞 レベ ル で 解析 し 、 TSC の 発症 機 序と

るいは代諾者への説明と同意のもとに行った。 LOHの関連性を分子遺伝学的に解明し、分子
本研究の生物学的研究は当該施設に設置され

機構を明らかにすることが重要である。

ている組換えDNA実験安全委員会の承認のも
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【結論】

1. Itoh M, Dai H, Horike S, Ganzalez J, Kitami

特異な画像を呈する新生児難治性てんかんの

Y, Meguro-Horike M, Kuki I, Shimakawa S,

臨床像と病理、遺伝子異常を明らかにしたこと

Yoshinaga H, Ota Y, Okazaki T, Maegaki Y,

より、新しい疾患概念を提唱し、未診断症例の

Nabatame S, Okazaki S, Kawawaki H, Ueno N,

診断への一助となることが期待される。

Goto Y, Kato Y. Biallelic KARS pathogenic

今後、本疾患のモデル動物を作成し、その発
症病態の解明と新規治療法開発を行う。

variants cause an early-onset progressive
leukodystrophy.

Brain

2019:142;560-573.

doi.org10.1093/brain/awz001
【参考文献】
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分担研究報告書

我が国にも多数のてんかん患者がいるが、そ
の中には、未だに病態がわかっておらず、そ
れ故に診断法、治療法が確立されていないて
んかんも少なく無い。しかし、もしもそのよ
うなてんかんの良いモデル動物を開発する
ことができれば、病態の理解や診断法・治療
法を検討することができる。我々はこれまで
に、イハラてんかんラット(IER), Auts2 KO
(Auts2-KO)マウス、などの複数種類のてんか
ん動物モデルを作製し、その解析などを行っ
てきている。本研究では、これらの動物モデ
ルをさらに解析・利用することにより、ヒト
てんかんの発症・病態進展機構を理解し、さ
らに診断法・治療法の開発に道を拓くことを
目的とする。ヒトてんかんリサーチリソース
からのヒト相同疾患を同定する。今年度は
Auts2 の小脳における役割の解析、IER およ
びその原因遺伝子のてんかん発症における
解析を行った。

ルキンエ細胞上に作られるシナプスにも異
常が見られ、小脳の神経系ネットワーク形成
が破綻していることが分かった。また、この
Auts2 KO マウスは運動学習に障害を示し、さ
らには、仲間のマウスとうまくコミュニケー
ションが取れないなど、自閉症によく似た症
状も示すことも分かった。つまり、AUTS2 は
プルキンエ細胞の成熟を促し、シナプスを介
した神経系ネットワーク形成に関わること
で、小脳の正常な発達にたいへん重要な働き
をする遺伝子であることが分かった。小脳機
能とてんかんの関わり合いはまだわからな
いが、AUTS2 遺伝子がヒトてんかんに関わる
ことから、この知見も重要であると考えてい
る。これは論文として発表した(Yamashiro
et al,2020)
(2)IER について。
我々は、IER の原因遺伝子として Dscaml1 を
同定し、また「てんかん症例リサーチリソー
ス」から、いくつかのゲノム変異を同定した。
C 末端側のアラニンがスレオニンに変異した
症例では、その変異 DSCAML1 蛋白質のフォー
ルディング異常により細胞表面に出ること
ができず、DSCAML1 蛋白質が機能しない。相
同なゲノム変異を持つノックインマウスを
作成したところ、IER と同様な表現型が見ら
れたので、ヒトのこのアミノ酸変異が疾患の
原因となっている可能性が示唆された。これ
は論文として発表した(Hayase et al, 2020)。

方法

考察

複数種類のてんかんモデル動物を作製・解析
し、同じ原因で惹起されるヒトてんかんの病
理を理解し、さらに診断法の開発につなげる。
また、
「てんかん症例リサーチリソース」から、
モデル動物に相同なヒトてんかんを探し出
すことも研究目的とする。

昨年の報告では、AUTS2 タンパク質が脳内の
興奮性/抑制性を制御すること、AUTS2 遺伝子
に変異を持つてんかん患者でも同様な病態
である可能性について報告した(論文化は今
年、Hori et al, 2020)。今年度の研究では
さらにそれに追加して、AUTS2 が小脳の発達
にも関与することが明らかになった
(Yamashiro et al, 2020。)もしかすると、
大脳および小脳の異常が相互作用して、てん
かんの病態に何らかの影響を与えている可
能性が考えられた。
また、今回 DSCAML1 とてんかんとの関連を
明らかにしたが(Hayase et al, 2020)、蛋白
質のコンフォーメーション異常によるてん
かんの場合には、4PBA のような分子シャペロ
ンが治療薬として使えるかもしれないこと
がわかった。そちらは投稿準備中である。

（課題名）てんかんモデル動物を用いた病態
解明と治療法の開発
（所属）国立精神・神経医療研究センター
病態生化学研究部
（氏名）星野 幹雄
緒言

結果
(1)Auts2 遺伝子について。
Auts2 ノックアウト（KO）マウスを作製した
ところ、正常なマウスと比べて小脳が著しく
小さくなっていることを発見した。発達過程
にある Auts2 KO マウスの小脳では、プルキ
ンエ細胞の神経突起が短く、枝分かれの少な
い未熟な形態を示していました。さらに、プ
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結論

AUTS2, DSCAML1 という二つの遺伝子に絞っ
ててんかん発症の原理の一端に迫ることが
できた。また、シャペロンが新たなてんかん
治療薬として使える可能性にも迫ることが
できた。今後は他の原因遺伝子についても調
べ、より一般的なてんかんの発症機構に迫る
必要がある。

参考文献

Hayase Y, Amano S, Hashizume K,
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てんかんのある患者の抑うつ・不安に関す

を認めるものは 6 人であり、陽性的中率は

る研究

0.22 であった。

国立精神・神経医療研究センター病院

精

神科 谷口 豪

知的障害や発達障害の二次障害や心因性非
てんかん性発作など精神科診断は多岐に渡
った。

緒言

不安のスクリーニング検査陽性は 21 人で

てんかんのある患者に抑うつや不安が合併

あり、精神科臨床的にも不安を認めるのは

することは一般よりも多く、時に発作以上

86％にあたる 18 人だった（てんかん患者：

に QOL に影響を与えることが知られてい

25%）
。不安患者 18 人は知的障害や発達障

る 1)。てんかんのある患者の抑うつや不安

害の二次障害である 10 人が最多であり、う

は見逃されていることが多いため、それら

つ病合併の不安障害や適応障害などの多様

の症状をスクリーニングする検査が開発さ

な精神科診断から構成された。

れている 2)。しかし、スクリーニング陽性

抑うつ、不安への治療の半数弱は非薬物療

の患者の精神医学的診断や必要な治療や支

法であり、薬物療法を選択した患者の半数

援に関しては不明な点が多い。

弱は抗てんかん薬の調整であり、向精神薬
の追加を要した患者は 30％程度であった。

方法
国立精神・神経医療研究センター病院精神

考察

科および脳神経外科てんかん外来初診を受

てんかん患者の中で不安や抑うつを合併す

診した患者を対象に病歴、生活歴、てんかん

る患者の割合は先行研究 3)4)とほぼ同じで

診断、精神科診断、選択された治療法などの

ある一方で、構成される精神科診断名は多

臨床情報およびスクリーニング検査を含む

岐に渡り、抗うつ薬や抗不安薬を要する患

各種検査所見を後方視的に研究する。

者は少数であった。

今年度はパイロット研究として 2020 年 4～

不安や抑うつのスクリーニング検査で陽性

9 月精神科てんかん外来受診患者を対象と

となった患者に対して精神科医へのコンサ

した。

ルトができるような体制さらには環境調整

本研究は 2020 年 7 月に倫理申請委員会で

や心理教育などの非薬物療法が施行可能な

研究実施が承認されている。

多職種連携体制の整備が必要な可能性が示
唆された。

結果
精神科てんかん外来初診した、てんかん患

結論

者 71 人のうち、抑うつのスクリーニング検

てんかん患者の抑うつや不安の背景となる

査で陽性は 27 人認めた。その中で実際に精

精神科疾患および必要となる治療や支援も

神科臨床的に抑うつを認めるものは 85％に

多様である可能性が示唆された。

あたる 23 人だった（てんかん患者：32％）
。
抑うつ患者 23 人の中でうつ病の診断基準

参考文献
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グリア細胞の視点によるてんかん分子病態の

mGluR5 発現は生後 21 日目にほぼ消失した

解明

が、成獣におけるてんかん原生型アストロサ

小泉修一 1、佐野史和 2

イトでは再発現していた。アストロサイト初

山梨大

代培養系を用いた検討から、細胞外 ATP が

院

医

薬理 1, 小児科 2

adenosine A2b 受容体を介して mGluR5 の再
【緒言】

発現に関与する可能性があることを見出した。

これまで我々は、ピロカルピン誘導側頭葉て

また、アストロサイト特異的 Grm5cKO マウ

んかんモデルマウスを用いて、てんかん原性

ス（Glast-creERT2::floxGrm5）を作成し、蛍

獲得過程におけるグリア細胞の役割を検討し

光免疫組織化学染色法でアストロサイト特異

てきた。昨年度までに本研究班において、前

的に Grm5 が KO されることを確認した。

述のモデルマウスを用いて IP3 受容体タイプ

発作原生プロジェクト: グリア細胞がてんか

2（IP3R2）依存的な Ca2+過活動依存的にてん

ん発作の起始・拡散・抑制などに果たす役割

かん原生を誘導する「てんかん原生型アスト

の解明のため、前述の方法を用いて脳葉をま

ロサイト」の存在と、RNA-seq 解析によるそ

たぐ広域なアストロサイト Ca2+シグナルを in

の表現型解析について報告してきた。しかし、

vivo で観察した。その結果、ピロカルピンに

この Ca2+過活動から、てんかん原性および発

より誘導した SE 中に、ほぼ全脳に広がる極

作原生に至る分子メカニズムは解明されてい

めて同期性の高い Ca2+シグナル（超広域 Ca2+

ない。そこで今回、てんかん原性型アストロ

シグナル）が惹起されることを見出した。

サイト依存的なてんかん原生獲得機構および、

【考察および今後の展望】

グリア細胞依存的な発作原生機構の解明を目

てんかん原生型アストロサイト依存的なてん

指して、さらなる予備的な検討を開始した。

かん性神経回路（興奮性神経回路）形成機構

【方法】

を分子レベルで解明するために、アストロサ

てんかん原生プロジェクト：RNA-seq 解析の

イト特異的 mGluR5 欠損マウスを用いて、側

結果、てんかん原生型アストロサイトに高発

頭葉てんかんの特徴的病理像の一つとして知

現する分子として同定された、シナプス新生

られる苔状繊維異常発芽とけいれん閾値の低

関連遺伝子としてしられる代謝型グルタミン

下が抑制されるかを検討する。また、覚醒下

酸受容体(mGluR5)について、
（1）mGluR5 が

脳波同時記録全脳 Ca2+ imaging を行い、超広

アストロサイトで発現亢進する分子機構およ

域 Ca2+シグナルが神経活動（けいれん発作）

び、
（２）アストロサイト特異的 mGluR5 欠

に与える影響を解明する。

損マウスの表現型解析を行った。

【結論】

発 作 原 生 プ ロ ジ ェ ク ト ： Aldh1l1-

てんかん原生型アストロサイトの mGluR5 再

creERT2::GCaMP6f マウスを用いて、ピロカ

発現機構が解明された。SE 中の in vivo 全脳

ルピンによるけいれん重積(SE)誘発下に、in

Ca2+ imaging を施行できることを実証した。

vivo で全脳の Ca2+ imaging を施行した。

【参考文献】

【結果】

1)Kim et al, J Clin Invest, 126, 1983-1997

てんかん原生プロジェクト: アストロサイト

(2017)

- 309-

てんかんの神経生理学的マーカーの
開発と病態解明

倫理委員会の承認を得て行っている
(A2017－019)。

山梨大学医学部小児科 1)
国立精神・神経医療研究センター2)
精神保健研究所 知的発達障害研究部
加賀佳美

結果
1． 患者背景

1,2)

対象者の①発作焦点部位としては、前頭
部 47％、側頭部 27％、頭頂部 2％、後頭部
11％、全般 12％であった。②発作型は、

緒言
これまでの研究により、小児てんかんで

GTC12％、焦点発作 59％、強直発作 15％、

は神経発達症の併存が多く、特に自閉スペ

欠神発作 7％、脱力発作 2％、spasms2％、

クトラム症様行動と睡眠時発作が関連して

③発作頻度は日単位 37％、週単位 19％、月

1）。てんかんの中には、

単位 28%だった。④WISC-IV の全検査 IQ

いた事を報告した

睡眠に関連したてんかんも多く、睡眠障害

は 100 以上 17％、80-100 31％、60-80 33%、

は発作を増悪させることや認知機能、QOL

40-60 15％、⑤神経発達症の併存は、注意欠

2)。

如多動症(ADHD)15％、自閉スペクトラム

を低下させることなどが知られている

てんかんに多い睡眠疾患としては、閉塞性

(ASD)症 12％、ASD+ADHD 20%にみられ、

睡眠時無呼吸や中枢性無呼吸、レストレス

⑥学校への登校状況は、12％が不登校であ

レッグ症候群、不眠症、過眠症などがある

3）。

った。

そこで小児てんかんにおける睡眠の特徴と
認知機能の関連について明らかにすること

2． 睡眠状況
寝室は同室が 73％、就寝時間の不規則性

を目的とした．

がある症例は 35％で、入眠潜時の最大時間
差は平均 1 時間 53 分と長い傾向を認めた。

方法
対象は、2017 年 7 月～2019 年 12 月にて

中途覚醒回数は、1 回 15％、1-2 回 3％、2

んかんの精査のため、国立精神・神経医療研

回 10％、3 回 5％、4 回以上が 2％で、中途

究センター病院に入院し同意が得られた 5

覚醒がある例が 35%、中途覚醒時間は平均

～19 歳の小児発症てんかん症例 91 名（男

34 分だった。昼寝をする例は全体の 28％

性 46 名、女性 45 名）
。方法は、①質問紙

で、内訳として年長 1 名、小学生 12 名、中

（睡眠習慣調査票, PARS, SNAP-IV） ②適

学生 9 名、高校生以上 2 名で発作頻度は 12

応行動（Vineland-Ⅱ）、③実行機能検査

名が日単位で、12 名がそれ以下であった。

（DN-CAS 表出の制御, Wisconsin Card

必ずしも、低年齢群、発作が多い群だけでは

Sorting test: WCST, 持続注意課題である

なかった。寝付きの習慣としては、てんかん

R）
もぐらーず○
、④学習検査（K-ABC2 のこ

児には定型発達児に比べると、入床を嫌が

とばの読み, 書き）を行い、睡眠問題行動と

る、暗室恐怖などが高い傾向を認めた。睡眠

認知機能の関連について比較検討した。

中の行動としては、体動が多い、ぴくつき、

なお，本研究の実施にあたり、当センター

息止まり、息つまり、夜驚、悪夢が多かった。
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起床時には離床困難、目覚め不良、昼間の眠

夜間の発作が認知機能に及ぼすだけでなく、

気がある例が多く、てんかん児では、睡眠の

睡眠リズムの障害などを来し、特に実行機

質の低下が考えられた。

能や読み書きの学習困難を来している可能
性 が あ る 。 て ん か ん 児 で は REM 期 と

3． 中途覚醒が認知機能に及ぼす影響

Stage3-4 などの徐波睡眠期の減少があり、

全検査 IQ80 以上の 6－15 歳までのてん

また、REM と徐波睡眠期が記憶の形成に重

かん児 33 名について、中途覚醒ありの 12

要な役割を果たすことも報告されている 4)。

名となしの 21 名について検討を行った。両

てんかん児における睡眠のパターンの不規

群で全検査 IQ や SNAP-IV、PARS で有意

則化が認知機能障害を来している可能性が

差を認めなかった。表 1 に結果を示す。中

あり、睡眠障害に着目しつつ、認知機能につ

途覚醒あり群では表出の制御、ことばの読

いての評価を行っていく必要がある。

みが有意に低下していた。
表 1：中途覚醒と認知機能との関連
**p<0.01, *p<0.05

研究協力者
上田理誉、
（国立精神・神経医療研究センター

あり

なし

t-test (p
value)

精神保健研究所

知的・発達障害研究部）

齋藤貴志、石山昭彦、佐々木征行、中川栄二

DN-CAS (表出の制御)
mean (SD) 8.3 (2.2)

9.9 (2.1)

0.049*

CA :達成数 2.2 (1.7)

3.1 (2.3)

0.223

PEN: 保続 8.0 (4.6)

5.3 (5.4)

0.211

岩﨑真樹（国立精神・神経医療研究センター

TE: 誤反応数 23.4 (8.3) 17.3 (8.2)

0.088

病院

（国立精神・神経医療研究センター病院

Wisconsin card sorting test

小

児神経科）

脳神経外科）

読みチェック

5.7 (4.9)

1.5 (2.0)

0.002**

書きチェック

6.2 (4.7)

2.5 (2.6)

0.008**

ことばの読み 7.2 (2.9)

9.3 (2.1)

0.024*

引用文献

ことばの書き 7.2 (2.6)

8.5 (3.1)

0.256

1) Ueda R, Kaga Y, Kita Y, et al,

佐野史和（山梨大学医学部小児科）

K-ABC2

持続的注意を示す CPT の結果では、見逃し

Epilepsy&Behavior 2020

エラー、お手つきエラー、反応時間のばらつ

2) Gibbon FM, et al. Arch Dis Child 2019

きとも中途覚醒あり群で成績が悪かったが、

3) Sejal VJ, et al., Semin Pediatr Neurol,
2015

なし群との有意差は見られなかった。中途
覚醒あり群における適応行動は、なし群よ

4) Chan S, et al., Epilepsy&Behavior,

り低い傾向にあり、特に内在化問題の不適
応行動は有意に高くなっていた(p<0.05)。
考察
小児てんかん患者では、就寝時間の不規
則性や睡眠潜時が長くなっており、中途覚
醒や睡眠時の問題が多く認められていた。
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1-4. Integrative research on pathomechanism, diagnostic methodology and
therapeutics for epilepsy
Eiji Nakagawa, MD, PhD
Epilepsy Center, National Center Hospital, NCNP,
Tokyo, Japan

Background: Rapid advances in molecular genetics, neuroimagings and neurophysiology over the last
10 to 20 years have been a catalyst for epilepsy research in neurobiology, developmental
psychopathology, and translational neuroscience. Whereas integrative study on pathomechanism,
diagnostic methodology and therapeutics for epilepsy relevant to congenital factors do not have well
established.

Purpose: The purpose of our research group is to clarify the pathomechanism, diagnostic methodology
and therapeutics for epilepsy and to establish a reliable diagnostic methodology and therapeutics for
epilepsy. Our final goal is to build up resource repository system for epilepsy research in NCNP. This
should include various clinical disciplines as well as basic neurosciences.
Members of the research group
Principal Investigator: Eiji Nakagawa (NCNP)
Co-Investigator: Masaki Iwasaki (NCNP), Kenji Hatano (NCNP), Takashi Saito (NCNP), Akihiko
Ishiyama (NCNP), Noriko Sato (NCNP), Kyoko Kanazawa (NCNP), Yoshimi Kagai (University of
Yamanashi), Masayuki Itoh (NCNP), Mikio Hoshino (NCNP) and Schuichi Koizumi (University of
Yamanashi).
Methods and Results
Iwsaki et al. were undertaken to establish the database compilation of neurosurgical epilepsy clinical
information and construction of the clinical trial network. Development of patient database is essential
to promoting joint researches and clinical trials. Here we report progress in developing 1.
Neurosurgical database and 2. Epilepsy patient database of the NCNP Epilepsy Center. Excel-based
NCNP Neurosurgical database was moved to the database software Microsoft Access®. Relational
database was build between patient basic profiles, diagnostic information, surgical information,
surgical complications, and pathological diagnosis. Epilepsy classification was adapted to the new
2017 international classification system of epilepsy and seizures (1). Registration of epilepsy patients
to the NCNP Biobank was started in June 2017. Blood samples and surgical specimen, if available, in
all surgical cases are prospectively stored for utilization in future researches. A total of 345 patients
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have been registered to the Biobank. The database was shared on several occasions with fellows and
staffs for conducting clinical studies. With help from medical information staffs and bio-resource
division, a new workflow was established to generate inpatient and outpatient database from electric
medical records. Epilepsy classification was adapted to the new 2017 classification system. Total 4086
and 4433 cases have been entered to the outpatient and inpatient databases, respectively between
January 2017 and October 2020. Diagnostic information is still based on the insurance name of disease.
Further improvement is necessary to obtain rich clinical information.
Hatano was undertaken to construct clinical information database of epilepsy patients using the
common identity management system (Super ID Registration Management System) in NCNP.
Purpose: Develop an epilepsy clinical information database for epilepsy treatment and research with
sharing clinical information from electronic medical records in the hospital, Methods: 1. Automatic
data extraction of clinical data of epilepsy patients. 2. Examination of database construction
corresponding to new international classification of epilepsy. 3. Network system development for
external data exchange. Results: 1. The code and attribute information of the disease name was added
to improve the work efficiency of epilepsy patient data extraction. 2. ICD11 was confirmed that there
was a certain degree of consistency with the new international classification of epilepsy. 3. We
connected a VPN line to the data center set up at the National Center for Global Health and Medicine
and started transmitting medical information. Discussion: Clinical case databases are required to retain
disease-specific clinical information accurately and extensively. It is necessary to have a mechanism
to acquire accurate disease information from the medical information of electronic medical records
accumulated daily and reflect it in the case database. Based on the experience of building an integrated
storage of electronic medical record data in 6NC's JASPEHR project, we would like to continue
research and development with a view to building a multicenter case database of epilepsy.
Conclusion: Regarding the development of the epilepsy patient database, we conducted research and
development of an environment linked with electronic medical record information.
Saito et al. was undertaken to establish the reliminary study on feasibility of epidemiologic epilepsy
of survey using health claim data. The aim of this study is to investigate the epidemiological and
clinical practice of epilepsy by using the receipt data. We purchased the receipt data of epilepsy
patients from 2005 through 2019 of JMDC. Since this receipt data contains data on patients with high
socioeconomic status, we decided to conduct research only on children. Receipt data is created for
insurance claims and should be used with caution because the number of patients might be
overcalculated. For this reason, it is necessary to approach a true epilepsy patient by combining
diagnosis, medical practice code, and medication. We have created an algorithm for extracting true
epilepsy patients in pediatric patients. We used PostgreSQL as a relational database management
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system and built an environment that can handle the data provided by JMDC. In JMDC receipt data,
pediatric patients under the age of 18 who were given the diagnosis of epilepsy (ICD-10 code G40 *)
in 2019 are calculated to be 19,827 (12.5/1,000). The results were similar to those previously reported.
In the next year, we plan to apply the flow chart to identify true pediatric epilepsy patients from receipt
data and clarify epidemiology and clinical practice of epilepsy in childhood.
Ishiyama et al, were undertaken to predict post-operative developmental and seizure outcomes in
patients with hemimegalencephaly using the short latency somatosensory evoked potentials.
Purpose: This study aimed to predict the seizure and developmental outcomes after epilepsy surgery
in patients with hemimegalencephaly (HME) by assessing N20 responses of the median nerve short
latency somatosensory evoked potentials (SSEP) observed in the non-HME side of the brain.
Method: We retrospectively investigated the clinical features, SSEP findings, and seizure and
developmental outcomes reported in the medical records of 18 HME patients who met the following
inclusion criteria: (1) the median nerve SSEP were examined within 3 months after surgery and (2)
the post-operative follow-up period was 12 months or longer. The developmental outcomes at the last
follow-up were evaluated using the Kinder Infant Development Scale. The patients were divided into
two groups, those with absent N20 responses in the non-HME side of the brain (Group A, n = 6) and
those with preserved N20 responses (Group B, n = 12). Clinical profiles and seizure and developmental
outcomes were statistically compared between the groups. Results: The median age at the onset of
epilepsy, median age at surgery, and median follow-up period were 7 days, 3 months, and 4.4 years,
respectively, which did not significantly differ between the groups. Surgical procedures included
hemispherotomy in 15, posterior quadrantectomy in two, and corpus callosotomy in one patient. While
none of the patients in Group A achieved seizure freedom, 10 patients did so in Group B (Fisher’s
exact test; p=0.00151). DQ at the last follow-up was lower in Group A (Mann-Whitney U test; p =
0.0123). DQ was below 10 in four patients of Group A and in one patient of Group B.
Conclusion: N20 response of the median nerve SSEP observed in the non-HME side of the brain can
be an early predictor of post-operative seizure and developmental outcomes in patients with HME.
Nakagawa et al. were undertaken to analyse of suppression-burst in hemimegalencephaly patients
after hemispherotomy. Introduction: Hemimegalencephaly (HME) is a congenital cortical
malformation which shows enlargement of one cerebral hemisphere, resulting in intractable epilepsy
in early infancy, incomplete hemiplegia, and psychomotor delay. The EEG at onset shows a
suppression-burst pattern in the interictal period. In many patients, medication is ineffective, and early
hemispherotomy can eliminate epileptic seizures and improve developmental outcomes. Suppressionburst (SB) is an electroencephalogram (EEG) pattern that shows relative quiet periods (suppression)
and clustered brain activity (burst) alternating at intervals of several seconds, which is observed in
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Ohtahara syndrome and early myoclonic encephalopathy, but its pathogenesis has not been elucidated.
In this study, we focused on cases in which SB pattern persisted on the affected side that disconnected
from the thalamus and contralateral cerebral hemisphere after hemispherotomy. Method: We
retrospectively evaluated 18 patients (10 boys, 8 girls) with HME who underwent hemispherotomy
under 2 years of age at the National Center of Neurology and Psychiatry between October 2009 and
March 2019. The presence and sustained period of SB pattern were confirmed from EEG records. In
addition, the suppression and burst duration were measured in patients with SB pattern. Results: The
median age of epilepsy onset was 7 days old (range, 0 day-2 months), and the median age at surgery
was 3 months (range, 2-17 months). On the affected side, SB was observed in 9 cases preoperatively
and in 15 cases postoperatively. There were no cases with preoperative SB which disappeared
postoperatively. On the non-affected side, SB was observed in 5 cases preoperatively, but there were
no cases of SB postoperatively. The maximum duration of SB on the affected side was 6 years and 11
months after surgery. In patients with SB pattern, there was no significant change in the range of
suppression duration from 1-8 seconds preoperatively to 1-10 seconds postoperatively. In contrast, the
range of burst duration changed significantly from 1-16 seconds preoperatively to 1-94 seconds
postoperatively. Discussions: ① Previous hypotheses for the pathogenesis of SB are inhibition of
glutamate transport [3] or association with thalamo-cortical networks [4,5], but in this study, clinical
results show that SB can be caused only by cerebral abnormalities. ② In Ohtahara syndrome, a
regular SB pattern with suppression time for 3-4 seconds and burst time for 1-3 seconds is usually
observed [6]. The fact that SB pattern became irregular after hemispherotomy suggests that
connections with the thalamus and contralateral cerebral hemisphere may be related to the
development of a regular SB pattern. Conclusion: Even after hemispherotomy, SB appeared on the
affected side, suggesting that SB can be caused only by cortical abnormalities.
Sato et al. were applied similarity-based gray matter network analysis in left and right TLE patients
with hippocampal sclerosis. Although the global network properties were not changed in TLE
compared to the controls, the regional network changes were observed mainly in the ipsilateral
temporal lobes. Left TLE showed more widespread changed compared to right TLE. Our findings may
contribute to better understanding of pathophysiology of TLE.
Kanazawa et al. were undertaken to establish The analysis of clinical pathophysiology and treatment
of epilepsy in the adult and elderly. Purpose: In the super-aging society, dementia, epilepsy,
autoimmune neurologic diseases increased twice-hold during the last 2 decades. Autoimmune limbic
encephalitis is inflammatory disease mainly involving the limbic system, and is associated with
autoantibodies. Immunotherapy is effective and early diagnosis and treatment is necessary. Laboratory
tests for autoantibodies, however, takes a long time in Japan. Moreover, patients with autoimmune
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encephalitis may have negative result for available autoantibody tests. Diagnosis is often difficult, and
insufficient treatment may result in cognitive impairment and drug-resistant epilepsy. Method:
Analytical multicenter study has started with Kobe University as the principal investigator. Clinical
examination results as well as samples such as cerebrospinal fluid (CSF), serum and saliva are
evaluated. The study aims to search for novel autoantibody as well as biomarkers, and analyzes the
pathophysiology of autoimmune encephalitis. Results: Subjects are patients with the diagnosis of
autoimmune limbic encephalitis. Samples such as CSF, serum and saliva are analyzed. The results of
clinical examination results such as neuroimaging, and neurophysiological examination are also
analyzed. Control subjects are patients with the diagnosis other than autoimmune limbic encephalitis,
with the available samples and clinical examination results. The study was approved by the ethics
committee at our institution, and patient recruitment has been started. Conclusion: Genetic
predisposition for autoimmune encephalitis has been analyzed using GWAS in NMDAR- and LGI1associated encephalitis (Mueller et al., 2018). Therefore, our study also aims to investigate genetic
predisposition for autoimmune encephalitis.
Kaga et al. were undertaken to evaluate the clarification of pathophysiological findings and
exploration study of neurophysiological biomarker for epileptic children. Introduction: Previous
studies have shown that sleep onset seizures are involved in adaptive behavior. Therefore, cognitive
function and adaptive behavior may be affected by sleep. The purpose of this study was to clarify the
relationship between sleep characteristics and cognitive function in pediatric epilepsy. Methods: The
subjects were 91 pediatric onset epilepsy cases (46 males) aged 5-19 years who were admitted to
NCNP hospital from July 2017 to December 2019. The following tests were performed; (1)
questionnaires (Sleep Habits Questionnaire, PARS, SNAP-IV), (2) adaptive behavior (Vineland-II),
(3) executive function tests (Stroop test, Wisconsin Card Sorting test: WCST, Mogura-zu), and (4)
learning tests (K-ABC2 word reading and writing). We compared the relationship between sleep
problems and cognitive function. Results: Forty-seven percent had comorbid developmental disorders,
and 13% were absent from school. As for sleep characteristics, 35% had irregular bedtimes and longer
sleep latencies, and 35% had cases of mid-waking, with a longer average mid-waking time of 34
minutes. Children with epilepsy had more problems with sleep onset behavior (reluctance to enter the
bed, fear of the dark room), behavior during sleep (lots of body movements, twitching, breath holding,
choking, night terrors, nightmares, etc.) and behavior during waking (difficulty leaving the bed,
wakefulness, and daytime sleepiness). Next, they were divided into two groups according to the
presence or absence of mid-waking, and cognitive function tests were compared. The mid-waking
group showed a significant decrease in interference suppression and learning to read words. In addition,
the adaptive behavior scale was lower, and the maladaptive behavior of internalization was particularly
high in the mid-waking group. Conclusion: These results suggest that poor sleep quality is associated
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with cognitive dysfunction, especially in executive function and learning. Previous reports have shown
that poor sleep quality in children with epilepsy causes abnormalities in memory formation, suggesting
that poor memory retention may lead to learning difficulties. In the future, we would like to analyze
EEG during sleep in children with epilepsy and examine the relationship between EEG and cognitive
function tests.
Ito et al. were undertaken to establish a study of molecular pathology of intractable epilepsy with
developmental disorders. Intractable epilepsy id defined by uncontrolled epilepsy with polypharmacy.
Some of them consist of metabolic errors and brain malformation from birth. We studied a molecular
mechanism of KARS-related leukodystrophy (KRL) and a pathological system of loss-ofheterogeneity (LOH) of tuberous sclerosis complex (TSC). As for KRL, we developed a CRISPRCas9 mediated genetic model mouse. However, most of the mouse were embryonic lethal. Therefore,
we keep the strain with frozen embryos and examine behaviour analysis of small number of the mice.
On the other hand, we performed TSC2 genetic analysis of dysmorphic neurons, balloon cells and the
other cells, extracted from the pathological lesions of cortical tubers of 3 TSC individual patients. The
samples were collected each 20 cells’ DNAs with microdissection technique. We confirmed TSC2
mutations. The phenotypes of KRL model mouse may reflect those of human KRL. TSC1/TSC2
complex controls mTOR activity. The result of LOH analysis suggests that the TSC pathological cells
were made excessive activation of mTOR. We need further study to clarify the molecular mechanism
of LOH.
Hoshino et al. were undertaken to Investigation of pathology for epilepsy using animal models..
(AUTS2 Project) Autism susceptibility candidate 2 (AUTS2), a risk gene for autism spectrum disorders
(ASDs), is implicated in telencephalon development. Because AUTS2 is also expressed in the
cerebellum where defects have been linked to ASDs, we investigated AUTS2 functions in the
cerebellum. AUTS2 is specifically localized in Purkinje cells (PCs) and Golgi cells during postnatal
development. Auts2 conditional knockout (cKO) mice exhibited smaller and deformed cerebella
containing immature-shaped PCs with reduced expression of Cacna1a. Auts2 cKO and knock-down
experiments implicated AUTS2 participation in elimination and translocation of climbing fiber
synapses and restriction of parallel fiber synapse numbers. Auts2 cKO mice exhibited behavioral
impairments in motor learning and vocal communications. Because Cacna1a is known to regulate
synapse development in PCs, it suggests that AUTS2 is required for PC maturation to elicit normal
development of PC synapses and thus the impairment of AUTS2 may cause cerebellar dysfunction
related to psychiatric illnesses such as ASDs.
(IER and DSCAML1 Project) The Ihara epileptic rat (IER) is a mutant model with limbic-like seizures
whose pathology and causative gene remain elusive. In this report, via linkage analysis, we identified
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Down syndrome cell adhesion molecule-like 1(Dscaml1) as the responsible gene for IER. A single
base mutation in Dscaml1 causes abnormal splicing, leading to lack of DSCAML1. IERs have
enhanced seizure susceptibility and accelerated kindling establishment. Furthermore, GABAergic
neurons are severely reduced in the entorhinal cortex (ECx) of these animals. Voltage-sensitive dye
imaging that directly presents the excitation status of brain slices revealed abnormally persistent
excitability in IER ECx. This suggests that reduced GABAergic neurons may cause weak sustained
entorhinal cortex activations, leading to natural kindling via the perforant path that could cause dentate
gyrus hypertrophy and epileptogenesis. Furthermore, we identified a single nucleotide substitution in
a human epilepsy that would result in one amino acid change in DSCAML1 (A2105T mutation). The
mutant DSCAML1A2105T protein is not presented on the cell surface, losing its homophilic cell
adhesion ability. We generated knock-in mice (Dscaml1A2105T) carrying the corresponding mutation
and observed reduced GABAergic neurons in the ECx as well as spike-and-wave electrocorticogram.
We conclude that DSCAML1 is required for GABAergic neuron placement in the ECx and
suppression of seizure susceptibility in rodents. Our findings suggest that mutations in DSCAML1
may affect seizure susceptibility in humans.
Koizumi et al. were analyzed the role of glial cells, especially astrocytes, in induction of
epileptogenesis. Using pilocarpine-induced status epilepticus (SE) model, we reported that reactive
astrocytes (we termed “epileptogenic astrocyte”) are strongly induced after SE. The epileptogenic
astrocyte could be important role for the induction of epileptogenesis via Ca2+ hyperexcitability
mediated by IP3 receptor type 2 (IP3R2). RNA-seq analysis showed increased expression of various
genes including metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) which is known to change synaptic
connection via synaptogensis in epileptogenic astrocytes. However, it remains unclear unclear how
epileptogenic astrocyte are induced and leads to epileptogenesis. In this study, we demonstrated that
extracellular ATP causes upregulation of mGluR5 in astrocytes via adenosine A2b receptor. To clarify
epileptogenic astrocyte leads to mossy fiber sprouting which can cause epileptogenesis via mGluR5
singnaling, we plan to add experiments using Glast-CreERT2::flx-mGluR5, astrocyte-specific
mGluR5 knockouts mice. In addition, the mechanisms underlying this seizure spread or abnormal
synchronization remain also poorly understood. To clarify whether astrocytic Ca2+ signals, associated
with neural activity, are implicated in the initiation or spread of epileptic seizure, Ca2+ imaging was
performed at the whole cortex in awake Aldh1l1-CreERT2::flx-GCaMP6f mice under a fluorescence
dissection microscope. Synchronous Ca2+ signals in astrocytes were extensively observed in the cortex
from the frontal lobe to the occipital lobe cortex (Ultra-wide Ca2+ spreads) during pilocarpine induced
status epilepticus (SE). This ultra-wide Ca2+ spreads were never observed before SE. Ultra-wide Ca2+
spread in astrocyte is unique phenomenon to SE, suggesting that the ultra-wide Ca2+ spread in
astrocytes may contribute to seizure spread and/or abnormal synchronization in epileptic seizures
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(ictogenesis). We plan to perform additional experiments to clarify the causal relationship between
them.

Conclusion
These comprehensive and interdisciplinary research of epilepsy will continue next second year. Each
research will bring further evidences to establish a reliable diagnostic methodology and therapeutics
for epilepsy.
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総括研究報告

健研究所
員

1.

研究目的

公共精神健康医療研究部

精神保
研究

(課題 2)

分担研究者

精神医療政策が円滑に推進されるためには、

堀口寿広

医療制度の評価、患者数や医療機関数の把握、

国立精神・神経医療研究センター

あるいは医療機能の地域ごとの特性を明らか

健研究所

にするなど、幅広い視点で実情を把握するこ

福祉連携室長

公共精神健康医療研究部

精神保
保健

(課題 1)

とが欠かせない。また、医療の質を評価する
ことを考えたとき、提供されている医療の実

羽澄恵

情と患者における必要度を把握することと並

国立精神・神経医療研究センター

行して、医療者の質を評価していくことも重

健研究所

要である。また制度としての精神保健指定医

員

のあり方について客観的に評価していくこと

公共精神健康医療研究部

研究

(課題 3)

研究協力者

は、精神医療を提供する体制を評価すること

岡山

にもつながる。

達志

国立精神・神経医療研究センター

本申請は、つぎの 3 課題で構成した。課題

健研究所

1．は、退院時に統合失調症のレセプト病名が

公共精神健康医療研究部

精神保
リサ

ーチフェロー

付与された患者の診療録から診断のメルクマ

古野

考志

ールとして最適なものを抽出し、臨床診断を

国立精神・神経医療研究センター

より適切に推定できるアルゴリズムの開発を

健研究所

目的とし、レセプトデータと経験ある医師の

ーチフェロー

診断との照合から一致度を検討することによ

公共精神健康医療研究部

精神保
リサ

月江 ゆかり

り、データベース研究の質を高めることを目

国立精神・神経医療研究センター

指す。課題 2．は、医療監察法により入院処遇

健研究所

となったものの医療記録を用いて、入院日数

ーチフェロー

を予測する技術の開発を目的とし、精神病床

橋本

公共精神健康医療研究部

国立精神・神経医療研究センター

要因を明確にすることを目指す。課題 3．は、

健研究所

精神医療において患者の意思に基づかない医

費研究員

療を行う専門職の態度を測定する指標を開発

岡﨑

公共精神健康医療研究部

国立精神・神経医療研究センター

の専門職の研修の効果測定に活用することを

健研究所

目指す。

費研究員

公共精神健康医療研究部

精神保
科研

精神保
科研

華珠

するとともに、将来の精神保健医療福祉政策

国立精神・神経医療研究センター

におけるシーズを見出すことを目的に実施し

健研究所

た。

費研究員
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リサ

絵美

することを目的とし、精神保健指定医研修等

赤羽

精神保

塁

に入院しているものの長期在院化に関与する

本研究は、わが国の精神医療の実情を把握

精神保

公共精神健康医療研究部

精神保
科研

タ処理を完了した。
2.

課題３.は、昨年度の精神保健指定医研修

研究成果
課題１.は国立精神・神経医療研究センタ

について、受講者を対象とした研修内容

ー病院の精神科病床での検索を目的としたプ

への満足状況調査と研修内容への遵守度

ロトコルを作成したのち、本年度はプロトコ

調査の結果、7 割以上が遵守されており、

ルにそって精神病床で 3 か月以上継続して入

受講者のうち参考になったと回答した者

院治療を受け平成 31（令和元（2019）
）年度

の割合もすべての科目において 75%を超

（2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月 31 日）に

えていた。一方で、実際に臨床現場の質の

退院した患者のうち、退院時のレセプト病名

向上に貢献するかどうかについて測定す

に統合失調症が含まれていたものについて、

ることはできていなかった。そのため、令

電子カルテシステム及び医事システムを参照

和 2 年度は受講による効果を測定する指

した。対象期間内に退院した 970 件のうち該

標の開発及びあらたな研修の受講状況と

当者として本研究の選定条件を満たすものと

行動制限に対する心構えの関連を検討す

して抽出した 98 人（男性 38 人、女性 60 人）

る調査を実施することとし、研究計画に

のうち、退院時の主診断が統合失調症であっ

ついて国立精神・神経医療研究センター

たものは 40 人であった。そのうち、診療行為

の倫理委員会に諮った。

別に該当する人数を算出した。算出の結果、
課題は残るものの、血液形態・機能検査（ヘモ
グロビン A1c）
、精神科作業療法、医療保護入

3.

研究成果刊行一覧

院等診療料は該当者の比率が高く、統合失調
症の診断に関連する情報の候補になり得ると
考えられた一方で、統合失調症に特異な情報

・研究発表

ではないため複数の情報の組み合わせを行う

1.論文発表

などが必要であると考えられた。

特になし

課題２.は 2005 年 7 月 15 日から 2014 年 7

2.学会発表

月 14 日までに、30 の指定入院医療機関にお
いて医療観察法入院処遇が開始された者を対
象としたコホートのデータを用いて解析を行
った。対象者であった 2,148 名のうち、観察
期間終了日（2014 年 7 月 14 日）までに退院
がなされなかった 652 名を解析対象から除外
した。また残りの 1,496 名のうち、608 名につ
いては、入院初日の医療記録に有効なテキス
トデータが得られなかったため、それらの者
のデータを除外した。
最終的な解析対象は 888
名であった。本研究では、モデル構築前の処
理として、解析対象となるテキストデータの
抽出、前処理、およびそれら結果をもとにし
た解析対象者の抽出を行った。その結果、機
械学習を行うための一定量のデータが確保さ
れ、実際に機械学習を行う前段階までのデー
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特になし

課題 1 分担研究課題名：レセプト病名等情報

として本研究の選定条件を満たすものとして

から臨床診断を推定するロジックの開発に関

抽出した 98 人（男性 38 人、女性 60 人）の

する研究

うち、退院時の主診断が統合失調症であった

分担研究者氏名：堀口寿広

ものは 40 人であった。
40 人のうち診療行為で算定のあったものが

所属施設：国立精神・神経医療研究センター

多かったのは血液形態・機能検査（ヘモグロ
ビン A1c）
の 40 人、
精神科作業療法の 38 人、

【諸言】
医療情報を用いた研究の精度を高める目的

医療保護入院等診療料の 38 人であった。

で、各種疾患において診断のバリデーション

該当者がいなかった項目などをのぞき算定
のあった項目の数の合計は 5 項目の算定が 14

研究が国際的に進められている。
本研究では、統合失調症について診断のバ

人、4 項目の算定が 12 人であった。

リデーション研究を実施する。退院時のレセ

非定型精神病薬の使用については、クロザ

プト病名が統合失調症であるものについて、

リルは 1 人、リスペリドンは 8 人であった。

レセプトから把握できる入院中の診療行為と
病名との関連性を分析し、特定の診療行為の

【考察】

算定の有無から統合失調症の臨床診断をもつ
ものを絞り込むアルゴリズムの構築を目指す。

該当者の比率の高かった項目として、血液
形態・機能検査（ヘモグロビン A1c）
、精神科
作業療法、医療保護入院等診療料は、統合失

【方法】

調症の診断に関連する情報の候補になると考

令和元年度の研究で、疫学研究の専門家の

えた。しかし、ヘモグロビン A1c については

協力を得てバリデーション研究の国際的な標

クロザリルの処方とは一致していなかったこ

準プロトコル STARD2015 に即して国立精

とから統合失調症の診断の推測には「一定期

神・神経医療研究センター病院の精神科病床

間ごとの複数回算定」といった条件の付加が

での検索を目的としたプロトコルを作成した。

必要と考えた。また、当初検索の候補とした

本年度はこのプロトコルにそって精神病床

18 項目の中には、在院期間を 3 か月以上とし

で 3 か月以上継続して入院治療を受け平成 31

たことで検索から外したものや対象施設での

（令和元（2019）
）年度（2019 年 4 月 1 日～

算定実績がないものもあった。より多くの施

2020 年 3 月 31 日）に退院した患者のうち、

設から集積した大規模データに適用すること

退院時のレセプト病名に統合失調症が含まれ

を想定して、該当者がいない項目の扱いを含

ていたものについて、電子カルテシステム及

めて、複数の項目を組み合わせたロジックの

び医事システムを参照した。

構築が必要と考えた。

初診から退院時までに付与されたレセプト
病名、入院中に実施された特定の診療行為 18

【結論】

項目と非定型抗精神病薬（クロザリルとリス

レセプト情報から入院中に算定した診療行

ペリドン）の使用についてデータを抽出した。

為を目標として統合失調症の診断を有するも

研究の実施に当たり国立精神・神経医療研

のを推測するためには、診断特異的な項目の

究センター倫理審査委員会より承認を受けた

検索の継続と並行して、候補とした項目の組

（承認番号：A2020-093）。

み合わせなどの検討が必要であることを確認
した。

【結果】
対象期間内に退院した 970 件のうち該当者
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課題 2 分担研究課題名：医療記録を用いた医

本研究では、在院日数をエンドポイントした。

療観察法病棟入院患者の入院長期化予測に関

モデルの構築に使用したテキストデータは、

する研究

各患者の入院初日の記録のうち、医療必要性

分担研究者：臼田謙太郎

の評価項目である「共通評価項目」に記録さ

研究協力者：古野考志（公共精神健康医療研

れたテキストデータを使用した。

究部）、橋本塁（公共精神健康医療研究部）

なお、この研究は、国立精神・神経医療研究セ
ンターの倫理委員会の承認を受けて実施され
た（承認番号: A2018-063）
。

研究の背景と目的
入院初期のデータをもとに、患者の退院に

結果

要する日数を推計する技術を開発することは、

入院期間の予測という本研究の目的に鑑み、

各患者に対して過不足なく医療資源を投入す

対象者であった 2,148 名のうち、観察期間終

ることや、患者の長期在院化を予防すること

了日（2014 年 7 月 14 日）までに退院がなさ

に直結するため、医療政策上の重要な課題で

れなかった 652 名を解析対象から除外した。

ある。これまで、電子カルテなどに医療情報

また残りの 1,496 名のうち、608 名について

として記載されたテキストデータを、自然言

は、入院初日の医療記録に有効なテキストデ

語処理を用いて患者の予後（入院期間、再入

ータが得られなかったため、それらの者のデ

院、症状改善、医療コストなど）を予測する取

ータを除外した。最終的な解析対象は 888 名

り組みは国外で一定の成果を挙げている。た

であった。

だし、従来行われてきた研究は、日本語とは

解析前の前処理として、正規表現を用いてデ

言語・論理構造が異なる言語のテキストデー

ータクリーニング作業を行ったのち、各文書

タを対象に分析が行われており、国外での方

をセンテンス、および単語レベルに分割した。

法論をそのまま我が国に適用するのは容易で

その後、tf-idf など、複数の方法でテキスト

はない。そこで本研究では、入院の長期化が

の特徴量の抽出を行った。

世界的な課題とされる司法精神医療領域を対
象に、入院初期の医療記録内のテキストデー

考察

タを用いて、
「長期入院者」と「非長期入院者」

本研究では、モデル構築前の処理として、

とを分類するためのモデルを構築する。同時

解析対象となるテキストデータの抽出、前処

に、
「長期入院者」と分類されるために感度の

理、およびそれら結果をもとにした解析対象

高いセンテンスおよび単語を同定することに

者の抽出を行った。その結果、機械学習を行

よって、精神病床に入院している者の長期在

うための一定量のデータが確保され、実際に

院化に関与する要因を明確化することを目指

機械学習を行う前段階までのデータ処理を完

す。

了した。
今後は、長期入院者を分類するための機械学

方法

習を、サポートベクターマシン、ランダムフ

「医療観察法における指定入院医療機関モニ

ォレストなどの複数の手法を用いて行い、分

タリング調査研究」において収集された、2005

類の正確性の比較検討を行う。

年 7 月 15 日から 2014 年 7 月 14 日までに、30
の指定入院医療機関において医療観察法入院
処遇が開始された者を対象としたコホートの
データを用いて解析を行った。
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課題 3 分担研究課題名：精神保健指定医の研

査を行うため、当センターの倫理審査委

修実施に関する政策評価

員会に倫理申請をすすめた。

分担研究者：羽澄 恵
所属施設：国立精神・神経医療研究センター

精神保健指定医(以下、指定医)は、精神保健
福祉法第 18 条に定められ、精神科医療におい
て患者の意志に基づかない医療の実施が許可
されている。患者の人権に関与する特殊性と
重責性から、有資格者の質の担保のため、新
規資格取得前(以下、新規研修)および取得後
5 年ごと(以下、更新研修)に研修を受講する
よう法に定められている。研修のさらなる質
の向上と均てん化をめざして研修の内容と実
施方法の標準化がなされ、2019 年度より運用
が開始された。
これをうけ、昨年度は、指定医研修会の受講
者を対象とした研修内容への満足状況調査、
および定められた研修内容への遵守度の観察
調査を行った。その結果、おおむね 7 割以上
遵守されており、受講者のうち参考になった
と回答した者の割合もすべての科目において
75%を超えていたことから、新たな指定医研修
会は均一に実施されていると同時に、受講者
の満足度も担保されていると示唆された。
一方、指定医研修会で学んだ内容が実際の
臨床現場の質の向上に貢献するものとなって
いるかどうかは、受講時の満足度だけでは推
測が難しい。そこで、今年度は受講による効
果を測定する指標の開発及びあらたな研修の
受講状況と行動制限に対する心構えの関連を
検討する調査を実施することとした。

こうした背景と目的を踏まえ、本調査
では Kinner et al,2017 によって行われた
調査の項目を参照しながら、質問票を作
成した。内容としては、隔離・身体的拘束・
非同意入院の機能や実施が求められる状
況の相違、人権配慮しながら実施するた
めの工夫等について問う質問項目で構成
されたものであった。さらに、この質問紙
を用いて精神保健指定医を対象に横断調
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Aiming innovative indices monitoring the quality of psychiatric services, our investigation
team consisted of three following researches.
Subject1: To validate the diagnosis of schizophrenia, we explored candidate items on the receipt
charged during hospitalization. By the data search, we extracted patients diagnosed as
schizophrenia after hospitalization 3 months or more. Then we reviewed case records of 98
patients including 40 those with final diagnosis of schizophrenia. Out of prepared items, blood
inspection (Glycated Hemoglobin A), occupational therapy and admission consented by the
guardians were candidate markers predicting diagnosis of schizophrenia. Nevertheless, those
items were not specific to schizophrenia. Thus, an algorithm applicable to large databases
requires further researches such as combination of candidate items and alternative logics
responsible to data from hospitals without requirements.

Subject2: To establish the system forecasting the duration of psychiatric hospitalization
employing deep-learning of descriptives on the case records, we analyzed the records of forensic
cases derived from a cohort study. We reviewed 888 records of discharged cases out of 2,148
cases hospitalized in total. We searched specific sentences or words for constructing logical
model to distinguish patients with long hospitalization from others. Raw descriptions in evaluation
areas in especially early phase of hospitalization were modified according to informatics, and then
decoded by sentences and words. We extracted features of descriptions by several method
including the tf-idf. Consequently, we completed the processing data applicable to automated
learning.

Subject3: In Japan, seclusion and physical restraint in nonvoluntary treatment are prescribed by
designated mental health doctors. To secure expertism of such psychiatrists, we planned to
evaluate their perspectives on seclusion and restraint when they update the certification. Although
our assessment had before confirmed more than three quarters of participants satisfied with each
curriculum of the update program, evaluation of the program should correlate with effects to their
attitudes on seclusion and restraint leading to good practice. Therefore, we planned to create a
questionnaire to ascertain the level of achievement by referring to previous studies overseas,
which was reviewed by the institutional review board.

- 352-

初 年 度 班

2-1

睡眠障害・睡眠ポリグラフデータバンク構築研究
主任研究者 国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 睡眠･覚醒障害研究部
栗山 健一

総括研究報告

【睡眠障害・PSGデータバンク構築】

1. 研究目的

国内で大規模にPSG検査を実施している医療・

睡眠ポリグラフ（Polysomnography: PSG）検査は

研究機関と提携し、わが国初にして最大の睡眠障

睡眠中の脳活動（脳波）をはじめとした各種生理

害・PSGデータバンクを構築する。NCNP内にデー

情報の観察に極めて優れたモダリティとして

タファイルサーバもしくはNAS (Network Attached

1980年代より活用されている。日本国内では研究

Storage)を整備し、提携する医療・研究機関より

機器として導入された後に、1990年代後半より本

PSGデータおよび、これに紐づいた睡眠障害患者

格的に臨床に応用され、全国の拠点施設を中心に

背景情報・関連生体データを収集するシステムを

臨床診断・評価ツールとして活用されている。

構築する。連携医療機関のアクセス権限やアクセ

様々な睡眠障害の診断、重症度評価に寄与する客

ス情報をNCNPで管理し、多施設データを用いた

観指標（バイオマーカー）として有用性が示唆さ

臨床研究を行う中核施設として運営を行う。運営

れているものの、正確な評価のための検査施行に

資金は、外部資金獲得も併せて行い、獲得資金規

は一泊以上の入院を要することから、継続的な運

模に応じて連携医療・研究機関数を順次増加させ

用は一部の専門機関に留まる。このため、PSGが

ていく。

臨床診断上必須とされる疾患は一部の睡眠障害

初期連携機関は、関東地区最大のPSG実施施設

にとどまり、不眠症等の臨床表現型を主たる診断

である睡眠総合ケアクリニック代々木（東京医科

指標とする疾患や睡眠障害を高頻度に併発する

大学睡眠学講座と連携）をはじめとし、日本大学

精神疾患への応用を含め、バイオマーカーの開発

医学部附属板橋病院睡眠センター、秋田大学大学

と連動したさらなる適応拡大が期待されている。

院医学系研究科病態制御医学系精神科学講座、久

このため、本研究では日本国内の主要なPSG実施

留米大学神経精神医学講座の東北、九州地方の

機関と連携した睡眠障害・PSGデータバンクを構

PSG中核施設で構成される4施設とする。

築し、上記課題を達成するための基盤構築を目的

【睡眠障害バイオマーカー開発】
収集したPSGデータおよびこれに紐づくメタデ

とする。
本データバンク構築により、睡眠障害の診断・

ータを用い、診断・病態評価において客観的指標

重症度評価を客観的なPSG指標に基づくものに発

に乏しい睡眠障害、精神障害の客観指標を開発す

展させ、より詳細な生理学的病態の解明、睡眠薬

る。連携機関ごとに臨床研究課題を設定し、全研

や過眠症治療薬の不適切処方を減少させること

究機関より収集したデータを用い、全機関で協議

等が可能となる。また、精神・神経疾患の客観的

を重ねながら各課題を遂行する。初期課題設定と

診断マーカーの開発にも寄与可能であり、病態解

して、各機関に以下のような研究テーマを割り振

明の進歩にも貢献することが期待される。

る。NCNP：PSGデータに基づく不眠症診断カテゴ

将来的には、携帯型脳波計・PSG機器を用いた

リ開発、概日リズム睡眠・覚醒障害および過眠症

睡眠データの集積も行い、従来のPSGデータとの

性障害におけるPSG関連診断・病態指標の開発。

整合性を確認し、自宅で簡便に行えるPSG検査の

東京医科大学：周期性四肢運動と異常レム睡眠

臨床・研究実用化を目指し、客観的診断手法の普

（REM sleep without atonia）の臨床的意義の検討。

及・社会実装および、大規模コホートデータの収

日本大学：うつ病に合併する睡眠障害の生理学的

集に基づく、睡眠指標の標準化を実現させる。

解析。秋田大学：PSGデータに基づく不眠症診断
カテゴリ開発。久留米大学：特発性過眠症をはじ
め眠気の生理学的指標としての睡眠ポリグラフ

研究事業は以下の２ステップで行う。
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することとともに、今後施行するデータに関しても

マーカーの開発。

順次データベースに組み込んでいく。
2. 研究組織

データバンク運営委員会を組織し、データバンク

主任研究者
栗山健一

運営の方針及び、PSG・EDC 共通フォーマットの策
国立精神・神経医療研究センター

定を行った。PSG データの共通フォーマットを全施

精神保健研究所

設で共有し、既存 PSG データの EDF 形式への変換

睡眠･覚醒障害研

究部

が可能であるかを各施設で試行している。精神疾患
レジストリ研究に準じた臨床情報、背景情報の共通

分担研究者
井上 雄一

フォーマットを作成し、共同研究施設と共有済みで
東京医科大学睡眠学講座

ある。各施設の情報を共通フォーマットに落とし込

鈴木 正泰 日本大学医学部精神医学系

む中で、問題点の確認を慎重に行っている。既存デ

三島

ータ研究においては、新たにデータを追加収集する

和夫

秋田大学大学院医学系研究科精神
科学講座

小曽根基裕

ことが不可能であるために、共通フォーマットは精

久留米大学医学部神経精神医学講

神疾患レジストリ研究に準ずるが、すでにある資料

座

のみを収集することしかできない限界がある。既存
PSG データのサーバー構築を行い、稼働準備が整っ

3. 研究成果

た。研究予算の都合上、オンラインでアップロード

I. 睡眠障害・睡眠ポリグラフデータバンク構築

しリアルタイムに共有するシステムは難しく、一時

（栗山・井上・鈴木・三島・小曽根）

的に手動輸送によるデータ蓄積・配分するシステム

NCNP に PSG データサーバを設置し、各共同研

を構築したが、今後の外部予算獲得が叶った場合に、

究施設とネットワークを通じてデータのアップロ

順次オンラインシステムへの移行を可能にするた

ードが可能なシステムを構築する。運営・管理は睡

めの工夫を加えている。

眠・覚醒障害研究部が行う。共同研究施設が有する

前向きで PSG データを蓄積する研究に関しては、

既存の PSG データおよび、今後実施する PSG 検査

できる限りオンラインサーバで運用できるよう設

の結果データを、共通フォーマット（European Data

計を進めている。また、この研究においては、新た

Format: EDF）形式で収集する。また、睡眠障害患者

なデータ採取も可能であることから、精神疾患レジ

の臨床情報、背景情報に関するメタデータは、

ストリ研究と同等のデータセットを収集していく

Electronic Data Capture（EDC）システムを利用し管

計画を検討しており、既存データ研究と 2 階建て構

理する。EDC と PSG データサーバ情報の紐づけは、

造とすることを決めた。

暗号化の後、当部担当者により厳重に管理する。各
施設の PSG データは、個人情報を匿名化したのち

II. 睡眠障害バイオマーカーの開発

に、順次アップロードされるが、ダウンロードの権

①

ナルコレプシー スペクトル障害におけるメ

限は NCNP 睡眠・覚醒障害研究部におかれ、共同研

タボリック症候群関連合併症の実態について

究施設との協議の後、研究課題ごとに必要なデータ

（井上）

に限りダウンロード権限を付与する。

睡眠時随伴症（特にレム睡眠行動障害）および、

EDC データは、
「精神疾患レジストリの構築・統

睡眠関連運動障害（特に周期性四肢運動）における、

合～」研究と可能な限り共通化し、相互連結可能な

PSG 関連バイオマーカーを開発するため、周期性四

データバンク運営を目指す。

肢運動がメタボリック症候群と関連することに注

現在、各施設が保有・管理している臨床・研究 PSG

目し、周期性四肢運動を好発し、メタボリック症候

データおよびメタデータを本データベースに格納

群の合併頻度が比較的高い疾患である、ナルコレプ
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シ ー ス ペ ク ト ラ ム 障 害 [ ナ ル コ レ プ シ ー type1

測などに有用な指標を同定する。PSG データの解析

（NT1）, type2（NT2）, 特発性過眠症（IH）]にお

に当たっては、睡眠構築に関する一般的な睡眠指標

ける、メタボリック症候群関連合併症（MRD;

のほか、帯域別パワー値も使用する。

高

過去 10 年間に日本大学医学部附属板橋病院では

血圧、糖尿病、脂質異常症）の存在について検討し

3026 件の PSG、463 件の反復測定睡眠潜時検査

た。
対象者の年齢は NT1 (50.7±14.4 歳)が、NT2 (45.8

（MSLT）を行なっており、これらをバンクに提供

±7.8 歳)、IH (45.5±9.6 歳)より有意に高かった。肥

する方針である。

満度 [body mass index (kg/m2); BMI]も、NT1 (26.7±

上記と並行して、日本大学が保有しているうつ

4.4)が、NT2 (24.1±2.1)、IH (24.1±4.3)より有意に

病患者の既存睡眠脳波データ（簡易睡眠脳波計で取

高かった。3 群間で性別分布には差はみられなかっ

得）を用いて、抗うつ治療の反応予測因子の探索を

た。MRD 関連合併症は NT1 (58.5%)で他の 2 群よ

行った。短期で抗うつ効果が得られる覚醒（断眠）

り有意に合併率が高く（特に高血圧）
、NT2 (39.8%)

療法を入院環境で受けた 31 名の抑うつ状態患者の

と IH (45.6%)間に差はなかった。しかし、NT2 を

治療前の睡眠脳波と治療効果との関連を検討した。

HLADQB1＊0602 陽性群（NT2P: 36 例）と陰性群

ハミルトンうつ病評価尺度にて 50%以上の改善を

（NT2N: 47 例）に群分け比較したところ、MRD 合

反応と定義したところ、24 名が反応した。反応群は

併率は NT2P (55.6%)が、NT2N (27.7%)より有意に

非反応群と比較し、睡眠脳波上、入眠までの時間（入

高かった。多重ロジスティック回帰分析の結果、

眠潜時）が短く、REM 睡眠が短かった。スペクト

NT1 での MRD 合併の有意な関連要因は高年齢と

ル解析では、反応群で REM 睡眠中のβ波活動が低

BMI 上昇であったが、NT2 においては BMI 上昇と

かった。うつ病治療の反応予測に睡眠脳波の利用は

HLADQB1＊0602 陽性であった。また IH において

可能であると考えられた。また、睡眠脳波指標のう

は、唯一年齢が有意な関連要因であった。閉塞性睡

ち REM 睡眠関連指標が反応予測上重要であること

眠時無呼吸頻度ならびに周期性四肢運動頻度は

が示唆された。

MRD の合併と関連しなかった。
MRD の合併には加齢要因が最も強く関わり、次

③ 睡眠時間誤認に基づく不眠症病態、および日中

いでオレキシン分泌欠損に伴う基礎代謝量低下や

機能障害との関連評価（三島）

自律神経調節障害が関わることが示唆された。周期

主観的／客観的睡眠状態の乖離（SSM）は原発性

性四肢運動と閉塞性睡眠時無呼吸は MRD 合併には

不眠症および精神疾患に伴う二次性不眠症患者に

直接関与しないが、これらによる睡眠分断は夜間高

おける病態マーカーとしての意義が指摘されてい

血圧増悪を促すことより、2 次的な関与は否定でき

る。SSM は客観的睡眠が改善しているにもかかわ

ないと思われる。

らず主観的な睡眠評価が低く留まる病態像で、薬物
療法が奏功せず難治性である。睡眠薬の多剤併用・

うつ病に合併する睡眠障害の PSG バイオマー

②

長期投与に陥る主な原因一つであり、その抑止の観
点からも SSM のリスク要因分析、臨床診断および

カー開発のための予備調査（鈴木）
うつ病においては睡眠障害を高頻度に認め、中で

治療法の開発が求められている。PSG および臨床デ

も不眠は 8 割以上の患者で合併する。うつ病ではレ

ータを活用して、不眠症患者の日中機能（認知・社

ム睡眠圧の上昇といった疾患特異的な睡眠異常を

会、気分）の障害に関わる睡眠特性を抽出し、その

認めることから、PSG をバイオマーカー開発に利用

病態を解明するための課題の一つとして、不眠症の

できる可能性は以前から提唱されていたが、必要な

SSM と治療反応性の関係を自施設のデータを活用

データ数を収集することは困難であった。

し予備調査を行った。
1）主観および客観的睡眠パラメータの関連性

うつ病の診断、重症度評価、治療反応性、予後予
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TST（r=0.700 , p<.01）
、WASO（r=0.141 , p<.01）
、

不眠群に比較して、客観的睡眠パラメータよりも睡

SL（r=0.266 , p<.01）のいずれにおいても主観的お

眠状態を低く自己評価する傾向（SSM）が確認され

よび客観的睡眠パラメータとの間には強い正の相

た。また、不眠および睡眠状態誤認の両者は日中機

関が認められた。
大部分の被験者では客観的 TST が

能障害と関連していた。

主観的 TST を下回った。この現象が一般的な睡眠
認知の特徴であるのか（非臨床的不眠者では TST を

④ 特発性過眠症における眠気の生理学的指標と

主観的に長く感じる）
、FS-760 の解析アルゴリズム

しての睡眠ポリグラフマーカーの開発（小曽根）

の特性（睡眠中の体動を覚醒と過剰評価）であるの

過眠を生じる疾患には中枢性過眠症、睡眠呼吸障

か、ゴールデンスタンダード指標である脳波を用い

害、睡眠不足症候群に加え、概日リズム睡眠・覚醒

た検証を要する。

障害、気分障害や発達障害、精神疾患など多様な疾

2）主観および客観的睡眠パラメータの乖離

患が挙げられる。中でも、特発性過眠症には客観的

非不眠群では主観的 TST が 6.64 時間、
客観的 TST

指標を用いた診断基準がないことから、他の過眠を

が 5.66 時間であった。それに対して、不眠群では

生ずる疾患を除外することで診断される。また睡眠

主観的 TST が 6.27 時間、客観的 TST が 5.49 時間

呼吸障害において持続陽圧呼吸などによる治療後

であった。すなわち、不眠群では非不眠群との客観

PSG 睡眠指数が回復しても眠気が残る（残遺眠気）

的 TST の差分（10.2 分短い）に比較して主観的 TST

ケースがあり、その病態は明らかでない。

の差分（22.2 分短い）が有意に大きく、客観的睡眠

本研究では多施設の PSG データを集積し、日中

パラメータに比較して主観的睡眠評価が低いこと

の眠気については主観的・客観的尺度（MSLT）を

が明らかになった。

用いて、PSG データから得られる睡眠指数、k 複合

3）不眠症状と日中機能障害との関係

数、紡錘波数、周波数解析値、自律神経活動指数（心

不眠群ではその他の 2 群に比較して、以下の日中

拍変動による）などあらゆる指標との相関を検討す

機能（精神、身体、QOL）が有意に低下していた：

ることにより、より強く関連する因子を抽出し、疾

SF-8 の精神的サマリースコア（F=55.247 , df=2/490 ,

患特異的なものと過眠の程度に関連するものを抽

p<.01)、身体的サマリースコア（F=20.867 , df=2/490 ,

出、その病態解明や、客観的な診断、治療効果判定

p<.01)、SDISS（F=51.140 , df=2/492 , p<.01)、QOL-I

に精度の高い指標を見いだすことを目標とする。

（ F=84.255 , df=2/492 , p<.01) 、 ESS （ F=21.215 ,

睡眠障害・PSG データバンクから過眠症を呈する

df=2/493 , p<.01)、CES-D（F=58.743 , df=2/484 , p<.01)、

疾患（ナルコレプシー、特発性過眠症、周期性過眠

K6（F=57.62 , df=2/492 , p<.01)。また、HAS が有意

症、睡眠時無呼吸など）でかつ MSLT とエプワー

に高く（F=29.831 , df=2/493 , p<.01)、過覚醒傾向を

ス眠気尺度も実施しているものを抽出し、データ解

示した。

析する。約 1000 件のデータが集まることが予想さ

4）TST の誤認と日中機能障害との関係

れ、各々につき従来法による睡眠解析、周波数分析、

TST の誤認（主観と客観の差分）の平均±SD で

CAP 解析、紡錘波数解析、心拍変動値解析を実施

3 群に分類した。TST の誤認が大きい（TST を短く

する予定とした。

主観評価する）群では、その他の群に比較して、AIS
が有意に高得点であったほか（F=4.853 , df=2/493 ,

III. まとめ

p<.01)、以下の日中機能（精神、身体、QOL）が有

日本国内の主要な PSG 実施機関と連携した睡眠

意に低下していた：ESS（F=3.256 , df=2/497 , p<.05)、

障害・PSG データバンクを構築し、上記課題を達成

CES-D（F=4.246 , df=2/488 , p<.05)、K6(F=3.400 ,

するための基盤構築を進めている。データバンク共

df=2/496 , p<.05)。

通フォーマットを確定し、全施設でのフィージビリ

以上の結果から、AIS が 6 点以上の不眠群では非

ティを確認している。すでに一部のデータは各施設
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で格納可能な形態に変換し、保存・整理を進めてい

with Primary Insomnia: A Small-Scale Cohort Pilot

る。収集した PSG データおよびこれに紐づくメタ

Study. Int J Behav Med. Feb 24, 2021. doi:
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分担研究課題名：ナルコレプシー スペクトル障害
におけるメタボリック症候群関連合併症の実態に
ついて

テロール 140mg/dL 以上、HDL コレステロール 40
㎎/dL 以下または中性脂肪 150 ㎎/dL 以上のいずれ
かとした。

分担研究者：井上雄一 1), 2), 3)
研究協力者： 谷岡洸介

1), 2), 3)

柳原万里子

結果
対象 者の 年 齢は NT1 50.7 (±14.4) 歳, NT2 45.8
(±7.8)歳、IH 45.5 (±9.6)歳と、NT1 群が他の 2 群よ
り有意に高かった。肥満度（body mass index; BMI）
に関しても、それぞれ 26.7 (±4.4), 24.1 (±2.1), 24.1
(±4.3) kg/m2 と NT1 群が他の 2 群より高かった。3
群間で性別分布には差はみられなかった。
MRD 関連合併症は NT1 群で他の 2 群より有意に
高かったが（特に高血圧）
、NT2 群と IH 群の間で差
異はみられなかった（それぞれ 58.5％、39.8％、
45.6％）
。しかしながら、NT2 を HLADQB1＊0602
陽性群（NT2P 36 例）と陰性群（NT2N 47 例）に分
割したところ、NT2P での MRD 合併率は 55.6％、
NT2N でのそれは 27.7％で両群間に有意差がみられ
た。多重ロジスティック回帰分析において NT1 で
の MRD の存在の有意な関連要因は高年齢と BMI
上昇であったが、 NT2 においては BMI 上昇と
HLADQB1＊0602 陽性が有意であった。また IH に
おいては、唯一年齢が有意な関連要因であった。こ
れらの 3 疾患群において、閉塞性睡眠時無呼吸頻度
ならびに周期性四肢運動頻度は MRD の存在と一定
の関連を有していなかった。

1), 2), 3)

普天間国博 3)
所属施設：1) 東京医科大学睡眠学講座
合ケアクリニック代々木

2) 睡眠総

3) 神経研究所付属睡眠

学研究室
緒言
睡眠時の行動障害（特にレム睡眠行動障害）、運
動障害（特に周期性四肢運動）、中枢性過眠症にお
ける睡眠ポリグラフ指標ならびに関連マーカー、合
併症のデータベースを作成し、相互の関係ならびに
日中機能への影響を調べ、縦断的な予後の解析を行
う。本年度は、周期性四肢運動がメタボリック症候
群と関連することに注目し、周期性四肢運動を好発
し、しかもメタボリック症候群の合併頻度が比較的
高いとされる疾患である、ナルコレプシースペクト
ラム障害すなわちナルコレプシーtype1（NT1） 1),
type2（NT2）, 特発性過眠症（IH）について、メタ
ボリック症候群関連合併症（MRD; 高血圧、糖尿
病、脂質異常症）の存在について検討した。
方法
睡眠総合ケアクリニック通院中の上記 3 疾患カ
テゴリー患者のうち MRD の有病率が上昇する 35
歳以上の症例（NT1

94 例、NT2

83 例、IH 57 例）

について、人口動態学的な指標、MRD の罹患の有
無とこれに関連した服薬情報、睡眠ポリグラフ検査
での閉塞性睡眠時無呼吸のイベント頻度（無呼吸低
呼吸指数；AHI で表記）と周期性四肢運動頻度（周
期性四肢運動指数で表現）、NT2 に関してはナルコ
レプシーに特異的なヒト白血球抗原（HLADQB1＊
0602）の陽性/陰性を調査した。これらを元に MRD
の陽性率と MRD（高血圧、糖尿病、脂質異常症い
ずれか）の陽性に関連した背景指標を探索した。な
お、MRD の定義としては、高血圧については、収
縮期/拡張期血圧が 140/90ｍｍHg 以上か降圧剤服用、
糖尿病については HbA1c が 6.5％以上か血糖降下
剤の服用、脂質異常症については血清 LDL コレス
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考察
ナルコレプシースペクトラム障害では、MRD と
これに由来する心血管合併症が中年期以降での死
亡率の上昇と関わっていることが指摘されている
2)
。その中で IH においては、MRD の合併状況は一
般人口とほぼ同水準であり、しかも一般人口と同様
年齢上昇が MRD 発現に関連していると考えられた。
NT1 で MRD が高率であったのは年齢が若干高く肥
満度が高かったことが関与していると思われ、この
肥満度上昇には本疾患でのオレキシン分泌欠損に
より基礎代謝が低下していたことが影響していた
と推測された 3)。また、オレキシンノックアウトマ
ウスにおいて、夜間睡眠中の血圧上昇が生じるとい
う過去の研究 4)が示すように、オレキシン分泌欠落
が自律神経調節に影響を及ぼしている可能性も考
慮すべきであろう。興味深い所見として、NT2 にお
いては、肥満とは独立して HLADQB1＊0602 陽性
が MRD と関連していた。HLADQB1＊0602 陽性が
オレキシン分泌欠損と強く関連すること 5)を考え
ると、この陽性所見はオレキシン分泌の低下に伴う
代謝低下と自律神経への作用を介して MRD 発現に
関与している可能性があるものと推測された。なお、

周期性四肢運動と閉塞性睡眠時無呼吸はナルコレ
プシースペクトラム障害の MRD 発現には直接関与
していないと思われたが、これらによる中途覚醒増
加は夜間の血圧上昇に影響するため 6)、MRD を有
する症例では、高血圧の夜間増悪を防ぐため、対応
が必要と考えられた。
結論
ナルコレプシーでは高頻度に MRD を有し、その
発現には肥満の影響が関与しているので、体重管理
が 予 防 上 重 要 と 考 え ら れ る 。 ま た 、 NT2 で は
HLADQB1＊0602 の陽性が MRD と関連しているの
で、HLADQB1＊0602 陽性例では MRD 発現の可能
性に注意する必要があるであろう。
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6.

Wolf J, Hering D, Narkiewicz K. Non-dipping
pattern of hypertension and obstructive sleep apnea
syndrome. Hypertens Res. 2010;33(9):867-871
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分担研究課題名：うつ病に合併する睡眠障害の生理

ータのアップロードが終了次第、分担課題に着手す

的解析

る。うつ病のほか、対照として、他の精神疾患や原
発性睡眠障害の PSG データおよび紐付けされた臨

分担研究者：鈴木正泰

床データを利用し、うつ病の診断、重症度評価、治
療反応性、予後予測などに有用な指標を同定する。

研究協力者：新井行平、伊佐浩紀、金森 正、金子

PSG データの解析に当たっては、睡眠構築に関する

宜之、神津 悠、権 寧博、斎藤かおり、鈴木貴浩、

一般的な睡眠指標のほか、帯域別パワー値も使用す

武居宣尚、中山智祥、藤井伸邦（50 音順）

る。

所属施設： 日本大学医学部附属板橋病院

結果
国内初の PSG データバンクを構築するにあたり、

緒言

今年度は代表研究機関（NCNP）および分担研究機

うつ病の罹患者数は全世界で 3 億人を突破し、

関が保有している既存の睡眠検査データおよびそ

WHO は、2030 年にはうつ病が疾患負荷（経済的コ

れと紐付けされた臨床データを集積するための方

スト、死亡率、疾病率で計算される特定健康問題の

法や内容について、他の研究者と議論を重ねた。過

指標）の最も高い疾患になると予想している 1)。そ

去 10 年間に日本大学医学部附属板橋病院では 3026

のため、診断や治療法選択、予後予測等に資するバ

件の PSG、463 件の反復測定睡眠潜時検査（MSLT）

イオマーカーの開発が強く求められているが、現時

を行なっており、まずはこれらをバンクに提供する

点で有用性の高い指標の開発には至っていない。

方針にした。本研究に参加している全医療機関が保

うつ病においては睡眠障害を高頻度に認め、中で

有している過去 10 年間の PSG データは、37,500 件

も不眠は 8 割以上の患者で合併する 2)。うつ病では

であった。

レム睡眠圧の上昇といった疾患特異的な睡眠異常

上記と並行して、日本大学が保有しているうつ

を認めることから、PSG をバイオマーカー開発に利

病患者の既存睡眠脳波データ（簡易睡眠脳波計で取

3)

用するという考えは以前からあったが 、通常の臨

得）を用いて、抗うつ治療の反応予測因子の探索を

床研究の規模で安定したマーカーを開発するため

行った。短期で抗うつ効果が得られる覚醒（断眠）

に必要なデータ数を収集することは困難であった。

療法を入院環境で受けた 31 名の抑うつ状態患者の

本研究では、日本全国の複数の施設から集積され

治療前の睡眠脳波と治療効果との関連を検討した。

た膨大な PSG データおよび紐付けされた臨床情報

ハミルトンうつ病評価尺度にて 50%以上の改善を

を利用することにより、うつ病臨床に資する安定し

反応と定義したところ、24 名が反応した。反応群は

た生物学的マーカーの開発を目指す。

非反応群と比較し、睡眠脳波上、入眠までの時間（入
眠潜時）が短く、REM 睡眠が短かった。スペクト
ル解析では、反応群で REM 睡眠中の β 波活動が低

方法
過去に日本大学医学部附属板橋病院睡眠センタ

かった。

ーで収集した既存の PSG データおよび臨床データ
を国立精神・神経医療研究センター（NCNP）が管

考察

理するデータサーバーにアップロードする。並行し

国内初の PSG データバンクを構築すための議論

て、他の分担者の課題を含め、本事業の目標達成に

を進め、具体的な運用方法についてほぼ決定するこ

適した症例の PSG データおよび臨床情報を積極的

とができた。議論の結果を踏まえ研究計画を確定し、

に収集し、適宜アップロードする。

近日中に研究倫理申請を行う予定である。

本事業に参画する施設に保管されている既存デ

日本大学が保有するうつ病患者の既存睡眠脳波
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データの解析結果から、うつ病治療の反応予測に睡
眠脳波の利用は可能であると考えられた。また、睡
眠脳波指標のうち REM 睡眠関連指標が反応予測上
重要であることが示唆された。以前より、うつ病で
は REM 睡眠の異常を特徴的に認めることが指摘さ
れており 3)、今後バンクデータを利用したバイオマ
ーカー開発においても REM 睡眠に着目することが
重要と考えられる。
結論
国内初にして最大の PSG データバンク構築に向
けての具体的な運用方法をほぼ決定することがで
きた。予備的検討の結果から、うつ病のバイオマー
カー開発においては、REM 睡眠に着目する重要性
が示唆された。
参考文献
1.

World Health Organization, 2008. The global
burden

of

disease:

2004

update.

http://www.who.int/entity/healthinfo/global_burde
n_disease/GBD_report_2004update_full.pdf
(accessed 28 April 2021).
2.

Sunderajan P, Gaynes BN, Wisniewski SR et al :
Insomnia in patients with depression: a STAR*D
report. CNS Spectr 15 : 394-404, 2010

3.

Steiger A, Kimura M: Wake and sleep EEG provide
biomarkers in depression. J Psychiatr Res 44：242252, 2010
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分担研究課題名：PSG データに基づく不眠症診断カ

ーニング、③病歴，④不眠（アテネ不眠尺度［AIS］
、

テゴリ開発

Sheehan Disability Scale［SDISS］）
，⑤眠気（エプワ

分担研究者：三島和夫

1

ース眠気尺度［ESS］）、⑥抑うつ（うつ病自己評価
1

2

研究協力者： 工藤瑞樹 、綾部直子 、北村真吾

3

尺度［CESD、K6］
、Global Seasonality Scale［GSS］）
，

所属施設：

⑦睡眠状態（ピッツバーグ睡眠質問票［PSQI］），⑧

1. 秋田大学大学院医学系研究科精神科学講座

朝型夜型（朝型夜型質問紙［MEQ］
，ミュンヘンク

2. 秋田大学教育文化学部地域文化学科地域社会・

ロノタイプ質問紙［MCTQ］）
、⑨過覚醒［HAS］、⑩

心理実践講座

QOL［QOLI］
。FS-760 の活動量データを我々が開発

3. 国立精神神経医療研究センター 精神保健研究

したアルゴリズムに投じ、客観的総睡眠時間（TST）、

所睡眠・覚醒障害研究部

客観的中途覚醒時間（WASO）
、客観的睡眠潜時（SL）
を算出した。また対応する主観的睡眠パラメータを

緒言

睡眠医療プラットフォーム状の睡眠ダイアリーデ

本研究課題では多施設共同でバンキングした

ータから算出した。AIS が 3 点以下を不眠傾向なし

PSG データおよび臨床データを活用して、睡眠-覚

（非不眠群）、4-5 点を不眠傾向の疑い、6 点以上を

醒障害患者の日中機能（認知・社会、気分）の障害

不眠傾向あり（不眠群）として群分けした。

に関わる睡眠特性を抽出し、その病態を解明する。
その課題の一つとして、アクチグラフ、標準型睡眠

結果

ポリグラフ検査および携帯型脳波計を用いて原発

1)主観および客観的睡眠パラメータの関連性

性不眠症および精神疾患に伴う二次性不眠症患者

TST（r=0.700 , p<.01）
、WASO（r=0.141 , p<.01）
、

における主観的／客観的睡眠状態の乖離（SSM）の

SL（r=0.266 , p<.01）のいずれにおいても主観的お

連続例調査を実施し、睡眠脳波、活動量、日中機能

よび客観的睡眠パラメータとの間には強い正の相

データを蓄積する。SSM は客観的睡眠が改善して

関が認められた。以降、本報告では TST について

いるにも関わらず主観的な睡眠評価が低く留まる

解析を行った。大部分の被験者では客観的 TST が

病態像で、薬物療法が奏功せず難治性である。睡眠

主観的 TST を下回った。この現象が一般的な睡眠

薬の多剤併用・長期投与に陥る主な原因一つであり、

認知の特徴であるのか（非臨床的不眠者では TST を

その抑止の観点からも SSM のリスク要因分析、臨

主観的に長く感じる）
、FS-760 の解析アルゴリズム

床診断および治療法の開発が求められている。

の特性（睡眠中の体動を覚醒と過剰評価）であるの
か、ゴールデンスタンダード指標である脳波を用い

方法

た検証を要する。
2）主観および客観的睡眠パラメータの乖離

対象者：チラシ、ポスター、インターネット等を
通じて被験者募集に応じた地域在住の 15 歳～74 歳

非不眠群では主観的 TST が 6.64 時間、
客観的 TST

の 500 名（平均年齢 36.6 歳、男性 179 名）が研究

が 5.66 時間であった。それに対して、不眠群では

に参加した。すべての参加者は Web 上での研究説

主観的 TST が 6.27 時間、客観的 TST が 5.49 時間

明を読み書面で同意した。未成年者では保護者の同

であった。すなわち、不眠群では非不眠群との客観

意を必須とした。

的 TST の差分（10.2 分短い）に比較して主観的 TST

研究方法：睡眠記録は任意の 2 週間とし、睡眠医

の差分（22.2 分短い）が有意に大きく、客観的睡眠

療プラットフォームでの睡眠ダイアリーと腰部装

パラメータに比較して主観的睡眠評価が低いこと

着型活動量計 FS-760 での同時記録を行った。質問

が明らかになった。

紙としては以下を実施した：①デモグラフィック

3）不眠症状と日中機能障害との関係

（年齢，性別、就業状況）、②睡眠障害簡易スクリ

不眠群ではその他の 2 群に比較して、以下の日中
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機能（精神、身体、QOL）が有意に低下していた：
SF-8 の精神的サマリースコア（F=55.247 , df=2/490 ,

参考文献

p<.01)、身体的サマリースコア（F=20.867 , df=2/490 ,

1.

Enomoto M, Kitamura S, Tachimori H, Takeshima

p<.01)、SDISS（F=51.140 , df=2/492 , p<.01)、QOL-I

M, Mishima K. Long-term use of hypnotics:

（ F=84.255 , df=2/492 , p<.01) 、 ESS （ F=21.215 ,

Analysis of trends and risk factors. Gen Hosp

df=2/493 , p<.01)、CES-D（F=58.743 , df=2/484 , p<.01)、

Psychiatry. 2020;62:49-55.

K6（F=57.62 , df=2/492 , p<.01)。また、HAS が有意

2.

三島和夫, 綾部直子. 真のエンドポイントを目

に高く（F=29.831 , df=2/493 , p<.01)、過覚醒傾向を

指した慢性不眠症害の評価-過覚醒評価尺度と

示した。

その標準化-. 臨床精神薬理. 2020;23:507-515.

4）TST の誤認と日中機能障害との関係
TST の誤認（主観と客観の差分）の平均±SD で
3 群に分類した。TST の誤認が大きい（TST を短く
主観評価する）群では、その他の群に比較して、AIS
が有意に高得点であったほか（F=4.853 , df=2/493 ,
p<.01)、以下の日中機能（精神、身体、QOL）が有
意に低下していた：ESS（F=3.256 , df=2/497 , p<.05)、
CES-D（F=4.246 , df=2/488 , p<.05)、K6(F=3.400 ,
df=2/496 , p<.05)。
考察
以上の結果から、AIS が 6 点以上の不眠群では非
不眠群に比較して、客観的睡眠パラメータよりも睡
眠状態を低く自己評価する傾向（SSM）が確認され
た。また、不眠および睡眠状態誤認の両者は日中機
能障害と関連していた。
結論
一般生活者における非臨床不眠群においても睡
眠状態誤認が存在し、主観的睡眠状態を低く評価す
る傾向が認められた。また、不眠症の存在、睡眠状
態誤認の存在は日中機能の障害（QOL の低下、抑
うつの存在）と関連していた。
今後の展開として、臨床的不眠症（病院の受診患者）
を対象として、主観的／客観的睡眠状態の乖離
（SSM）の実態および日中機能障害との関係につい
て検証する。また、本研究事業で収集した PSG デ
ータおよび臨床指標（社会認知機能、QOL、抑うつ
不安尺度データ）を用いて、睡眠状態誤認のリスク
要因を分析する。
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分担研究課題名：

的に評価し、治療効果の予測や評価に用いることが

睡眠障害・睡眠ポリグラフデータバンク構築研究

出来る

特発性過眠症をはじめ眠気の生理学的指標として
の睡眠ポリグラフマーカーの開発

方法
令和 3 年度は、本研究に関して当院倫理委員会申

分担研究者：小曽根基裕
研究協力者： 内村直尚, 土生川光成, 小鳥居望, 比

請を完了する。承認を得た後に、多施設 PSG デー

江嶋啓至, 森裕之, 和佐野研二郎, 大島勇人, 加藤

タバンク設置を進める。その際、過去 10 年間の PSG

隆郎, 水木慧, 瀧井稔, 横山遼, 藤井優樹

および MSLT データは共通フォーマットに変換、匿

所属施設： 久留米大学医学部神経精神医学講座

名化し診療データとの紐付けが出来るように処理
を行う。またデータバンクから過眠症を呈する疾患

緒言

（ナルコレプシー、特発性過眠症、周期性過眠症、
睡眠時無呼吸など）で MSLT とエプワース眠気尺度

過眠を生じる疾患には中枢性過眠症、睡眠呼吸障
害、睡眠不足症候群に加え、概日リズム睡眠・覚醒

も行っているものを抽出し、データ解析を開始する。

障害、気分障害や発達障害など精神疾患などによる

約 1000 件のデータが集まることが予想され、各々

ものがある。その鑑別診断を行う際、睡眠呼吸障害

につき従来法による睡眠解析、周波数分析、CAP 解

では PSG による睡眠呼吸指数により、また睡眠不

析、紡錘波数測定、心拍変動値を測定。1 日 5 件程

足症候群や概日リズム睡眠・覚醒障害では睡眠日誌

度処理し、1 年かけて処理を終える。令和 4 年度は

やアクチグラフなど用いて診断が可能である。中枢

PSG データから得た各指標と MSLT 値もしくは主

性過眠症にはナルコレプシーや特発性過眠症、反復

観的眠気尺度との関連について解析を行い、翌年の

性傾眠症などが含まれるが、ナルコレプシーは髄液

日本睡眠学会定期学術集会、米国睡眠学会で発表。

中のオレキシン濃度の測定や PSG と MSLT により

その後英語雑誌に論文投稿する

SOREMP 検出などで診断が出来る（睡眠障害国際
分類第三版）。しかし特発性過眠症には客観的指標

結果・考察・結語

を用いた診断基準がないため、他の過眠を生ずる疾

現在データ集積に向けて準備中である

患を除外することで診断される。また睡眠呼吸障害
において持続陽圧呼吸などによる治療後 PSG 睡眠
指数が回復しても眠気が残る（残遺眠気）の問題が

参考文献

あり、その病態は明らかでない。本研究では多施設

1.

米国睡眠医学会著，日本睡眠学会診断分類委

の PSG データを集積し、日中の眠気については主

員会訳. 睡眠障害国際分類第 3 版. 日本睡眠学

観的・客観的尺度（MSLT）を用いて、PSG データ

会. 2018.
2.

から得られる睡眠指数、k 複合数、紡錘波数、周波

Avellar AB, Carvalho LB, Prado GF, Prado LB.

数解析値、自律神経活動指数（心拍変動による）な

Pharmacotherapy

どあらゆる指標との相関を検討することにより、よ

sleepiness and cognition in CPAP-treated

り強く関連する因子を抽出し、疾患特異的なものと

patients

過眠の程度に関連するものを抽出、その病態解明や、

syndrome: A systematic review and meta-

客観的な診断、治療効果判定に精度の高い指標を見

analysis. Sleep medicine reviews. 2016;30:97-

いだすことが本研究の目標である。見いだされた疾

107.

患特異的指標を用いることで、特発性過眠症を積極
的に診断したり、また眠気の程度と関連する指標に
ついては、病態が不明な過眠（残遺眠気等）を客観
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2-1
Establishment of a Sleep Disorders and Polysomnography Databank
Principal investigator: Kenichi Kuriyama, M.D., Ph.D.
Department of Sleep-Wake Disorders, National Institute of Mental Health,
National Center of Neurology & Psychiatry
Research Objectives
Polysomnography (PSG) has been used since the 1980’s as an excellent modality for observing
brain activity (EEG) and other physiological information during sleep. In Japan, PSG was initially
introduced as a research device, and then applied to clinical practice for diagnosis and evaluation
mainly at medical institutions specializing in the treatment of sleep disorders nationwide in the late
1990s. Although PSG has been suggested to be useful as an objective indicator (biomarker) that
contributes to the diagnosis and severity assessment of various sleep disorders, its operation is
limited to a few specialized institutions because it requires hospitalization for more than one night
for accurate evaluation. Therefore, PSG is essential for clinical diagnosis of just a few sleep
disorders, and it is expected to be applied to further expansion of indications in conjunction with the
development of biomarkers, including diseases for which clinical phenotype is the main diagnostic
indicator, such as insomnia, and psychiatric disorders that frequently coexist with sleep disorders.
Therefore, this study aims to establish a databank for sleep disorders and PSG in collaboration with
major PSG operating institutions in Japan, and to build a foundation for achieving the above tasks.
The databank will make it possible to develop diagnosis and severity assessment of sleep
disorders based on objective PSG indices, to elucidate physiological pathology in more detail, and
to reduce inappropriate prescription of hypnotics and wake-promoting agents. It is also expected to
contribute to the development of objective diagnostic markers for psychiatric and neurological
disorders and to the advancement of pathological clarification.
We will also accumulate sleep data using portable electroencephalographs and PSG devices,
confirm the consistency with conventional PSG data, and aim for the practical application of PSG
that can be easily performed at home for clinical and research purposes in the future. We will also
aim for the spread and social implementation of objective diagnostic methods and the
standardization of sleep indices based on the collection of large-scale cohort data.
The research project is being collaborated with the following facilities of sleep medicine.
A) Comprehensive Sleep Care Clinic Yoyogi (in collaboration with Tokyo Medical University)
B) Nihon University Itabashi Hospital
C) Akita University Graduate School of Medicine
D) Kurume University

Research outcomes
I. Establishment of a Sleep Disorders and Polysomnographic Databank
A PSG data server will be set up at NCNP, and a system will be established to enable data upload through the network
with each collaborative research facility. The operation and management of the system will be performed by the
department of Sleep-Wake Disorders. Existing PSG data from the collaborating research facilities and data from future
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PSG tests will be collected in a common format (European Data Format: EDF). Metadata regarding the clinical and
demographic information of patients with sleep disorders will be managed using the Electronic Data Capture (EDC)
system, and the linkage between the EDC and PSG data will be strictly managed by the staff of the department of SleepWake Disorders after encryption. PSG data from each facility will be uploaded sequentially after anonymization, but the
department of Sleep-Wake Disorders will have the authority to download only the data necessary for each research project
after consultation with the collaborating facilities.
The EDC data will be shared as much as possible with the "Establishment and Integration of a Mental Illness Registry"
study, aiming to operate a databank that can be interconnected. Clinical and research PSG data and metadata currently
held and managed by each facility will be stored in this database, and data to be implemented in the future will also be
incorporated into the database.
We have also established the Databank Management Committee to formulate policies for the operation of the databank
and a common format for PSG and EDC data. The common format for PSG data has been shared with all facilities. We
have created a common format for clinical and demographic information in accordance with the Registry of Mental Illness,
and have shared it with the collaborating institutions.
The server for existing PSG data has been constructed and is ready for operation. Due to research budget constraints,
it is difficult to build a system for online uploading and real-time sharing, so we have temporarily built a system for
storing and distributing data by manual transport. However, we are working on ways to make it possible to gradually shift
to an online system when we obtain external funding in the future.
As for the studies that accumulate PSG data in a prospective manner, we are designing them so that they can be operated
on an online server as much as possible. In addition, since it is possible to collect novel data in this study, we are
considering a plan to collect a data set equivalent to that of the Registry of Mental Illness, and have decided to use a twostory structure with the bank of existing data.
II. Development of Biomarkers for Sleep Disorders
Metabolic syndrome-related complications in narcolepsy spectrum disorders
In order to develop PSG-related biomarkers in sleep-related disorders (especially REM sleep behavior disorder) and
sleep-related movement disorders (especially periodic limb movements disorder), we focused on the fact that periodic
limb movements are associated with metabolic syndrome, and investigated the presence of metabolic syndrome-related
complications (MRD; hypertension, diabetes, and dyslipidemia) in narcolepsy spectrum disorders [narcolepsy type1
(NT1), type2 (NT2), and idiopathic hypersomnia (IH)].
It was suggested that age-related factors are most strongly associated with MRD, followed by a decrease in basal
metabolic rate associated with orexin secretion deficiency and autonomic dysregulation in narcolepsy spectrum disorders.
Although periodic limb movements and obstructive sleep apnea are not directly involved in MRD, their secondary
involvement cannot be ruled out, since sleep fragmentation caused by these factors promotes nocturnal hypertension.
A preliminary study for the development of PSG-related biomarkers for sleep disorders associated with depression
Sleep disorders are frequently observed in depression, and insomnia is a complication in more than 80% of patients
with depression. Since depression is known to be associated with disease-specific sleep abnormalities such as increased
REM sleep pressure, the possibility of using PSG for biomarker development has been proposed for a long time. However,
it has been difficult to collect a sufficient amount of data from patients with depression in clinical settings.
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To identify useful indices for diagnosis, severity assessment, treatment responsiveness, and prognosis of depression,
PSG data will be analyzed using band-specific power values as well as general sleep indices for sleep architecture.
In the past 10 years, Nihon University Itabashi Hospital has performed 3026 PSGs and 463 MSLTs per a year, and we
plan to provide these to the databank.
In parallel with the above, we searched for predictors of response to antidepressant treatment using existing sleep EEG
data (acquired with a portable sleep EEG device) of depressed patients visiting to our facility. We examined the
relationship between pre-treatment sleep EEG and treatment response in 31 depressed patients who received forced
awakening (sleep deprivation) therapy in an inpatient setting. The treatment response was defined as an improvement of
50% or more on the Hamilton Depression Rating Scale score, and 24 patients responded. The responded group had a
shorter time to sleep onset (sleep onset latency) and a shorter REM sleep than the non-responded group. Spectral analysis
showed that beta wave activities during REM sleep were lower in the responded group than the non-responded group.
The use of sleep electroencephalogram (EEG) for predicting the response to depression treatment was suggested to be
feasible. In addition, it was suggested that REM sleep-related PSG indices are important for predicting treatment response
in depression.
Evaluation of the pathogenesis of insomnia based on sleep time misperception and its relation to daytime functional
impairments
Subjective sleep state discrepancy (SSM) has been suggested as a marker of primary and secondary insomnia disorders
associated with psychiatric disorders. One of the tasks of this study is to elucidate the pathophysiology of SSM by
extracting the impairment of daytime functions (cognitive, social, and mood) in insomnia patients using PSG and clinical
data. We conducted a preliminary investigation of the relationship between SSM and treatment response in insomnia using
data from our own institution.
Results confirmed the tendency of the insomniacs with the Athens Insomnia Scale score of 6 or higher to self-rate their
sleep state lower than objective sleep parameters (SSM) compared to the non-insomniacs. In addition, both insomnia and
sleep state misperception were associated with daytime functional impairments.
Development of PSG-related markers as physiological indicators of sleepiness in idiopathic hypersomnia
In addition to central hypersomnia, sleep-disordered breathing, and sleep-deprivation syndromes, hypersomnia can be
caused by a variety of disorders such as circadian rhythm sleep/wake disorders, mood disorders, developmental disorders,
and the other psychiatric disorders. Among these, idiopathic hypersomnia (IH) is diagnosed by excluding other disorders
that cause hypersomnia, as there are no objective criteria for diagnosis of IH. In addition, there are cases of sleepdisordered breathing in which sleepiness remains even after the PSG sleep index recovered after treatment with
continuous positive airway pressure (CPAP), and the pathogenesis of this condition is still unclear.
In this study, we will accumulate PSG data from multiple institutions, use the subjective and objective measures
(multiple sleep latency test: MSLT) for daytime sleepiness, and examine correlations with all indices obtained from PSG,
including sleep index, k-complex number, spindle wave number, frequency analysis value, and autonomic activity index
(based on heart rate variability). The goal is to extract factors that are disease-specific and those that are related to the
severity of hypersomnia, and to find highly accurate indices for clarifying the pathogenesis of the disease, for objective
diagnosis, and for determining the treatment responses.
From the sleep disorders and PSG databank, we will extract and analyze data from patients with hypersomnia (e.g.
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narcolepsy, IH, cyclic hypersomnia, sleep apnea) who also achieved MSLT and Epworth Sleepiness Scale. It is expected
that about 1,000 cases of data will be collected, and for each case we plan to conduct sleep analysis using conventional
methods, frequency analysis, CAP analysis, spindle-wave number analysis, and heart rate variability analysis.

Summary: We are establishing a databank of sleep disorders and PSG in collaboration with major PSG operating
institutions in Japan, and are building a foundation to accomplish the clinical research tasks. We have finalized a
common format for the databank and are confirming its feasibility at all facilities. We have already converted some
of the data into a format that can be stored at each facility, and are working to store and organize the data. The
collected PSG data and associated metadata will be used in research to develop biomarkers for sleep disorders and
mental disorders, for which there are few objective indices for diagnosis and pathological evaluation. Each
collaborating institution will set its own clinical research agenda, and each agenda will be carried out using data
collected from all research institutions with in-depth discussions among all collaborators.
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2-2

ストレス関連疾患の認知行動療法の治療反応性と
遺伝子・バイオマーカーの探索
主任研究者
国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所
金 吉晴

1. 研究目的

動異常の複合的病態理解と治療対応の知見が進

PTSD、摂食障害はいずれも重度ストレス障害

展すると期待される。

であり、精神症状の他に脳機能、遺伝子発現、免
疫機能などにも影響を生じている。いずれの疾患

2. 研究組織

に対しても薬物療法の効果は不十分であり、認知

主任研究者：金 吉晴（国立精神・神経医療研究セ

行動療法（CBT)が推奨され、日本でも保険適用と

ンター 精神保健研究所）

なっているが、これまでの効果研究では上述の身
体的な治療マーカーは効果指標に挙げられてこ

分担研究者：

なかった。そこで、はじめに当研究部におけるト

安藤 哲也（国立精神・神経医療研究センター

ラウマレジストリ研究の検体を用いて網羅的遺

精神保健研究所 行動医学研究部）

伝子解析・発現解析を行い疾患関連遺伝子をスク

堀 弘明（国立精神・神経医療研究センター 精神

リーニングした後に、両疾患に対して保険適用と

保健研究所 行動医学研究部）

なっている標準的な CBT である持続エクスポー

関口 敦（国立精神・神経医療研究センター 精神

ジャー療法（PE)と摂食障害のために構造化され

保健研究所 行動医学研究部）

た CBT（CBT-E)を実施し、これらのマーカーを

吉内 一浩（東京大学大学院 ストレス防御・心身

治療前後で測定することにより①治療効果の厳

医学分野）

密な検証②治療反応性の予測③治療後の再発、社

福土 審（東北大学大学院 心療内科学）

会適応の予測に役立てる。また摂食障害、PTSD

須藤 信行（九州大学大学院 医学研究院心身医学）

の CBT 前後の縦断的観察研究を実施し、CBT に

河合 啓介（国立国際医療研究センター 国府台病

よる脳神経回路機能の縦断的な変化を計測し、

院 心療内科）

CBT 前後の臨床データ、遺伝子多型・遺伝子発現、
神経回路機能の変化との関係性を多変量機械学

研究協力者：

習アルゴリズム等による解析を用いて明らかに

成田恵１）、丹羽まどか１）、林明明１）、小川眞太朗

することで、CBT 効果の神経科学的エビデンスを

1)

創出することを目指す。PTSD、ED の疾患横断的

恒人１）、菅原彩子１）、野原伸展 3）、松岡美樹子 3）、

な重症化要因を検討することで、トラウマ、食行

山崎允宏 3）、佐藤康弘 4)、遠藤由香 4)、庄司知隆

、富田吉敏 2)、小原千郷 1)、船場美佐
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1)

、高村

、田村太作 4)、山口雄平 4)、馬上峻哉 4)、阿部麻

多施設脳画像撮像を行う際には、MRI 装置の機

4)

衣 、山田晶子 、村椿智彦 、金澤素
4)

5)

5)

、波夛

4,5)

種の違いによる解析の制限を極小化するために、

伴和 6）、髙倉修 6）、中谷有希 7）、小島夕佳 7）、田村

撮像シーケンスを統一する必要がある。本年度は、

奈穂

各分担施設に設置している 3 テスラ MRI 装置の

、辻裕美 、藤本晃嗣

7）

7）

7）

1） 国立精神･神経医療研究センター

精神保健

スペックを確認した。

研究所 行動医学研究部

これらを踏まえて、NCNP と東京大学では国際

2）国立精神･神経医療研究センター病院 総合診
療部心療内科

脳プロトコール、九州大学では革新脳プロトコー
ルに倣った撮像シーケンスによる撮像を行う方

3）東京大学医学部附属病院 心療内科

針を確認した。更に、MRI 撮像以外にも統一して

4) 東北大学大学院 医学系研究科心療内科学

収集する心理尺度、認知尺度について協議を重ね、

5) 東北大学病院心療内科

収集するデータセットについて確定した。

6）九州大学病院心療内科

治療研究については、PTSD に対する PE はト

7）国立国際医療研究センター 国府台病院 心療
内科

ラウマ体験について 30 分以上話すということを
含む治療であり、トラウマ焦点化治療の代表的な
ものである。国際ガイドラインで常に第一選択と

3. 研究成果

して推奨されていながら、普及に困難があったが、

候補遺伝子解析および網羅的遺伝子発現解析

本研究を通じて、安全に PE を実施するためのマ

により、免疫・炎症系遺伝子や BDNF 遺伝子を

ニュアルが作成されつつあり、このことによって

PTSD の候補遺伝子として同定した。これらの遺

PE の指導、普及が容易になるものと考えられる。

伝子について、ベースラインデータを用いて、

PE も、また摂食障害に対する CBT-E も Covid-

PTSD 症状や認知機能、認知バイアス、血中炎症

19 感染流行のため、リクルートの抑制や停滞、介

マーカーとの関連を検討することによって、CRP
遺伝子の一塩基多型が PTSD 症状や認知機能、血

中炎症分子濃度に関連すること 1)、また BDNF

入の中断を余儀なくされた。CBT-E については、
感染防止対策（セッション前の体調、濃厚接触等
の確認、遠隔での評価等）を行いながら、同時に

遺伝子の Val66Met 多型がトラウマに関連した注

リクルートや進捗管理を強化し、サンプル数を増

意バイアスに影響すること 2)を見出した。

やしていく必要がある。研究参加者リクルートに

Covid-19 感染流行のため、リクルートの抑制や

困難があったが、摂食障害全国支援センターや摂

停滞、介入の中断を余儀なくされた。感染防止対

食障害支援拠点病院のホームページを活用する

策（セッション前の体調、濃厚接触等の確認、遠

などの工夫により、参加者が集まりつつある。引

隔での評価等）を行いながら、同時にリクルート

き続き患者リクルートを継続し、研究参加者を増

や進捗管理を強化し、サンプル数を増やしていく

加させる必要がある。

必要がある。
共同研究施設（東北大、東大、九大）の脳画像
研究者と研究会を開催し、脳画像研究の実施体制
の確認を行った。また、定期的な Web ミーティン
グを開催し、以下について議論、決定をした。
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統括、PTSD への CBT 指導

たスーパーバイザー育成ワークショップの資料、

主任研究者：金 吉晴

また治療のモニタリング用紙を用いた。

1）

研究協力者：成田 恵 1）、丹羽 まどか 1）、林 明明
結果

1）

所属施設： 国立精神・神経医療研究センター

今年度は Covid19 のため、NCNP に患者を呼
ぶことに制約があり、NCNP 内でのスーパーバイ

1）精神保健研究所 行動医学研究部

ズは 2 例に留まった。他方、他の施設における PE
緒言

に対するスーパーバイズを継続的に実施した。ま

PTSD は日本での生涯有病率が 1.3%であり、

た筆者がこれまでに行ったスーパーバイズの経

パニック障害の 1.0％より多く、ありふれた精神

験、記録を参照して、当研究班におけるマニュア

疾患である。現在保険適用となっている治療法と

ルの作成に着手した。

しては sertraline, paroxetine による薬物療法と、
持続エクスポージャー療法（PE）と呼ばれる認知

考察

行動療法がある。薬物療法の効果量は 0.5 に満た

PE はトラウマ体験について 30 分以上話すとい

ないが、PE の効果量は 1.5 を超えており、極めて

うことを含む治療であり、トラウマ焦点化治療の

有 効な 治療で ある 。筆者 はこ の開発 者で ある

代表的なものである。国際ガイドラインで常に第

Pennsylvania 大学の Foa 教授に学び、現在は自分

一選択として推奨されていながら、普及に困難が

でワークショップを開催することの許された指

あったが、本研究を通じて、安全に PE を実施す

導者資格を得、また臨床家、指導者の育成体制を

るためのマニュアルが作成されつつあり、このこ

整備し、それぞれ Foa 教授から認定を受けられる

とによって PE の指導、普及が容易になるものと

制度を定着させた。しかし同治療法は 1 セッショ

考えられる。

ン 90 分、毎日 1−2 時間の宿題をこなす必要があ
り、治療者、患者とも負担が大きい。他方、合計

結論

で 9−15 セッション（毎週行った場合）で治療可

日本での指導経験を通じた PE 指導のマニュア

能であるので、不完全な治療を行うよりは長期的

ル作成を通じて、ポスト Covid19 における PE 治

な恩恵が大きい。本研究を通じて治療効果を客観

療の普及に貢献できることが期待される。

的に検証することで普及を推進したい。
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ED への CBT-E 指導
分担研究者：安藤哲也

動療法(CBT-E)簡易マニュアル」およびマテリア
ルを用いて介入を実施した。

1）

研究協力者：小川眞太朗 1)、富田吉敏 2)、小原千

・CBT-E 実施者の養成と介入の質の維持：CBT-

郷 、船場美佐子

E 開発者の Yale 大学の Zafra Cooper 教授のグル

1)

1)

所属施設： 国立精神・神経医療研究センター

ープ・スーパービジョン（SV）を定期的に開催し

1）精神保健研究所 行動医学研究部

た。SV20 セッション受講、2 ケース CBT-E 実施

2）病院 総合診療部心療内科

をトレーニング修了の基準とした。
・摂食障害評価者の養成：EDE の研修ビデオ（模

緒言

擬ケース採点を含む）を視聴し、EDE2 例実施で

摂食障害（ED）は頻度が高く、重篤で慢性化し

トレーニング修了とした。

やすい生物学的基盤をもつ疾患である。海外では
ED に焦点化された認知行動療法の有効性が報告

結果

されている。分担研究者の役割は ED 患者に対し、

・今年度 8 例に CBT-E 介入を新規導入した。う

Fairburn ら が 開 発 し た 認 知 行 動 療 法 改 良 版

ち 1 例が中断、3 例が脱落、1 例が中断した。中

（Enhanced cognitive behavior therapy, CBT-E）
、

断 1 例と脱落 1 例はコロナの影響によるものであ

前後での症状の改善およびバイオマーカーの変

った。

化を検討するため、介入実施共同研究機関を統括

・定期ミーティングを 6 回実施した。

し、ED 患者被験者のリクルート、CBT-E 介入を

・SV を 19 回開催した。
1 名がトレーニング修了、

実施すること、介入実施者およびアウトカム評価

3 名にトレーニングを継続中である。

者を養成することである。

・摂食障害評価者の養成
EDE の実施者を新たに NCNP に 2 名養成した。

方法
・介入実施共同研究機関の統括：NCNP および介

考察

入を実施する東北大学心療内科、東京大学心療内

Covid-19 感染流行のため、リクルートの抑制や

科、国府台病院心療内科、九州大学心療内科の 4

停滞、介入の中断を余儀なくされた。感染防止対

機関による定期ミーティングで、進捗状況確認、

策（セッション前の体調、濃厚接触等の確認、遠

課題の解決、連絡調整した。

隔での評価等）を行いながら、同時にリクルート

・被験者リクルート： 摂食障害全国基幹センタ

や進捗管理を強化し、サンプル数を増やしていく

ーの情報ポータルサイト、摂食障害治療支援セン

必要がある。

ター、行動医学研究部、各共同研究施設の HP で
の募集広告により被験者をリクルートした。

結論

・被験者スクリーニング：専門医師の診察の後、

CBT-E の介入実施者・評価者の養成と ED 患者

半構造化面接：摂食障害評価法（Eating Disorder

への CBT-E 介入を実施した。Covid-19 感染拡大

Examination、EDE）により診断を確定した。

防止に努めながら、介入を促進していく必要があ

・神経性過食症に対する CBT-E 実施：Fairburn

る。

らの CBT-E ガイドに忠実に、
「摂食障害の認知行
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ゲノム、炎症マーカー解析

伝子について、ベースラインデータを用いて、

分担研究者：堀 弘明

PTSD 症状や認知機能、認知バイアス、血中炎症

所属施設： 国立精神・神経医療研究センター

マーカーとの関連を検討することによって、CRP

精神保健研究所 行動医学研究部

遺伝子の一塩基多型が PTSD 症状や認知機能、血

緒言

伝子の Val66Met 多型がトラウマに関連した注意

中炎症分子濃度に関連すること 1)、また BDNF 遺

PTSD、摂食障害の治療では認知行動療法が推

バイアスに影響すること 2)を見出した。

奨され、日本でも保険適用となっているが、疾患
の病態に基づく生物学的な治療マーカーの開発

考察

は進んでおらず、客観的な効果予測指標や治療反

心理臨床評価や認知機能を詳細に検討すると

応性指標は存在しない。本研究では、はじめに当

ともに、遺伝子解析・発現解析、炎症分子解析を

研究部においてこれまでに集積してきたトラウ

行うことで、BDNF 遺伝子および CRP 遺伝子が

マレジストリ研究の検体を用いて遺伝子解析お

PTSD の病因・病態に重要な役割を果たす可能性

よび網羅的遺伝子発現解析を行い、疾患関連遺伝

が示唆された。

子マーカーを同定する。さらに、両疾患に対する
標準的認知行動療法を行い、同定された遺伝子マ

結論

ーカーの治療効果予測指標や治療反応性指標と

今後、上記の遺伝子マーカーが PTSD に対する

しての有用性を検討し、臨床場面で使用可能な指

認知行動療法の効果予測指標およびサロゲート

標の開発を目指す。

マーカーになり得るかを検討する必要がある。摂
食障害についても、被験者リクルートを継続し、

方法

必要なサンプルを収集後、同様の検討を行う計画

本研究の一部として、PTSD 患者および健常対

である。

照者を対象に、心理臨床評価、認知機能検査、炎
症系分子等の血中濃度測定、末梢血 DNA・RNA

参考文献

解析を包含した研究を実施している。現在までに

1.

Otsuka T, Hori H, Yoshida F, et al. Association

PTSD 患者・健常対照者の合計約 220 例について

of CRP genetic variation with symptomatology,

のデータ・サンプルを取得済みである。本年度は、

cognitive

これらのデータ・サンプルを用いて遺伝子解析

proinflammatory markers in civilian women with

（SNP 解析）および末梢血 RNA を用いたマイク

PTSD. J Affect Disord. 2021; 279: 640-649.

ロアレイによるトランスクリプトーム解析を中

2.

心に検討を行った。

function,

and

circulating

Hori H, Itoh M, Lin M, et al. Childhood
maltreatment history and attention bias variability
in healthy adult women: role of inflammation and

結果

the BDNF Val66Met genotype. Transl Psychiatry.

候補遺伝子解析および網羅的遺伝子発現解析

により、免疫・炎症系遺伝子や BDNF 遺伝子を

PTSD の候補遺伝子として同定した。これらの遺
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CBT 効果を予測する脳画像バイオマーカーの検

PTSD および摂食障害の症状尺度（CAPS および

証

EDE 面接）を予測する因子を、脳画像データから

分担研究者：関口敦 1）

得られる多様な変数から推定することにより、治

研究協力者：高村恒人 、菅原彩子
1）

療反応性予測マーカーを特定の特定を目指す。

1）

所属施設：1）国立精神･神経医療研究センター
倫理的配慮

精神保健研究所 行動医学研究部

本研究はヒトを対象とする医学系研究に関す
る倫理指針（平成 29 年改訂版）を順守し、各分担

緒言
PTSD および摂食障害（ED）の有効な治療法で

研究者・研究協力者所属施設の倫理委員会承認の

ある認知行動療法（CBT）において、治療ターゲ

もと研究を実施する。脳画像研究に関しては、

ットとなり得る認知心理学的特徴は、自己記入式

NCNP、東北大、九州大の倫理審査の承認を既に

の質問紙や構造化面接、認知課題などにより計測

受けている。

されている。しかし、これらは患者の意図や操作

MRI 撮 像 に は 米 国 FDA 基 準 ・ JIS 規 格

に依存する測定方法であり、診断や治療の指標と

(JISZ4951)を満たしたパルスシークエンスを用

して活用しうるバイオマーカーとしてはやや客

い、安全性を担保する。体内金属・医療機器の危

観性に欠けるとの懸念がある。客観的なバイオマ

険性に関しては、事前のチェックシートで確認し、

ーカーを特定するには、患者の操作が介在しない

対象から除外する。実験者／被験者が不用意に検

脳画像データが有用であり、過去の研究において

査室に持ち込む磁性体の危険性ついては、計測前

は、PTSD では情動処理や情動抑制に着目した研

の十分なチェックにより防止する。認知心理テス

究 （Lanius, 2006；Francati, 2007；Etkin, 2007；

トに関しては、汎用されている認知心理テストを

New, 2009）などが行われている。また、米国の

採用するため、被験者は過度な負荷は少ないと考

NIMH で提言された Research Domain Criteria

えている。

(RDoC)では、精神疾患は疾患横断的なバイオマ
ーカーを基軸とした疾患再定義が必要と提言さ

結果

れており（Insel 2015）
、PTSD および ED を疾

共同研究施設（東北大、東大、九大）の脳画像

患横断的に扱う本研究はこの流れに沿うもので

研究者と研究会を開催し、脳画像研究の実施体制

ある。

の確認を行った。また、定期的な Web ミーティン
グを開催し、以下について議論、決定をした。

方法

多施設脳画像撮像を行う際には、MRI 装置の機

代表施設（NCNP）と共同研究施設（東北大、

種の違いによる解析の制限を極小化するために、

東大、九大）で CBT 前後に、脳 MRI 撮像（T1WI、

撮像シーケンスを統一する必要がある。本年度は、

T2WI、DWI、Resting state fMRI）の撮像、心理

各分担施設に設置している 3 テスラ MRI 装置の

評価を行う。PTSD および ED 群の組み入れ予定

スペックを確認した。

数を 20 名とし、CBT 前後の縦断データが 20 例

これらを踏まえて、NCNP と東京大学では国際

以上集まった時点で縦断画像データを用いた解

脳プロトコール、九州大学では革新脳プロトコー

析に着手する。CBT の主要アウトカムである

ルに倣った撮像シーケンスによる撮像を行う方
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針を確認した。更に、MRI 撮像以外にも統一して

参考文献

収集する心理尺度、認知尺度について協議を重ね、

1.

収集するデータセットについて確定した。

Lanius RA, Bluhm R, Lanius U, Pain C (2006)
A review of neuroimaging studies in PTSD:

令和 2 年度は、ED 患者のベースラインデータ

heterogeneity of response to symptom

6 例を収集して、CBT 導入に至った患者の縦断デ
ータ 2 例の収集を完了した。PTSD 患者に関して
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2.
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は、ベースラインデータ５例を収集したが、治療

Functional neuroimaging studies in

研究にエントリーできたものがいなかった。

posttraumatic stress disorder: review of current
methods and findings. Depress Anxiety 24

考察

(3):202-218.

初年度は主に準備フェーズではあるが、各施設

3.

Etkin A, Wager TD (2007) Functional

の脳画像研究者との連携を密に持つことができ

neuroimaging of anxiety: a meta-analysis of

た。ED の脳画像研究では、以前より各施設にお

emotional processing in PTSD, social anxiety

いて実施してきた経験が蓄積されており、施設ご

disorder, and specific phobia. Am J Psychiatry

との特徴を生かした共同研究体制が構築できて

164 (10):1476-1488.

いる。

4.

しかし、COVID19 の影響により、各施設での

New AS, Fan J, Murrough JW, Liu X, Liebman
RE, Guise KG, Tang CY, Charney DS (2009) A

倫理審査の中断、人を対象とした研究の中断の影

functional magnetic resonance imaging study

響によりデータ収集開始が予定より大幅に遅れ、

of deliberate emotion regulation in resilience

さらに研究再開後にも患者の受診控えが続いて

and posttraumatic stress disorder. Biol

おり、症例数の積み上げに支障をきたしている。

Psychiatry 66 (7):656-664.

不安を抱きやすい患者群を対象としているこ

5.

Insel TR, Cuthbert BN. (2015) Medicine. Brain

とから、今後も COVID19 の影響は避けられない

disorders? Precisely. Science 348(6234):499-

ものと考えられ、研究計画の微修正の検討も必要

500．

かもしれない。例えば、CBT 以外の治療前後のデ
ータの活用や、過去の脳画像データ等も本研究に
活用する道を拓いていくことも検討していきた
い。
結論
今後は、継続的なデータ収集を行うフェーズに
入るが、次年度以降も COVID19 の影響が続くこ
とが懸念される。具体的には、患者の受診控えに
よる症例登録の遅れが続く恐れがあり、研究計画
の修正も視野に入れる必要があると考えている。
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ED への CBT-E 実施、バイオマーカー測定

認知行動療法 CBT-E の有効性の検証を目的とす

分担研究者：吉内一浩

る研究を行うこととした。さらに、治療前後で、

1）

研究協力者：野原伸展 1）、松岡美樹子 1）、山崎允

臨床的な改善と合わせて炎症、免疫マーカーおよ

宏

び関連する遺伝子解析、発現解析を行うこととし

1）

所属施設： 1）東京大学医学部附属病院 心療内科

た。遺伝学的検討としては、はじめに疾患群と健
常対照群を比較するデザインで網羅的解析

緒言

（GWAS, DNA メチローム, トランスクリプトー

摂食障害（Eating Disorder; ED）は、複数の有

ム解析）を行い、疾患に関連する遺伝子・分子を

効性を認めた治療法はあるも、治療は困難を極め

スクリーニングする。この方法で選定された遺伝

ることが多く、慢性化しやすい精神疾患の１つで

子に加え、ストレス関連疾患共通の候補遺伝子、

ある。日本は欧米先進国と同様 ED の多発国であ

さらに ED との特異的な関連が検討されている遺

るが、ED の医療体制は十分とは言えず、研究資

伝子に焦点を当てる。

源も少ない１）。現在、ED 特有の病理に有効な薬
物は存在せず、開発される見通しも立っていない。

方法

そのため、食事・栄養療法、身体管理、心理社会

摂食障害のための認知行動療法 CBT-E 治療の

的治療（精神療法）が主たる治療となっている 2）。

有効性評価を目的に、研究参加者を摂食障害のた

心理社会的治療（精神療法）の１つとして、2008

めの認知行動療法 CBT-E を受ける群と、通常治

年に Fairburn らによって開発された摂食障害の

療 (Treatment as usual; TAU)を受ける群にラン

認 知 行 動 療 法 「 改 良 版 」（ enhanced cognitive

ダムに割り付けを行う無作為化比較試験の形式

behavior therapy : CBT-E）3） は、その効果検証

を採用した。ランダム割り付けについては施設と

が世界中で進められてきている。Fairburn らは、

重症度で層別化を行っている。

神 経 性 過 食 症 (Bulimia nervosa; BN) に 対 す る

主要評価項目は、治療介入開始後 20 週時点で、

CBT-E は、プログラム完遂者の 60%に有効であ

下記 3 項目が同時に成立することの可否とした。

り、対人関係療法 4）や精神分析 5）よりも治療効果

1.過去 4 週間の過食エピソードおよび不適切な代

が高いことを報告している。また、最も治療困難

償行動が平均して週 1 回未満
（4 週間で 4 回未満）

とされる成人の神経性やせ症（Anorexia nervosa;

である

AN）に対しても、CBT-E は従来の専門家による

2.自己評価が体型及び体重の影響を過度に受けて

最適化された外来治療と同等以上の効果がある

いない

という報告もある 6）。CBT-E は治療がマニュアル

3.Body Mass Index (BMI)が 17.5kg/m2 より大き

化されているため、習得、普及の障壁が低いこと

く、かつ 40 kg/m2 未満

も他の治療法に比べ優れている点である。現在、

研究対象者の研究参加期間は治療開始から 80 週

日本においては、マニュアル化された ED の心理

までとした。本施設で予定している研究対象者数

社会的治療ほとんど実施されておらず、日本人に

は、30 例（CBT-E 群 15 例, TAU 群 15 例）であ

対する上記の治療法の有効性についてのエビデ

る（全施設では 140 例（CBT-E 群 70 例, TAU 群

ンスは存在していない。この状況を鑑み、日本人

70 例）
）
。

の神経性過食症患者を対象に摂食障害のための
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また、治療前後で、脳 MRI 撮像（T1WI、T2WI、

DWI、Resting state fMRI）の撮像、遺伝子多型・

interpersonal psychotherapy in the treatment of

遺伝子発現解析のための採血、心理評価を行う。

eating disorders. Behaviour Research and Therapy,
70, 64-71.

結果

5. Poulsen, S., Lunn, S., Daniel, S. I., Folke, S.,

2021 年 3 月現在、本施設での研究対象者数は

Mathiesen, B. B., Katznelson, H., & Fairburn, C. G.

CBT-E 群 2 名（１名は 40 週時点で脱落）
、TAU

(2014).

群 0 名 (全施設の合計実施症例数：6 名)であり、

psychoanalytic

目標とした症例数分の結果が得られていないた

behavioral therapy for bulimia nervosa. American

め、研究期間を延長として対応している。

Journal of Psychiatry, 171(1),109-116.

A

randomized

controlled

psychotherapy

or

trial

of

cognitive-

6. Zipfel, S., Wild, B., Gross, G., Friederich, H. C.,
考察

Teufel, M., Schellberg, D., Herzog, W. (2014).

結果が得られていないため、データ解析は行え

Focal psychodynamic therapy, cognitive behaviour

ていないが、信頼性の高い治療介入研究とするた

therapy, and optimised treatment as usual in

めには、サンプルサイズを大きくする必要があり、

outpatients with anorexia nervosa (ANTOP study):

摂食障害患者の研究脱落率が高いことを考慮す

randomised controlled trial. Lancet, 383(9912),127-

ると、多施設共同研究の枠組みで研究を進めるこ

137.

とが重要であり、研究の枠組みを構築し、進行中
であるという意義は大きいと考えられる。
結論
リクルート中ではあるが、多施設共同研究の枠
組みによる研究の意義は大きく、研究を継続する。
参考文献
1. 安藤哲也. (2017). 【メンタルヘルス研究と社会
との接点】 厚生労働省摂食障害治療支援セン
ター設置運営事業の背景、現状と課題. 精神保
健研究(30), 43-51.
2. 日本摂食障害学会. (2012). 摂食障害治療ガイ
ドライン. 東京: 医学書院.
3. 切池信夫. (2010). 摂食障害の認知行動療法. 東
京: 医学書院.
4.

Fairburn, C. G., Bailey-Straebler, S., Basden, S.,
Doll, H. A., Jones, R., Murphy, R., Cooper, Z.
(2015). A transdiagnostic comparison of enhanced
cognitive

behaviour

therapy

(CBT-E)

and
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ED への CBT-E 実施、バイオマーカー測定

方法

分担研究者：福土 審 1）

東北大学病院心療内科を受診する BN 患者を対

研究協力者：佐藤康弘1), 遠藤由香1), 庄司知隆1),

象とする。無作為化比較臨床試験のデザインで

田村太作1), 山口雄平1), 馬上峻哉1), 阿部麻衣1),

CBT-E または対照療法(treatment as usual: TAU)

山田晶子2), 村椿智彦2), 金澤素1,2)

を実施した。

所属施設： 1) 東北大学大学院 医学系研究科心
療内科学, 2) 東北大学病院心療内科

また、健常者・心身症患者 58 例の内臓感覚刺
激時の視床下部-下垂体-副腎皮質(hypothalamicpituitary-adrenal: HPA)反応と不安、内臓感覚の

緒言

関連性を検討した。

ストレス関連疾患は、現代の日本において重視
されている様に見えながら、実は十分な手当がな

結果

されていない疾患と言えるであろう。中でも心身

スクリーニングを行ったのは 9 名である。うち

症がその代表格である。心身症はストレスにより

6 人を不適格で除外した。2 名の説明・同意が得

発症・増悪する内科疾患である。心身症において

られ、TAU 1 例、CBT-E 1 例に割り付けられた。

は脳からの遠心性信号による各身体臓器の機能

しかし、新型コロナウイルス感染流行の影響で治

異常の病態を有する。これとは逆に、各身体臓器

療開始を待っている間に 2 例とも脱落した。更な

から脳に向かう信号の重要性も判明して来てい

る 1 例はスクリーニングが終わり、同意取得に至

る。このような脳と各身体臓器の双方向の信号授

る前である。

受の中でも消化管との関連が脳腸相関である。食

内臓感覚刺激時の adrenocorticotropic hormone

行動は脳腸相関の面からその成り立ちを科学的

(ACTH)反応により、対象者を平坦 65.5%、低下

に分析することが可能であり、脳腸相関を軸に、

24.2%、上昇 10.3%に分類可能であった。この反

ストレス関連疾患全体に応用可能な原理を追求

応 パ タ ー ン に よ り 、 corticotropin-releasing

することができ、摂食障害もその中に含まれる。

hormone (CRH)負荷に対する ACTH-cortisol 応

摂食障害の神経性過食症(bulimia nervosa: BN)

答が上昇>平坦>低下に配列した。不安感受性は低

患者に対する治療法としてエビデンスがあるの

下>平坦であった。内臓感覚の疼痛閾値と不快閾

は selective serotonin transporter inhibitor (SSRI)

値は平坦>上昇であった。

であるが、薬物療法単独で寛解に至る例は多くな
い。摂食障害に対する心理療法としてエビデンス

考察

が あ る の は 認 知 行 動 療 法 (cognitive behavioral

無作為化比較臨床試験への症例の組み入れが

therapy: CBT)であり、特にその強化型の CBT-

新型コロナウイルス感染流行の影響を受けたも

enhanced (CBT-E)の効果が優れている。これは

のの、試験システムの体制を充実させることが可

本邦でもプログラム化されている。本研究の目的

能であった。継続的に試験を実施して行く。

は、本邦において BN に対する CBT-E のエビデ

ストレス関連疾患は、心理社会的ストレスが負

ンスを集積することである。併せて摂食障害・心

荷されることによる症状の発症・増悪により診断

身症のバイオマーカーの一端を明らかにした。

できるが、ストレス応答の中核をなすバイオマー
カーに乏しいことがその科学的診療を阻む要因
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である。内臓感覚刺激は、内的感覚ストレスであ

4.

Yamaguchi Y; Shoji T, Endo Y, Sato Y, Tamura D,

り、その応答パターンと CRH 負荷時の HPA 応

Fukudo S. Psychological features of functional

答パターンが一致したことは当然のように見え

dyspepsia are different from those of eating

るが、人間で実証した研究はない。しかも、内臓

disorders including avoidant/restrictive food

感覚刺激時の HPA 応答が大きいほど閾値は低く、

intake disorder, especially in terms of trait anxiety.

内臓感覚刺激時の HPA 応答が低下するほど不安

Gastroenterology 158 (6): S52, 2020 (Abstract).

感受性が大きいことが明らかになった。今後これ

5.

齋藤 脩悟, 谷口 冬馬, 佐藤 康弘, 庄司 知

らを左右する更なる決定要因の研究が有望であ

隆, 町田 知美, 遠藤 由香, 町田 貴胤, 田村

る。

太作, 福土 審. 神経性やせ症患者の制限型

患者の新規の組み入れ困難は、年度初頭に予想

と過食排出型における腎機能の比較検討. 心

した通りであり、新型コロナウイルス感染流行は
未だ収束していない。今後、新型コロナウイルス

身医学 60 (3): 272, 2020 (Abstract).
6.

町田 知美, 町田 貴胤, 庄司 知隆, 遠藤 由

感染流行に注意しながら慎重に研究を進める必

香, 布田 美貴子, 岡本 智子, 福土 審. 食育

要がある。分担研究者は、ライフサイエンスに関

を意識したNSTの関わりが奏功した回避制限

する研究について関係法令、指針等に従って研究

性食物摂取症11歳女児症例. 心身医学 60 (3):

を進めている。

271, 2020 (Abstract).
7.

結論

Yagihashi M, Kano M, Muratsubaki T, Morishita
J, Kono K, Tanaka Y, Kanazawa M, Fukudo S.

本邦において BN に対する CBT-E のエビデン

Concordant pattern of the HPA axis response to

スを集積することは極めて重要である。併せて摂

visceral stimulation and CRH administration.

食障害・心身症のバイオマーカーの一端を明らか

Neurosci Res Mar 27: S0168-0102(21)00067-5,

にする研究の価値は高く、今後の展開が期待され

2021. doi: 10.1016/j.neures.2021.03.004. Online

る。

ahead of print.

参考文献
1.

佐藤 康弘, 福土 審. 脳画像解析による精神
疾患の診断・評価の可能性. 摂食障害の脳画
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症患者の食品嗜好の研究. 心身医学 60 (6):
521-531, 2020.
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摂食障害の治療プログラムの開発

CBT-E 実施群については治療前の頭部 MRI 撮像、

分担研究者：須藤信行

1）2)

採血サンプル採取が行われた。

研究協力者：波夛伴和

2）

、髙倉修 2）

4.治療者育成、治療の進行確認のために開発者に

所属施設：

よるスーパービジョンが月に 2 回ウェブ会議方式

1）九州大学大学院 医学研究院心身医学

進行中である(開発者の一人である Cooper 教授に

2）九州大学病院 心療内科

よる)。
5.ホームページへの分かり易い表示や摂食障害治

緒言

療支援センター関連ホームページへの掲載など

摂食障害(ED)は先進国で増加傾向にあり、本邦
も例外ではない。現在のところ標準的治療法が存

の広報の工夫により、18 名の研究参加希望者が得
られている。

在しないが、近年、拡大版認知行動療法（CBT-E）
の有効性を示す結果が海外から報告され、注目さ

考察
筆者らは、
これまで一部の AN 入院患者に対し、

れている。
本研究は、多施設共同で日本人の神経性過食症

従来の「行動制限を用いた認知行動療法」1)に加え、

（BN）患者に対して適用可能な CBT-E の有効性

Fairburn の開発した CBT-E の技法を取り入れる

を検証し（ランダム化比較試験）、さらに本治療に

試みを行っており、患者及び治療者の病態理解の

有効な患者群を同定および治療反応性のバイオ

深化と有効性を実感している。
研究参加者リクルートに困難があったが、摂食

マーカーを特定することを目的とする。

障害基幹センターや治療支援センターのホーム
方法

ページを活用するなどの工夫により、参加者が集

摂食障害（ED）の治療プログラムの効果検証
CBT-E 実施または通常治療（TAU)を実施する。

まりつつある。引き続き患者リクルートを継続し、
研究参加者を増加させる必要がある。

CBT-E 実施前後でのバイオマーカー測定
（脳 MRI

CBT-E が有効であることは欧州各国から報告
、我が国での ED に対する標準的

撮像(T1WI、T2WI、DWI、Resting state fMRI)の

されており

撮像、遺伝 子多型・遺伝子発現解析のための採血、

治療法を確立する上で、CBT-E が重要な規範とな

心理評価）する予定（各群 20 例を予定）
。

る可能性が考えられる。

結果

結論

2)3)

1.国立精神・神経医療研究センター、東北大学、

ED に対する有効な治療法の開発には、本研究

東京大学、国立国際医療研究センターおよび九州

のさらなる継続・展開が重要である。今後も症例

大学病院すべての施設での倫理申請が終了し、介

数を増やしていく。

入を開始した。
2.月に 1 回、各施設の代表者による Web 会議
が行われ、進捗などを共有している。

参考文献
1.

Amemiya N, Takii M, Hata T, Morita C, Takakura

3.九州大学病院では CBT-E 群 1 例、通常治療

S, Oshikiri K, et al. The outcome of Japanese

（TAU）群 2 例に介入が開始された。これに伴い

anorexia nervosa patients treated with an inpatient
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therapy in an internal medicine unit. Eating
Weight Disord EWD. 2012;17(1):e1–e8.
2.

Poulsen S, Lunn S, Daniel SI, Folke s, Mathiesen
BB, Katznelson H, Fairburn CG, Arondomiszed
controlled trial of psychoanalytic psychotherapy
or cognitive-behavioral therapy for bulimia
nervosa. Am J Psychiatry. 2014; 171:109-16

3.

Dalle Grave R, Calugi S, Conti M, Doll H,
Fairburn CG. Inpatient cognitive behaviour
therapy for anorexia nervosa: a randomized
controlled

trial.

Psychother

Psychosom.

2013;82(6):390–8.
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ストレス関連疾患の認知行動療法の治療反応性

研究センター国府台病院、九州大学である。対象

と遺伝子・バイオマーカーの探索

者 ： Diagnostic and Statistical Manual of Mental

分担研究者：河合啓介 1）

Disorders( DSM)-5 に基づく BN 患者。研究対象

研究協力者：中谷有希 1）、小島夕佳 1）、田村奈穂

者数：140 例（試験治療群 70、対照治療群 70）。

、辻 裕美 1）、藤本晃嗣 1）

1）

分担の国府台病院での研究対象者数：24 例（試験

所属施設： 1) 国立国際医療研究センター国府台

治療群 12、対照治療群 12）である。CBT-E 群に

心療内科

対しては CBT-E を、TAU（Treated as usual） 群
においては各施設でこれまで BN になされてきた

緒言

通常の治療を実施する。評価は介入実施前、介入

摂食障害（Eating disorders; ED）は頻度が高い

開始 6 週間後(T1)、20 週後(T2)、40 週後(T3)、

疾患で、治療が困難で慢性化しやすい。現在、食

80 週後(T4)に実施する。主要評価項目は、EDE

事・栄養療法、身体管理、心理社会的治療（精神

による面接評価や Body mass index(BMI)などに

療法）が治療の主である１）。心理社会的治療のう

よる神経性過食症の寛解である。

ち、欧米で エビデンスが証明されているのは青

本研究は、倫理委員会の承認（国立国際医療研

年 期 の AN に 対 す る Family based treatment

究センター倫理委員会：NCGM-G-003044-01）を

（FBT）や、成人の神経性過食症患者（Bulimia

受けている。さらに、新型コロナウイルス感染症

nervosa:;BN ） や 過 食 性 障 害 （ Binge eating

の感洗拡大を鑑み、来院が困難な事情・状況が生

disorder ;BED）に対 する ED に特化した認知行

じた場合は電話やオンラインでの遠隔で実施す

動療法（cognitive behavior therapy ;CBT）等であ

ることも許容するオンライン診療が可能になる

る。日本では、日本人を対象にした心理社会的治

ようにプロトコールを変更して倫理委員会の承

療の有効性のエビデンスは皆無である。ED に対

認を得た。

する CBT のプロトコールのうち、2008 年に
Fairburn CG らによって開発された摂食障害の認

結果

知行動療法「改良版」
（enhanced cognitive behavior

適格性評価を実施し 4 例が本研究にエントリー

therapy : CBT-E）2） は、その効果検証が世界中

している。CBT-E 群は 2 例であり、1 例目は T3

で進められている。本研究の日本人の神経性過食

修了、2 例目は T2 を修了した。 この 2 例目は、

症患者を対象に、摂食障害に特化した CBT の有

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、外来受

効性を多施設共同研究による無作為化比較対象

診回数が減少し、心理面接回数はプロトコールよ

試験（Randomized Controlled Trial; RCT）によっ

り遅延している。TAU 群は 2 例 である。２例

て検証することである。

目とも T2 修了であるが、その内、1 例は研究参
加を中止して CBT-E への変更を希望している。

方法

さらに、本研究で養成したCBT-E実施者が講師

介入研究:ED の CBT-E の効果を多施設共同無

として「神経性過食症に対する認知行動療法

RCT で検証するための研究体制およびプロトコ

(CBT-E)研修会（第7回目）が2020年12月20日本

ールを構築した 3)。参加施設は国立精神・神経医

年度を開催し、91名がWeb形式の講習会に参加

療センター、東北大学、東京大学、国立国際医療

した。
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考察
本研究によりCBT-Eの有効性の多施設共同
RCTが開始された。新型コロナウイルス感染症
の影響もあり、本研究へのエントリー数や修了
数は予定より少ない。プロトコールを現況にあ
わせて改変してオンライン診療も可能になった
ため、今後は症例数の増加が期待される。本研
究は我が国におけるエビデンスに基づくEDの治
療法の普及に貢献するように研究を推進する。
結論
CBT-E の有効性を RCT で検証する研究を進め
ている。症例数の増加が望まれる。
参考文献
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2-2 Bio-genome markers of treatment responsiveness
of severe-stress related mental disorders
Kim Yoshiharu
National Institute of Mental Health
National Center of Neurology and Psychiatry

Post-traumatic stress disorder (PTSD) and eating disorders are both severe stress disorders
that affect not only psychological symptoms but also brain function, gene expression and immune
function. Cognitive-behavioral therapy (CBT) has been recommended and is now covered by
insurance in Japan, but studies of its effectiveness have not included the physical markers
mentioned above. In this study, we first screened for disease-related genes using samples from
the Trauma Registry Study in our department, and then compared the results with those of
standard CBT (PE) and structured CBT for eating disorders (CBT-E), both of which are covered
by insurance. These markers will be measured before and after treatment to (1) rigorously
validate treatment effects, (2) predict treatment response, and (3) predict post-treatment relapse
and social adjustment. We will also conduct a longitudinal observational study before and after
CBT for eating disorders and PTSD to measure the longitudinal changes in brain neural circuit
function caused by CBT, and clarify the relationship between clinical data, gene polymorphisms
and gene expression, and changes in neural circuit function before and after CBT using
multivariate machine learning algorithms and other analyses. By examining cross-disease factors
that contribute to the severity of PTSD and ED, we hope to advance our understanding of the
complex pathophysiology of trauma and eating disorders and our knowledge of how to treat them.
Through candidate gene analysis and comprehensive gene expression analysis, we identified
immune and inflammatory system genes and BDNF genes as candidate genes for PTSD. Using
baseline data, we found that a single nucleotide polymorphism in the CRP gene was associated
with PTSD symptoms, cognitive function, cognitive bias, and blood inflammatory markers1),
and that a Val66Met polymorphism in the BDNF gene influences trauma-related attentional
bias2). The Covid-19 outbreak forced us to curtail or stall recruitment and interrupt
interventions. Infection prevention measures (e.g., pre-session checks of physical condition,
close contact, etc., and remote assessment) need to be implemented while simultaneously
strengthening recruitment and progress management to increase the sample size.
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We held a meeting with brain imaging researchers at our collaborating institutions (Tohoku
University, University of Tokyo and Kyushu University) to confirm the system for conducting
brain imaging research. In addition, regular web meetings were held to discuss and decide on the
following issues.
When performing multi-center brain imaging, it is necessary to unify the imaging sequences
in order to minimize the limitations of analysis due to differences in MRI equipment models.
This year, we confirmed the specifications of the 3-tesla MRI systems installed at each of the
participating institutions.

Based on these considerations, it was agreed that NCNP and the

University of Tokyo would follow the International Brain Protocol and Kyushu University would
follow the Innovative Brain Protocol. In addition, we discussed the psychological and cognitive
measures to be collected in addition to the MRI imaging, and finalized the data set to be collected.
In terms of treatment research, PE for PTSD is a treatment that includes talking about the
traumatic experience for at least 30 minutes and is a typical form of trauma-focused therapy.
Although it has always been recommended as a first-line treatment in international guidelines,
it has been difficult to disseminate, but through this study, a manual for the safe implementation
of PE is being developed, which will facilitate the teaching and dissemination of PE. Both PE and
CBT-E for eating disorders have been affected by the Covid-19 epidemic, which has led to
reduced or stalled recruitment and interrupted interventions. It is necessary to increase the
sample size. We have had difficulties in recruiting participants for the study, but by using the
websites of the Core Center for Eating Disorders and the Treatment Support Center, we have
been able to attract participants. We need to continue recruiting patients and increase the
number of study participants.
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2－3 双方向性のニューロモデュレーション機構の解明と臨床応用の基盤整備
主任研究者 国立精神・神経医療研究センター病院
水野勝広
1. 研究目的
反復経頭蓋磁気刺激(transranial
magnetic stimulation: TMS)、経頭蓋直
流刺激（transcranial direct current

2. 研究組織
＜主任研究者＞
水野勝広

stimulation: tDCS)などのニューロモデ
ュレーション（NM）手法は top-down に
行動変化を起こすことが可能であり、う
つ病をはじめとする精神疾患や脳卒中、
パーキンソン病などの神経疾患治療に
応用される。一方、brain-machine
interface（BMI)や末梢神経の機能的電
気刺激（funcional electrical stimulation:
FES)、プリズム適応療法など末梢神経

国立精神・神経医療研究センター 病院
身体リハビリテーション部
＜分担研究者＞
鬼頭伸輔
国立精神・神経医療研究センター 病院
第一精神診療部
高橋祐二
国立精神・神経医療研究センター 病院
脳神経内科診療部

への刺激や運動学習により bottom up
に脳の可塑性が誘導され、広義の NM
と捉えることができる。
本研究では精神疾患に対する rTMS、
tDCS、電気痙攣療法（electroconvulsive
therapy: ECT)や、神経疾患に対する深
部脳刺激(deep brain stimulation: DBS)、
DBS,spinal cord stimulation (SCS)、
BMI、FES、ボツリヌス療法、プリズム適

岩崎真樹
国立精神・神経医療研究センター 病院
脳神経外科診療部
松井彩乃
国立精神・神経医療研究センター 病院
整形外科
住吉太幹
国立精神・神経医療研究センター 精神
保健研究所

応療法などによる改善メカニズムの解

児童・予防精神医学研究部

明や治療技術の向上を目指した研究を
行う。研究を通じて病院と研究所との相
互連携を促進し、精神・神経疾患の病
態・治療メカニズムの解明、新規治療法
開発・臨床応用をシームレスに行える研
究基盤を整備し、エビデンスの蓄積、ガ
イドライン収載までを見据える。

＜研究協力者＞
関和彦
国立精神・神経医療研究センター 神経
研究所
モデル動物モデル動物開発研究部
花川隆
国立精神・神経医療研究センター
脳病態統合イメージングセンター先進脳
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画像研究部
3. 研究成果
1) ECT の有用性と適正使用に関する
調査研究
2014 年 4 月～2020 年 3 月に NCNP
病院で ECT を行った約 350 症例を対象
とし、対象患者の年齢、性別、診断、入
院期間、重症度と入院中に実施された
ECT の施行回数、治療期間、刺激条件
および有害事象の有無について調査
し、ECT の治療効果に寄与する因子を
探索する後ろ向き調査研究の計画を立
案し倫理承認手続きを終えた。
2) 精神科疾患に対する経頭蓋直流刺
激の効果に関する研究
高次な認知機能への tDCS への影響

3) 難治性トゥレット症候群に対する
DBS 療法の効果に関する研究
難治性トゥレット症候群患者に対する
DBS 療法を２例実施した。また昨年度に
DBS を行われた患者に対して術後１年
時評価を行い、その効果と副作用、神経
心理検査への影響などを評価中であ
る。今後、さらに手術患者の術前データ
を集めるとともに、手術適応にならない
患者についても画像評価、神経心理検
査結果などを適切に行いそのデータの
蓄積を行う。本研究において、DBS 治療
を行うトゥレット症候群患者のレジストリ
を構築し、リアルワールドデータによるエ
ビデンス構築を目指す。将来的に、DBS
適応基準の標準化や、治療効果の予
測、安全な手術のためのガイドライン策
定の基礎とする。同時に DBS を実施し

について調べるため、統合失調症にお
ける記憶の構造化への tDCS の効果を
検討した。対象は当センターで加療中の
統合失調症患者 28 名（男/女=16/12）と
した。tDCS 施行は既報（Narita et al.
Front Psychiatry 2017）に従った。tDCS
施行前に、カテゴリ（動物）流暢性課題
（一分間にできるだけ多くの動物名を挙
げさせる）を施行した。最終 tDCS 施行

ない患者群の長期的経過と比較評価す
ることで、DBS による症状改善寄与の程
度や具体的効果、予後予測因子を探
る。

から一か月後にカテゴリ流暢性課題を

状に対する rTMS の効果を検証するた

再度施行した。このようにして得た発話
データに対しテキストマイニング分析を
行った。結果として、動物の生態や属性
（捕食性など）に基づくクラスターが、
tDCS 施行後に明確となり、tDCS が統
合失調症における記憶の構造化を改善
する可能性が示唆された。

めの臨床研究(rTMS-PD)の準備を開始
した。本研究班を中心に研究グループを
構成し、臨床試験の立案 に向けた検
討を行った。パーキンソン病におけるう
つ・不安症状の現状を把握するために、
当科のパーキンソン病ブラッシュアップ
入院 67 例のデータを後方視的に分析し
た。48 例において状態不安が強い、45

4) パーキンソン病の運動症状・非運動
症状に対するニューロモデュレーション
治療効果に関する研究
パーキンソン病の非運動症状・運動症
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例において特性不安が強いという結果
であり、既報と比較して不安の有病率が
高かった。一方 15 例が中等度以上のう
つ状態であり、うつの有病率は既報と同
程度であった。これらの分析結果を基
に、rTMS の効果検証のための適切な
患者・対照群の設定及び評価項目の原
案を作成した。対象としてはうつ症状だ
けではなく不安も加えるべきと考えられ

的な半側空間無視状態を再現し、その
際の機能的 MRI における安静時機能結
合の変化と空間的探索課題の変化の相
関を解析した。その結果、右背側注意経
路の安静時機能結合と探索課題の成績
の間に有意な相関を見出した。
半側空間無視患者に対するプリズム
適応療法の効果メカニズムの解明のた
め、プリズム適応療法前後に安静時脳

た。
整形外科領域では、他施設と共同して
SCS のパーキンソン病に対する治療成
績についてケースレポートを報告した．
この中で DBS との相乗効果についての
可能性が示唆された。
パーキンソン病の歩行障害に対してリ
ズム刺激により改善がみられることが知
られている。我々は、歩行イメージ中の

機能結合を測定する臨床研究を計画
し、倫理承認手続きを終えた。

脳活動をリズム刺激あり、なしで比較し
た。結果、パーキンソン病患者ではリズ
ム刺激により左頭頂弁外部の活動が低
下しており、リズム刺激により歩行中の
同部位の負荷が軽減されることが歩行
機能の改善に関係していることが示唆さ
れた。
パーキンソン病の運動症状に対する
rTMS や DBS 治療の効果を定量化する
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review and meta-analysis. Schizophrenia
Research. 216:367-373
2. Sugawara N , Yasui-Furukori N, Maruo
K, Shimoda K, Sumiyoshi . Working status
of caregivers for people with dementia:
Analysis data from a Japanese
Nationwide Survey. PLOS One 2020 May

ため、多チャンネルワイヤレス筋電図を

29;15(5):e0232787.

導入し、歩行や立ち上がり動作など複数
の筋の協調運動のパターンを解析する
手法である筋シナジー解析を行う準備を
整えた。

3. Stickley A, Sumiyoshi T, Narita Z, Oh
H, DeVylder JE, Jacob L, Koyanagi A.
Physical
injury
and
psychotic
experiences in 48 low- and middleincome countries. Psychol Med. 2020
Dec;50(16):2751-2758.
4. Sumiyoshi C, Narita Z, Inagawa T,
Yamada Y, Sueyoshi K, Hasegawa Y,

5) 半側空間無視に対するニューロモデ
ュレーション治療の神経基盤解明
tDCS を用いて健常者で一時的に疑似

3. 研究結果刊行一覧
＜論文＞
1. Narita Z, Stickley A, DeVylder J, Yokoi
Y, Inagawa T, Yamada Y, Maruo
K,Koyanagi A, Oh H, Sawa A, Sumiyoshi
T. Effect of multi-session prefrontal

- 393-

Shirama A, Hashimoto R, Sumiyoshi T.
Facilitative effects of transcranial direct
current stimulation on semantic memory
examined by text-mining analysis in
patients with schizophrenia. Front
Neurology. 2021;12:583027
5. Yuiko Kimura, Keiya Iijima, Yutaro
Takayama, Suguru Yokosako, Yuu
Kaneko, Mayu Omori, Takanobu Kaido,

91-97.
9. Mizuno K, Tsujimoto K, Tsuji T. Effect
of Prism Adaptation Therapy on the
Activities of Daily Living and Awareness
for Spatial Neglect: A Secondary
Analysis of the Randomized, Controlled
Trial. Brain Sci. 2021;11(3):347.
10. Nishida D, Mizuno K*, Yamada E,
Tsuji T Hanakawa T, Liu M. Correlation

Yukiko Kano, Masaki Iwasaki. Deep Brain
Stimulation for Refractory Tourette
Syndrome: Electrode Position and
Clinical Outcome. Neurologia medicochirurgica 2021;61(1):33-39.
6. Yoshida T, Mizuno K, Miyamoto A,
Kondo, K, Liu M. Influence of right versus
left unilateral spatial neglect on the
functional recovery after rehabilitation in

between the brain activity with gait
imagery and gait performance in adults
with Parkinson's disease: A data set.
Data in Brief. 36(12): 106993

sub-acute stroke patients. Neuropsychol
Rehabil, 2020, 1-22, Online ahead of print.
7. Nishida D, Mizuno K*, Tahara M,
Shindo S, Watanabe Y, Ebata H, Tsuji T.
Behavioral Assessment of Unilateral
Spatial Neglect with the Catherine
Bergego Scale (CBS) Using the Kessler
Foundation
Neglect
Assessment
Process (KF-NAP) in Patients with

ECT グッドプラクティス
3. 木村唯子、岩崎真樹． トゥレット症候
群に対する脳深部刺激療法の効果と実
際． 臨床精神医学 49(6): 789-795,
2020

＜著書＞
1. 鬼頭伸輔. 日本うつ病学会の高齢者
のうつ病治療ガイドライン
2. 野 田 隆 政 . 日 本 精 神 神 経 学 会 の

Subacute Stroke during Rehabilitation in
Japan. Behav Neurol. 2021:8825192.
8. Nishida D, Mizuno K*, Yamada E,
Hanakawa T, Liu M, Tsuji T. The neural
correlates of gait improvement by
rhythmic sound stimulation in adults with
Parkinson's disease - A functional
magnetic resonance imaging study.
Parkinsonism Relat Disord. 2021; 84(4):

- 394-

<分担研究課題＞ニューロモデュレーシ
ョン手技の神経疾患リハビリテーション
治療への応用に関する研究
研究テーマ
パーキンソン患者の音リズム刺激による
歩行改善に関連した神経活動 ―機能
的磁気共鳴画像法を用いた研究―

11 名：女性 16 名）、対照群として神経
疾患の既往のない健常高齢者 25 名
（72.0±5.3 歳、男性 13 名：女性 12 名）
を対象とした。歩行能力を Timed up and
go test、10 m 歩行テストで評価し、歩行
イメージの練習を廊下歩行の写真や動
画を用いて行なった。fMRI 撮像は 1.5T
の MRI を使用し、タスクは音リズム刺激
の有・無と被験者の運動イメージ有・無

国立精神・神経医療研究センター病院
身体リハビリテーション部
西田大輔
水野勝広
国立精神・神経医療研究センター
脳病態統合イメージングセンター先進脳
画像研究部
花川隆

の 2×2 の合計 4 条件をランダムに組
み合わせて提示するブロックデザインを
用いた。具体的には被験者は MRI チェ
ンバーの中に開眼した状態で仰臥位と
なり、ヘッドフォンから音リズム刺激
(100 回/分のビープ音)もしくはホワイトノ
イズを聞きながら、歩行イメージもしくは
イメージしない安静状態をとった。fMRI
画像解析は PD 患者群、対照群におけ

背景
パーキンソン病(Parkinson’s disease:
PD)患者の歩行障害に対して音などの
外部刺激を与えると歩行障害が改善す
ることが知られており、音リズム刺激を
用いたリハビリテーションが実施されて
いる。しかし、その脳内メカニズムはまだ
十分に解明されていない。そこで、音リ
ズム刺激に合わせて歩行イメージを行う

る音リズム刺激有・無の条件の歩行イメ
ージ時の脳活動を評価するとともに、PD
患者群と対照群の間の歩行イメージ時
の脳活動の群間比較を行なった。

PD 患者の脳活動を機能的磁気共鳴画

が賦活され、ホワイトノイズ条件下の歩

像法 (fMRI) により解析し、その脳活動
パターンを明らかにすることを目的とし
て研究を行った。
方法
本研究では PD 患者群として Hoehn and
Yahr 分類が 2 から 3、独歩可能で、音
リズム刺激によって歩行がより円滑に行
える PD 患者 27 名（77.0±7.2 歳、男性

行イメージではそれに加えて左頭頂弁
蓋部が賦活されていた。一方、対照群に
おいて音リズム刺激、ホワイトノイズ条
件下の歩行イメージではともに両側補足
運動野、中心前回、右小脳の脳活動が
賦活されていたが、音リズム刺激、ホワ
イトノイズ条件の間には差を認めなかっ
た。群間比較では PD 患者群は対照群

結果
PD 患者群において音リズム刺激条件
下の歩行イメージでは両側補足運動野
を含む皮質運動領域、右小脳の脳活動
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に比してホワイトノイズ条件下で左頭頂
弁蓋部の脳内活動が賦活していた。
先行研究では頭頂弁蓋部は感覚運動ネ
ットワークの中核領域であると報告さ
れ、PD 患者では器質的には構造画像
で容量が低下し、機能的には運動感覚
領域との機能的結合の低下が認められ
ると報告されている。本研究では PD 患
者群のみで音リズム刺激により歩行イメ
ージ時の頭頂弁蓋部の過活動が抑制さ
れることを示した。この結果により、PD
患者では感覚運動ネットワーク機能低
下により歩行イメージ中に弁蓋部が過
活動を呈するが、音リズム刺激はネット
ワーク機能を補完し、弁蓋部の負荷を
軽減している可能性が示唆された。
参考文献
1. D.Nishida KM, E.Yamada, T.Hanakawa,
M. Liu, T.Tsuji. The neural correlates of
gait improvement by rhythmic sound
stimulation in adults with Parkinson’s
disease – A functional magnetic
resonance imaging study In Press.in
press
2. Nishida D, Mizuno K, Yamada E, et al.
Correlation between the brain activity
with gait imagery and gait performance
in adults with Parkinson’s disease: A
data set. Data in Brief 2021;36 doi:
10.1016/j.dib.2021.106993
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令和 2 年度

分担研究報告

ECT の治療効果に寄与する因子について各

気分障害のニューロモデュレーション療法

種回帰分析を行い、治療効果、副作用と患者

に関する研究（ECT）

の臨床特性との関連を明らかにする。予定

国立精神・神経医療研究センター病院

する研究対象者数は 350～400 例である。

精神科 鬼頭伸輔、野田隆政、林大祐
結果および結言
緒言

研究計画を立案し、令和 2 年 6 月倫理委

精神疾患に対する脳激療法は、薬物療法

員会の承認を得た。令和 2 年 3Q から令和

と相補的な役割を果たしてきた。中でも電

3 年 1Q にかけてデータ収集を行い、令和 3

気けいれん療法（electroconvulsive therapy,

年 2Q～4Q にデータ解析を行う。令和 4 年

ECT）は、高い治療効果と即効性を有する

に成果発表し、論文作成・投稿を行う予定で

治療法である。自殺念慮が切迫している症

ある。また、鬼頭、野田が、下記の研究成果

例や薬物療法を行っても改善が得られない

を発表した。

症例に対して推奨される。一方、現在まで
に、ECT の刺激条件に関する報告や少数例

研究成果（原著論文、学会発表、政策提言）

の探索的研究は行われているが、包括的観

1.

察研究は報告されていない。

鬼頭伸輔．ニューロモデュレーション
療法の現状と展望．第 2 回日本スティ

本研究では、後ろ向き観察研究を行い、

ミュレーションセラピー学会学術大会、

ECT の治療効果、副作用と患者の臨床特性
との関連を明らかにする。得られた知見を

2020 年 8 月．
2.

鬼頭伸輔．うつ病治療の最前線：ニュー

もとに、関連学会の適正使用指針やガイド

ロモデュレーション療法．スマートテ

ラインに反映させ、本邦の政策提言とする

クノロジーフォーラム（STF）2020、

ことを目的とする。

2020 年 9 月．
3.

方法

野田隆政．精神科地域連携における
ECT の役割．第 116 回日本精神神経学

当院で ECT を受けた患者を対象とし、患
者カルテを調査し、その有用性を検証する。

会学術総会、2020 年 9 月．
4.

Yamazaki et al. Early electroconvulsive

試験デザインは、単施設後ろ向き観察研究

therapy

である。ECT の治療効果は、患者カルテを

depressive

調査し、研究者が患者の機能障害を ECT 前

score-matched

後で 0～4、計 5 段階でスコアリングする。

nationwide inpatient database in Japan.

対象患者の年齢、性別、診断、入院期間、重

J ECT (in press).

症度、社会生活機能障害度と入院中に実施

5.

された電気けいれん療法の施行回数、治療
期間、刺激条件および有害事象の有無につ

in

patients
disorder:

with
A

analysis

major

propensity
using

a

日本うつ病学会の高齢者のうつ病治療
ガイドライン

6.

いて調査する。患者の各臨床特性をもとに、
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日本精神神経学会の ECT グッドプラ
クティス

脳神経疾患におけるニューロモデュレーシ

結果

ョンのエビデンス創出

当院に入院したパーキンソン病(PD)135

分担研究者：高橋 祐二

例を後方視的に分析した、鬱の評価につい

国立精神・神経医療研究センター

ては BDI-II、不安については STAI-Y を用

病院・脳神経内科

いて評価した。BDI-II は PD 患者 14.2±
9.0、正常対照 6.4± 5.8 と明らかに PD 患
者で高値を示しており、既報告と同様の値

緒言
脳神経疾患の治療においては薬物療法が

であった。うつの有病率は 21.5%であっ

中心であるが、それだけでは十分に解決で

た。一方、STAI においては、状態不安が

きない’Unmet needs’が依然数多く存在す

PD 患者 45.1±9.9、正常対照 39.2±6.0、

る。特にパーキンソン病においては、う

特性不安が PD 患者 47.1±11.2、正常対

つ・不安、痛みといった非運動症状に対す

照 42.9±8.2 と PD 患者で高い傾向が見ら

る治療の患者満足度は運動症状に比して低

れ、既報告と同様の傾向であった。不安の

い。本研究では、ニューロモデュレーショ

有病率は状態不安あり 67.4％、特性不安あ

ンの手法を用いて、これらの Unmet needs

り 64.4%と高い値を示した。鬱を呈した症

を解決し、治療法に関する新たなエビデン

例の中で状態不安・特性不安を示さなかっ

スを創出することを目的とする。本研究に

た症例は 29 例中それぞれ 3 例、1 例であ

より、脳神経疾患に対するニューロモデュ

った一方で、状態不安・特性不安を呈した

レーションのエビデンスが創出され、ガイ

症例の中で鬱を呈しなかった症例はそれぞ

ドラインの改訂に貢献し、患者 QOL の向

れ 91 例中 65 例、87 例中 59 例であった。

上に資する。将来的には、本研究に立脚し
た特定臨床研究・医師主導治験を展開する

考察

ことを目標とする。

鬱を呈した症例はほとんど不安を合併す
る一方で、不安を呈する症例の多くは鬱を
合併していなかったことは、不安・鬱の局

方法
初年度はパーキンソン病のうつ・不安症

在とシヌクレイノパチーの進展との関連を

状の現状分析を行い、rTMS の治療計画立

検討する上で興味深い所見であると考えら

案のための基盤的情報を収集する。分析に

れた。

基づき rTMS のプロトコールを作成する。
2 年目以降は RCT の実施に向けた準備を

結論

進める。具体的には、パーキンソン病に合

PD におけるうつ・不安症状の現状を明ら

併するうつ症状に対して、まずはパイロッ

かにした。今後 rTMS の治療効果を検討す

トスタディを行い、効果判定を行うととも

る上で、鬱だけではなく不安症状の評価も

に、最適な刺激条件の探索を行う。最終年

重要であると考えられた。

度は RCT を実現することを目標とする。
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難治性不随意運動症に対する脳神経外科ニ

候群に対して DBS を実施した患者のレジ

ューロモジュレーションのエビデンス創出

ストリを構築し、多施設で前向きに患者登
録を進める。学会等を通じてレジストリへ

木村唯子，岩崎真樹

の参加を促進することで、DBS の治療効
果や安全性を明らかにするとともに、その

国立精神・神経医療研究センター病院

適応基準を標準化し、ガイドライン等策定

脳神経外科

に向けたエビデンスを構築する。
DBS 非実施群との比較により自然経

【諸言】

過、予後予測因子を探る。精神科との連携

脳深部刺激療法（DBS）はパーキンソ

を図り、衝動性など精神的要素に対する効

ン病、ジストニア、振戦といった不随意運

果も検討する。また、強迫神経症や重度抑

動症に対する効果が知られている。難治性

うつに対する脳神経外科ニューロモジュレ

トゥレット症候群に生じる重度チックに対

ーション（定位的凝固術、DBS、VNS な

しても DBS の効果が知られているが、そ

ど）の倫理的課題や実施可能性について調

の長期的有効性や安全性はまだ十分に明ら

査を行う。

かになっていない。トゥレット症候群は
DSM-V で神経発達症群に分類され、強迫

【結果】

性障害（チック関連）を合併することも多

2020 年度は、トゥレット症候群に対す

い。自然寛解の可能性や、精神症状への影

る DBS が新たに 4 件、パーキンソン病に

響などから、手術リスクと効果を十分考慮

対する DBS が 3 件実施された。DBS の適

した慎重な手術適応が求められる。本研究

応について、脳神経内科との合同カンファ

では、難治性トゥレット症候群に対する

ランスを月 1 回定期開催するようにした。

DBS の効果を明らかにし、その適応基準

レジストリの対象および登録項目につ

の標準化を目指す。

いて共同研究者と討議を行った。DBS 非

重度のトゥレット症候群が患者の生活

実施群との比較を想定し、対象者は手術適

の質に与える影響は深刻である。本研究の

応に関わらず YGTSS 35 以上の難治性ト

成果によって適切な DBS 治療が確立する

ゥレット症候群にする方針とした。初回登

ことで、患者の身体損傷のリスクが減り、

録時の項目（基本情報）として 15 項目、

社会進出が進むなど大きな意義が期待され

follow-up 時の登録として 32 項目（任意項

る。また、将来的に精神科領域の疾患に脳

目含む）を現時点で定めている。Follow-

神経外科ニューロモジュレーションを導入

up は登録後 6 か月、12 か月、以後 1 年毎

する際の倫理的課題や実施可能性に対する

に 5 年までを予定している。EDC の運用

知見が得られる。

方法について情報管理室と相談しながら、
研究計画書を準備中である。
当院で過去に DBS を実施した連続 25

【方法】
重度チックを伴う難治性トゥレット症

症例について、臨床成績をまとめた。DBS
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によって、チック重症度スケール

性疾患実用化研究事業「難治性トゥレット

（YGTSS）は 1 年後に平均 45.2%、最終

症候群に対する脳深部刺激治療(DBS)のエ

経過観察時に 56.6%低下しており、術前と

ビデンス創出」によって、多施設の治療成

比べて有意な改善であった。一方で、デバ

績が後方視的に収集され、その成果発表を

イス感染が 12%で生じていた。

予定している。わが国でもレジストリを構
築することによって、前向きにデータを収
集し、本治療の長期的な有効性と安全性を
明らかにする必要がある。DBS を実施し
ない患者も登録するという点は、国際グル
ープとは一線を画すユニークな点である。
盲検ではないものの、内科的治療との比較
検討が期待される。また、わが国の DBS
は全ての施設で視床 CM-Pf 核をターゲッ
トにしており、国際グループに比べて治療

図：術前後におけるチック重症度スコア

条件がコントロールされたデータが得られ

（YGTSS）の変化（文献 1 より転載）

る。
レジストリの成果をもって学会に働き

【考察】

かけ、将来的にはガイドラインへの収載を

難治性トゥレット症候群に対する DBS

目指す。保険収載および改正には、新たな

の効果については既に多数の報告があるも

エビデンスとともにガイドラインでの位置

のの、長期的な効果と安全性のエビデンス

づけが重視されるようになっている。

が確立していない。現在、フロリダ大学が
主催する Tourette Syndrome Deep Brain
Stimulation Working Group による症例登
録が進行しており、NCNP も 2017 年から

参考文献

参加している。現時点でこれまでに 270 例
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精神神経疾患に伴う疼痛に対する脊髄刺激

有意差がみられなかった．

療法のレジストリ構築に関する研究

【考察】

松井彩乃 総合外科部整形外科

多施設共同研究を念頭に置いたパーキンソ

【緒言】

ン病の疼痛に対する脊髄刺激療法症例登録

脊髄刺激療法は，脊髄硬膜外に電極を留置

システム構築においては，疼痛スコアとし

し，パルス発生器から後索刺激を行い除痛

て VAS,SFMPQ2，
運動スコアとして TUG，

を図る治療法である．国際的に脊椎手術後

２MWT，総合的評価として UPDRSPart3

症候群または複合性局所疼痛症候群に適応

が有用と考えられる．文献上は歩行速度や

され，本邦では難治性疼痛全般に適応が可

姿勢の改善が得られたとする報告が多く，

能である．

これらの評価項目を加えたデータ蓄積によ

パーキンソン病を始めとする精神神経疾患

りエビデンス構築が期待される．

では，難治性疼痛を併発することが少なく

【結論】

なく，著しく日常生活動作を障害する．当院

引き続き症例登録システムの構築を検討し

当科ではこのような症例に脊髄刺激療法を

ていく．

実施して疼痛の軽減を図っている．

【参考文献】

精神神経疾患における脊髄刺激療法の効果

Furusawa Y, Matsui A, Kobayashi K-N,

について，複数の症例報告がなされている

Kojima Y, Tsubouchi A, Todoroki D, Abe K,

がエビデンスに乏しく，今後の研究が期待

Ishihara T, Nishikawa N, Sakamoto T,

される領域である．当院症例のデータ蓄積

Takahashi Y. Burst spinal cord stimulation

を基盤として今後症例登録システムの構築

for pain and motor function in Parkinson’s

が期待される．

disease:

【方法】

Parkinsonism & Related Disorders vol.3,

当院で実施されたパーキンソン病の疼痛に

page100043, 2020

対する脊髄刺激療法の５症例で実施前後の

A

case

series

null.

Clinical

Garcia BB, Junior ER, Araujo MFP,

評価を行った観察的データを検討した．

Simplicio H. History of and Insights Into

【結果】

Spinal Cord Stimulation in Parkinson

有 意 差 の み ら れ た 項 目 は ， VAS (Visual

Disease.

Analogue Scale) ， SFMPQ2 （ Short-Form

2020;34(11):967-78.

McGill Pain Questionnaire-2 ）， TUG
(Timed Up and Go Test)，UPDRS(Unified
Parkinson’s Disease Rating Score) Part3，２
ＭＷＴ（２minutes walk test）であった．
UPDRS では lower limb akinesia（item7-8）
及 び gait(item10) で あ っ た ． PCS （ Pain
Catastrophic Scale）
，SF36（Short Form 36）
，
床反力計を用いた歩行パラメータ計測では

- 402-

Neurorehabil

Neural

Repair.

2-3「双方向性のニューロモデュレーション
機構の解明と臨床応用の基盤整備」
（分担課題名）経頭蓋直流刺激の精神疾患
治療における有用性に関する研究
分担研究者
所属 国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 児童・予防精神医学研究
部
職名 部長 氏名 住吉 太幹
【緒言】
経頭蓋直流電気刺激（tDCS）とは、頭皮
上に置いた電極から 1-2mA 程度の微弱な電
流を流すことで脳の神経活動を修飾する、
簡便で低侵襲な電気刺激法である。主とし
て左前頭部への陽性刺激でうつ病や統合失
調症の幻聴・陰性症状に対する改善効果が
報告されている。われわれはこれまで、統合
失調症の認知機能障害に対する左前頭部へ
の tDCS が、陽性症状、
運動機能、
言語記憶、
言語流暢性などを改善することを確認した。
一方、より高次な認知機能への tDCS の影響
に関する知見は乏しい。
以上の背景により、2020 年度は、簡便に
測定できる語流暢性課題における発話デー
タを解析し、統合失調症患者の記憶の組織
化への tDCS の効果を検討した。
【方法】
国立精神・神経医療研究所センター（当セ
ンター）病院を受診した統合失調症患者 28
名、および健常者 335 名を対象とした。本
研究は当センターなどの倫理委員会で承認
され、参加者全員から書面による同意を得
て行った。tDCS 施行は既報（Narita et al, 2017）
に準じた。認知機能の評価は、分担研究者ら
が日本語版を作成した Brief Assessment of
Cognition in Schizophrenia を用い、同バッテ
リーに含まれるカテゴリ（動物）流暢性課題
のデータを得た。そして、これらの発話デー
タに対し特異値分解法を用い、コサイン値
(項目間類似度の指標)を算出し、そのプロフ
ァイルを視覚化した。以上により得られた

記憶の組織化（意味記憶構造）について、患
者における tDCS 施行前後の比較(縦断比較)、
および tDCS 施行前後（患者）における健常
者との相関の比較(横断比較)を行った。
【結果】
カテゴリ流暢性課題施行により、健常者
および患者（tDCS 施行前後）に共通して
多く産生された動物名 12 項目（イヌ、ネ
コ、ライオン、キリン、トラ、ゾウ、サ
ル、ネズミ、ウサギ、クマ、トリ、パン
ダ）を分析の対象とした。
(縦断比較):tDCS 施行により、コサイン値
プロフィールに意味のあるクラスター（ペ
ット、草食、肉食）が出現した。
(横断比較):上記の動物名のうち 6 項目（イ
ヌ、ネコ、ライオン、キリン、トラ、ゾ
ウ）間のコサイン値について、健常群 vs.
患者群（tDCS 施行前）および健常群 vs.患
者群(tDCS 施行後)の相関の強さ(ピアソン
相関係数)は 0.41 および 0.75 であり、後者
が有意に大きかった（z=-1.90, p=0.028）
。
【考察】
患者群における縦断比較
（tDCS 施行前後）
から、動物名のクラスタ毎のまとまりが
tDCS 施行により改善することが示唆された。
このことは、tDCS 施行後の患者群における
項目間の類似度が、tDCS 施行前よりも健常
者に近づくという横断比較の結果からも支
持される。
【結論】
統合失調症患者の意味記憶構造が tDCS
により改善する可能性が、初めて示された。
今後は、無作為割付法など洗練化された研
究デザインによる臨床試験での追試や、社
会機能など機能的転帰との関連の検討など
が期待される。
【参考文献】
1) Narita Z, Inagawa T., Sueyoshi K., Lin C,
Sumiyoshi T. Possible Facilitative Effects of
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2－3 Basic and clinical study for elucidating the mechanism and establishing
infrastructure for clinical application of interactive neuromodulation treatments.
National Center of Neurology and Psychiatry (NCNP)
Katsuhiro Mizuno, Shinsuke Kito, Yuji Takahashi, Masaki Iwasaki, Ayano Matsui,
Tomiki Sumiyoshi, Kazuhiko Seki, Takashi Hanakawa
The aim of this study is to investigate the mechanism and the best clinical operation of
neuromodulation therapy in patients with neurologic and psychiatric disorders. The
achievements of the first year are as follows.
1. The physiological mechanism of gait improvement with rhythmic sound stimulation
in patients with Parkinson's disease -fMRI study
Patients with Parkinson’s disease (PD) suffer from gait disturbance, which, in some
patients, can be improved with rhythmic stimulation. This effect is useful for
rehabilitation treatment. We investigate brain activation patterns with functional
magnetic resonance imaging (fMRI) in patients with PD while they are imaging gait
with rhythmic sound stimulation (RS).
During gait imagery in patients with PD, the left parietal operculum was less
activated with rhythmic sound stimulation than with white noise, while no change was
observed in healthy adults, suggesting that rhythmic auditory stimulation may support
the sensory-motor networks involved in gait, thus alleviating the overload of the parietal
operculum and compensating for its dysfunction in these patients.
2. Study on Neuromodulation Therapy for Mood Disorders (Electroconvulsive therapy:
ECT)
Brain stimulation therapy for mental illness has played a complementary role to
drug therapy. Electroconvulsive therapy (ECT) is a treatment that can induce immediate
and valuable treatment effect, and it is recommended for cases who have imminent
suicidal ideation or do not respond to drug therapy. Although several exploratory studies
with a small number of cases on ECT stimulation conditions have been conducted,
comprehensive observational studies have not been reported.
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We started a retrospective observational study to clarify the relationship between the
effect of ECT and the clinical characteristics of patients. The aim to this study is to
reflect the knowledge to clinical guideline and policy recommendations in Japan.
3. Establishing evidence of the effectiveness of neuromodulation for neurological
disorders.
To conduct a randomized controlled trial (RCT) of repetitive transcranial magnetic
stimulation (rTMS) for depression and anxiety of patients with Parkinson’s disease, we
analyzed data of 135 patients retrospectively. As a result, 21.5 percent of patients had
depression and 67.4 percent of them had anxiety. Based on this knowledge, we will plan
a protocol of RCT next year.
4. Generating evidence for neuromodulation therapy for intractable movement
disorders.
Deep brain stimulation (DBS) is known to be effective in the treatment of severe
tics that occur in refractory Tourette syndrome, but its long-term efficacy and safety
have not been fully elucidated. In this study, we aim to clarify the efficacy of DBS for
refractory Tourette syndrome and to standardize the criteria for its indication.
Patient registry for severe Tourette syndrome will be developed in this study. We
decided to include patients with severe tics presenting YGTSS score 35 or higher,
regardless of the indication of DBS. This enables us to compare the efficacies between
DBS and medical therapies. The type of clinical information to be registered and the
timing of information collection were discussed and determined. The research plan of
the registry is currently in preparation and will be submitted to the Ethics Committee
shortly.
An international registry by the Tourette Syndrome Deep Brain Stimulation
Working Group is operated by the University of Florida. In the United States, DBS
therapy for Tourette syndrome is only covered by insurance in a limited number of
centers under the HDE (humanitarian device exemption) pathway. It is expected to gain
FDA approval based on the result of the registry. The international group has published
guidelines on the indication of DBS for Tourette syndrome.
In Japan, the AMED research project “Evidence Generation of DBS Therapy for
Intractable Tourette Syndrome” has collected retrospective multicenter data and the
results are scheduled to be published. Our registry is very unique in that patients who do
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not undergo DBS will also be enrolled. Although it is not a blinded design, we expect to
generate an evidence for the efficacy of DBS over medical therapy. DBS is targeted to
the thalamic CM-Pf nucleus in all centers in Japan, which provides more controlled data
compared to the international groups.
With the result of the registry, we will approach academic societies to develop the
guideline for the indication of DBS for the treatment of severe Tourette syndrome.
5. Study on spinal cord stimulation therapy for pain associated with neuropsychiatric
disorders.
Patients with neuropsychiatric disorders such as Parkinson's disease often suffer
from intractable pain that significantly impairs activities of daily living. We use spinal
cord stimulation (SCS) therapy to reduce pain in such cases. We analyzed observational
data before and after SCS therapy in patients with Parkinson's disease. Significant
improvement was seen not only in pain (Visual Analogue Scale and Short-Form McGill
Pain Questionnaire-2) but also in motor function (2 minutes walk test, Timed UP and
Go test, etc.) after SCS. These indices are thought to useful for evaluating clinical
outcome of SCS therapy.
6. Study on the effectiveness of transcranial direct current stimulation in the treatment
of psychiatric disorders.
To investigate the effect of transcranial direct current stimulation (tDCS) on higher
cortical dysfunction in patients with psychiatric disorders, we analyzed the data of
speech during verbal fluency task and examined the effect of tDCS on memory
organization in patients with schizophremia.
Comparison between before and after tDCS in the patient group suggested that the
cohesiveness of animal names for each cluster was improved by tDCS. In the patient
group, similarity among items after tDCS was closer to that of healthy subjects than
before tDCS. These results suggested that tDCS might improve structure of semantic
memory in patients with schizophrenia.
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2－4 筋ジストロフィーの臨床開発推進、ならびにエビデンス構築を目指した研究
主任研究者 国立精神・神経医療研究センター
小牧宏文

総括研究報告書
1． 研究目的
（目的）核酸医薬品などの革新的手法の臨
床開発が進展している現状を踏まえ、臨床
開発を推進するため、2009 年から運用して
いる患者レジストリ（Remudy）
、2012 年から
運用している臨床研究ネットワーク（MDCTN）
を神経筋疾患先端医療推進協議会（CCNMD）
における事業として発展的に改組し本研究
費でその運営を担っている。
CCNMD の基盤を
活用し臨床開発、ならびに標準的診療の向
上を目指したエビデンス創出のための臨床
研究を推進する。利用者の視点に立った情
報公開の仕組みを検討する。
2． 研究組織
（主任研究者）小牧宏文
（分担研究者）国立精神・神経医療研究セン
ター：有江文栄、瀬川和彦、竹下絵里、中村
治雅、西野一三、水野勝広、本橋裕子、森ま
どか、山本敏之．神戸大学：粟野宏之、東京
女子医科大学：石垣景子、NHO 北海道医療セ
ンター：石川悠加、NHO 東埼玉病院：尾方克
久、NHO 鈴鹿病院：久留聡、北里大学：高相
晶士、大阪大学：高橋正紀、兵庫医科大学：
竹島泰弘、NHO まつもと医療センター：中村
昭則、横浜労災病院：中山貴博、NHO 刀根山
医療センター、日本筋ジストロフィー協会：
矢澤健司、熊本大学：山下賢
3． 研究成果
臨床開発
・福山型先天性筋ジストロフィー（FCMD）を
対象としたステロイドの有効性に関する研
究（石垣）
：臨床試験開始に向けて PMDA 事
前面談を実施、プロトコル骨子を作成し、多
施設共同研究体制の構築を行った。
・CCNMD 施設調査（尾方）
：MDCTN 加盟施設
を対象に患者数、施設の状況について年次
調査を行った。
レジストリ
・ジストロフィン症（デュシェンヌ型筋ジ

ストロフィー、ベッカー型筋ジストロフィ
ー）
、GNE ミオパチー、筋強直性ジストロフ
ィー、先天性筋疾患を対象に、国立精神・神
経医療研究センター内に事務局を設置した
うえで、事業を継続した。
・顔面肩甲上腕型筋ジストロフィーレジス
トリ（松村）
：今年度より新たに登録事業を
開始した。登録項目は Core dataset for
international FSHD registry を網羅し、国
際的なデータ利用が可能なようにした。患
者グループや班員施設、関連研究班・学会等
を通じて周知活動を行い、登録を促進した。
・製造販売後調査への活用も見越して、新
たに多施設共同研究の Remudy-DMD 研究を
開始した（中村治）
。
・筋強直性ジストロフィーレジストリ（中
村治、高橋）
：大阪大学で運用されていた筋
強直性ジストロフィーレジストリデータを
NCNP に移行した。レジストリに登録されて
いる項目を用いて有症状の患者 974 名を対
象に登録項目の重回帰分析を行った。握
力、%FVC、QRS では CTG 繰り返し配列長、PR
では登録時の年齢の影響が強くみられた。
握力、%FVC、QRS はいずれも次いで登録時の
年齢の影響が大きかった。またエリスロマ
イシンの安全性及び有効性を検討する多施
設共同医師主導治験の患者リクルートに活
用した（高橋）
。
・眼咽頭型筋ジストロフィーのレジストリ
（山下）
：登録項目の設定、登録システムの
構築・運用体制の検討、周知活動、国際連携
などの検討を行い登録開始に向けて準備を
進めた。
・ジストロフィノパチー、GNE ミオパチー、
および、FSHD について、保険診療外の遺伝
学的解析、およびキュレーションを実施し
た（西野）
。
自然歴研究
・デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）
前向き自然歴研究（竹下）
： 32 例が登録さ
れ研究を実施している。中間的解析では
North Star Ambulatory Assessment（NSAA）
でベースラインから 1 年で平均 3 点、2 年
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で平均 8.9 点低下しているなど順調にデー
タの蓄積が得られている。
・GNE ミオパチーの前向き自然歴研究
（森）
：5 年間の前向き観察研究を実施、
summed MMT、GMFM、握力、ピンチ
力、 %FVC、 CK、脚部体組成測定、
SF-36 の physical function は長期で
有意に進行するデータを得た。
・Becker 型筋ジストロフィーの自然歴調
査多施設共同研究（中村昭則）
：319 名 BMD
患者の遺伝子変異情報とカルテ等の資料か
ら臨床情報を収集し、内正確な遺伝子情報
が得られた 305 名の BMD 患者データを元に
患者属性、骨格筋・呼吸機能・心機能・中
枢神経障害の各表現型の解析と遺伝子型と
の関連について解析を行った。また、遺伝
子型により表現型・重症度が異なることも
明らかになってきたと考えている。さら
に、BMD の中枢神経障害の併発頻度が予想
以上に高く、てんかんや知的能力障害・発
達障害が主徴になっている症例が存在して
いた
バイオマーカー研究
・筋ジストロフィー患者と健常者の尿中
miRNA を microarray 法で網羅的に検証
（本橋）：患者群で有意に上昇している
miRNA を 51 種類同定した。
・FCMD における尿中タイチン（石垣）：尿
中タイチン濃度は，FCMD18 例全例におい
て，健常コントロールと比較し有意な上
昇、尿中タイチン濃度は，血清 CK 値と有
意な相関を示した．創始者ハプロタイプの
homozygote 患者において，FCMD の運動評
価スケールである GMFM と有意な相関を示
した．
・DMD における ACTN3 遺伝子型と尿タイチ
ンの関連の検討（粟野）
：DMD 患者を ACTN3
遺伝子型で分類し、尿タイチン値を比較し
た が、いずれの年齢群においても 3 つの
遺伝子型で、尿中タイチン濃度に有意差は
認めず。
エビデンス構築研究
・神経筋疾患の National database を用い
た疫学研究（本橋）
：対象疾患の設定、評
価項目の設定（主要評価項目：有病者数、
副次評価項目：疾患の罹患率，診療の

質）、データ取り扱う環境整備を行ない厚
労省へデータ利用申請を行った。
・脊髄性筋萎縮症に対する新生児スクリー
ニングに対する保護者の意向調査(竹島)：
対象はアレルギーアレルギー外来通院中の
児の保護者、および県内の5歳健診対象児
の保護者にアンケート形式の調査を行い無
記名で回答を得た。保護者はSMAという疾
患や治療に対する知識は十分ではないもの
の、新生児スクリーニングには積極的であ
る傾向が明らかとなった。
・筋ジストロフィーの発症前・早期診断お
よび早期治療における倫理的課題の検討
（有江）
：検討に向けて初年度は文献検索、
課題の抽出を行った。
・DMD 患者に対する長下肢装具(KAFO)を用
いた在宅立位訓練の導入とその長期効果の
検討（水野）
：KAFO を用いた在宅立位訓練の
継続は歩行可能期間の延長、側弯の進行抑
制、呼吸機能の維持に寄与する可能性を示
唆。
・DMD 患者の代替栄養法導入時期に関する
多施設共同研究（山本）
：MDCTN14 施設共同
研究を実施、対象患者は 251 人であった．
そのうち，①胃瘻が必要ない成人 DMD 患者
118 人（47％）
，②問題なく胃瘻造設した成
人 DMD 患者 90 人（36％）
，③胃瘻が必要と
されたが，導入しなかった成人 DMD 患者 41
人（16％）
，④胃瘻造設によって問題が生じ
た成人 DMD 患者 2 人（1％）であった．そし
て，③の患者の理由は，本人が同意しない
19 人（46%）
，家族が希望しない 8 人（9%）
，
慢性呼吸不全，呼吸器感染症，体幹変形，消
化管の問題がそれぞれ 3 人（3%）であった．
・筋強直性ジストロフィーに合併する心機
能障害（瀬川）
：心臓合併症は、心伝導障害、
心房細動、心房粗動が多く、心室頻拍、左室
収縮能低下は少ないことを見いだした。
。
・NIV の加温加湿における至適条件の検討
（石川）
：人工呼吸器の流量と水分蒸発量の
関係では、死腔やエアリークの影響を多く
受けていた。
・筋画像アトラス作成（久留）
：これまでに
本研究班において、筋画像データベース
（IBIC-NMD、IBIC-LG）を立ち上げ研究を行
ってきたが、このデータベースを元に日常
臨床に役立つ「骨格筋画像アトラス」を計画
した。対象疾患、モダリティーの設定、骨格
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筋定量法の紹介などを含めることとし、出
版社との交渉を行った。
・神経筋性脊柱側彎症の術後成績と周術期
合併症の危険因子に関する研究（高相）
：
Flaccid type の神経筋原性側弯症
（fNMS）に対する後方矯正固定術は周術期
合併症率が高いことが報告されているが、
fNMS 手術の周術期合併症を調査し、危険
因子について検討した。後方矯正固定術を
施行した 116 例を対象に、周術期合併症、
手術時年齢、身長、体重、BMI、術前呼吸
機能、術前心機能）
、術前 Cobb 角、手術時
間、術中出血量、側弯矯正率、入院期間に
周術期合併症ついて調査した。多変量解析
では明らかにならなかったものの、拘束性
換気障害に加え、高年齢、術中出血量多
量、側弯矯正率不良が周術期合併症の危険
因子になりうる可能性が示唆された。
患者・家族会と密に連携し、患者・家族の視
点に立った臨床研究（矢澤）
：本研究班は患
者会と連携を密にしており、本年度も講演
会、レジストリ、アウトカムメジャー研究な
どで連携を図りつつ研究を行った。
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筋ジストロフィーの発症前・早期診断およ

般の議論の中の一部として言及されるもの

び早期治療における倫理的課題の検討

にとどまっていた。その中でも以下の5つの

国立精神・神経医療研究センター

テーマが主な論点となっていた。
「遺伝子診

臨床研究支援部 倫理相談・教育研修室

断は、患者だけではなく血縁者の個人情報

有江文栄

保護の問題である」、「患者、血縁者への社

緒言

会的不利益（遺伝子差別等）、スティグマの

筋ジストロフィーに特化した早期診断・

問題」、「患者、血縁者の権利：知らされる

早期治療に関する倫理的問題の検討は少な

権利と知らないでいる権利」、
「家族の関係

く、国民の意識調査も十分に行われていな

性への影響」、「早期治療の可能性」。知ら

い。臨床開発促進は、社会、国民の価値観・

される権利と知らないでいる権利について

理解と深く関係するため、社会との対話は

は、二次的所見の取り扱いや情報開示後の

必須である。そのためにはこの問題の基本

（遺伝カウンセリングなどの）フォローが

的情報を整理し、情報を発信することが重

重要であり、家族の関係性への影響では、両

要である。

親の精神・心理・社会的責めの問題が潜在的

本分担研究の目的は、筋ジストロフィー

にある。早期治療の可能性では、研究倫理の

の早期診断・早期治療に関し、国内外の医

問題も付属して起こる可能性があり、その

療・研究の状況や法規制の把握をしたうえ

中には難病疾患における治療と診療の混同

で、我が国における国民の意識調査、関係者

の問題が指摘されている。

の意識調査等行い、既存及び起こりうる倫

意見交換会の結果、以下の倫理的・社会的

理的・法的・社会的課題（ELSI）の検討を

な問題として以下の点が明らかになった。

行うことである。その上で、アウトリーチ・

① 治療可能となっても、治療の負担が大き

インリーチ活動を通じた社会との対話に参
画することとする。

い
② 病とともに生きている人の考え、この社

今回は、この問題に対する倫理的・社会的問
題について検討を行ったので報告する。

会で筋ジスであることの意味
③ 文化的・社会的な価値観で対応が異なる
④ 家族性という言葉が持つインパクト、遺

方法

伝性という意味

文献調査を実施するとともに専門家等を
交えて意見交換会を開催し早期診断・早期

⑤ 情報発信の大切さ
⑥ 遺伝的リスクとは何か？大きな問題と

治療に関する倫理的・社会的課題の調査を

捉えていない人も多い

行った。

⑦ 目指すべき社会とはどうあるべきか

結果

考察

文献検討の結果、筋ジストロフィーの発

治療が可能となっても家族や患者にかか

症前診断、早期診断・早期治療におけるEL

る負担が大きく、障害の重さ等で診断を受

SIに関る先行研究は少なく、遺伝子診断一

けるかどうか決めているわけではないこと
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が示唆された。また、当事者らへの負担は、
高額医療をうけていることの罪悪感という
精神的なものもあるとされていることから、
早期診断・早期治療について、当事者の立場
で利益と不利益を考えていく必要がある。
病にあるひとの体験はそれぞれではあるが、
その人にとって、この社会で筋ジスである
ということの意味を考えたとき、医療者と
してこの疾患の意味をどうとらえるか、社
会がどうあるべきかということを考えてい
かなければならない。これは、文化的、社会
的価値観とも関連していることから、世代
や地域、国等、視野を広げて検討していくこ
とが必要であろう。
医療者や当事者、一般市民を交えて情報交
換と対話し、遺伝的リスクや家族性、遺伝性
という言葉が持つ意味も、当事者とともに
考え得ていかなければならない。
結論
今回は社会学者、倫理学者、医学の専門家
らでそれぞれの研究の経験などから得た情
報を共有し、早期診断・早期治療について意
見交換会を行ったが、筋ジスに特化して研
究を行っている研究者はいないため、今後
は国内においてこの問題に特化したELSI
の検討が必要である。
また、当事者らの意識調査も十分ではない
ため、これらの調査を行いつつ、この問題を
当事者も含めて意見交換を行い、検討を行
っていく必要がある。
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2％に認められ、最長 4 連発であった。

筋ジストロフィーの心機能障害
瀬川和彦
国立精神・神経医療研究センター病院循環

考察

器科

筋強直性ジストロフィーの心臓合併症は、
心伝導障害、心房細動、心房粗動が多く、心

目的

室頻拍、左室収縮能低下は少ない。今回の調

筋強直性ジストロフィーに合併する心機能

査では欧米の既報と比較して QRS 幅＞

障害の頻度を調査すること

120msec が 26.5％と多く、心房細動または
心房粗動が 3.9％と少なかった。心臓合併症

方法

は加齢や CTG リピート数と相関するため、

2011 年 1 月～2020 年 8 月に超音波検査を

対象患者の年齢や CTG リピート数の分布

実施した筋強直性ジストロフィー患者 230

に影響される。定期的な評価目的で行うホ

名を対象とし、心電図所見、心エコー所見、

ルター心電図は、ペースメーカー治療の適

ホルター心電図所見を検討した。複数の検

応となる症例の検出には有用ではないと考

査歴のある症例については最後に施行した

えられた。

検査データを採用した。
結果
年齢 12 才～82 才、男 115 例、女 115 例。
心電図所見(n=230)は、洞調律で伝導障害な
し 40.4％、1 度房室ブロック 31.7％、左軸
偏位 19.1％の順に多かった。完全右脚ブロ
ック 9.1％、左脚ブロック 6.5％、非特異的
心室内伝導障害 10.9％であった。心房細動
は 1.3％、心房粗動は 2.6％に認められた。
心エコー所見(n=226)では 92％の症例で左
室駆出率≧55％であり、左室収縮能の低下
は 8％に認められた。
ホルター心電図所見(n=147)は、10.9％の症
例に 2 秒以上の pause を認め、その機序は
洞性徐脈 1 例、洞停止 6 例、Wenckebach
type 2 度房室ブロック 3 例、心室期外収縮
の代償休止期 2 例、心房粗動または心房細
動 4 例であった。ホルター心電図の結果、
高度の徐脈でペースメーカー植込みに至っ
た例はなかった。3 連発以上の心室頻拍は
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デュシェンヌ型筋ジストロフィーの自然歴

10m 走行/歩行、6 分間歩行テストなどの運

研究とアウトカムメジャー研究

動機能評価を歩行不能になるまで 6 か月お

／神経筋疾患の発症前診断に関する多面的

きに実施している。2020 年 12 月までに 11

検討についての研究

施設 32 例が登録完了し、当院では 16 例の

国立精神・神経医療研究センター病院

登録があった。本年度は、このうち 15 例（6

小児神経科

歳 8 か月～10 歳 3 か月、平均値：9 歳 2 ヵ

竹下絵里

月、中央値：8 歳 9 か月）のデータ（5 例が
ベースラインから 2 年 6 か月後までの 6 回、

【諸言】
デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）

6 例が 2 年後までの 5 回、2 例が 1 年 6 か

では、ランダム化比較試験が常に行えると

月後までの 4 回、2 例が 1 年後までの 3 回

は限らず、日本で標準的医療を受けている

の評価を実施）を集計した。

患者の自然歴の情報は、臨床開発を進める

神経筋疾患の発症前診断に関する多面的

上で重要である。筋ジストロフィー臨床試

検討についての研究は、本年度は、研究計画

験ネットワーク（MDCTN）では、多施設共

の準備として、近年新規治療が承認されて

同 前向 き観 察研究 として 、「歩行 可能 な

いる SMA および DMD の新生児マススク

DMD の自然歴研究」を 2018 年 1 月から実

リーニングについて、文献学的な調査を行

施しており、今後も長期的に研究を継続し、

った。

得られたデータから DMD に適したアウト
【結果】

カムメジャーについても検討する。
また、DMD や脊髄性筋萎縮症（SMA）

「歩行可能な DMD の自然歴研究」に登録

では、エクソンスキップ療法、遺伝子治療な

した当院の 15 例の結果では、North Star

どの新規治療法が承認され、早期診断・早期

Ambulatory Assessment（NSAA）では、ベ

治療により大きな治療効果が得られる可能

ースラインから 1 年で平均 3 点、2 年で平

性がある。現状では新生児マススクリーニ

均 8.9 点低下しており、
年齢別の集計では、

ングを含めた発症前診断についてはさまざ

7 歳以降に 1 年で平均 3 点の低下を示した。

まな課題もあるため、多職種で多面的に検

2 分間歩行テストでは、ベースラインから 1

討する研究を実施する。

年で平均 10m 低下、2 年で平均 34m 低下、
6 分間歩行テストでは、ベースラインから 1
年で平均 39m 低下、2 年で平均 116m 低下

【方法】
「歩行可能な DMD の自然歴研究」は、標

していた。ショートタイムドテストでは、床

準的医療を受けている 5 歳以上の歩行可能

からの立ち上がりでは、ベースラインから 1

な DMD を対象に、床からの立ち上がり、

年で平均 1.953 秒延長、2 年で平均 2.02 秒
延長、10m 走行/歩行では、1 年で平均 0.7
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秒延長、2 年で平均 2.54 秒延長、Timed up

SMA と DMD では、病因となる変異の種類

and Go テストでは、1 年で平均 0.67 秒延

や頻度が異なるために、それぞれの疾患に

長、2 年で平均 3.04 秒延長していた。

適したマススクリーニングの方法が提唱さ

神経筋疾患の発症前診断に関する多面的

れている。現在日本では、SMA を対象とし

検討についての研究は、SMA および DMD

®
たアンチセンス核酸薬のスピンラザ （ヌシ

の新生児マススクリーニングについて海外

ネルセン）、遺伝子治療薬のゾルゲンスマ ®

の 文 献 を 調 査 し た 。 SMA で は出 生 後 に

（オナセムノゲンアベポルボベク）、DMD

SNM1 のコピー数を調べる遺伝学的検査が

のアンチセンス核酸薬（Dystrophin エクソ

検討されているのに対し、DMD ではまず血

ン 53 スキップ薬）のビルテプソ ®（ビルト

中の CK 値でスクリーニングを実施するこ

ラルセン）が市販されている。今後、実際に

とが主に検討されていた 3)4)。

新規治療を行っている患者や家族へのイン
タビュー、神経・筋疾患患者登録サイト

【考察】

（Remudy）に登録している患者と家族へ

海外では、DMD の多数例を対象とした

の意識調査について計画し、医師（小児神経

自然歴研究が実施されている。Ricotti ら

科医、臨床遺伝専門医）、遺伝カウンセラー、

は、NSAA の得点を年齢別に示し、7 歳以

倫理専門家、患者および家族など多職種で

降に 1 年で平均 3.7 点低下すると報告し

現状の発症前診断に関する社会的、心理的、

ており 1)、本研究と同様であった。また、

倫理的課題を整理し、今後必要な対応を検

今回集計を行った当院の 15 例は全例ま

討する予定である。

だ歩行可能であったが、McDonald らの
報告に一致し 2)、床からの立ち上がりから

【結論】

障害され、続いて歩行テストの距離の短

「歩行可能な DMD の自然歴研究」は、

縮につながるという DMD の運動機能進

海外の多数例の自然歴研究のデータと同

行のマイルストーンを示す結果を示した。

様の傾向があり、今後も長期的に継続し

今後は、研究開始した 2018 年 1 月～2020

ていく。

年 9 月末までのデータの中間解析を予定

神経筋疾患の発症前診断に関する多面

しており、今後日本での DMD 自然歴研

的検討についての研究は、新規治療と関

究として長期継続していくために、中間

連して患者と家族への意識調査について

解析結果を参考にアウトカムメジャーと

取り組み、多職種で早期発見・早期治療へ

して適切な評価項目に絞る工夫を行う予

の課題を検討していく。

定である。
海外の報告では、SMA と DMD ではマス
スクリーニングの方法が異なっていた。
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筋ジストロフィーの臨床開発における疾患登

みをより効率的な形へと再編し筋ジストロフ

録の効率的運営と薬事制度下での有効活用の

ィー領域の患者レジストリの効率的運用、統

検討

合化を視野に入れた体制構築と、希少疾患領
域でのレジストリ構築のモデルも目指す。
中村治雅

令和 2 年度：現在存在する筋ジストロフィー

TMC 臨床研究支援部

領域レジストリの統合的運用体制の検討、具

国立精神・神経医療研究センター

体的疾患レジストリの新たな立ち上げと
Remudy での統合的運用
令和 3 年度：現存 Remudy の再編と、統合的

緒言
希少疾患領域において、臨床開発研究基盤

運用のための手順作成

としての患者レジストリの有用性については

令和 4 年度：一体的運用体制の確立

疑う余地がない。しかしながら、多くの患者

結果
本年度は、大阪大学で運用されていた筋強直

レジストリの運営は個々の研究者や施設に任
せられているのが現状である。

性ジストロフィーのレジストリ事務局機能に

当センターにおいては、国内でも有数の神

ついて、大阪大学及び国立精神・神経医療研

経・筋疾患者登録システム（Remudy: Registry

究センター（NCNP）での倫理審査、患者への

of Muscular Dystrophy）を有しており、これま

オプトアウトなどを経て、7 月 1 日をもって

でにも有効に機能し、国内での臨床研究、治

患者・研究者対応も含めた窓口、登録手続き、

験、国際共同治験の実施において効果を上げ

データ入力、企業等への対応などを NCNP の

てきた。しかしながら、Remudy が運用する患

Remudy 事務局へと移行した。個人情報を含む

者レジストリは DMD、GNE myopathy、DM な

登録用紙などの書類（同意書原本は除く）も

どの数疾患に限定されており、他に多く存在

一括して NCNP へと移管した。また、9 月 1

する筋疾患の患者レジストリの構築までは十

日をもって顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー

分に取り組めていない。

の患者登録を Remudy で開始した。これらに

本研究においては、筋疾患領域における患

より、筋ジストロフィー領域のレジストリの

者レジストリの運用についての効率化を目指

運用統合化をすすめ、新たな疾患へと患者レ

して、すでにある Remudy を発展させ、新た

ジストリを広げてゆくことになった。製造販

な希少疾患臨床研究基盤モデルを提示する。

売後調査への活用も見越して、新たに多施設

方法

共同研究の Remudy-DMD 研究を立ち上げた。

神経 ・ 筋 疾 患 者登 録 シ ス テム （ Remudy:
Registry of Muscular Dystrophy）の事務局によ

3 月末現在で 72 例が登録された。
考察

り、レジストリ登録情報の薬事制度下での利

国内でも有数の神経・筋疾患者登録システ

活用が可能な構築、運用を見据えつつ、様々

ムである Remudy の効率的運用に向けて、こ

な筋ジストロフィー領域のレジストリの運用

れまでの既存疾患のレジストリ事務局統合と、

統合化を目指す。

新たな疾患の開始、さらには薬事制度下での

本研究においては、現在の Remudy の仕組

条件付き早期承認制度の条件解除に資するレ
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ジストリを目指して Remudy-DMD 研究も開

2.

Okubo M, Noguchi S, Hayashi S,

始することができた。レジストリの統合運用

Nakamura H, Komaki H, Matsuo M,

と、クリニカルイノベーションネットワーク

Nishino I. Exon skipping induced by

構想でうたわれているレジストリを用いた臨

nonsense/frameshift

床開発促進に向けた一つのモデルを提示する

DMD gene results in Becker muscular

ことができた。

dystrophy.

mutations

Hum

Genet.

doi:

分な拡大でもあり、より広範囲な筋疾患の登

10.1007/s00439-019-02107-4.

録に向けた取り組み（悉皆的な取り組み）と、

2020 Jan 9.

薬事制度下でも活用できるいわゆる階層的な

2020

Feb;139(2):247-255.

しかしながら、未だ疾患数においては不十

3.

in

Epub

Ishigaki K, Nakamura H, et al.

レジストリ構造構築（より薬事制度に適応し

National registry of patients with

た品質確保の取り組み）の両立を目指して引

Fukuyama

き続き登録を進めていく必要がある。

dystrophy in Japan. Neuromuscul

結論

Disord. 2018 Oct;28(10):885-893. doi:

muscular

10.1016/j.nmd.2018.08.001. Epub 2018

筋ジストロフィー領域のレジストリの運用

Aug 10.

統合化を目指して、新たな疾患への拡大と薬
事制度下での活用可能なレジストリの構築・

congenital

4.

Harumasa

Shin’ichi

Masaru

Iwasaki.

運用を進めた。Remudy および Remudy-DMD

Takeda

をモデルとして、クリニカルイノベーション

Identification of approval conditions

ネットワーク構想のモデルとなるレジストリ

for orphan drugs for neurological

を目指す。

disorders by the Japanese regulatory
agency.

Expert

Opin

Orphan

Drugs.2018; 6: 441-447
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2018

Remudy 登録例のキュレーションおよび遺伝学的解析

お よ び 、 患 者 に つ い て 、 RMAseq 、 Whole genome

西野一三

sequencing、シアル酸濃度測定を行い、発症を規定す

国立精神・神経医療研究センター

る因子の同定を試みた。

緒言

[FSHD]

遺伝性筋疾患は、希少である一方で、原因となる

FSHD におけるこれまでの遺伝学的解析結果を検討

遺伝子の数が多く、更にはしばしば原因遺伝子が巨大

した。かつては D4Z4 リピートが 1-6 回と著明に短縮

である。そのため、商業的な遺伝学的解析サービスが

した例は FSHD1 と診断していたが、近年は、更に

提供されていない疾患も少なくない。一方で、変異特

4qA ハプロタイプを示す例のみを FSHD1 と診断して

異的な筋ジストロフィーの新規治療法が開発されつ

いる。従って、過去に FSHD1 と診断した例の中に

つあることから、遺伝学的診断を確定することが急務

は、ハプロタイプが 4qA であることを確認していな

である。また Remudy への登録に際しても遺伝子変異

い例がある。そのような例のうち Remudy 登録を希望

情報が必要であり、Reumudy 運営上も遺伝学的診断の

する例では、4qA ハプロタイプを有するかどうかの

提供が必要である。本申請研究では、Remudy 対象筋

確認を行った。

疾患の登録時にキュレーションおよび未診断例の遺

一方、D4Z4 リピートが 7-10 回と僅かに短縮し、

伝学的解析を行い、未診断例の診断確定、変異の病的

更にメチル化低下を伴う例は、SMCHD1/DNMT3B/LRIF1

意義の検討、病態解明を行う。また、疾患遺伝子デー

遺伝子解析を行い、変異を同定した例を FSHD2 と診

タベースの構築、新規原因遺伝子や遺伝子変異の特定、

断している。しかし、メチル化の値は測定誤差が大

より精度の高い診断システムの確立を目指す。

きいという問題点があり、メチル化低下が 25%を超
える例でも SMCHD1 遺伝子変異を認め、臨床的にも
FSHD2 が疑われる例が存在した。そのため、メチル

方法
ジストロフィノパチー、GNE ミオパチー、および、

化低下の cutoff 値の再検討が必要と考え、これまで

本年度より登録が開始された FSHD について、保険診

用いたメチル化 25％という cutoff 値を緩め、25-

療外の遺伝学的解析、および、キュレーションを行っ

50%の例でも上記遺伝子のパネルシークエンスを行っ

た。さらに、各疾患の下記の通り個々の疾患の解析を

た。

行った。
結果
[ジストロフィノパチー]

[ジストロフィノパチーの解析実績]

疾病研究第一部/メディカルゲノムセンター にお

2020 年 4 月～2021 年 3 月までに 44 症例の DMD 遺

いて、筋病理診断により診断が確定した DMD,BMD のう

伝子全シークエンスを行った。こ 2016 年 4 月に DMD

ち、従来の遺伝学的解析法(MLPA 法、サンガーシーク

および BMD が疑われる場合、患者 1 人につき 2 回の

エンス法、次世代シークエンサーによる DMD ターゲッ

遺伝学的検査の実施が保険診療で認められ、国内例に

トリシークエンス法)にて変異が同定できなかった

関しては公益財団法人かずさ DNA 研究所で DMD 遺伝

24 例に対し RNA-seq を行い、変異の同定を試みた。

子全シークエンスを行うことになったことより。解析

また、ミスセンス変異の病態解明のため 5 例のミス

数は減った。

センス変異例に対し RNA-seq を行った。
[ジストロフィノパチー研究実績]
[GNE ミオパチー]

24 例の未解決例のうち、11 例でスプライシング異

GNE ミオパチー日本人患者 358 名の変異プロファイ

常を同定した。この 11 例はいずれも偽エクソンを有

ルにおいて、日本人で 2 番目に頻度が高い p.D207V バ

し、その原因として deep intron に一塩基置換を認

リアントをホモ接合性に有する患者の頻度が極端に

めた。残りの 11 例はジストロフィンの発現低下を認

少ないことに着目し、同バリアントを有する健常者、

めた。ミスセンス変異では 2 例で変異を有するエク
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ソンのエクソンスキップを認めた。この２例では、

GNE:p.D207V バリアントを有し発症した 1 名と健

エクソンの最後と最後から２番目の塩基で変異が生

康高齢男性の GNE 遺伝子領域が同一であったことよ

じていた。残りの３例はジストロフィンの発現も正

り、発症を規定する因子を GNE 領域のみより説明す

常レベルであった。

ることは困難と考えられた。さらには、同バリアン
トを有するホモ接合体患者や複合ヘテロ接合体患者
の発症が遅かったことより、同バリアントは軽症型

[GNE ミオパチーの解析実績]

バリアントと考えられた。以上より、p.D207V バリ

2020 年 4 月～2021 年 3 月までに 19 症例の GNE 遺

アントは軽症型バリアントであり、ホモ接合体では

伝子解析を行った。

発症しない可能性が高いこと、および、発症を規定
する因子は GNE 遺伝子以外にも存在する可能性が示

[GNE ミオパチー研究実績]

唆された。

GNE:p.D207V バリアントをホモ接合体有し、筋力
低下のない 78 歳男性が見つかっており、皮膚細胞の
シアル酸濃度も正常範囲内であった。発症を規定す

[FSHD]

る因子の同定のため、本バリアントホモ接合体の患

メチル化の cutoff 値の再検討が必要と考えられた。

者 3 名の筋細胞および健康高齢男性の皮膚細胞を用

今後、リピート回数が 7-10 回でメチル化低下がない

いて RNAseq を行ったが、GNE 遺伝子の発現量は正常

とされて上記遺伝子検索なしに FSHD1 疑いと判断さ

で、構造異常はなかった。また、ハプロタイプの解

れている全例に対し、パネルシークエンス解析を行

析では、本バリアントをホモ接合体で有する患者の

い、メチル化低下の cutoff 値に関して後方視的に検

内 1 名と健常高齢男性の GNE 領域がイントロン領域

討した。

も含め全く同一であった。
臨床情報の検討では、同バリアントをホモ接合体

結論

で有する患者 3 名、および、同バリアントを有する

ジストロフィノパチーの診断未確定例に RNA-seq

複合ヘテロ接合体は発症が遅かった。

を用いることで変異を同定することができた。さらに
ミスセンス変異による病態を理解する上でも RNA-

[FSHD の解析実績]

seq は有効であった。GNE ミオパチーには、GNE 遺伝

2019 年 4 月～2020 年 3 月までに 96 症例の新規診

子以外の臨床病型修飾因子が存在する可能性が示唆

断目的例、および、過去に FSHD1 と診断されたもの

された。FSHD はメチル化の cutoff 値を見直し、診断

の 4qA ハプロタイプの確認が行われず診断が確定し

フローチャートの再作成が必要と考えられた。

ていない Remudy 登録依頼例 17 例の 4qA ハプロタイ

また、今後登録対象疾患の拡大や、指定難病登録シ

プを確認した。

ステム運用のための遺伝子診断の利用などを踏まえ
ると、IonPGM を用いた筋疾患患者の遺伝子解析シス

[FSHD の研究実績]

テムの保険収載を目指し、企業と協力体制を結ぶこと

メチル化が 25-50％である症例のうち 11 例で SMCHD1

でより効率的かつ経済的な解析方法を立ち上げるこ

遺伝子変異が見いだされた。

とが望ましいと考えられた。

考察

参考文献

[ジストロフィノパチー]

Okubo M et al.: Exon skipping induced by

RNA-seq では遺伝学的に未解決なジストロフィノ

nonsense/frameshift mutations in DMD

パチーの半数例で原因を同定することができたが、残

gene

results in Becker muscular dystrophy. Hum

りの半数は、ジストロフィンの発現が低下しているこ

Genet. 2020 Feb;139(2):247-255. DOI:

とまでしか同定できなかった。このような例について

10.1007/s00439-019-02107-4.

は、全ゲノム解析、ロングリードシークエンスを組み

Okubo M et al.: Comprehensive analysis for

合わせることで今後変異を同定する方針である。

genetic diagnosis of Dystrophinopathies in
Japan. ORJD.12;149:2017.

[GNE ミオパチー]
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Duchenne 型筋ジストロフィー患者に対する

効果について検討した。

長下肢装具(KAFO)を用いた在宅立位訓練の
導入とその長期効果の検討

方法
2008年1月から2018年8月の期間中, 当科で

分担研究者

診療した患者で、2018年8月時点で15-20歳の

国立精神・神経医療研究センター病院

DMD患者を対象とした。

身体リハビリテーション部

対象患者を①完全実施群：在宅立位訓練を

水野勝広

15分/日, 週3回≧かつ15歳まで継続できた群,
②不完全実施群：在宅立位訓練導入後, 15歳

研究協力者

未満で中断した又は頻度減少した群, ③非実

国立精神・神経医療研究センター病院

施群：在宅訓練が導入されなかった群、の3

身体リハビリテーション部

群に分類し、後方視的に検討した。
経時的な側弯の進行を検討するため、各群

岩田恭幸、矢島寛之、渡部琢也、西田大輔

においてCobb角と年齢の関係をピアソンの積
率相関分析により検討した。

緒言

在宅立位訓練の継続による効果の検討のた

Duchenne型筋ジストロフィー（以下
DMD）は、X染色体上のジストロフィン遺伝

め、歩行不能年齢, Cobb角>40°となった年

子の突然変異に起因する進行性の筋力低下を

齢, %FVC<40%となった年齢 について,

伴う疾患である。コルチコステロイド投与や

Kaplan-Meier法による生存分析により3群を比

呼吸・循環管理の進歩により、近年DMD患

較した.

者の平均寿命は延長し、成人患者が増えてい
る。患者の運動機能は5、6歳でピークに達

結果

し、経年的に運動能力が低下し、多くは10歳

診療録より 103 名の患者をスクリーニング

前後で歩行不能となる。脊柱側弯の合併も多

し、32 名の患者はデータ欠損のため除外、残

く、無治療では70％以上でCobb角20度以上と

り 71 名の内、5 名は足関節の可動域制限を認

なるといわれる。高度側弯例では座位保持困

めず KAFO を制作しなかったため除外した。

難、呼吸機能低下、排痰困難などのため生命

残りの 66 名の内、15 名が完全実施群、41 名

予後も不良である。

が不完全実施群、10 名が非実施群であった。

当院ではDMD患者に対して、歩行可能期

Cobb 角と年齢の相関分析では不完全実施

から長下肢装具（knee-ankle-foot orthosis:

群 （ r=0.4133, p<0.0001 ） 及 び 、 非 実 施 群

KAFO）を用いた在宅立位訓練を指導してい

（r=0.6461, p<0.0001）で有意な相関を認めた

る。病院など施設入所者に対する立位訓練の

が、完全実施群（r=0.1558, p>0.05）では有意な

効果を検討した報告はあるが、在宅での長期

相関は認めなかった。

効果に関する研究報告は渉猟できる範囲では

Kaplan-Meyer 分析の結果、歩行可能年齢の

ない。今回、我々は在宅での立位訓練を導入

有意な延長（log-rank 検定, p<0.001）
、側弯進

されたDMD患者の長期観察結果より、その

行（log-rank 検定, p<0.001）及び呼吸機能低下

- 422-

（log-rank 検定, p<0.001）の有意な抑制を認め

必要である。KAFO を用いた在宅立位訓練の

た。また、立位訓練の中断理由としては、中学

継続は歩行可能期間の延長、側弯の進行抑制、

入学、体重増加による介護者の負担増などが

呼吸機能の維持に寄与する可能性が示唆され

挙げられた.立位訓練実施中の転倒による骨

たが、介護負担などから脱落する例も多く、

折例は認めなかった。

長期に継続するための体制整備も必要性であ
ると考えられる。

考察
長期観察の結果より、KAFO を用いた在宅
立位訓練を成長期終了まで行うことで、歩行

参考文献
1.
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神経筋疾患の National database を用いた

【結果】疫学研究に関しては，調査対象と

疫学研究，並びにバイオマーカー開発研究

する疾患を代謝性ミオパチー，筋ジストロ

国立精神・神経医療研究センター

フィー，運動ニューロン病，先天性ミオパ

小児神経科

チーとすることを決定した．主要評価項目

本橋裕子

は各疾患における有病者数で，副次評価項
目は疾患の罹患率，診療の質とした．これ

【緒言】筋ジストロフィーを代表とする神

らデータを抽出可能とする傷病名・医薬品・

経筋疾患の多くは，患者の数が少なく，根

診療行為コードを決定した．また，NDB デ

治療法が存在しない希少難治性疾患に該当

ータ取り扱う環境整備を行なった．研究実

する．近年，核酸医薬品や遺伝子治療とい

施に向けての倫理申請も行い，承認された．

った，新しい治療薬の開発が進んでいるが，

現在，厚労省へ NDB データ利用申請を行

希少難治性疾患の正確な患者数は分かって

なっている．

いない．また，現時点で開発された治療法・

バイオマーカー研究に関しては，歩行不能

治療薬では解決しきれない課題もあり，さ

期にある Duchenne 型筋ジストロフィー患

らなる治療開発研究の遂行が必要である．

者と，年齢をマッチさせた健常男性の尿中

その際に，治療効果を正しく判定できるバ

miRNA を網羅的に検証したところ，患者群

イオマーカーが必要であるが，現在そのよ

で有意に上昇している miRNA が 51 種類

うなマーカーが乏しい．本研究では，筋ジ

同定された．

ストロフィーを初めとする神経筋疾患を対

【考察】NDB は匿名レセプト情報・匿名特

象として，患者数把握を目的とした疫学研

定健診等情報データベースであり

究と，治療効果判定を可能とするバイオマ

に関する調査・提言を行う上で重要な情報

ーカー開発研究を実施する．

源である．バイアスとしては，実際にその

【 方 法 】 疫 学 研 究 に お い て は National

者が疾患を持つかどうかと，電子カルテか

database (NDB)特別抽出データを用いた

ら抽出・推定可能な疾患情報にはどうして

後ろ向き研究となり， NDB を用いて患者

もずれがあり，その差が情報バイアス（誤

数調査を行う．また，使用されている医薬

分類）と考えられるが，専門家としての疾

品，診療行為に関するデータも収集し，現

患についての知識から蓋然性の高い定義を

在の診療実態を把握する．バイオマーカー

作成し，加えて複数の定義を用いて感度分

開発研究においては，筋ジストロフィー患

析を行うことによって，疾患定義の頑健性

者と健常者の尿中 miRNA を microarray 法

を検証する必要がある.

で網羅的に検証し，患者において変化して

Duchenne 型筋ジストロフィー患者におけ

いる miRNA の同定と病勢との相関を検証

る尿中 miRNA を検証した報告は限られて

する．

おり，PCR array 法によって miRNA-29, -
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1)，疾患

23, -21 が患者群で有意に低下している報告
がある

2) ．本研究ではより網羅性の高い

microarray 法を実施しており，今後得られ
た 51 種類の miRNA が病勢と相関するか
を検証していく．
【結論】NDB により，悉皆性が高い疫学デ
ータが得られる可能性がある．
DMD 患者の尿を用いて，
病勢を反映するバ
イオマーカーを開発できる可能性がある．
【参考文献】
1)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/res
eputo/index.html
2) Catapano, F., Domingos, J., Perry, M. et
al. Downregulation of miRNA-29, -23 and
-21 in urine of Duchenne muscular
dystrophy patients. Epigenomics. 2018
Jul;10(7):875-889.
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成 人 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー 患 者 の 治 療 /ケ ア /
サポートのエビデンス確立のための研究
国立精神・神経医療研究センター病院
脳神経内科
森まどか
A.緒言
GNE ミオパチーは成人発症の常染色体劣性
遺伝形式を取る遠位優位のミオパチーで、G
ＮＥ遺伝子がコードするシアル酸合成障害に
より発症する。シアル酸補充療法の治験が複
数進行し、将来治療可能な疾患になる可能性
が高い。長期経過観察に適した運動機能指標
と全身合併症を見いだすための前向き自然歴
研究を行った。
B.研究方法
遺伝子診断で確定された GNE ミオパチー患
者の前向き観察を行った。運動機能評価指標
として、6 分間歩行（6 minutes walk tests,
6MWT）, 粗朶胃運動機能評価尺度（Gross
Motor Function Measure, GMFM）
、大腿四頭筋
筋力（Hand Held Dynamomator of Quadriceps,
HHD）、18 筋の合計筋力（Summed Manual Muscle
Testing, Summed MMT）、握力、ピンチ力を、
その他の指標として努力肺活量（%Forced
Vital Capacity, %FVC）
、血清クレアチンキナ
ーゼ（Creatine Kinase, CK）、体組成測定、
Barthel Index (BI), modified Rankin Skale
(mRS), SF-36 を用いて 5 年間観察を行った。
C.研究結果
33 人（男女比 1:2）、初回評価時の平均
年齢 43.2 ± 13.4 歳、罹病期間 26.6 ±
11.3 年だった。11 人が 6MWT 施行可能、
20 名が歩行不能だった。5 例が治験参加
のため、9 名がその他の理由（主に通院困
難）のため脱落した。22 名が 5 年目の評
価を受けた。
5 年後評価では、summed MMT (p=0.001)、
GMFM (p=0.001)、 握 力 (p=0.013)、 ピ ン
チ 力 (p<0.001) 、 %FVC (p=0.002) 、 CK
(p=0.003)、 脚部体組成測定（p=0.004）、
SF-36 の physical function (p=0.015)が
有意な低下を示した。

5 年間で疾患に関連する心機能低下や
不整脈は見いだせなかった。2 名が観察期
間中に NPPV を導入した。他に多発性硬化
症およびネフローゼ症候群を各 1 名ずつ
が発症したが、原病との関係は明らかで
なかった。
D.考察
GNEミオパチーの長期運動機能評価で
は3年間の筋力測定を行った研究がある
[1]が、日常診療の場では施行困難であり、
本研究は臨床の場で通常利用される簡便
な指標での検討を可能とした。
E.結論
summed MMT、GMFM、握力、ピンチ力、 %FVC、
CK、脚部体組成測定、SF-36のphysical
functionは長期で有意に進行するため、
これらを用いて市販後調査や長期自然歴
観察を行うことが可能である。疾患特異
的心機能障害は明らかでない。
F.健康危険情報
特になし
G.研究発表
1．論文発表
現在投稿中
2．学会発表
2021 年日本神経学会および World Muscle
Society にて発表予定（抄録提出済み）
H.参考文献
[1] Lochmüller H, Behin A, Tournev I,
Tarnopolsky M, Horváth R, Pogoryelova
O, et al. Results from a 3-year
Non-interventional, Observational
Disease Monitoring Program in Adults
with GNE Myopathy. J Neuromuscul Dis.
2021;Jan 10. doi: 10.3233/JND-200565.
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デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の代

一次調査は，39 施設に調査を依頼し，そ

替栄養法導入時期に関する多施設共同研究

のうち 31 施設（77%）から回答があった．

分担研究者：山本 敏之

胃瘻造設した DMD 患者の 96%が成人であ

所属：国立精神・神経医療研究センター病

ることが明らかになった．そして，2014 年

院脳神経内科

4 月から 2020 年 4 月までの間に胃瘻造設
した成人 DMD 患者が 1 人以上いる 14 施

緒言

設を共同研究施設とした．

「デュシェンヌ型筋ジストロフィー診療

二次調査から対象となる患者は 251 人で

ガイドライン 2014」[1]では，代替栄養法の

あった．そのうち，①胃瘻が必要ない成人

導入時期を「十分量を摂食できずにるいそ

DMD 患者 118 人（47％）
，②問題なく胃瘻

うが進行する場合，あるいは嚥下障害が重

造設した成人 DMD 患者 90 人（36％）
，③

度の場合には，患者の意思を尊重したうえ

胃瘻が必要とされたが，導入しなかった成

で，経鼻胃管による経管栄養や胃瘻造設な

人 DMD 患者 41 人（16％）
，④胃瘻造設に

どを検討する」と推奨している．

よって問題が生じた成人 DMD 患者 2 人

われわれは，デュシェンヌ型筋ジストロ

（1％）であった．そして，③の患者の理由

フィー（DMD）患者の診療録を調査し，代

は，本人が同意しない 19 人（46%）
，家族

替栄養法導入の決定因子を検討することを

が希望しない 8 人（9%）
，慢性呼吸不全，

目的に，多施設共同研究を実施する．

呼吸器感染症，体幹変形，消化管の問題がそ
れぞれ 3 人（3%）であった．

方法
一次調査として，神経筋疾患先端医療推

結論
胃瘻造設した DMD 患者の 96%が成人で

進協議会に加盟している 39 施設を対象に，
代替栄養法を導入している患者の人数，代

あった．そして，胃瘻造設の必要があるの

替栄養法の種類を調査した．

に，胃瘻を導入しなかった理由は，本人が同

二次調査として，共同研究施設を選定し，

意しないことがもっとも多かった．

調査可能な対象患を調査した．そして，①代
替栄養法の導入が必要ない成人 DMD 患者

参考文献

数，②問題なく胃瘻造設した成人 DMD 患

1.

「デュシェンヌ型筋ジストロフィ

者数，③代替栄養法の導入が必要とされ，胃

ー診療ガイドライン」作成委員会,

瘻を選択しなかった成人 DMD 患者数，④

デュシェンヌ型筋ジストロフィー

胃瘻造設によって問題が生じた成人 DMD

診療ガイドライン 2014, ed. 日本

患者数を調査した．

神経学会，日本小児神経学会，国

なお，本研究は，国立精神・神経医療研究
センター倫理委員会に申請し，承認を得た
（承認番号 B2020-033）
．
結果
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立精神・神経医療研究センター.
2014, 東京: 南江堂.

Duchenne 型 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー に お け る

得た。３つの遺伝子型（RR 型,RX 型,XX 型）

ACTN3 遺伝子型と尿タイチンの関連の検討

で、尿中タイチン測定時の年齢に差があっ

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児

たため、解析対象を 5-20 歳の年齢に限定し、

科学 粟野宏之

age-matched したサンプルで尿中タイチン
値の比較を行った。解析対象は 81 人から採

緒言

取した、225 サンプル。尿中タイチン濃度の

Duchenne 型筋ジストロフィー（DMD）は、ジ

中央値は RR 型が 709pmol/mg Cr(15 人、54

ストロフィン遺伝子変異により生じる遺伝

サンプル)、RX 型が 582pmol/mg Cr （37 人、

性筋疾患で筋崩壊を主病態とする。私たち

98 サンプル）、
XX 型 605pmol/mg Cr（29 人、

は、私たちは本研究班で、骨格筋のサルコメ

73 サンプル）であった。3 つの遺伝子型群

アで分子バネの役割を果たすタイチンの分

の尿中タイチン濃度に有意差は認めなかっ

解産物（尿中タイチン）が DMD の筋崩壊を

た。
DMD の尿タイチン濃度は年齢とともに低

示すバイオマーカーとなることを発表して

下する(1)。そのため、5-12 歳と 13-20 歳と

きた(1)。

異なる年齢群における ACTN3 遺伝子型と尿

ACTN3 遺伝子は、Z 帯の構造タンパクである

中タイチンの関連を検討した。いずれの年

αアクチニン 3 をコードする。ACTN3 遺伝

齢群においても異なる 3 つの遺伝子型で、

子には高頻度多型(R577X)が存在し、R577X

尿中タイチン濃度に有意差は認めなかった。

を両アレルにもつ XX 遺伝子型ではαアク
チニン 3 を欠損する(2)。本研究では、αア

結論

クチニン 3 欠損が筋崩壊に与える影響につ

DMD 患者を ACTN3 遺伝子型で分類し、骨格

いて検討した。

筋崩壊の指標となる尿タイチン値を比較し
た

方法

αアクチニン 3 は Z 帯でアクチンやタイチ

対象は、2015 年３月から 2020 年６月に当

ンと結合するため、αアクチニン３を欠損

科受診し、
尿中タイチン濃度を測定した DMD

する患者ではタイチン崩壊が促進されると

患者。尿は１か月以上の間隔をあけて採取

考えられたが、今回の検討では XX 型とその

した。ACTN3 遺伝子型の決定は直接シークエ

他の遺伝子型の尿中タイチン濃度に有意差

ンス法を用いておこなった(3)。尿中タイチ

は認めなかった。そのため、αアクチニン 3

ンの測定は松尾雅文らが開発した ELISA キ

欠損が筋崩壊へ及ぼす影響は限定的と考え

ットを用いておこなった(4)。尿中タイチン

らえた。今後は、ACTN3 遺伝子型と他の臨床

濃度は pmol/mg Cr であらわした。統計学的

データとの関連の検討を行い、αアクチニ

検 討 は 、 Krsukal-Wallis test を 用 い 、

ン 3 欠損が骨格筋に及ぼす影響を明らかに

p<0.05 を統計学的有意差とした。

する。

結果

参考文献

DMD 患者 97 人(3-31 歳)から 277 サンプルを

1.
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Awano H, Matsumoto M, Nagai M,

Shirakawa T, Maruyama N, Iijima K, et al.
Diagnostic and clinical significance of
the titin fragment in urine of Duchenne
muscular dystrophy patients. Clin Chim
Acta. 2018;476:111-6.
2.

Houweling PJ, Papadimitriou ID,

Seto JT, Perez LM, Coso JD, North KN, et
al. Is evolutionary loss our gain? The
role

of

ACTN3

p.Arg577Ter

(R577X)

genotype in athletic performance, ageing,
and disease. Hum Mutat. 2018;39(12):177487.
3.

Nagai M, Awano H, Yamamoto T, Bo

R, Matsuo M, Iijima K. The ACTN3 577XX
null genotype is associated with low left
ventricular dilation-free survival rate
in

patients

with

Duchenne

muscular

dystrophy. J Card Fail. 2020.
4.
A,

Maruyama N, Asai T, Abe C, Inada
Kawauchi

Establishment
sandwich
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Miyashita
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et
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N-terminal

fragment of titin in urine. Sci Rep.
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- 429-

福山型先天性筋ジストロフィーの臨床開発

同試験を行い FCMD におけるステロイド
の有効性を証明することを目的としている．

分担研究者：石垣 景子（東京女子医科大学

【方法】過去に集積した FCMD 患者 41 名

小児科）

（7 か月～24 歳 5 か月）における GMFM

研究協力者：佐藤孝俊 1)，中村治雅 2）
，石

値と，10 例の FCMD 患者に対するステロ

塚量見２）
，立森久照 3）
，村上てるみ 1)，

イド療法の臨床研究結果を解析し，PMDA

石黒久美子 1)，七字美延 1)，永田 智 1),

事前面談資料を作成した．
【結果】ステロイド投与量は，プレドニン

所属

1)．東京女子医科大学医学部

小児

0.5mg/kg 隔日投与では臨床的改善が認め

科

られない例もあり，全例に有効性が確認さ

2)．国立研究開発法人国立精神・神経医療研

れた量は 1.0mg/kg 隔日投与（0.5mg/kg/日）

究センタートランスレーショナル・メディ

であった．自然歴研究では，退行期間の年間

カルセンター

GMFM の変化は平均-2.0，退行確認された

臨床研究支援部

臨床研究

10 例（4～11 歳）の検討では，投与前１年

支援室 3)同 情報・管理解析部

間の GMFM 変化は平均-5.3 (-17.8～+1.7）
I.

福山型先天性筋ジストロフィーの臨

である一方で，投与後 6 か月の変化は平均
+4.52 (-1～+14）であった．有効性評価試験

床開発

は単腕前後比較とし，GMFM 変化率が-1.0
【緒言】福山型先天性筋ジストロフィー

～0 の維持，またはそれ以上の改善を有効

（FCMD）は，脳奇形を伴う重度の筋ジス

性ありと仮定した．この条件で，6 か月

トロフィーで，日本人に特異的に多く，小児

GMFM 変化量-1 とする帰無仮説（H0=-1）

期発症の筋ジストロフィーでは 2 番目に多

では，検出力 0.85 で 9 人（脱落率 10～20%

い．骨格筋症状の進行とともに退行し，20

で 10～11 人）
，検出率 0.90 で 11 人（脱落

歳前後に呼吸不全，心不全または嚥下障害

率 10～20％で 13～14 人）となり，さらに

による誤嚥・窒息が原因で死亡するが，治療

H0=0 パターン（何もしない）では検出率

法はまだない．ステロイド療法は，

0.90 で 15 人（脱落率 10～20％で 17～18

Duchenne 型筋ジストロフィー（ DMD）に

人）と算出された．

おいて，進行性筋力低下に対する短期の有

【考察】医師主導治験の治験実施計画書の

効性のエビデンスが示され保険適用となっ

骨子レベルの資料（対象患者，症例数，用

ている．東京女子医科大学では，退行が認め

法・用量，評価項目，選択・除外基準，その

られた 10 例の FCMD 患者に対するステロ

他設定根拠など）に関して検討した．年齢設

イド投与の臨床試験を行い，粗大運動能力

定に関しては，GMFM による自然歴研究結

尺度（GMFM）を用いた運動機能評価にて

果から，退行が明らかな年齢（5～12 歳）を

維持または改善することを確認した．本研

対象とすることとした．遺伝学的検査では

究では，FCMD におけるステロイド療法の

ホモ接合型の臨床病型が均一であることか

保険適用承認を最終目標として，多施設共

ら，有効性の評価をホモ接合型のみ 6 か月
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間で行い，安全性評価はホモ接合型と複合

確立し，先行研究において， DMD でその

ヘテロ接合型をあわせ，12 か月で行うこと

測定値が有意に上昇しており，非侵襲的か

とした．目標症例数は，上記の結果を受け

つ鋭敏なバイオマーカーとして報告された

て，最小 10 例，最大で 18 例が適切と考え

（ H.Awano et al. Clinica Chimica Acta

た．プレドニン量は，全例に有効性が確認さ

476 (2018) 111–116）
．今回，同じく筋ジス

れた量は 1.0mg/kg 隔日投与
（0.5mg/kg/日）

トロフィーとして，同様な病態生理が考え

と設定した．実現可能性を考慮した結果，東

られる FCMD についても尿中タイチン濃

京女子医科大学のみでは難しく，他に国立

度を測定し，その有用性について検討した

精神・神経医療研究センター，兵庫医科大

ので報告する．

学，名古屋市立大学，東埼玉病院，神戸大学，

【方法】Human Titin-N fragment Assay

藤田医科大学の協力を得ることが決まった．

Kit-IBL (株式会社免疫生物研究所）を用い

【結論】
2020 年 2 月に PMDA 面談を終え，

て，のべ 18 名の FCMD 患者の尿中タイチ

令和 3 年度 AMED「臨床研究・治験推進研

ン濃度を測定した．尿検体採取の前後 3 日

究事業」に係る公募（ステップ１）に応募し，

間以内に血清 CK 値測定と粗大運動能力尺

採択され，プロトコール作成における資金

度（GMFM）による運動機能評価も行い，

を得る段階の目的は完遂した．

その相関性について検討した．

【参考文献】

【考察】尿中タイチン濃度は，全例におい

1) Murakami T et al. Severe muscle damage

て，健常コントロールと比較し，有意な上昇

following viral infection in patients with

を認めた．既に報告されている DMD の測

Fukuyama congenital muscular dystrophy.

定値と比較したが，
DMD の一部症例で正常

Brain Dev. 2012;34(4):293-7.

値を示すことがあるのに対し，今回計測し

2) 豊野美幸ら．
歩行可能な福山型先天性筋

た FCMD で，正常値を示した例は皆無であ

ジストロフィーに対する経口ステロイ

った．また，尿中タイチン濃度は，血清 CK

ド治療の効果. 脳と発達

値と有意な相関を示した．特に，創始者ハプ

2015;

ロタイプの homozygote 患者においては，

47(suppl): S245-S245

3) Sato T, Ishigaki K et al. A short form of
for

と有意な相関を示した．尿中タイチン濃度

Fukuyama congenital muscular dystrophy.

の上昇は，DMD と共通の病態生理を反映し

Brain Dev. 2020 May;42(5):383-388.

ていると思われた．

gross

II.

FCMD の運動評価スケールである GMFM

motor

function

measure

福山型先天性筋ジストロフィーにお

ける尿中タイチンの測定

【結論】尿中タイチン濃度は，FCMD 診断
の補助のみならず，その測定時における，運
動機能評価を推測することにも役立つ．

【緒言】タイチンは，Z 帯同士を繋ぐサルコ

【参考文献】

メア蛋白のひとつであり，筋収縮の際に弾

1) Urinary titin as a biomarker in Fukuyama

性を保つ役割を果たしていると考えられて

congenital

いる．最近，尿中タイチン濃度の測定方法が

Neuromuscul Disord. 2021 Jan 13:S0960-
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muscular

dystrophy.

8966(21)00006-7.
2) Sato T, Ishigaki K et al. A short form of
gross

motor

function

measure

for

Fukuyama congenital muscular dystrophy.
Brain Dev. 2020 May;42(5):383-388.

- 432-

NIV の加温加湿における至適条件の検討

ろ、吸気流量=2.5 呼吸数=20 で加温して蒸

国立病院機構北海道医療センター

発量を減らすには、チャンバー入口の温度

神経筋／成育センター長 石川悠加

30 度、相対湿度 84.9%、絶対湿度 25.8mg/L、

緒言

チャンバー出口の温度 28.6 度、相対湿度

非 侵 襲 的 換 気 療 法 （ Noninvasive
ventilation＝NIV）の吸気エアは、通常

91.2%、絶対湿度 25.7mg/L、水分蒸発量－
7.4mL/day が得られた。

の上気道加湿メカニズムを圧倒する高流量

チャンバー内の水分蒸発量は、呼気弁付

であるため、鼻粘膜の解剖学的構造と機能

き回路 (一回換気量＝500 呼吸数＝15 吸

を低下させ、治療に影響を及ぼす可能性が

気時間＝1.5)を想定して検討した。

あり、加温加湿器は効果的な可能性がある

札幌の 8 月を想定すると、チャンバー入口

る 1)。当院の気温と湿度に適合する NIV 加

の温度 24.5 度、相対湿度 74.1%、絶対湿度

温加湿器の至適条件を検討した。

16.6mg/L、呼気弁手前の温度 24.8 度、相対

方法

湿度 79.8%、絶対湿度 18.2mg/L、水分蒸発

温度・湿度データロガー

MJ-ADL-21

量 0.9L/day であった。

（サトテック ) を用い、チャンバー入口、

札幌の 1～2 月を想定すると、チャンバー

出口、患者口元の温度と相対湿度（＊）を測

入口の温度 25.4 度、相対湿度 11.6%、絶対

定した。人工呼吸器は Astral 150 (ResMed

湿度 2.7mg/L、呼気弁手前の温度 24.8 度、

社) を使用。測定された数値から絶対湿度

相対湿度 43.8%、絶対湿度 10.0mg/L、水分

（＊＊）と水分蒸発量を算出した。札幌市の

蒸発量 4.1L/day であった。

月別平均気温と平均湿度を用い、夏季（８

考察

月）
・冬季（１～２月）の模擬数値を参考に、

人工呼吸器の流量と水分蒸発量の関係で

絶対湿度と水分蒸発量が適切になるような

は、死腔やエアリークの影響を多く受けて

加温加湿器の機種の組み合わせと設定条件

いた。今回の結果を基に加温加湿器のや回

を検討した。

路の選択と条件調整を実際に行い、効果を

＊相対湿度＝水蒸気分圧(hPa)/飽和水蒸
気分圧(hPa)≒絶対湿度(mg/L)/飽和水蒸気

検討している。
結論

量(m/L)

筋ジストロフィーにおける呼吸管理の標

＊＊絶対湿度≒217×6.1078×10
/ 気温×237.5

/

7.5 ×気温

気温＋273.15×相対湿度/100

結果

準医療である NIV の至適加湿の機器と条件
を追求する必要がある。
文献

流量と水分蒸発量の関係は、人工呼吸器

1) Cerpa F, Cáceres D, Romero-Dapueto

条件を吸気流量 2.5L、呼吸数 20 として、温

C,

度 24.3 度、相対湿 度 52.0% 、絶対湿度

Patients:

115mg/L、水分蒸発 1 日量 156.5mL/day であ

Heat and Moisture Exchangers? The Open

った。

Respiratory

加湿と水分蒸発量の関係を検討したとこ

Humidification

104-111
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Heated

on

Ventilated

Humidifications

Medicine

or

Journal,2015,9,

神経・筋難病の臨床開発推進基盤と診療エ

条件となっている。CCNMD 施設調査の回

ビデンス創出を目的とする臨床試験ネット

答の内容と状況を集計した。

ワークの展開

② 患者登録事業と臨床試験ネットワーク
尾方 克久

の効果的な協働体制の確立
患者登録事業 Remudy と臨床試験ネット

国立病院機構東埼玉病院

ワーク MDCTN が CCNMD のもとに運営
緒言

統合され，両者の連関による，治療開発や診

神経・筋難病，とくに筋ジストロフィーを

療エビデンス創出のいっそうの推進が期待

含む神経・筋変性疾患は，その病態機序を修

される。そのための効果的な協働体制を確

飾する治療の開発に至らず，また機能低下

立する方策を検討した。

の進行を抑制する治療の有効性を検出でき
る評価指標の確立が困難で，希少疾病であ

結果

ることと相俟って，治験や臨床研究の推進

① CCNMD 施設調査

が容易でない領域であった 1)。近年，疾患修

2012 年の設立以来，9 回の施設調査を行

飾療法の開発が進み，神経・筋難病の治験や

った。2016 年以降は，施設群を構成し「診

臨床研究の推進が図られるようになった。

療症例数調査」をとりまとめて回答する制

筋ジストロフィー領域では，GCP 準拠の治

度を導入したため，
「治験・臨床研究実施体

験や臨床研究を推進する目的で，筋ジスト

制調査」と分け 2 部構成とした。
加盟 38 施設（うち 5 施設が 1 施設群を

ロフィー臨床試験ネットワーク（MDCTN）
が 2012 年に設立され，活動してきた 2,3)。

構成）のうち，すべての調査に回答したのは

2019 年には，神経・筋疾患患者登録事業

26 施設（68%，2021 年 3 月 31 日現在）で

Remudy とともに，神経筋疾患先端医療推

あった。

進協議会（CCNMD）における事業として発

2020 年度の「治験・臨床研究実施体制調

展的に改組された。患者登録事業と臨床試

査」に回答した 27 施設のすべてで，「努力

験ネットワークの効果的な連関による，治

性肺活量」
「動脈血ガス分析」
「経時的パルス

療開発や診療エビデンス創出の更なる推進

オキシメトリ」
「12 誘導心電図」
「ホルター

が期待されており，そのための課題と方策

型心電図」
「経胸壁断層心エコー」
「筋 CT」

を検討した。

「筋 MRI」を実施可能であった。機能測定
として「徒手筋力計による筋力測定」が全施

方法

設で実施可能のほか，
「10m 歩行／走行」
「床

① CCNMD 施設調査

からの起き上がり時間」は 26 施設で実施可

加盟施設の臨床試験実施体制整備状況を

能であった。倫理審査委員会は全 27 施設に，

把握し開発企業等に資するため， MDCTN

治験審査委員会は 26 施設に，利益相反審査

では 2012 年の設立以来毎秋に施設調査を

委員会は 25 施設に設置され，18 施設が筋

実施してきた。CCNMD への改組後も引き

ジストロフィーを対象とする介入試験を経

続きこの施設調査を実施しており，この回

験していた。24 施設が「入院での治験実施

答が加盟施設にとって実質的に唯一の加盟

可能」と回答し，治験実施体制の整備が進ん
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でいた。25 施設が小児－成人医療の連携が

臨床研究企画・運営のための作業部会の

あると回答したが，
「共同で診療する体制が

運営や，研究者や開発企業からの相談への

ある」のは 9 施設に留まり，16 施設は「医

対応に協働してあたるため，Remudy 委員

師同士で個人的に対応」していた。

会と MDCTN 委員会の正副委員長で構成す

2020 年度の「診療症例数調査」に回答し

る協働協議会（仮称）を CCNMD の組織上

た 25 施設と 1 施設群における症例数の単

に設置することについて，CCNMD 総務委

純合計は 7,101 人で，病型は多い順に筋強

員会に提言した。

直性ジストロフィー1 型（24.6%），デュシ
ェンヌ型（23.2%），ベッカー型（10.3%）
，

考察

顔面肩甲上腕型（8.1%），脊髄性筋萎縮症

2020 年度は，コロナ禍のため施設調査の

（5.4%）
，先天性ミオパチー（5.3%）
，分子

回答依頼の発出が遅くなり，回答入力も遅

診断で病型確定した肢帯型筋ジストロフィ

延気味であった。CCNMD 施設調査から，

ー（5.2%）
，病名未確定の肢帯型筋ジストロ

加盟施設の治験・臨床研究実施体制整備が

フィー（4.9%）
，福山型先天性筋ジストロフ

進んでいることが裏付けられた。加盟施設

ィー（4.4%）
，ミトコンドリア病（4.3%）で

で普及し広く実施可能な機能測定を有効性

あった。

評価指標として標準化できるような検証研

② 患者登録事業と臨床試験ネットワーク

究が望まれる。施設調査への回答率が著し

の効果的な協働体制の確立

く低い加盟施設が複数見受けられ，対応が

MDCTN における多機関共同研究を推進

必要である。コロナ禍の中，開発企業が試験

するため，臨床研究企画・運営のための作業

実施施設選定にあたって各施設の実施体制

部会を設置し，研究計画立案や課題運営を

整備状況を調査することが困難になってい

担当することを検討した。Remudy のデー

ると思われ，この施設調査は試験計画立案

タを活用する研究が提案されることが予想

や施設選定に資するものと思われる。施設

されるため，この作業部会を Remudy 委員

調査の結果に関する広報を推進し，治療開

会と MDCTN 委員会が共管することが，両

発推進に役立てたい。

委員会の正副委員長により合意され，

加盟施設で診療する筋ジストロフィー関

CCNMD 総務委員会に提言された。この作

連疾患患者の約 5%が「病型未確定の肢帯型

業部会における具体的方策として，診療ガ

筋ジストロフィー」とされており，この中に

イドライン策定において未解決の Clinical

新たな病型や異なる疾病（先天性筋無力症

Question と さ れ た 課 題 を Research

候群，免疫介在性壊死性ミオパチー等）が含

Question とし，診療エビデンス創出を目指

まれている可能性がある

す研究計画を立案すること等が想定される。

の診断に関する大規模調査研究を実施する

また，Remudy の対象となっていない病

4)。これらの症例

価値があると思われる。

型の治療開発や，具体的な Remudy 利用に

患者レジストリと臨床試験ネットワーク

至る前のコンセプトについて，研究者や開

の連関に実効性を持たせるため，Remudy

発企業からの相談に対応する窓口を設ける

委員会と MDCTN 委員会の協働の主体とし

ことが望まれる。

て両委員会正副委員長による協議会を
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CCNMD の組織上に設置することを提言し
た。コロナ禍の影響で加盟施設間の意見交
換や具体的活動に至っておらず，速やかに
運営体制を整えたい。
結論
CCNMD 加盟施設における治験・臨床研
究実施体制は向上しており，その継続と広
報推進を進める。患者登録事業 Remudy と
臨床試験ネットワーク MDCTN の効果的協
働により，治療開発や診療エビデンス創出
の更なる推進を図る。
参考文献
1) 祖父江 元．神経変性疾患の病態抑止治
療は可能か．内科 2007;100:1060.
2) Ogata K. Muscular Dystrophy Clinical
Trial

Network

in

Japan.

In:

Translational research in muscular
dystrophy. Springer, 2016, pp.179-188.
3) Shimizu R, Ogata K, Tamaura A, et al.
Clinical

trial

network

for

the

promotion of clinical research for rare
diseases in Japan: Muscular dystrophy
clinical trial network. BMC Health
Serv Res 2016;16:241.
4) 尾方 克久: 肢帯型筋ジストロフィー.
筋ジストロフィーの標準的医療普及の
ための調査研究班（編）: ジストロフィ
ーの病型診断を進めるための手引き（肢
帯型・先天性・筋強直性ジストロフィー
を念頭に）, 2019, pp17-27
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筋画像アトラス作成について

２． 疾患各論
IBIC に登録された筋画像を中心に掲

国立病院機構鈴鹿病院脳神経内科 久留聡

載し簡単な解説を加える。筋原性疾患は後
【背景】

天性疾患と遺伝性疾患に分け、さらに神経

CT,MRI などの筋画像検査は、神経筋疾患

原性筋疾患の項目も設ける。後天性筋疾患

の診療や研究において重要な位置を占めて

は多発筋炎/皮膚筋炎, 封入体筋炎、壊死性

いるが、参考となる日本語の教科書やアト

筋炎、筋サルコイドーシスなどである。遺

ラスは無いのが現状である。我々は、これ

伝性筋疾患は、筋ジストロフィー、先天性

までに筋ジストロフィー臨床班において、

ミオパチー、ミトコンドリアミオパチー、

筋画像データベース（IBIC-NMD、IBIC-LG）

代謝性ミオパチー、遠位型ミオパチーなど

を立ち上げ研究を行ってきた。IBISS は、

幅広く疾患を取り上げる。比較的 common

国立精神・神経研究センターの脳病態統合

な疾患に関してはステージ毎（初期、中期、

イメージセンター（IBIC）によって開発さ

後期）の画像を提示し、疾患特異的な画像

れたオンラインサポートシステムであり、

（GNE ミオパチー、HMERF、Ullrich な

これを用いた骨格筋画像データベースが

ど）について詳説する。神経原性筋疾患と

IBIC-NMD、IBIC-LG である。全国の協力

し て は 運 動 ニ ュ ー ロ ン 病

施設から多数の骨格筋画像(約 300 症例)を

（ALS,SMA,SBMA など）、末梢神経疾患、

登録いただいている。これを元に日常臨床

頚椎症などを扱う。適宜補助的に参考とな

に役立つ「骨格筋画像アトラス」を計画し

る中枢神経画像、筋病理画像（RRF、ネマ

た。

リン、縁取り空胞など）
、
電気生理
（myotonic

【目的】

discharge）,筋エコーも掲載する。

日常臨床に役立つ骨格筋画像（主に CT・

３． 骨格筋定量法

MRI）のアトラスを作成する

我々のグループが、これまで当班で研究
を行ってきた CT を用いた骨格筋定量法

【想定する読者対象】
筋疾患の診療に携わる臨床家（小児科、

（MVI, %MVI）
、Mercuri grading の自動

脳神経内科、放射線科、研修医、一般内科）

化や CT への応用、実際の治験での活用に

【内容】

ついて紹介する予定である。

１． 総論

【現在の進捗状況】

日常臨床においての筋画像としては CT 及

趣意書を作成し出版社と交渉中である。

び MRI が汎用されている。それぞれの利

IBIC 協力施設へ画像の使用許諾申請を行

点・欠点について論じ、両者の使い分けに

っている。
本書に掲載予定であるが IBIC に

ついて解説する。撮像部位や撮影条件につ

登録のない疾患の筋画像については、執筆

いても丁寧な説明を行う。また、読影時に

者所属施設における画像を用い、さらには

大きな問題となる個々の筋の同定に関して

新たに提供を求める。

も、正常画像や解剖図譜などを用いて解説

【文献】

する。

Kuru S, et al. Natural course of muscular
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involvement assessed by a new computed
tomography

method

muscular dystrophy.

in

Duchenne

Neurology and

Clinical Neuroscience 2013; 1(2): p 63–68.
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神経筋性脊柱側彎症の術後成績と周術期合

して行った多重ロジスティック回帰分析で

併症の危険因子に関する研究

は独立した説明因子は抽出されなかった。

宮城正行 斎藤亘 高相晶士
北里大学医学部整形外科学

結論
本研究結果より、多変量解析では明らかに

緒言

ならなかったものの、拘束性換気障害に加

Flaccid type の神経筋原性側弯症（fNMS）

え、高年齢、術中出血量多量、側弯矯正率不

に対する後方矯正固定術は周術期合併症率

良が周術期合併症の危険因子になりうる可

1-3)。本研究で

能性が示唆された。今後さらなる症例蓄積

は fNMS 手術の周術期合併症を調査し、危

と詳細な解析が必要であるが、側弯矯正率

険因子について検討した。

に関しては術前の脊柱の柔軟性が関与して

方法

いる可能性があり、適切な手術時期を再検

fNMS に対して後方矯正固定術を施行した

討する必要があるかもしれない。また、今後

116 例（男児 76 例、女児 40 例；Duchenne

周術期合併症低減に向けて、術中出血量を

型筋ジストロフィー44 例、脊髄性筋萎縮症

減らす方策を取っていきたい。

24 例、その他 48 例）を対象に、周術期合

参考文献

併症、手術時年齢、身長、体重、BMI、術前

1.

が高いことが報告されている

Modi HN, Suh SW, Yang JH, et al:

呼吸機能（％VC、FEV1.0（％）
）
、術前心機

Surgical

能（駆出率（EF））、術前 Cobb 角、手術時

neuromuscular

間、術中出血量、側弯矯正率、入院期間につ

with posterior- only approach using

いて調査した。周術期合併症については、手

pedicle screw fixation. Scoliosis (4)11,

術手技による合併症とその他に分け、手術

2009

手技による合併症を除いた症例について、

2.

complications
scoliosis

in

operated

Gau YL, Lonstein JE, Winter RB, et

評価項目の周術期合併症発生の有無による

al: Luque-Galveston procedure for

２群間比較を行った。

correction

結果

neuromuscular scoliosis and pelvic

35 症例（30%）に周術期合併症を認めた。

obliquity: a review of 68 patients. J

硬膜損傷などの手術手技による合併症は 6

Spinal Disord (4)399-410, 1991

例であった。その他の合併症は 29 例であり、

3.

and

stabilization

of

Matsumoto M, Miyagi M, Saito W, et

肺炎などの呼吸器合併症 9 例、心不全など

al. Perioperative Complications in

循環器合併症 5 例が含まれていた。手術手

Posterior Spinal Fusion Surgery for

技による合併症を除いた 110 例において、

Neuromuscular Scoliosis. Spine Surg

周術期合併症の有無による２群間比較では

Relat Res. 2018 Apr 7;2(4):278-282.

合併症有群では、有意に年齢が高く、%VC
が低く、術中出血量が多く、側弯矯正率が不
良であり、入院期間が有意に長かった。（p
<0.05）しかし、これらの項目を説明変数と
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筋強直性ジストロフィーの臨床開発推進の基盤

連携した被験者リクルートなど今後の利活用の

的研究

効率の問題も想定されており、運用体制の検討が
必要であった。

分担研究者 高橋正紀 1）
方法
研究協力者

１）運用体制の変更

杉本真里佳 1）、久保田智哉 1）、松村 剛 2）
、高

運用体制の見直しを行い、Remudy 通信の発送作

田博仁 3）、久留 聡 4）
、中村治雅 5）
、小牧宏文

業をはじめ、今後の Web 登録の ID 管理など、一

5）

元的に運営したほうが効率的な業務も多いこと
から、患者対応など疾患専門家が必要な業務を除

1）大阪大学大学院医学系研究科 機能診断科学

いた事務局機能を国立精神・神経医療研究センタ

2）国立病院機構大阪刀根山医療センター

ーに移管することとした。

3）国立病院機構青森病院

運営体制変更のため、大阪大学医学部附属病院、

4）国立病院機構鈴鹿病院

および国立精神・神経医療研究センターの倫理委

5）国立精神・神経医療研究センター

員会の承認を受け、登録患者への周知文書の送付、
web サイトへの公示を行った。

緒言

２）患者登録の利活用
2020 年 3 月 3 日現在の登録患者のうち、有症状

希少疾患の臨床開発を円滑に進めるためにも
疫学や自然歴を明らかにすることが重要であり、

の患者 974 名を対象とし、登録項目のうち客観的

ジストロフィノパチーを皮切りに神経筋疾患の

臨床指標である、握力、%FVC、ECG における PR、

患者登録が国立精神・神経医療研究センターによ

QRS に関連する因子についての解析を行った。
医師主導治験、AMED の支援を受けた患者レジス

る Remudy として開始された。
筋強直性ジストロフィーの患者登録につい

トリ（Remudy）を活用した筋強直性ジストロフィ

ても、国立精神・神経医療研究センターと大阪大

ーに対するエリスロマイシンの安全性及び有効

学とが共同で、2014 年 10 月 2 日より運用開始し、

性を検討する多施設共同プラセボ対照二重盲検

TREAT－NMD の国際レジストリとも協調している。

並行群間比較試験の患者リクルートに活用した。

2021 年 3 月末現在で、319 の医療機関、568 名の
医師の協力により、1060 例の患者登録があり、世

結果
Remudy 筋強直性ジストロフィーレジストリー

界的にも有数の規模となっている 1)。
Remudy の他の疾患は、国立精神・神経医療研究

の事務局運営の効率化も進めた。大阪大学が担っ

センターが単独で事務局を担っているが、筋強直

て いた 事務局 機能 のほと んど の業務 を国 立精

性ジストロフィーでは、本症の疾患専門家の所属

神・神経医療研究センターに移管した。これまで

する大阪大学と共同で運営されているのが特徴

の登録患者から拒否の申し出がないことを確認

である。この体制は、登録の立案準備、登録推進

し、同意書原本を除くこれまでの紙媒体のデータ

のためのアウトリーチ活動、患者問い合わせ対応

についても物理的に郵送移管した。また、データ

などには有効であり、短時間に多くの患者登録が

移管に合わせ、データのクリーニングおよびオン

可能となった。いっぽうで、登録患者の増加によ

ライン登録のために他疾患との入力項目の共通

る事務作業の増大という問題に加え、MDCTN（筋

化も行った。

ジストロフィー臨床試験ネットワーク）事務局と
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DM 患者の ADL, QOL に重要な、運動機能、肺機

能、心機能に関わる客観的指標として、握力、%FVC、

待される。

心電図 PR・QRS 時間がある。性別、登録時の年齢、
罹病期間、CTG 繰り返し配列長を説明変数として、

結論

重回帰分析を行ったところ、握力、%FVC、QRS で

筋強直性ジストロフィーの患者登録については、

は CTG 繰り返し配列長、PR では登録時の年齢の影

順調な症例蓄積が得られ、治験の被験者の円滑な

響が強くみられた。握力、%FVC、QRS はいずれも

リクルートに寄与することができた。

次いで登録時の年齢の影響が大きかった。罹病機
関の影響が最も大きかったのは握力であった。

参考文献

医師主導治験（筋強直性ジストロフィーに対す

1． Wood L, Bassez G, Bleyenheuft C, et al.

るエリスロマイシンの安全性及び有効性を検討

Eight years after an international workshop on

する多施設共同プラセボ対照二重盲検並行群間

myotonic dystrophy patient registries: case

比較試験）のエントリー基準を満たす候補患者の

study of a global collaboration for a rare

リストアップを行い、MDCTN 事務局から対象患者

disease. Orphanet J Rare Dis. 2018 Sep

への連絡を行った。

5;13(1):155.

考察

2. 高橋正紀、山本理沙、久保田智哉、松浦 徹、

Remudy が対象とするほぼすべての疾患は国立

石垣景子、砂田芳秀、小牧宏文、高田博仁、久留

精神・神経医療研究センターが事務局となって運

聡、松村 剛．本邦における筋強直性ジストロフ

営しているが、筋強直性ジストロフィーのみ事務

ィーの患者実態調査－患者対象全国調査－. 臨

局機能の一部を大阪大学が担っている。Remudy 通

床神経学 2020;60(2):130-136.

信の発送作業をはじめ、今後の Web 登録の ID 管
理など、一元的に運営したほうが効率的な業務も
多いことから、患者対応など疾患専門家が必要な
業務を除いた事務局機能を国立精神・神経医療研
究センターに移管することができた。MDCTN（筋
ジストロフィー臨床試験ネットワーク）事務局と
連携した登録の開発研究への利活用が期待され
る。
これまで本患者登録の利活用は、アンケート調
査、二次調査など観察研究のみであったが２）、
今年度初めて治験（介入研究）に利用した。治験
被験者リクルートへの協力については、コロナ禍
にもかかわらず順調な患者のエントリーが予定
通り行うことができ、患者登録の有用性があらた
めて示された。
患者登録の横断的解析のみからは、アウトカム
メジャーとしての有用性を決定することが困難
であることも明らかになった。今年度より、歩行
可能例に対する前向き自然歴研究が AMED の支援
で行われており、より精度の高いデータ収集が期
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新生児期から小児期における高 CK 血症男児女児

っていたか(2)SMAに治療法ができたことを知っ

症例の診断・フォローアップにおける倫理的・臨

ていたか(3)SMAの新生児スクリーニングを受け

床的・分子遺伝学的検討

させたいか(4)スクリーニングの費用はどの程度

分担研究者：竹島泰弘

ならよいか(5)スクリーニングを受けさせたい理

兵庫医科大学小児科学

由は何かなどとした。主に選択回答形式とし、一
部の項目には自由記載欄を設けた。

神経筋疾患の早期発見・早期治療に関する研究
～脊髄性筋萎縮症に対する新生児スクリーニン
グについての意識調査～
【緒言】
Duchenne型筋ジストロフィー（DMD）に対す
る新規治療薬の開発が進められ、その一部はすで
に保険適用となっている。これらの新規治療薬は、
より早期に開始することにより有効性を高め得
るものと考えられる。しかし、現状では症状が進
行して初めて診断される症例が少なくない。一方、
脊髄性筋萎縮症（SMA）は脊髄前角細胞の変性・
消失により筋萎縮と進行性筋力低下を呈する疾
患である。根治治療のない予後不良の難病であっ
たが、近年、DMDに先行して新規根治治療薬が保

【結果】
兵庫医科大学小児科アレルギー外来通院中の
児の保護者から得た結果を示す。記載不備 6 例を
のぞく 100 例の回答を得た。(1)SMA という病気
を知っていたか、は「全く知らなかった」50%、
「少しだけ知っていた」49%、
「詳しく知っていた」
1%、(2)SMA に治療法ができたことを知っていた
か、は「全く知らなかった」94%、
「少しだけ知っ
ていた」5%、「詳しく知っていた」1%、(3)SMA
の新生児スクリーニングを受けさせたいか、は
「受けさせたい」99%、
「受けさせたくない」1%、
(4)スクリーニングの費用は、「値段にかかわらず
受けさせたい」36.3%、「10,000 円未満なら受け
させたい」28.2%、「5,000 円未満なら受けさせた
い」25.3%、
「無料の場合だけ受けさせたい」10.1%
であった。(5)スクリーニングを受けさせたい理由
は、
「早く診断した方がいいと思うから」が 39.5%
で最も多かった。
【考察と結語】

険適応となった。さらに、早期治療により高い効

保護者は SMA という疾患や治療に対する知識

果が得られることから、早期診断が重要となって

は十分ではないものの、新生児スクリーニングに

いる。

は積極的である傾向が明らかとなった。私たちは、

早期診断あるいは発症前診断法のひとつとし

兵庫小児先進医療協議会を立ち上げ、
2021 年 2 月

て新生児マススクリーニングがある。しかし、こ

より、希望者を対象として、SMA を含む 7 疾患

のような検査を進める上において、社会における

の有料新生児マススクリーニングを開始してい

の意識を調査することは不可欠である。

る 1)。また、予防可能な他の疾患に対する新生児

今回、DMDに先行して根治治療薬が保険収載

マススクリ―ニングの検討も進めているが 2)、医

されたSMAに対する新生児スクリーニングにつ

療者のみの考えではなく、広く社会から意見を集

いて、保護者の意向調査を行った。

めることは重要である。
一方、DMD に対する根治治療として、2020 年

【対象と方法】
兵庫医科大学小児科アレルギー外来通院中の

にビルトラルセンが本邦において保険適応とな

児の保護者、および県内の5歳健診対象児の保護

った。また、他の治療法の治験も多数進められて

者にアンケート形式の調査を行い無記名で回答

いる。早期治療の有効性に関する明らかなエビデ

を得た。主な質問内容は、(1)SMAという病気を知

ンスはまだ無いものの、SMA 同様、早期診断・治
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療がより有用である可能性は否定できない。治療
法の開発とともに、早期あるいは発症前診断に対
する社会における意識調査も進める必要がある。
【参考文献】
1) https://www.hyogosyouni.jp/ (accessed 20214-27)
2) Lee T, Yoshii K, Yoshida S, Suga T,
Nakamura

K,

Sasai

H,

Murayama

K,

Kobayashi H, Hasegawa Y, Takeshima Y.
Retrospective

evaluations

symptomatic

citrulline

measured
significantly

by

newborn

low

transcarbamylase

in

revealed

pre-

concentrations
screening

late-onset

were

ornithine

deficiency patients. Clin

Chim Acta. 510:633-637, 2020.
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Becker 型筋ジストロフィーの自然歴調査

れらの課題を解決するために、平成 30 年～

研究の結果（第一報）

令和 2 年度 AMED 難治性疾患実用化研究事
業（エビデンス創出）の中で筋ジストロフ

分担研究者

ィー臨床試験ネットワーク（MDCTN）加

中村 昭則 国立病院機構まつもと医療セ

盟 22 施設による BMD 自然歴調査研究を実

ンター脳神経内科・臨床研究

施した。319 名 BMD 患者の遺伝子変異情

部

報とカルテ等の資料から臨床情報を収集し、
内正確な遺伝子情報が得られた 305 名の
BMD 患者データを元に患者属性、骨格筋・

【背景と目的】

呼吸機能・心機能・中枢神経障害の各表現
ベッカー型筋ジストロフィー（BMD）は
デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）

型の解析と遺伝子型との関連について解析
を行った。

と同じ DMD 遺伝子の変異により筋形質膜
に局在するジストロフィンが欠損して発症

【結果】

する予後不良の疾患である。DMD ではア

レトロスペクティブ研究の登録者数319

ミノ酸の読み取り枠がずれる変異のためジ

名、内遺伝子変異未記載1例及び遺伝子変異

ストロフィンが完全に欠損するが、BMD

が特定出来ない13例を除いた305例を解析

ではアミノ酸の読み取り枠が保たれる変異

へ組み入れた。調査時年齢は1歳～81歳から

であるために不完全ながらもジストロフィ

のデータ収集が行われ、平均年齢30.5歳、

ンが産生され、骨格筋障害は軽症である。

中央値28歳であった。

しかしながら、表現型や重症度は患者間で

遺伝子変異の種類は欠失が82%と最多で、

大きく異なり 、中には心筋障害が前景に

次いで重複、スプライス部の変異、ナンセ

立ち心不全から心移植に至る例も報告され

ンス変異の順であった。DMDに比して欠失

2 が、根本治療の提案がないが故に

とスプライス部位の変異が多かった。初発

1

ている

定期的フォローが十分には行われていない。

症状は筋症状が57%と最多、次いで高CK血

また、近年では発症前に高クレアチンキナ

症（未発症）が33%であったが、中枢神経

ーゼ（CK）血症により BMD の診断を受け

障害（痙攣、精神発達遅滞、学習障害など）

る患者が増加しているが、遺伝子型—表現

が6%と多かった。診断時の血清CK値は若

型の関連性が不明であり早期診断の利点が

齢で高く、高齢発症であるほど低値となる

生かされていない。さらに知的発達障害や

傾向があった。

てんかんなどの中枢神経障害を併発する例

診断時の努力性肺活量（%FVC）は年齢

が少なくないが、その発生頻度や遺伝子型

と相関はしていなかったが、若齢でも低値

との関連性も未だ不明である。一方、DMD

を示す例が少なくなかった。非侵襲的人工

で臨床応用が進められているエクソン・ス

呼吸器は26名、侵襲的人工呼吸器は7名が使

キップ治療は DMD を BMD に変換する治

用していた。

療法であるため、治療開発戦略には BMD

診断時の左室拡張末期径LVDdは成長に

の自然歴情報が必要である 。そこで、こ

伴い20歳くらいまでは増大するが、10歳代

3
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でも55 mmを超す異常値例が認められた。

欠失、exon 3-7欠失と続いた。この中でexon

また、20～40歳台で55 mmを超える例が少

3-7欠失のみがアウト・オブ・フレーム変異

なくなかった。診断時の左室駆出率LVEF

であった。各変異を持つ症例は若齢から高

は年齢に伴い減少傾向を認めたが、10歳頃

齢（一部中年）まで渡っていた。

から低下している症例もある他、20～30歳

発生頻度の高い遺伝子変異（exon 45-57

台で低下が顕著な症例が存在していた。心

欠失、exon 45-48欠失、exon 45-49欠失、exon

不全症状は全体の14.7%に認められ、心不

45-55欠失、exon 3-7欠失、及びexon 45-53

全治療は46%が受け、治療開始平均年齢は

欠失）の表現型（車椅子使用の割合、血清

30.2歳であった。非薬物治療は4.3%が受け

CK値、%FVC、NPPV・TPPVの装着率、LVDd、

ていた。左室駆出率LVEFは経年変化により

LVEF、心不全発症の割合、中枢神経障害合

LVEFは低下傾向を示したが、早い経過で

併の割合）について検討した。車椅子使用

LVEFは低下する症例も認められた。診断時

車の割合は、exon 3-7欠失が60%（平均使用

の血清BNP値はLVEFと同様に若年齢から

開始年齢は17.8歳）と最も高かったが、

高値を示す例が少なくなかった。

DMD（歩行不能年齢が13歳未満）と比較す

中枢神経障害は痙攣発作が8.6%と一般

ると若干軽症であると考えられた。次いで

人口有病率（約0.8%）の約10倍、知的能力

exon 45-49欠失例が57.1%（使用開始年齢が

障害・発達障害が21.7%と一般人口有病率

31.6歳）であり、exon 45-47欠失、exon 45-53

（約1%）の20倍であった。精神障害は11.8%

欠失、exon 45-48欠失であった。Exon 45-55

に認められ、一般人口有望率（約18%）よ

欠失は他の変異と比べてやや若年の集団で

り低少なかった。BMDの遺伝子変異の分布

あったが49歳までは歩行可能であった。血

ではDMDの遺伝子変異分布に類似してい

清CK値はexon 3-7欠失で最も高く、exon

た。exon 45～55は欠失の第一ホットスポッ

45-55欠失で最も低値であった。%FVCは

トであり全欠失の74.4%を占め（DMDでは

exon 3-7で最も低くかったが、これを反映

63%）、第二のホットスポットであるexon 3

してNNPV・TPPV装着率もexon 3-7欠失で

～9の欠失は7.6%でありDMD（7.3%）とほ

高く、次いでexon 45-53欠失、exon 45-49欠

ぼ同じであった。心不全を呈したBMDの遺

失の順であった。LVDdについては各変異の

伝子変異はexon 45～55内にある欠失変異

差は明らかではなかったが、LVEFはexon

に比較的多く認められた。

3-7欠失およびexon 45-53欠失で正常値以下

知的能力障害・発達障害を持つBMDの遺

であった。中枢神経障害の合併については

伝子変異はDMD遺伝子の広汎の欠失ある

exon 45-55欠失では認めなかったが、その

いはexon 12～34内の欠失、exon 45以降の欠

他の変異では20%前後を示していた。

失・重複例に多く見られた。痙攣の既往の
あるBMDはDMD遺伝子の広汎の欠失例で

【考察】

少なかったが、exon 45～55の欠失例に認め

本邦におけるBMDの臨床像および自然歴

られた。発生頻度の高い遺伝子変異はexon

の一端を明らかにすることができた。
また、

45-47欠失が69例（22.6%）と最多、次いで

遺伝子型により表現型・重症度が異なるこ

exon 45-48欠失、exon 45-59欠失、exon 45-55

とも明らかになってきたと考えている。さ
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らに、BMDの中枢神経障害の併発頻度が予

Comparison of the phenotypes of patients

想以上に高く、てんかんや知的能力障害・

harboring in-frame deletions starting at

発達障害が主徴になっている症例が存在し

exon 45 in the Duchenne muscular

ていたことから、更なる調査研究と社会的

dystrophy gene indicates potential for the

支援に対する取り組みが必要である。
また、

development of exon skipping therapy. J

高CK血症により診断に繋がっている症例

Hum Genet 62. 2017: 459–463.

が少なくないことから、早期診断・治療の

2. Nakamura

A:

X-linked

dilated

ために乳幼児健診や学校検診で血清CK値

cardiomyopathy:

を標準的な測定項目として追加できるよう

phenotype

な啓蒙活動が必要と思われる。

Pharmaceuticals (Basel) 8. 2015: 303–320.

本研究からBMDの重症化因子が明らか

a

of

cardiospecific
dystrophinopathy.

3. Nakamura A: Moving towards successful

になることで予防医学に展開できると考え

exon-skipping

ている。重症の経過を示す遺伝子変異を持

muscular dystrophy. J Hum Genet 62.

ったBMDに対しては、DMDと同様に治験

2017: 871–876.

の対象とすることができる他、治験対象者
数も増やせる可能性があるため、企業と治
験薬の共同開発を行うシステムの構築が望
まれる。
【結論】
プロスペクティブ研究では筋力の定量的
評価法として標準化された運動機能評価を
組み入れて開始しており、長期に渡って調
査を継続していきたい。また、DMD に対
する治療開発競争が活発化しており、特に
exon skip 治療やウイルスベクターを用いた
遺伝子治療が臨床応用に進んでいる。これ
らの方法は BMD の表現型を目指した軽症
化を図る方法であるため本研究の意義は高
く、信頼度の高い臨床データを収集する。
また、現在行われている DMD 自然歴研究
と連携して両疾患の EDC システムの統合
を図り、治療開発基盤の構築を行いたいと
考えている。
【参考文献】
1. Nakamura A, Shiba N, Miyazaki D, et al.
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therapy

for

Duchenne

顔面肩甲上腕型筋ジストロフィーの患者登
録と活用
松村 剛
国立病院機構大阪刀根山病院医療センター

め、2020 年から事務局の統合、新登録シス
テムでの運用を開始している。この新しい
システムを用いて、FSHD の登録を開始す
る。患者グループと連携して広報活動など
を行うことで、医療機関を受診していない
緒言
患者にも登録を促し、定期的医療管理に結
顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー
びつける。また、本症の主観的臨床評価指標
(Facioscapulohumeral
muscular
で あ る 、 Facioscapulohumeral muscular
dystrophy: FSHD)は、筋ジストロフィーの
dystrophy health index (FSHDHI)の日本
中では、ジストロフィノパチー、筋強直性ジ
語版作成・検証作業に、患者登録を利用する
ストロフィーに次いで患者数の多い疾患で
など臨床研究への活用も進める。
あるが、発症年齢や重症度の幅が大きいこ
方法
と、呼吸不全や心不全など致死的な合併症
新しい Remudy の登録システムを用いて、
が少ないと思われていること、根本的な治
FSHD の登録システムを構築する。登録項
療薬が無いことなどから、医療機関を受診
目は 2011 年に作成された Core dataset for
していない患者も多く、臨床像には不明な
international FSHD registry を網羅し、国
点も多い。
際的なデータ利用が可能なようにする。患
FSHD の発症メカニズムは近年明らかに
者グループや班員施設、関連研究班・学会等
されつつあり、4 番染色体の 3.3kb 繰返し
を通じて周知活動を行い、登録を促進する。
配列(D4Z4)の短縮(FSHD1)やメチル化制
FSHDHI の検証作業(内的妥当性、外的妥
御因子(SMCHD1, DNMT3B, LRIF1 など)
当性評価)に、患者登録を活用し登録患者の
の変異(FSHD2)によって、この領域のメチ
協力を得て実施する。
ル化が低下することで、成人では通常発現
自然歴調査としては歩行可能な
しない DUX4 遺伝子が発現するようになる
Duchenne 型筋ジストロフィーについて、
ことが、主な原因と考えられるようになっ
治験対照群として使用可能な自然歴調査、
てきた。こうした知見に基づいて、新規治療
市販後調査レベルの Remudy-DMD への参
薬の開発も進められており、海外では治験
加を行う。また、デュシェンヌ型筋ジストロ
が行われているものもある。このような背
フィー患者の代替栄養法導入時期に関する
景の下、16 か国以上で FSHD の患者登録
多施設共同研究にも参加する。
が稼働している。このような背景の下、患者
アウトリーチ活動については、市民公開
グループからも Remudy で本症の患者登録
講座や MDCTN ワークショップや厚労科研
を開始するよう要望が提出された。
班と共催で筋ジストロフィーの CNS 障害
本 邦 で は 、 こ れ ま で も Registry of
研究会を実施する。
muscular
dystrophy
(Remudy) や
結果
Muscular dystrophy clinical trial network
新しい登録システム上に、FSHD の登録
(MCTN)などの基盤整備が進められており、 システムを構築。倫理審査での承認を経て
これらを基盤として、難病全体における
2020 年 9 月 1 日に登録を開始した。
clinical innovation network (CIN)や難病
登録開始前の 2020 年 8 月 29 日には患者
プラットフォーム整備が進められてきた。
グループと共同で、オンラインにて「顔面肩
登録疾患が増えてきたこと等を踏まえ、登
甲上腕型(FSHD) Remudy 登録説明会」を
録にかかる効率や利便性の向上を目指して、 行ったほか、患者グループの代表者が読売
登録・臨床ネットワーク事業の再構築を進
新聞の取材を受け 2020 年 8 月 19 日に朝日
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新聞デジタルに掲載されるなど、多チャン
ネルでの周知活動を行っている。
本症では軽症例が多く受診頻度が低いこ
と、遺伝学的診断を受けていない患者も多
いこと、遺伝学的診断技術の進歩により過
去に遺伝学的診断を受けた患者でも追加検
索が必要な場合があることなど、直ぐに登
録者数が増えにくい要素があるが、2020 年
11 月末までに 26 例の登録を得ている。
Duchenne 型自然歴調査については、
1例
で調査を実施中である。Remudy-DMD に
ついては、5 例を登録し実施中である。デュ
シェンヌ型筋ジストロフィー患者の代替栄
養法導入時期に関する多施設共同研究の一
次、二次調査にも協力した。
アウトリーチ活動については COVID-19
の影響から開催困難であったが、筋ジスト
ロフィーの CNS 障害研究会については 3
名の講師による特別講演の形で 2021 年 1
月 10 日に実施した。
考察
顔面肩甲上腕型筋ジストロフィーの患者
登録を開始した。これにより、国際共同治験
への参加や、疫学データ蓄積、臨床研究への
活用が期待される。また、患者グループとの
共同により patient oriented の活動が発展
することを期待する。
Duchenne 型自然歴調査、Remudy-DMD
については、対象患者の登録・データ収集を
順次実施することで、治験対照群、市販後調
査に資するデータの蓄積が期待される。
代替栄養法導入調査など、患者登録や臨
床研究ネットワークを活用した臨床研究の
推進によりエビデンス構築を図っていく。
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患者・家族会とみ津に連携し、患者・家族

木子先生の確認作業を行ってから登録する。

の視点に立った臨床研究

（３）電話相談による医療・福祉の支援

所属：一般財団法人

日本筋ジストロフィ

福祉相談は毎月１回吉田清美さんにお願
いした。4 月から 3 月まで 40 件の相談があ

ー協会 矢澤 健司

った。石原傳幸先生による医療相談は 54 件
あった。また文献データベースの DVD を

はじめに：
日本筋ジストロフィー協会は患者の

25 枚作成し研究班の先生方にお送りした。

QOL 向上のために情報提供・情報収集を行

（４）国立病院機構が運営する筋ジストロ

うと共に一日も早い治療法の開発のため研

フィー病棟に入院する療養介護利用に対す

究協力を行っている。

る調査

今年度は新型コロナ感染症の為、全ての

１）

① 療養介護利用者に関する質問紙調査

会議や集会を開くことが出来なくなり、ほ

国立病院機構が運営する筋ジストロフィ

とんどオンラインによる Web 会議になって

ー病棟に入院する療養介護利用者（調査対

しまった。

象者）について、ア．意向等調査、イ．基

（１）DMDの治療薬についてのオンライン

礎情報等調査を実施した。また、調査対象

講演会

となる 26 の病院に対し、ウ．退院状況等調

日本で初めて DMD の治療薬「ビルトラ

査を実施した。

ルセン」が発売されたので、2020 年 8 月 1

その結果、意向等調査、基礎情報等調査

日（土）に Zoom によるオンライン形式で

ではそれぞれ 416 名、479 名、退院状況等

武田伸一先生（国立精神・神経医療研究セ

調査では 26 病院の回答を得ることができ

ンター

た。

神経研究所名誉所長）の講演をお

願いした。武田先生は長い間、筋ジストロ
フィー研究班の治療法の開発を主導してこ

② 療養介護利用者に関するヒアリング
調査

られた。この治療薬は、日本新薬と共に開

上述の療養介護利用者に関する質問紙調

発されたもので、今回は日本新薬による開

査の対象者のうち、ヒアリング調査への協

発経緯の報告もあった。

力について同意が得られた 30 名に対して

これらの内容については日本筋ジストロ

調査を実施した。

フィー協会のホームページに動画と質問に
対する回答を会員専用ページに掲載してあ

③ 自治体に対する質問紙調査（自治体質
問紙調査）

る。

自治体の障害福祉担当者に対し、筋ジス

（２）福山型筋ジストロフィーの登録につ

トロフィー疾患のある障害者が地域移行を

いて

行うにあたっての地域資源の現状及び課題

治療薬の開発には患者の自然歴等のデー

について、質問紙による調査を実施した。

タベースが必要である。2021 年 1 月末で

その結果、1741 市区町村中 934 市区町村

272 件の登録がホームページに報告されて

からの回答が得られた。

いる。その後、数件の登録があり、大澤真

（5）治験における患者負担軽減の為の評価
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法検討

これからの課題であると考えた。

貝谷久宜理事長が提唱するウエアラブル
機器を用いた筋疾患患者の身体活動量・心

解決に向けての歩みを進めるため、以下
の２項目を実施した。

機能・自律神経機能の評価に関するパイロ

１．オンライン交流会を実施した患者ネ

ット研究が協会の倫理委員会にかけられ承

ットワークの構築と患者登録の推進活動。

認され、中村昭則先生（NHO まつもと医療

２．筋ジストロフィー拠点病院等を対象

センター)中心に始められた。今後、具体的

に Remudy 患者登録の周知を行う。

な内容について調べて行きたい。

ｂ）実施方法

（６）口腔咽頭拭い液方法による遺伝子検

１．オンライン交流会については、Zoom

査法による検討

を活用して患者会を中心に実施した。

新型コロナウイルス感染症の拡大の中

２．患者登録を周知するためのポスタ

「PCR 検査法について」加藤慎吾先生にオ

ー・パンフレット作成は、配布対象の予定

ンライン講演会をお願いして 3 月 2７日

を立て作成後に全国各地の筋ジストロフィ

Zoom で行った。

ー拠点病院等への配布を行った。

この中で加藤先生の考案した舌背拭い液

ｃ）実施状況

法は唾液による方法に比べ 10 倍感度が高

１．オンライン交流会

いことが新潟大学医歯学部顎顔面口腔外科

基礎研究での講演では FSHD の発症メカニ

学分野の高木律男教授との共同研究で明ら

ズムと治療法の開発の現状について、

かになった。今後、新型コロナウイルスの

Remudy(レムディ)患者登録制度について

PCR 検査法の中で安全で簡便な方法とし

学ぶ講演会と FSHD 患者同士でのグループ

て期待が寄せられる。講演の動画は協会ホ

ディスカッションを行った。

ームページで紹介されている。

参加者数は４８名であった。その内９割は
FSHD 当事者の参加で、残りは協会や報道

（７）顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー

関係者等である。当日参加できなかった方

（FSHD）分科会の活動

のために、講演録画を準備し、ユーチュー

a）目的：顔面肩甲上腕型筋ジストロフィ
ー（FSHD）は、基礎研究と臨床拠点が少

ブで公開配信し講演後も幅広い周知を行っ
た。
２． Remudy 患者登録の周知について、

なく、FSHD を研究している研究者も国内
では数名である。また、患者同士の交流で

ポスターとパンフレットを印刷して配布を

きるネットワークも十分ではなく情報の共

行いました。主に、筋ジストロフィー治療

有も十分にできていない。そのなか令和２

関係の病院施設や全国の支部患者、関係者

年９月１日より Remudy による FSHD 患

等に配布対象を絞った。配布については、

者を対象とした患者登録が開始された。そ

今回で終わりではなく今後もずっと続ける

こで、基礎研究促進のためには Remudy 患

予定でいる。

者登録が必要と考え、そのための患者ネッ

ｄ）結果

トワーク作りと国内での患者登録の周知が、

１．FSHD の患者は、在宅生活して仕事

- 450-

をされている方が多く、「何年も通院して

２）関連サイト

いない」や「患者会には参加していない」

Remudy

など、同じ病型者との交流がほとんど無い

http://www.remudy.jp/news/2021/04/

のが現状である。今回実施のオンライン交

005978.html

流会（他の講演会を含める）の参加者所属
割合を見ても、患者会加入参加者が４割に
満たない特異な面が見られた。そんな中、
グループディスカッションでは初対面が多
いが、お互いの親交を深める機会となった。
Remudy 患者登録について、分らないこと
を演者や参加者に相談できる機会にもなっ
た。
２．ポスター・パンフレット作成は、
Remudy 患者登録を多くの方に周知したい
との目的で実施した。世界的に見ると日本
は、患者登録では遅い開始となっている。
世界では治験が一部始まっていて、日本で
の治験も将来的に開始が想定できる状況に
なってきた。 「登録方法の情報が少ない」
との声があり、分かり易く作る必要があっ
た。
配布方法は、筋ジストロフィー患者が日
常生活で利用される病院・施設にパンフレ
ット等を設置して頂き、手に取って見て頂
く機会を増やし Web を活用した周知とは
別に考え実施した。協力病院も出てきてい
て、配布の成果を感じる結果となった。
＊参考文献＊
１）令和２年度障害者総合福祉推進事
業,
国立病院機構が運営する病院の療養介
護（筋ジストロフィー病棟）利用者の
地域移行に関する実態調査事業報告書、
令和３年３月、PwC コンサルティング
合同会社

- 451-

登

録

情

報

：

眼咽頭型筋ジストロフィーのレジストリ構

在する三塩基繰り返し配列の異常伸長が同

築と臨床疫学研究

定された(2-4)。

分担研究者
山下 賢

本研究は、OPMD の臨床的多様性に基づ
1)

いて、将来的な臨床試験への展開を可能に

研究協力者

する患者レジストリの構築と臨床疫学の収

中村 治雅 2)、南 成祐 2)、荒畑 創 3)
1)

熊本大学大学院 生命科学研究部

脳神

集を目的としている。
【方法】

経内科学

本研究は、以下の手順で遂行した。

2)

国立精神・神経医療研究センター

１）患者登録項目の確定・登録システムの

NHO 大牟田病院 脳神経内科

確立

3)

２）患者レジストリの承認取得と周知活動
３）患者レジストリの運用開始と本邦患者

【緒言】
眼 咽 頭 型 筋 ジ ス ト ロ フ ィ ー

の疫学データの収集

（Oculopharyngeal muscular dystrophy:

【結果】

OPMD）は 40 歳代以降に発症し、進行性の

１）患者登録項目の確定、登録システムの

嚥下障害、眼瞼下垂、四肢近位筋の筋力低

確立

下を来す常染色体優性あるいは劣性遺伝性

これまでの研究において、過去の本疾患報

の難治性筋疾患である。原因として Poly

告症例に基づき眼瞼下垂や嚥下障害、上下

(A) binding protein, nuclear 1 (PABPN1)

肢筋力低下に加えて、外眼筋麻痺、構音障

遺伝子のエクソン 1 領域での GCN リピー

害、呼吸機能や心機能を評価しうる患者登

ト（野生型 10 回）が 12～17 回に伸長する

録項目を設定したが、国立精神・神経医療

ことが報告されている(1)。

研究センターの神経筋疾患ナショナル・レ

一方、眼咽頭遠位型ミオパチー

ジ ス ト リ （ Registry of Muscular

（Oculopharyngodistal myopathy: OPDM）

Dystrophy: REMUDY）により運用されて

は、同じく成人発症の常染色体優性あるい

いる他の患者レジストリとの連携を考慮し

は劣性遺伝性筋疾患であり、進行性の外眼

て、修正を行なった上でシステム収載を完

筋麻痺や咽頭筋、四肢遠位筋の筋力低下を

了した。

特徴とする。長年原因は不明であったが、

２）患者レジストリの承認取得と周知活動

最近 Low-Density Lipoprotein Receptor-

患者レジストリの国内での周知に向けて、

Related Protein 12 (LRP12) や GIPC PDZ

患者・医療従事者向けの商業誌「難病と在

Domain Containing Family Member 1

宅ケア」に「眼咽頭型筋ジストロフィーと

(GIPC1) 、 Notch 2 N-Terminal Like C

患者レジストリの意義」の総説を執筆する

(NOTCH2NLC) 遺伝子の非翻訳領域に存

とともに、国際的な周知を目的とした英文
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総説「Recent Progress in Oculopharyngeal

に運営されている(5)。本邦でのレジストリ

Muscular Dystrophy」 を 投 稿 中 （ under

は未構築であるが、すでに 2009 年 7 月よ

revision）である。

り REMUDY が運用されている。今後、こ

３）患者レジストリの運用開始と本邦患者

のシステムを活用して本邦独自の OPMD

の疫学データの収集

および OPDM 患者レジストリを確立し、日

実際の運用を目指して REMUDY 委員会

本における両疾患の疫学的実態を解明し、

に審議を諮ったところ、同時期に新たに原

円滑に臨床試験を導入するための臨床デー

因遺伝子が同定された OPDM がときに類

タを収集する予定である。

似の臨床症状を呈することから、両疾患を

【結論】

併せて登録可能とする患者レジストリの構

国内外の神経筋疾患レジストリと連携可

築への示唆があった。そこで OPMD および

能な OPMD および OPDM の患者レジスト

OPDM 両者の患者レジストリ構築のため、

リの構築および活用は、病態および治療研

研究協力者とともにワーキンググループを

究の促進に不可欠である。

組織し、患者登録項目の再検討、運用方法

【参考文献】

の検討などの軌道修正を進めている。

1. Brais B, et al. Short GCG expansions
in

【考察】

PABP2

gene

cause

oculopharyngeal muscular dystrophy.

筋ジストロフィーなどの神経・筋疾患領域

Nat Genet. 1998;18:164-7.

では、基礎研究の進歩により新たな治療法
開発が急速に進展している。これらの治療

the

2. Ishiura H, et al. Noncoding CGG

法を臨床応用するためには、研究の最終段

repeat

expansions

in

neuronal

階として候補薬や候補医療機器の有効性と

intranuclear

inclusion

disease,

安全性を確認する疾患患者を対象とした臨

oculopharyngodistal myopathy and an

床研究・治験の実施が必要である。円滑に

overlapping

臨床研究を進めるために国際的に患者レジ

2019;51:1222-32.

disease.

Nat

Genet.

ストリが構築されており、特に OPMD のよ

3. Deng J, et al. Expansion of GGC

うに患者数が少ない希少性疾患の治療法開

Repeat in GIPC1 Is Associated with

発には不可欠である。

Oculopharyngodistal Myopathy. Am J

OPMD に関する患者レジストリとして、
ニュー・メキシコ大学が中心となり全米

Hum Genet. 2020;106:793-804.
4. Ogasawara M, et al. CGG expansion in

OPMD 患者レジストリが構築され、患者

NOTCH2NLC

QOL への影響を解明し、将来的な臨床研究

oculopharyngodistal myopathy with

への患者リクルートを可能とし、患者およ

neurological

び家族と研究者が情報交換することを目的

Neuropathol Commun. 2020;8:204.
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is

associated

manifestations.

with
Acta

5. Daneshvari S, et al. The NIH Office of
Rare

Diseases

Research

patient

registry Standard: a report from the
University

of

New

Mexico's

Oculopharyngeal Muscular Dystrophy
Patient Registry. AMIA Annu Symp
Proc. 2013;2013:269-77.
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2-4 Research Aimed at Promoting Clinical Development of Muscular Dystrophy and Formulating
Evidence
Principal Researcher: National Center of Neurology and Psychiatry
Hirofumi Komaki
Summary Research Report
1． Purpose of Research
(Purpose) Based on the current state of clinical
development of innovative methods such as
nucleic acid drugs, the patient registry (Remudy),
which has been in operation since 2009, and the
clinical research network (MDCTN), which has
been in operation since 2012, to promote clinical
development
have
been
progressively
reorganized as a project of the Neuromuscular
Disease Advanced Medical Promotion Council
(CCNMD) and are in charge of its operation
with these research funds. It will utilize the
foundation of CCNMD to promote clinical
development and clinical research for the
formulation of evidence aimed at improving
standard medical care, and investigate
mechanisms for information disclosure from the
point of view of users.
2． Research Organization
(Principal researcher) Hirofumi Komaki
(Part-time researcher) National Center of
Neurology and Psychiatry: Fumie Arie,
Kazuhiko Segawa, Eri Takeshita, Harumasa
Nakamura, Ichizo Nishino, Katsuhiro Mizuno,
Yuko Motohashi, Madoka Mori, Toshiyuki
Yamamoto. Kobe University: Hiroyuki Awano,
Tokyo Women's Medical University: Keiko
Ishigaki, NHO Hokkaido Medical Center: Yuka
Ishikawa, NHO Higashi Saitama Hospital:
Katsuhisa Ogata, NHO Suzuka Hospital:
Satoshi Kurume, Kitasato University: Akashi
Takaso, Osaka University: Masaki Takahashi,
Hyogo College of Medicine: Yasuhiro
Takeshima, NHO Matsumoto Medical Center:
Akinori Nakamura, Yokohama Labor Disaster
Hospital: Takahiro Nakayama, NHO Toneyama
Medical Center, Japan Muscle Dystrophy
Association: Kenji Yazawa, Kumamoto
University: Ken Yamashita
3． Research Results
Clinical Development
・ Research into the effectiveness of steroids for
Fukuyama-type congenital muscular dystrophy
(FCMD) (Ishigaki): We conducted PMDA
preliminary interviews toward the start of

clinical trials, created protocol outline, and built
a multi-facility joint research system.
・ CCNMD facility survey (Ogata): We
conducted an annual survey on the number of
patients and the status of facilities at MDCTN
member facilities.
Registry
・ We continued operations after establishing a
secretariat within the National Center for
Psychiatry and Neurology targeting dystrophin
disease (Duchenne muscular dystrophy, Becker
muscular dystrophy), GNE myopathy, myotonic
dystrophy, and congenital muscular disease.
・ Facial scapulohumeral muscular dystrophy
registry (Matsumura): We started new
registration operations from this year. The
registration items encompass the Core dataset
for international FSHD registry, making it
possible to use international data. Promoted
registration by conducting awareness activities
in patient groups, group member facilities,
related research groups and academic societies.
-In anticipation of its use for post-marketing
surveillance, we started new Remudy-DMD
research, which is a multi-facility joint research
(Osamu Nakamura).
-Myotonic
dystrophy
registry
(Osamu
Nakamura, Takahashi): We transferred the
myotonic dystrophy registry data operated at
Osaka University to NCNP. Using the items
registered in the registry, multiple regression
analysis of the registered items was performed
on 974 symptomatological patients. Grip
strength, %FVC, and QRS were strongly
influenced by CTG repeat sequence length, and
PR was most strongly influenced by age at the
time of registration. Grip strength, %FVC, and
QRS were all also affected by age at the time of
registration. This was also utilized for patient
recruitment in a multi-facility clinical trial to
investigate the safety and efficacy of
erythromycin (Takahashi).
Eye pharyngeal muscular dystrophy registry
(Yamashita): We conducted setting of the
registration items, investigation of building and
application structure of the registration system,
promotional activities, international cooperation,
etc., and proceeded with preparations to start
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registration.
・ We performed genetic analysis not covered
by
insurance
and
curation
for
dystrophinopathies, GNE myopathy, and FSHD
(Nishino).
Natural History Study
-Duchenne muscular dystrophy (DMD)
prospective natural history study (Takeshita): 32
cases have been registered and are being
conducted. In the interim analysis, the North
Star Ambulatory Assessment (NSAA) shows
that data has been steadily accumulating, such as
an average decrease of 3 points in 1 year and an
average of 8.9 points in 2 years from the baseline.
- Prospective natural history study of GNE
myopathy (Mori): We conducted a five-year
prospective observational study, obtaining data
showing long-term significant progress in
physical function in summed MMT, GMFM,
grip strength, pinch force, %FVC, CK, leg
and body composition measurements, and
SF-36.
・Natural history survey of Becker-type
muscular dystrophy multi-facility study
(Akinori Nakamura): We collected gene
mutation information and clinical information
from materials such as charts for 319 BMD
patients, and obtained accurate genetic
information for 305 BMD patients, based upon
which patient attributes, skeletal muscle,
respiratory function, cardiac function, and
central neuropathy phenotypes and their
relationship with genotypes were analyzed. We
also believe that it has become clear that the
phenotype and severity differ depending on the
genotype. In addition, there were cases in
which the frequency of BMD central nervous
system disorders was higher than expected,
with epilepsy, intellectual disability, and
developmental disorders as the main symptoms.
Biomarker Research
-Comprehensive verification of urinary miRNA
in muscular dystrophy patients and healthy
subjects using microarray method (Honbashi):
We identified 51 types of miRNA that were
significantly elevated in the patient group.
-Urinary titin in FCMD (Ishigaki): Urinary titin
concentration was significantly elevated in all
18 FCMD cases compared with healthy control,
and urinary titin concentration was significantly
correlated with serum CK level. A significant
correlation with GMFM, the motor evaluation

scale of FCMD, was seen in patients with
founder haplotype homozygote.
・ Examination of the relationship between
ACTN3 genotype and urinary titin in DMD
(Awano): DMD patients were categorized by
ACTN3 genotype and urinary titin levels were
compared. No significant difference was found
in the concentrations.
Evidence Formulation Research
・ Epidemiological study using the National
database of neuromuscular diseases
(Honbashi): We conducted setting of target
diseases and setting of evaluation items
(primary endpoint: prevalence (number of
patients); secondary endpoints: disease
incidence, quality of medical care), improved
the environment for data handling, and applied
for data use with the Ministry of Health, Labor
and Welfare.
・Survey of parents regarding newborn
screening for spinal muscular atrophy
(Takeshima): The subjects, parents of children
who are outpatients for allergies, and parents of
children who are subject to the age 5 medical
examinations in the prefecture, were given an
anonymous questionnaire survey from which
responses were obtained. Although parents do
not have sufficient knowledge about the SMA
and its treatment, it was made clear that they
tend to be proactive in newborn screening.
-Examination of ethical issues in pre-onset/e
arly diagnosis and early treatment of muscu
lar dystrophy (Arie): In the first year, we s
earched the literature and extracted issues to
prepare for investigation.
・ Introduction of at-home standing training
using knee-ankle-foot orthosis (KAFO) for
DMD patients and examination of its long-term
effects (Mizuno): Results suggested that
continued at-home standing training using
KAFO has the potential to contribute to
extending the ambulatory period, restricting
progression of scoliosis, and maintaining
respiratory function.
· Multi-facility study on alternative nutrition
therapy introduction period in DMD patients
(Yamamoto): MDCTN 1 4-facility joint research
was implemented targeting 251 patients. They
comprised: (1) 118 adult DMD patients (47%)
who did not need gastrostomy, (2) 90 adult
DMD patients (36%) who had gastrostomy
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without issue, (3) 41 adult DMD patients (16%)
who needed gastrostomy did not have it, and (4)
2 adult DMD patients (1%) who had
experienced problems due to their gastrostomy
construction. Furthermore, the reasons of the
patients in (3) were: 19 (46%) did not consent to
it, 8 (9%) had family who did not want it, and 3
(3%) had chronic respiratory failure, respiratory
infections, and upper body deformity, and
digestive tract issues, respectively.
-Cardiac dysfunction associated with muscular
tonic dystrophy (Segawa): We discovered that
cardiac complications were mostly cardiac
conduction disorders, atrial fibrillation, and
atrial flutter, with ventricular tachycardia and
decreased left ventricular contractility being less
common.
・ Examination of optimal conditions for
heating and humidifying NIV (Ishikawa): The
relationship between the ventilator flow rate and
the amount of water evaporation was greatly
affected by dead space and air leaks.
・ Muscle image atlas creation (Kuru): So far,
this research group has set up and conducted
research on muscle image databases (IBICNMD, IBIC-LG), and designed a "skeletal
muscle image atlas" that is useful in daily
clinical practice based on these databases.
Negotiations were held with the publisher to
include the target diseases, modality settings,
and
introduction
of
skeletal
muscle
quantification methods.
・ Study on postoperative results of
neuromuscular scoliosis and risk factors for
perioperative complications (Takaso): Although
it has been reported that posterior corrective
fusion for flaccid type neuromyogenic scoliosis
(fNMS) has a high perioperative complication
rate, we investigated the perioperative
complications of fNMS surgery and examined
the risk factors. We investigated perioperative
complications, age at surgery, height, weight,
BMI, preoperative respiratory function,
preoperative cardiac function, preoperative
Cobb angle, surgery time, intraoperative
bleeding, rate of scoliosis correction, and
perioperative complications during
hospitalization in 116 cases of patients who
underwent posterior corrective fusion.
Although not clear in the multivariate analysis,
it was suggested that, in addition to restrictive
ventilatory impairment, older age, high
intraoperative bleeding, and poor scoliosis
correction rate could be risk factors for

perioperative complications.
Clinical research from the perspective of
patients and families in close collaboration with
patient and family associations (Yazawa): This
research group is closely collaborating with
patient associations, and again this year
conducted research while working toward
collaboration including lectures, registries, and
outcome major studies.
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2 - 5 筋レポジトリーの拡充とそれを活用した
筋ジストロフィー関連疾患の病態解明と診断・治療法開発

主任研究者 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所
西

野

一

三

総括研究報告
1. 研究目的

分担研究者

本邦を代表する筋疾患研究者の力結集し、国立精
神・神経医療研究センターを中心とする筋診断ネッ

大澤

裕

川崎医科大学 医学部 神経内科学

青木正志

東北大学大学院医学系研究科
神経内科学

トワークと筋レポジトリーを将来的に維持・発展さ
せつつ、最大限活用し、医学的・科学的に重要な成

戸田達史

果を生み出すことで、社会に貢献することを目的と
する。具体的には、下記の 4 つを柱として研究を進

東京大学大学院医学系研究科
神経内科学

大野欽司

めた。

名古屋大学 大学院医学系 研究科
神経遺伝情報学分野

(1) 筋疾患診断ネットワークおよび筋レポジトリー
の維持と発展 ：

林由起子

理診断を中心とする筋疾患診断ネットワークを
国内のみならず、アジア諸国を中心とする海外

東京医科大学医学部医学科
病態生理学分野

これまでに形成してきた筋病
平澤恵理

順天堂大学大学院医学研究科

土田邦博

藤田医科大学

総合医科学研究所

難病治療学

拠点施設にも拡大して支援を行うことで、筋疾
患診断体制をさらに充実させ国際的筋疾患診断

林

良雄

東京薬科大学薬学部薬品化学教室

拠点とする。またそのことにより、国立精神・

原

雄二

京都大学大学院工学研究科 合成
・生物化学専攻生体認識化学分野

神経医療研究センターの筋レポジトリーを更に
村山

充実させる。
(2) 病因・病態解明 ：

尚

順天堂大学医学部

筋疾患には依然として原因

三橋弘明

東海大学工学部生命化学科

不明のものが多い。本邦の基礎研究者および筋
疾患研究者の力を結集して、筋炎など周辺疾患

中森雅之

大阪大学大学院医学系研究科

竹田哲也

岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科

飯田有俊

国立精神・神経医療研究センター

も含みつつ、筋ジストロフィー関連疾患の分子
レベルの病因・病態を明らかにする。
(3) 診断法開発と活用 ：

ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｹﾞﾉﾑｾﾝﾀｰ

病因・病態解明研究で得

られた成果を活用して診断法を開発し、これま
で確定診断が困難であった筋疾患の診断を可能

臨床ｹﾞﾉﾑ解析部
林晋一郎
株田智弘

臨床の現場を後方支援する。
(4) 治療法開発 ：

国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第一部

にする。さらにその方法を活用して、国内外の

国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第四部

病因・病態解明研究で得られた

成果を活用して、分子病態に基づく治療法開発
を進める。特にこれまで研究開発費で研究が進

今村道博

められてきている本邦独自のリードスルー薬お

本橋紀夫

国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第四部
国立精神・神経医療研究センター
神経研究所遺伝子疾患治療研究部

よび筋線維肥大薬の実用化を推進する。
橋戸和夫

国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 ﾗｼﾞｵｱｲｿﾄｰﾌﾟ管理室

2. 研究組織
主任研究者
西野一三

国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 疾病研究第一部
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3.研究成果
我々は、肢帯型筋ジストロフィー関連疾患の分子
病態、次世代技術等を活用することにより、国立精

神・神経医療研究センターを初めとする機関に蓄積

2018 年以来タイ・マヒドン大学との共同で開催して

された患者検体を有効活用して解明し、さらに治療

いる国際筋病理セミナーは、コロナ禍の影響で中止

法開発の基盤を形成することを目指している。具体
的には、1) 原因不明の各種遺伝性筋疾患の病因・病
態解明研究、2) ハイスループット診断法開発研究、
3) 分子病態に基づく治療法開発研究、4) 以上を可能

とした。また同病院と共同で作製した、筋生検およ
び検体固定方法の解説ビデオ（日本語版・英語版・
タイ語版）は、2018 年 1 月の疾病研究第一部 HP 上

にするための基盤的研究、の 4 つを柱として研究を

での公開以来世界 106 カ国／地域よりアクセスがあ

進めた。

り、全世界の筋疾患医療均てん化に寄与している

1) 筋疾患診断ネットワークおよび筋レポジトリーの

（図はアクセスがあった国）。

維持と発展
a) 筋病理診断と検体数
2020 年（暦年）の総筋病理診断件数は、1103 件であ
った。2019 年と比較すると 42 件の減少であったが
これは、コロナ禍により海外からの凍結筋運搬が困
難になったためであり、国内例だけで見ると 2019 年
の 1078 件から 2020 年は 1086 件と寧ろ増加してい
た。このことは、コロナ禍においても我々の筋病理
診断が必要とされており、本邦筋疾患医療を下支え
している実態がより明らかとなった。総検体数は、
2020 年末で 21235 検体となった。また培養筋も 2084

2) 病因・病態解明

検体となり、世界最大規模の筋レポジトリーが更に

a) 眼咽頭遠位型ミオパチー

充実した。神経・筋疾患研究支援基盤として各種研

2019 年、東京大学の石浦らとの共同研究で、これま

究活用されることで、筋疾患学の発展に寄与した。

で原因が不明であった眼咽頭遠位型ミオパチーが

LRP12 遺伝子の 5’非翻訳領域の CGG リピートの異
常伸長によることを明らかにした（Ishiura H, et al.
Nat Genet. 2019 Aug;51(8):1222-1232）。この発見を
元に、更に GIPC1 遺伝子（Deng J, et al. Am J Hum
Genet. 2020 Jun 4;106(6):793-804）（中国との共同
研 究 ） お よ び NOTCH2NLC 遺 伝 子 （ Acta
Neuropathol Commun. 2020 Nov 25;8(1):204）の 5’
非翻訳領域の CGG リピートの異常伸長によっても同
様に眼咽頭遠位型ミオパチーを来すことを見いだし
た。更に、本邦では LRP12 遺伝子リピート伸長例が
半数以上を占めること、また腓腹筋・ヒラメ筋が障
害されやすいこと、左右差を伴う例が多いことを明
ら か に し た （ Kumutpongpanich T, et al. JAMA
Neurol, in press）。
b) ADSSL1 ミオパチー
近年韓国から 7 家系 9 例の新たな遠位型ミオパチー
として ADSSL1 ミオパチーが報告されている。これ
b) 国際的均てん化と筋疾患教育

までに国立精神・神経医療研究センターで筋病理診
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断を行った例を再検討したところ、これまでに 62 例
（58 家系）で ADSSL1 遺伝子の両アレル性の変異が
同定された。何れの症例でもネマリン小体が認めら
れ、病理学的にはネマリンミオパチーに分類される

本邦 GNE ミオパチー患者で認められる変異の中で 2

番目に多い p.D207V 変異は軽症変異であり、ホモ接

合体では疾患を引き起こさない可能性が示唆された。
h) その他の新規原因遺伝子同定
次世代シークエンサーを使用するなどして、筋原線

と考えられた。一方、脂肪滴を有する筋線維が少数

維性ミオパチー例、Marinesco-Sjogren 症候群様例

認 め ら れ る と い う 特 徴 も 認 め ら れ た （ Neurology.

で新規原因遺伝子を見いだし、培養細胞およびモデ

2020 Sep 15;95(11):e1500-e1511）。本質的には代謝

ル動物作製を含む各種検証実験を実施中である。

性疾患であることから、治療法開発を目指して、モ
デル動物作製を進めている。
c) 単 一 タ イ プ 1 線 維 を 伴 う 先 天 性 神 経 筋 疾 患
（congenital neuromuscular disease with uniform
type 1 fiber: CNMDU1）の病態

i) その他
福山型筋ジストロフィーを初めとする各種筋ジスト
ロフィーの病態解明研究が班員によって行われた。
3) 診断法開発と活用
a) 筋炎マーカー開発

これまでに、セントラルコア病のコア部分ではリア

皮膚筋炎ではミクソウイルス抵抗性タンパク質 A

ノジン受容体（RYR1）および triadin 蛋白質が蓄積

（MxA）が筋線維に発現し、皮膚筋炎の組織診断に

しており、高感度にコア構造を捉えることを見いだ

有用であることを報告した。この成果を基に MxA 発

してきた。典型的なセントラルコア病の大部分は

現を確認し皮膚筋炎と病理診断された例が、2020 年

RYR1 遺伝子の C 端コード領域に優性変異を有して
いる。一方、先天性ミオパチー様の臨床像を呈する
一方で、組織学的には全ての筋線維がタイプ 1 線維
であるということ以外に特徴的な所見を認めない
「単一タイプ 1 線維を伴う先天性神経筋疾患」
（congenital neuromuscular disease with uniform

type 1 fiber: CNMDU1）もその約 4 割の患者で、

RYR1 遺伝子の C 端コード領域に優性変異が見いだ

されることに加えて、一部の患者では、セントラル

末までに 256 例集積した。これは世界最大の病理学
的に診断が確定した皮膚筋炎コホートである。この
資料を用いることで、これまで存在について議論の
あ っ た 皮 膚 症 状 を 伴 わ な い 皮 膚 筋 炎
（dermatomyositis sine dermatitis: DMSD）が確か

に存在すること、また、DMSD は抗 NXP-2 抗体と強

く関連していることが明らかとなった（Inoue M, et

al. JAMA Neurol. 2020 Jul 1;77(7):872-877）。また、
抗 Mi-2 抗体陽性の皮膚筋炎では、筋線維膜上への

コア病患者と全く同一の変異を共有している。そこ

MAC 沈着を伴う perifascicular necrosis, 筋周鞘のア

で、CNMDU1 例でのコア構造の詳細を検討すべく、

ルカリホスファターゼ活性、筋周鞘結合組織断片化

RYR1 および triadin による免疫染色を行ったところ、

など、抗合成酵素症候群様の筋病理所見を呈するこ

らず、筋線維辺縁部に RYR1 および triadin の集積を

と を 、 初 め て 明 ら か に し た （ Tanboon J, et al.
Neurology. 2021 Jan 19;96(3):e448-e459）。更に現在、

認めた。更に、長期経過例では、その集積が筋変異

他の皮膚筋炎サブタイプについてもその特徴を明ら

中心部へと移動していくことが明らかとなった。こ

かにすべく、解析を進めている。

のことは、CNMDU1 は事実上のコアミオパチーで

b) 中心核ミオパチーのバリアント簡易スクリーニン

あり、コアは当初辺縁部に出現し、経過とともに中

グ

心部に移動してセントラルコア病の組織所見を呈す

竹田班員らは、NCNP の筋レポジトリー検体を活用

組織化学染色ではコア構造が認められないにも拘わ

るようになることを示している（Ogaswara M, et al.

J Neuropathol Exp Neurol. 2020 Dec 4;79(12):13701375）
。

することで、中心核ミオパチーの原因遺伝子産物で
ある BIN1 と dynamin 2 が複合体を形成して膜リモ
デリングを行っており、BIN1 に変異が導入されるこ

d) 肢帯型筋ジストロフィーR25 型本邦例の同定

POPDC1 をコードする BVES 遺伝子のナンセンスバ
リアントを有する 肢帯型筋ジストロフィーR25 型
（LGMDR25）の本邦例 2 例を同定した。小児期発

とで膜リモデンリング異常を来すことを見出した。
また、ここで開発したシステムは、バリアントの病
原性確認に有用であることを示した（Fujise K, et al.
Biol Chem. 2020 Nov 13;296:100077）。

症で、罹患筋には左右差が認められた（Indrawati
LA, et al. Neuromuscul Disord. 2020 Aug;30(8): 674679）。

4)治療法開発

a) 悪性高熱症
村山班員らは、RYR1 変異体の CICR 簡易測定系を樹

g) GNE ミオパチー変異解析
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立することにより、悪性高熱症素因の簡便な評価方

Nakamura H, Kunii M, Katsumoto A, Tada

法を確立した。

M, Higashiyama Y, Hibiya T, Suzuki

村山班員らは、悪性高熱症変異導入マウスにおいて、

S, Nishino I, Koyano S, Doi H, Tanaka F:

RyR1 チャネル活性を抑制する新規オキソリン酸誘導

Tonsillectomy Improved Therapeutic

体に悪性高熱発症予防効果があることを明らかにし

Response in Anti-SRP Myopathy With

た（Nat Commun, in press）
。今後 RyR1 関連筋疾患

に対する効果を in vivo および in vitro 実験において

Chronic Tonsillitis. Front Immunol.

更に詳細に検討していく予定である。

11:595480. eCollection 2020. Nov, 2020

b) その他
当班で開発されたアルベカシンによるリードスルー

6)

Sugihara H, Teramoto N, Nakamura K,
Shiga T, Shirakawa T, Matsuo M,

療法が医師主導型治験へと結びついている。その他
の病態に基づく各種の治療法開発研究が班員によっ

Ogasawara M, Nishino I, Matsuwaki T,

て行われた。

Nishihara M, Yamanouchi K: Cellular
senescence-mediated exacerbation of
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筋ジストロフィーにおける

①カベオリン-3 欠損・高発現 DMD モデルマウ

カベオリン-3-TGF-β シグナルの解明と分子標

ス作出・解析 ：骨格筋特異的プロモーター下に

的医薬の開発

LGMD1C 型変異カベオリン-3（P104L）、およ

分担研究課題名

分担研究者 大澤
所属

び野性型カベオリン-3 を繋いだトランスジー

裕

ンを最重症型 DMD モデル DBA/2-mdx マウス

川崎医科大学神経内科学

受精卵に注射し、トランスジェニックマウスを
緒言

作出した。②マイオスタチン阻害ペプチド医薬

骨格筋細胞膜の特殊陥入構造物であるカベオ

の DMD モデルマウス投与解析 ：全身投与（皮

ラ構成蛋白質カベオリン-3 は、カベオラの形態

下）によるジストロフィー変化を解析した。

形成を司るだけでなく、様々な分子と結合し、

③nNOS 活性化による LGMD1C 病態シグナル

その活性を制御するシグナル伝達の足場蛋白

制 御 機 構 解析 ： LGMD1C モ デ ル マウ スに

質として機能している。興味深いことに、ジス

nNOS を高発現させ nNOS 活性化が LGMD1C

トロフィン欠損デユシェンヌ型筋ジストロフ

病態にどのように関与するかを検証した。

ィー(DMD)など様々な筋ジストロフィーでは、
骨格筋のカベオリン-3 は著明に増加、一方、カ

結果

ベオリン-3 遺伝子変異による肢帯型筋ジスト

①カベオリン-3 欠損・高発現 DMD モデルマウ

ロフィー(LGMD1C)では著減するが、その筋ジ

ス作出・解析 ：それぞれのトランスジーンを作

ストロフィー病態における役割の全容は明ら

出して最重症型 DMD モデル DBA/2-mdx 受精

かとなっていない。

卵への注射をおこなった。Genotyping では、い

われわれは、これまでにカベオリン-3 が、骨

ずれも 2-3 ストレインが得られており、それぞ

格筋量を負に制御する TGF-beta 分子マイオス

れの骨格筋ノザンブロット・ウエスタンブロッ

タチンの膜受容体を抑制して筋萎縮を阻害す

ト解析により、カベオリン-3 発現量を検討して

る、反対に、神経型一酸化窒素合成酵素（nNOS）

いる。② マイオスタチン阻害ペプチド医薬の

を抑制して筋肥大を阻害することを世界に先

DMD モデルマウス投与解析 ：研究開始時と比

駆け明らかにしてきた。本研究は、①カベオリ

較して、1,000 倍の阻害活性を示し、高い血中

ン-3 欠損および高発現 DMD モデルマウスの作

安定性（ADME 試験、PK 試験）を示す、マイ

出・解析によりカベオリン-3 が DMD 病態シグ

オスタチン阻害特殊ペプチドを同定した。この

ナルを促進するのか抑制するのかを解明する、

ペプチドの週 3 回、合計 12 回の皮下投与

②独自に同定したマイオスタチン阻害ペプチ

（Vehicle, 1 mh/kg, 10 mg/kg）によって、用量

ド医薬を、DMD モデルマウスに全身投与し、

依存性に、デュシェンヌ型筋ジストロフィー

非臨床 POC 取得・ペプチドによる disease

(DMD) モデルマウス横隔膜のジストロフィー

modifying therapy の 基 盤 を 確 立 す る 。 ③

変化（壊死・線維化・脂肪化）が改善した。ま

LGMD1C モデルマウスに nNOS を高発現させ

た、生理学的解析でも、握力・走力、および筋

nNOS 活性化による LGMD1C 病態シグナル制

張力の改善が達成され、このペプチド医薬の非

御機構を解明する。

臨床 POC を取得できた、と考えて居る。現在、
このペプチドに、さらに筋細胞透過型シグナル

方法

を付加した「筋組織移行型」マイオスタチン阻

- 465-

害特殊ペプチドを合成して、その in vitro 試験

定、次いで、用量漸増試験により、有効域・安

（マイオスタチン阻害・ADME 試験・PK 試験）

全域を確定する予定としている。

を 実 施 し て い る 。 ③ nNOS 活 性 化 に よ る

世界的なミオスタチン阻害医薬の開発競争が

LGMD1C 病態シグナル制御機構解析 ：トラン

行われているが、これら医薬には依然として検

スジーンを作出して LGMD1C モデルマウスの

討事項も山積している。下肢筋のマイオスタチ

受精卵への注射をおこなった。Genotyping で

ンを条件付きでノックアウトすると、血中のマ

陽性ストレインが得られた。現在、骨格筋のノ

イオスタチン濃度は半減するにも関わらず、下

ザンブロット解析によりトランスジーン発現

肢筋のみの筋肥大が達成され、一方、上肢筋に

を確認中である。

は骨格筋量の変化がないという。この結果から
は、マイオスタチンは筋組織内での autocrine

考察

の作用が主体であり、血中のマイオスタチンリ

ジストロフィンの発見から、現在までに 30 種

ガンドを阻害する戦略が有効か否かについて、

類以上の筋ジストロフィー原因遺伝子が同定

さらに検討する必要がある。

され遺伝子修復治療、mRNA 修復治療などのテ

そこで、われわれは、2020 年度に得られたマ

ーラーメイド療法が世界的に盛んに研究され

イオスタチン阻害特殊ペプチドの非臨床 POC

ている。ところが、これまでに DMD 等への糖

を基盤に、2021 年度は、ペプチドへの筋細胞移

質ステロイド剤の部分的効果を除けば、この遺

行型シグナル付加による筋組織移行型ペプチ

伝性難病に対して共通に有効性を示す薬剤は

ドの開発により、筋組織内での autocrine の作

得られていない (Takeuchi, et al. J Neurol 260,

用阻害に取り組む予定とする

2013)。一方、DMD モデルマウス等の「ジスト

これまでの我々の検討では、カベオリン-3 は、

ロフィー変化」を示す様々な骨格筋において、

神経型一酸化窒素合成酵素（nNOS）を抑制し

カベオリン-3 発現の上昇が認められることは、

て、その筋肥大を阻害する。nNOS 高発現トラ

このシグナル伝達の足場蛋白質が各種筋ジス

ン ス ジ ー ン を 導 入 し た カ ベ オ リ ン -3 欠 損

トロフィー病態シグナルを共通に制御する機

LGMD1C モデルマウスの筋萎縮が抑制される

構が十分に想定できる。カベオリン-3 欠損、お

かについて、2021 年度は骨格筋解析により検

よび高発現 DMD モデルマウスで、ジストロフ

討する。これにより、nNOS による筋肥大機構、

ィー変化が改善するか否かを検討することで、

さらには、その治療介入の可能性について検討

カベオリン-3 を起点とする筋ジストロフィー

していきたい。

病態シグナルを解明するとともに、治療介入へ

本研究は、骨格筋シグナル伝達の足場蛋白質
カベオリン-3 と、その結合分子マイオスタチン

の糸口を探りたい。
カベオリン-3 は、骨格筋量を負に制御する
TGF-beta 分子マイオスタチンの膜受容体を抑

膜受容体、nNOS を介する筋ジストロフィー病
態の解明、治療介入を最終目標とする。

制して筋萎縮を阻害する。本研究で得られたマ
イオスタチン阻害特殊ペプチドは、プロトタイ
プであるプロドメインの IC ペプチドと比較し
て、マイオスタチン阻害活性、および血中安定
性が卓越している。皮下試験により投与法を設
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結論
本研究は、これまでに 2020 年度に設定したマ

イルストン：①カベオリン-3 欠損・高発現 DMD
モデルマウスの作出、②マイオスタチン阻害特

殊ペプチドによる DMD マウスのジストロフィ
ー変化の改善、③nNOS 活性カベオリン-3 欠損
LGMD1Cモデルマウス作出を、それぞれ達成
できた。2021 年度は、モデルマウス解析、ペプ
チド強化に取り組む予定である。
参考文献
1.

Takayama K, Noguchi Y, Aoki S,

Takayama S, Yoshida M, Asari T,

Yakushiji F, Nishimatsu S, Ohsawa Y,

Itoh F, Negishi Y, Sunada Y, Hayashi Y.
Identification of the minimum peptide
from mouse myostatin prodomain for
human myostatin inhibition. J Med
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Chem, 58(3):1544-1549, Feb, 2015

Ohsawa Y, Takayama K, Nishimatsu S,

Okada T, Fujino M, Fukai Y, Murakami
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e0133713, Jul, 2015

3. Fukai Y, Ohsawa Y, Ohtsubo H,

Nishimatsu SI, Hagiwara H, Noda M,
Sasaoka T, Murakami T, Sunada Y.

Cleavage of β-dystroglycan occurs in

sarcoglycan-deficient skeletal muscle

without MMP-2 and MMP-9. Biochem

Biophys Res Commun, 492(2):199-205,
Oct, 2017

- 467-

Dysferlinopathy および類似疾患の次世代シークエ

膜損傷の実験系を用いて膜修復機構への関与を評価

ンサーを用いた診断および結合蛋白に注目した病

する。さらに薬剤スクリーニングにより細胞膜修復

態研究
分担研究者

の治療候補を探索し、動物モデルへの薬剤投与によ
る運動機能や骨格筋構造の異常回復効果の検証を経

青木正志

て、治療応用につなげる。
研究協力者
小野洋也 1)、鈴木直輝 1)、菅野新一郎 2)、井泉瑠美

結果

子 1)、髙橋俊明 3)、割田 仁 1)、加藤昌昭 1)、西山

細胞抽出物を dysferlin 特定領域のアフィニティ

亜由美 1)、島倉奈緒子 1)、舟山 亮 4)、中山啓子 4)、

カラムと反応させて相互作用するタンパク質を抽出

新堀哲也 5)、青木洋子 5)、三宅克也 6,7)、林 由起

した。SDS-PAGE により分離して、質量分析にかけ

子 8)、川原玄理 8)

ることで、複数の dysferlin 結合タンパク質を同定
した。同定した結合タンパク質の一つである AMPK

所属

複合体に注目し、レーザー膜損傷の実験系を用いて

1 東北大学 神経内科

解析を行った。マウス骨格筋において AMPK 複合

2 東北大学 加齢医学研究所

体がレーザーによる膜損傷部位に集積し、また培養

3 仙台西多賀病院

細胞において AMPK 遺伝子発現抑制が筋細胞膜修

4 東北大学 細胞増殖制御学
5 東北大学 遺伝医療学

復 機 能 の 低 下 に繋 が る こと を 発 見 し た 。さ ら に

7 国際医療福祉大学 基礎医学研究センター

AMPK 複合体の損傷部位への集積が遅延すること

dysferlin 欠損マウス骨格筋のレーザー膜損傷で、

6 香川大学 組織細胞生物学
8 東京医科大学 病態生理学

から、膜修復機構において、dysferlin が AMPK 複
合体の局在を規定している、すなわち dysferlin が

緒言
Dysferlinopathy は 、 筋 細 胞 膜 タ ン パ ク 質
dysferlin の欠損によって引き起こされる成人発症
の筋ジストロフィーの総称である。dysferlin 欠損に
よって筋細胞膜の修復機構が損なわれ、そのため筋
細胞の変性、壊死が生じると考えられている。これ
まで dysferlin のほかにも筋細胞膜修復に関与する
dysferlin 結合タンパク質が複数報告されているが、
細胞膜修復機構の全容はいまだ不明である。明らか
になっていない鍵分子の存在が考えられる。本研究
では、新規結合タンパク質を同定し、レーザー膜損
傷の実験系を用いて、筋細胞膜修復機構を解明する。
得られた知見をもとに治療法開発に取り組む。

足場タンパク質として機能していることを見出した。
さらに AMPK 活性化剤の投与により、dysferlin 変
異をもつ患者培養細胞において膜修復機能が改善す
ることを明らかにするとともに、dysferlinopathy
のモデル動物としてゼブラフィッシュおよびマウス
において骨格筋の障害が改善することを確認した。

考察
AMPK 複合体をはじめとした新規結合タンパク
質について、筋細胞膜修復に関与する既報の分子と
の関連についても今後解析をすすめ、膜修復機構の
全容解明と dysferlinopathy の病態解明につなげて
いく。
また、AMPK 活性化剤の dysferlinopathy モデル

方法
Dysferlin のドメイン構造に着目し、特定領域の
アフィニティカラムを作成する。このカラムに細胞
抽出物を反応させて相互作用するタンパク質を抽出
し、SDS-PAGE により分離して、質量分析にかける
ことで結合タンパク質を同定する。そしてレーザー

動物への投与実験として、今回はドラッグ・リポジ
ショニングの観点から、糖尿病治療薬であるメトホ
ルミンの経口投与を行った。骨格筋の AMPK リン
酸化は限定的であり、その効果は筋病理の一部改善
に留まった。AMPK は全身のエネルギー代謝に関す
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る分子である。骨格筋特異的に、より強い AMPK
リン酸化を目的として、ゲノム創薬など低分子薬以
外のカテゴリーの薬剤や薬物送達法に関する検討も
今後行っていく。

結論
本研究の成果は根治療法がいまだない
dysferlinopathy の治療法の開発に結びつく可能性
がある。引き続き筋細胞膜修復機構の全容解明とそ
こから得られた知見をもとにした治療法開発に取り
組んでいく。

参考文献
Ono H, Suzuki N, Kanno SI, Kawahara G, Izumi
R, Takahashi T, Kitajima Y, Osana S, Nakamura
N, Akiyama T, Ikeda K, Shijo T, Mitsuzawa S,
Nagatomi R, Araki N, Yasui A, Warita H, Hayashi
YK, Miyake K, Aoki M. AMPK complex activation
promotes sarcolemmal repair in dysferlinopathy.
Mol Ther, 28, 1133-1153, 2020
Izumi R, Takahashi T, Suzuki N, Niihori T, Ono H,
Nakamura N, Katada S, Kato M, Warita H,
Tateyama M, Aoki Y, Aoki M. The genetic profile
of dysferlinopathy in a cohort of 209 cases:
Genotype-phenotype relationship and a hotspot
on the inner DysF domain.
Hum Mutat, 41, 1540-1554, 2020
Shioya A, Takuma H, Takahashi T, Ishii A, Aoki
M, Tamaoka A. Radiological findings in siblings
with dysferlin mutation with diverse phenotype. J
Neurol Sci, 409, 116579, 2020
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福山型筋ジストロフィーおよび類縁疾患の分

週齢）から存在する非進行性の感音難聴および

子病態および治療に関する研究

I 波の潜時延長と振幅低下を発見した。9 例の

(ジストログリカノパチーに合併する末梢蝸牛

FCMD 患者（対象群は年齢・性別が合致した健

神経の髄鞘化障害による聴覚異常)

常人）では、明らかな（顕在化）難聴は認めな
かったものの、覚醒下 ABR で I 波潜時延長

分担研究者

（hidden hearing loss）を発見した。MD-DG マ

戸田 達史 1）

ウスを用いた組織学的精査（免疫染色及び透過
電子顕微鏡）で、
「αDG とその結合相手のラミ

研究協力者

ニンが、“glial dome”と呼ばれる蝸牛神経髄鞘移

上山

行部より末梢で、豊富に存在」
、上記の ABR 所

健彦 2)

見と一致して「“glial dome”より末梢の蝸牛神経
所属
1) 東京大学大学院・医学系研究科・神経内科学
2) 神戸大学バイオシグナル総合研究センター

でシュワン細胞による髄鞘化が著明に障害さ
れる」との新規の感音難聴病理・機序を発見し
た。
考察

緒言
筋ジストロフィー（MD）の原因遺伝子は 50 種
類以上が同定されている。また MD の中で、細
胞内アクチン骨格と細胞外基質ラミニンを架
橋する膜貫通蛋白α-dystroglycan（αDG）の糖鎖
修飾の異常により起こる muscular dystrophydystroglycanopathy（MD-DG）の原因遺伝子と
して、現状までに少なくとも 18 種が同定され
ている。MD のうち、顔面肩甲上腕型 MD や筋
強直性 MD では、難聴の報告があるが、その発
症機序の詳細は、未だ不明である。一方で、MD
中最頻・最多のデュシェンヌ型 MD では、難聴
を合併するとの報告はない。
感音難聴（内耳有毛細胞以降の障害による難聴）
は、感覚障害中で最多の疾患・障害であるが、
根本治療法がない難病である。
今回、我々は、2 種のモデルマウスと福山型筋
ジストロフィー患者を対象に、MD-DG におけ
る、聴覚障害の有無とその詳細の解明を行った。
方法
α-DG の異常に起因する先天性筋ジストロフィ
ー（MD）である MD-DG）の聴覚について精査・
検討した。対象として、2 種の MD-DG モデル
マウス（Largemyd/myd, POMGnT1-KO）と福山型
MD 患者（FCMD）を用い、聴覚は聴性脳幹反
応（ABR）で、蝸牛神経の組織学的検索は、免
疫染色及び透過電子顕微鏡を用いて行った。
結果
MD-DG マウスで、ABR での聴覚の確立時（2
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1. 先天性 MD の 1 つである MD-DG において、
聴覚異常が存在することを、マウスモデルと
ヒト患者で発見・証明した。
2. “glial dome”より末梢でシュワン細胞により
髄鞘化される末梢蝸牛神経は、聴覚の脆弱部
位であることを発見した。
3. 500 以上存在し、未だに 50 未満しか原因が
解明されていない症候群性感音難聴の少な
くとのいくつかの原因が、蝸牛神経の髄鞘移
行部より末梢での病変やその部の髄鞘化障
害である可能性が示唆された。
結論
MD-DG では、
「“glial dome”より末梢の蝸牛神経
でのシュワン細胞による髄鞘化障害」により、
非進行性の感音難聴を呈するとの、新規感音難
聴病理・機序を発見した。この新規の感音難聴
病理が、症候群性感音難聴の臨床に貢献すると
確信している。
参考文献
Morioka S, Sakaguchi H, Mohri H, TaniguchiIkeda M, Kanagawa M, Suzuki T, MiyagoeSuzuki Y, Toda T, Saito N, Ueyama T:
Congenital hearing impairment associated
with

peripheral

dysmyelination

in

cochlear

nerve

glycosylation-deficient

muscular dystrophy. PLOS Genet. 16(5);
e1008826, 2020.

神経筋接合部・筋の信号伝達障害の病態機構解
明と治療研究
分担研究者 大野欽司 1)
研究協力者 大河原美静 1)、Mohammad
Nazim1)
1) 名古屋大学大学院医学系研究科神経遺伝情
報学
緒言
先天性筋無力症候群(CMS)は神経筋接合部
(NMJ)に発現する遺伝子の先天的な遺伝子変
異によって神経筋接合部信号伝達が障害され
る疾患群であり、原因遺伝子によって臨床症状
と治療方法が大きく異なる(1-4)。一方、臨床症
状から原因遺伝子を類推することは多くの場
合困難である。CMS の臨床症状として、筋の易
疲労性・持続的な筋力低下・筋萎縮・筋低形成
に加えて、耳介低位・高口蓋などの顔面小奇形
が時に認められる。自己免疫機序による重症筋
無力症と異なり日内変動や易疲労性が明らか
でなく、日差変動を呈する症例がある。CMS の
多くは、2 歳以下に発症するが、出生直後の数
日間のみに認められた筋力低下が軽快し思春
期・成人期に再増悪し成人発症と判断される例
や、新生児期に全く症状がない成人発症例も存
在する。特に常染色体優性遺伝性疾患であるス
ローチャンネル症候群では成人発症例が認め
られる(5)。さらに、SYT2-CMS(6)と SNAP25BCMS (7)の 2 型も常染色体優性遺伝形式である
が報告症例数が少なく成人発症の有無は不明
である。他の CMS はいずれも常染色体劣性遺
伝形式を示す。
次世代シークエンサの活用により CMS の原
因遺伝子の同定が飛躍的に進展し、32 種類の遺
伝子における原因遺伝子変異が同定されてき
た。
特に最近 4 種類の分子群が同定されてきた。
まず初めに、アセチルコリン受容体(AChR)ク
ラスタリングを誘導する 4 種類のシグナル分子
(AGRN, LRP4, MUSK, RAPN)の欠損が終板
AChR 欠損を惹き起こす(8, 9)。次に、5 種類の
糖 化 酵 素 分 子 （ GFPT1, DPAGT1, ALG2,
ALG14, GMPPB）の欠損は、時に血清 CK が
上昇し肢体型筋ジストロフィーとの鑑別・合併
が重要である(10)。さらに、3 種類のシナプス小
胞関連分子(CHAT, SLC5A7, SLC18A3)の欠損
はアセチルコリンのリサイクリングを障害す
る(11, 12)。最後に、3 種類の SNARE 複合体関
連分子(SYT2, VAMP, UNC13A)の欠損はラン
バートイートン筋無力症候群（LEMS）に類似
した表現系を呈し、先天性 LEMS という CMS
の新規疾患カテゴリーを形成する(6, 13, 14)。
SNARE 複合体関連分子ではないが AGRN-
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CMS でも LEMS と同様の高頻度反復神経刺激
における複合筋活動電位(CMAP)の異常漸増が
認められる(15)。一方、VAMP と同じ SNARE
複 合 体 を 形 成 す る SNAP-25 の 欠 損 に よ る
SNAP25-CMS では高頻度反復神経刺激試験に
よる CMAP の異常漸増を認めない(7)。
本研究において AGRN において同定した遺
伝子変異の agrin に対する作用の解析を行なっ
た。
方法
Whole exome sequencing により 4 名の CMS
患者において AGRN 遺伝子変異の同定を行な
った。すプライシングを疑う変異に対してはミ
ニジーンを作成しスプライシング解析を行な
った。ミスセンス変異に対して agrin フラグメ
ントにミスセンス変異を導入し、in cellulo 解
析と in vitro 解析を行なった。
結果
4 名の CMS 患者において 6 種類の遺伝子変
異を同定した。(i)に示す large-scale deletion を
除いて病態を説明するための機能解析を行な
った。
(i) g.950,567_958,457del は 7.9 kbp の欠失
で AGRN exon 1, 2 を欠失させた。
(ii) c.4744G>A は AGRN exon 26 の 3’末端
塩基で p.Gly1582Arg が予測されたが、ミニジ
ーン解析にて exon 26 のスキッピングを誘導し
p.A1506SfsX6 となることを明らかにした。
(iii) p.S1180L は SEA ドメインに位置する。
SEA ドメインは agrin の糖化と分泌に重要な
ドメインである(16)。p.S1180L は AChR クラ
スタリングを阻害するとともに、分泌された
agrin の破壊を促進した。
(iv) p.R1509W は LG1 ドメインに位置する。
LG1 ドメインは α ジストログリカンへの agrin
の結合に重要である (17)。p.R1509W は AChR
クラスタリングを阻害するとともに、MuSK リ
ン酸化を阻害し agrin の骨格筋膜ならびに
NMJ へ の ア ン カ リ ン グ を 阻 害 し 、 さ ら に
heparan sulfate への結合を阻害した。
(v) p.G1675S は LG2 ドメインに位置する。
LG2 ドメインは LG1 ドメインと同様に α ジス
トログリカンへの agrin の結合に重要である
(17)。また、neuron-specific exon A/y は LG2
ドメインに存在する (18)。p.G1675S は AChR
クラスタリングを阻害するとともに、agrin の
骨格筋膜へのアンカリングを阻害し、さらに
heparin への結合を阻害した。
(vi) p.Y1877D は LG3 ドメインに存在する。
neuron-specific exon B/z は LG3 ドメインに存
在する (18)。Exon B/z がコードするアミノ酸

は agrin の LRP4 への結合を可能にする(19)。
p.Y1877D は AChR クラスタリングを阻害する
とともに、MuSK リン酸化を阻害した。
考察

AGRN 変異が位置するドメインごとにこと
なった病態機序を示しており、病態機序に応じ
た治療戦略が可能になることが期待される。

結論
4 名の CMS 患者において同定した 6 種類の
変異は、変異が位置するドメインごとに異なっ
た病態機序により AChR クラスタリングを阻
害した(9)。
参考文献
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分担研究課題名 核膜病の病態解明、ならびに

にその発現が確認された。受精後４日目の幼魚

小型魚類を用いた筋疾患治療法の探索

を用いて化合物ライブラリーをスクリーニン

分担研究者

グした結果、murf1 の発現を低下させる 5 種類

所属

林

由起子

東京医科大学

の化合物を同定した。さらにデキサメタゾン投

病態生理学分野

与により、murf1 の発現が増強することを確認
後、同定した化合物が murf1 の発現を低下させ
うることをも確認した。

緒言
ゼブラフィッシュは遺伝学的にヒトとの共
通部分が多いこと、一度の産卵数が多く、また

考察

ゲノム編集技術を簡便に実施できること、発生

ゼブラフィッシュを用いて、筋萎縮を抑制す

過程を観察しやすいこと、小さいスペースで飼

る可能性のある化合物の同定が可能となった。

育可能なこと、薬剤スクリーニングを行いやす

今後は類縁化合物などのスクリーニングを行

いこと、などの利点から、希少難病の多い筋疾

うことで、さらに効果的な化合物の選択が可能

患の病態解明・治療法の開発に適した動物であ

となると考える。

る。
今年度我々は、筋萎縮マーカーの１つである

結論

MuRF-1 遺伝子(murf1)の発現を可視化しうる

小型魚類であるゼブラフィッシュを用いる
ことで、
効率よく筋萎縮マーカーである MuRF-

ゼブラフィッシュモデルを作製し、その発現を
調節する薬剤のスクリーニングを行った。

1 の発現を抑制しうる化合物を複数同定し、い
ずれもがステロイド薬投与による筋萎縮に対
しても効果があることを確認した。

方法
ゼブラフィッシュ murf1 のプロモーター領
域を決定し、murf1-EGFP cDNA を導入したト

参考文献
1.

Hamanaka K, Šikrová D, Mitsuhashi S,

ランスジェニックフィッシュの系統を作製し

Masuda H, Sekiguchi Y, Sugiyama A,

た。RT-PCR 法を用いて murf1 と EGFP の発

Shibuya K, Lemmers RJLF, Goossens R,

現が一致していることを確認後、1,280 化合物

Ogawa M, Nagao N, Obuse C, Noguchi

からなるライブラリーを用いて EGFP の発現

S, Hayashi YK, Kuwabara S, Balog J,

を変化させうる化合物のスクリーニングを実

Nishino I, van der Maarel SM. A

施した。デキサメタゾンを投与し murf1 の発現

homozygous nonsense variant in LRIF1

を増加させた幼魚にスクリーニングで見出し

associated with facioscapulohumeral

た化合物を投与し、その効果を検証した。

muscular dystrophy. Neurology 94(1) e7,
2020.

結果
EGFP のシグナルは、受精後１日目の幼魚で
観察され、また murf1 と EGFP の遺伝子発現
が一致していることを確認した。成魚において
は、murf1 と EGFP は主として骨格筋と心筋
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分担研究課題名 筋疾患におけるメカノトラン

ン―糖タンパク質複合体（DGC）に結合し、メ

スダクション機構の解明

カニカルストレスを調整するパールカンを欠

分担研究者 平澤恵理
研究協力者

損させたマウス（Hspg2-/--Tg マウス）を評価対

１）

象として、同実験による負荷/免荷の影響の差異

中田智史 ２），山下由莉 １）

比較を行った。

所属
１）順天堂大学大学院・医学研究科老人性疾患

加えて、上記 in vivo 実験から得られた事象 を

病態・治療研究センター/老化・疾患生体制御

分子レベルで検証するために、骨格筋初代培養

学

細胞や、C2C12 細胞を用いてメカニカルストレ

２）順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科

スを定性定量的に負荷する in vitro 系モデル

女性スポーツ研究センター

とする。

緒言

結果

健常筋は、適切なメカニカルストレスにより維

Treadmill 運動後は有意な筋肥大作用が確認

持されているが、疾患筋においては、メカニカ

されたが、腱切除術と同程度の肥大効果は得ら

ルストレスへの脆弱性が筋崩壊の原因になる

れなかった。また、Treadmill 運動中、野生型

ことが知られる。病的及び老化骨格筋に特徴的

マウス、Hspg2-/--Tg マウスのいずれも試験完遂

なメカノカスケードを解明し、最適化すること

可能であったが、Hspg2-/--Tg マウスは比較的運

で筋ジストロフィー治療におけるリハビリテ

動耐容能が低く走行中断する傾向がみられた。

ーションや高齢者へ筋肥大を促すトレーニン

萎縮モデルにおいては、腱切除術、神経切除

グのオーダーメイド提供が可能になると期待

術、尾部懸垂モデルのいずれにおいても、筋委

される。

縮がおこることが確認できた。しかし、腱切除
術、神経切除術では Hspg2-/--Tg マウスでは野
生型マウスよりも萎縮が抑制されたのに対し、

方法
メカニカルストレスの異同による骨格筋へ

尾部懸垂モデルでは明らかな萎縮抑制効果は

の影響の違いを調べるため、野生型マウス（14

得られなかった。一軸伸展装置および電気刺激

週令雄）において下記負荷/免荷モデルを作成し

装置を組み合わせ、C2C12 細胞を用いてメカニ

た。

カルストレスを定性定量的に負荷する in vitro

負荷モデルとしては、拮抗筋の腱を切除する

系モデルで生体を模倣する系を立ち上げた。

ことで負荷をかける腱切除（負荷）モデルと
Treadmill 運 動 に よ る 2 種 を 作 成 し た 。

考察

Treadmill 運動は、10m/min から開始し、10 分

メカニカルシグナル伝達の違いにより、パー

毎に 2m/min 漸増し、計 55 分/回を週 5 回、2

ルカン欠損骨格筋の萎縮抑制程度が異なった。

週間施行した。萎縮モデルとしては、腱切除モ

細胞外マトリックスによるメカニカルストレ

デル、神経切除モデル（腓腹神経切除）、尾部懸

スの制御は神経因子や筋収縮運動の有無によ

垂モデルの 3 種を作成した。いずれの系も試行

り異なる可能性が予想される。したがって、Ach

期間は 2 週間とし、負荷/免荷開始後 2 週間（16

負荷ストレッチチャンバーによる収縮負荷、電

週令）で筋採取を行った。また、ジストロフィ

気刺激による負荷の違いにより、筋細胞でのメ
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カニカルシグナルや細胞死誘導が異なるかを

mouse soleus muscle. Matrix Biol.

検討する方針した。本年度はパールカン欠損骨

2015 Aug 28.

格筋では Ach 負荷による易刺激性が増強し過

5

剰な Ca 流入が生じることを確認しており、こ
れはデュシェンヌ型筋ジストロフィーと同様
の結果である。
6

結論
疾患筋及び老化骨格筋に特徴的なメカノカス
ケードを解明し、最適化するためには実験可能
な in vivo および in vitro の系が必要であり、
さらにその精度をあげるため検討を進める。
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分担研究課題名

調節し筋分化を決定していることを、Ribo トラ

骨格筋分化と筋萎縮を標的とした筋疾患の病

ップ法とクロマチン免疫沈降法を駆使して解

態解明と治療法開発

明した。神経遮断時において Myog が発現誘導

分担研究者 土田

され筋萎縮が生じる。 Myoparr 特異的 small
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hairpin RNA の投与によって, Myog の発現が抑

聡芳３）, 高山健太郎４）, 林良雄５）, 永岡唯

えられ,筋萎縮が緩和されることを見出した。

宏１），上田洋司１）

その過程で Myoparr の下流で作用する分泌因子

所属

の同定を RNA-seq を駆使して行った。多くの因

１）藤田医科大学総合医科学研究所

子が同定されたが, 筋肥大効果・筋萎縮抑制効

難病治療学研究部門

果が知られている Gdf5 の発現が上昇し, 細胞

２）星城大学リハビリテーション学部

内下流シグナル分子の Smad1/5/8 のリン酸化の

３）東京都健康長寿医療センター研究所

上昇が見られた 1)。

４）京都薬科大学

廃用性筋萎縮群である坐骨神経遮断、ギブス

５）東京薬科大学

固定、全身性筋萎縮群である大腸がん担がん悪

緒言

液質モデル、飢餓刺激を解析した。また、筋肥

骨格筋は運動により筋量が増加し、筋ジストロ

大モデルとしてミオスタチン遺伝子破壊・代償

フィーを中心とした神経筋疾患、神経遮断、栄

性足底筋肥大系を用いて、共通に発現変動する

養不足、非活動、老化、慢性炎症やがんによる

lncRNA, mRNA 群を絞り込んだ。

悪液質では逆に萎縮する。また、近年の COVID-

結果

19 の流行による不活動性も骨格筋萎縮を助長

長鎖非翻訳 RNA である LncMyod と linc-MD1 の

しており、健全な心身の健康維持が喫緊の課題

発現を指標にすることで、廃用性筋萎縮群と全

となっている。骨格筋分化や再生は、体性幹細

身性筋萎縮群とが区別可能であった 2) 。筋量調

胞である筋衛星細胞（サテライトセル）から、

節と相関して発現変動する分子として、IG-DMR,

HLH 型転写制御因子の秩序正しい時空間的な発

Gtl2 が同定された。さらに、４種の筋萎縮系で

現誘導により行われている。近年、200 塩基以

共通に変動する 18 種類の新規の lncRNA を同定

上からなら長鎖非翻訳 RNA(lncRNA)の骨格筋に

した 3)。遺伝子エンリッチメント解析から骨格

おける機能解析が進んでいる。我々は、筋分化

筋萎縮に共通して変動する mRNA-lncRNA ネッ

経路と筋萎縮における lncRNA の役割を詳細に

トワークの描写が可能となった。

解析している。

骨格筋には, 筋衛星細胞以外に、筋組織の間質

方法

に間葉系前駆細胞が存在する。間葉系前駆細胞

筋分化制御転写因子の中心の一つであるミオ

の除去が新たな筋萎縮モデルとなることを見

ジェニン (MyoG)のプロモーター領域から発現

出した 4)。間葉系前駆細胞は老化筋萎縮で減少

する lncRNA の Myoparr (Myogenin-promoter-

する。間葉系前駆細胞由来の分泌因子である

associated lncRNA)を発見した。Myoparr は、

Gdf10 の発現低下が筋萎縮の要因になり、老齢

ヒストンアセチル化酵素である PCAF と Ddx17

筋萎縮モデルに Gdf10 を持続投与することで

との相互作用を強め、Pol2 を Myog のプロモー

筋萎縮を改善できるという結果を得た 4)。その

ターにリクルートさせることで Myog の発現を

際には, 老化で見られる神経筋接合部周辺のシ
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ュワン細胞の変性も正常化していた 4)。筋萎縮
の治療としては、ミオスタチンを標的とする臨
床治験が進行している。受容体抗体やミオスタ
チン抗体の中では、まだ、有望な薬剤はないの
が現状である。ミオスタチンやアクチビンの細
胞外結合タンパク質であるフォリスタチンに
由来する阻害ペプチドを班員の東京薬科大学
の林教授と創成し、その有効性を調べた 5) 。有
効なペプチドをさらに検討している。

and long non-coding RNAs in multiple

models of skeletal muscle atrophy: Int. J.
Mol. Sci. 22:2558. March, 2021

4. Uezumi A, Ikemoto-Uezumi M, Zhou H,
Kurosawa T, Yoshimoto Y, Nakatani M,

Hitachi K, Yamaguchi H, Wakatsuki S,
Araki T, Morita M, Yamada H, Toyoda M,

Kanazawa N, Nakazawa T, Hino J,

Fukada S-i., Tsuchida K: Mesenchymal

Bmp3b expression maintains skeletal

muscle integrity and decreases in age-

考察
現代社会で重要性が増している、筋萎縮に対す
る標的が次々と見つかっている。長鎖非翻訳
RNA は、mRNA と比較すると量的には少ないもの
の、数の上では凌駕している。Myoparr のよう
に筋分化調節転写因子の活性に必須の分子も
あり、今後その重要性が明らかになり、治療標

結論
長鎖非翻訳 RNA(lncRNA)による筋形成および筋
萎縮に関与する機構を明らかにする研究を進
行させた。筋萎縮および筋肥大モデルで発現変
動する lncRNA 群を抽出し分別可能であること
を示した。筋疾患の病態への関与、治療法の開
発へと進めていきたい。こういった基盤的な研
究から筋萎縮のトランスレーショナル研究が
進行することを願っている。
参考文献
1. Hitachi K, Nakatani M, Tsuchida K: Long
RNA

Myoparr

related

sarcopenia.

regulates

GDF5 expression in denervated mouse
skeletal muscle. Non-coding RNA 5:33,

April, 2019

2. Hitachi K, Nakatani M, Funasaki S,

Hijikata I, Maekawa M, Honda M,

Tsuchida K: Expression levels of long noncoding RNAs are related to skeletal
muscle mass in mice. Int. J. Mol. Sci.
21:1628, Feb, 2020

3. Hitachi K, Nakatani M, Kiyofuji Y,
Inagaki H, Kurahashi H, Tsuchida K: An
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J.

131(1):e139617, Jan, 2021

Clin.

Invest.

5. Saitoh M, Takayama K, Hitachi K,
Taguchi A, Taniguchi A, Tsuchida K,

Hayashi Y: Discovery of a follistatin-

derived myostatin inhibitory peptide.
Bioorg. Med. Chem. Lett. 30(3):126892,
Feb, 2020

的になることが予想される。

non-coding

analysis of differentially expressed coding

分担研究課題名

有機化学を基盤とする筋ジ

ストロフィー治療薬の創製研究
分担研究者 林
所属

新規機能化ペプチド 3–6 を合成した。これらの

良雄

ペプチドと既存の機能化ペプチド 2（12 位）の

東京薬科大学
薬学部

マイオスタチン阻害ペプチド 1 の 1, 8, 16 位

又は C 末端に光酸素化触媒を導入した一連の

機能を比較した。全てのペプチドは、光照射下

薬品化学教室

でマイオスタチンを同程度で光酸素化した。一
方、3（1 位）および 6（C 末端）ではオフター

ゲットモデルとして用いたサブスタンス P の

緒言
筋ジストロフィーにおける骨格筋変性壊死
に対抗する戦略として、筋量を負に制御してい
る「マイオスタチン」の機能阻害に着目してい
る。阻害活性および安全性、安定性の高い化合
物を創製できれば、筋ジストロフィーに対する
化学療法剤開発に極めて有益であると思われ
る。我々はマイオスタチン前駆体配列中の区分
ペプチドによる阻害ペプチドの探索研究を実
施し 、既にマウスマイオスタチンプロドメイン
由来のマイオスタチン阻害ペプチド 1（23 残
基）及びその高活性誘導体の創製に成功してい
る 。 特 に 16 残 基 の ア ミ ノ 酸 か ら な る
MIPE-1686 は、トリプシンなどの分解酵素に

耐性で、mdx マウスへの投与において、筋重量
を約 14%増加する。

一方、ペプチド 1 を高機能化し、マイオスタ
チン阻害活性を一挙に向上させる試みにも挑
んでいる。すなわち、ペプチド 1 の 12 位に光
酸素化触媒を導入した機能化ペプチド 2 は、近
赤外光照射下にマイオスタチンを光酸素化し、
強力に不活化することを報告している 1。本年
度は、光酸素化触媒の導入位置を複数検討する
ことで、より優れた機能化ペプチドの獲得を目
指した。
筋ジストロフィーに対する治療薬開発のた
めの策として、マイオスタチン阻害剤を巧く医
薬品に仕上げることを考えている。がんなどの
消耗性疾患により骨格筋量が低下する悪液質
（カヘキシア）の治療薬開発である。現在、有
効な治療法はほとんどない。すなわち筋量を負
に制御するマイオスタチンを阻害することで、
カヘキシア治療薬の新規創出に繋がる可能性
がある。本年度はマイオスタチン阻害ペプチド
を用い可能性を検討した。
方法 、結果、考察
１）光酸素化によるマイオスタチン不活化
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光酸素化が認められたのに対して、2（12 位）
、

4（8 位）
、5（16 位）ではほとんど認められず、

良好な選択性が示された。次にマイオスタチン
の不活性化を検討したところ、5（16 位）が最
も効率的にマイオスタチンの活性を抑制し、
IC 50 は 2.1 nM であった。一方、5 は非光照射
下及び光照射下において有意な細胞毒性を示
さなかった。
２）ペプチド 1 によるカヘキシアへの効果
ペプチド 1 が担癌カヘキシアモデルマウスを
延命できることを確認した 3。
結論
ペプチド 1における光酸素化触媒の導入位
置の最適化を行った結果、従来の機能化ペプチ
ド 2 よりもマイオスタチン阻害活性の強い機能
化ペプチド 5 を獲得することに成功した。

参考文献
1. Okamoto H, Taniguchi A, Usami S,
Taguchi A, Takayama K, Hayashi Y:
Inactivation
of
myostatin
by
using
photo-oxygenation
catalyst-functionalized peptide. Chem.
Commun. 55(62):9108-9111, Aug, 2019.
2. Okamoto H, Taniguchi A, Usami S,
Katsuyama M, Konno S, Taguchi A,
Takayama K, Hayashi Y: Development
of functionalized peptides for efficient
inhibition of myostatin by selective
photooxygenation. Org. Biomol. Chem.
19(1):199-207, Jan, 2021.
3. Ojima C, Noguchi Y, Miyamoto T, Saito
Y, Orihashi H, Yoshimatsu Y, Watabe T,
Takayama K, Hayashi Y, Itoh F:
Peptide ‐ 2 from mouse myostatin
precursor protein alleviates muscle
wasting in cancer‐associated cachexia.
Cancer Sci. 111:2954-2964, Jun, 2020.

分担研究課題名 骨格筋における膜リン脂質分

TRPM7 について、その遺伝子欠損マウス（森

布制御の意義解明

泰生先生、京都大学）より供与いただいた、文
献 2）についても同様な解析を行った。

分担研究者 原雄二
所属

京都大学大学院工学研究科

結果
これまでの申請者の研究（文献 1）をもとに、

合成・生物化学専攻

骨格筋線維の再生過程全般での PIEZO1 の機

能解明を試みた。タンパク質レベルでの

緒言
膜融合は骨格筋線維の形成や膜修復機構など、

PIEZO1 の 発 現 を 検 討 す る た め 、 内 在 性

骨格筋における恒常性維持に必須な現象であ

PIEZO1 の C 末端に tdTomato が融合した形で

る。筋線維の形成過程では、筋衛星細胞から派
生した筋芽細胞同士が融合し、筋管と呼ばれる

PIEZO1 の骨格筋での発現を検討した。実際、

長大な管状の構造体が形成される。また、絶え

発現する Piezo1-tdTomato マウスを用いて、

同マウスより FACS にて単離した筋衛星細胞

間ない筋収縮・弛緩により発生する筋線維膜の

にて PIEZO1-tdTomato の発現が強く認められ

損傷は、小胞融合を介して修復されることが知

た。一方で、成熟筋線維ではその蛍光はほとん

られており、膜修復の破綻は筋疾患発症をもた

ど検出されなかった。

らす。しかし細胞膜融合の根幹ともいえる「脂

続いて、CreERT2/loxP システムを用いてタ

質の局在変化、膜融合後の脂質再配置がいかに

モキシフェン誘導型の筋衛星細胞特異的

膜構造・膜物性変化に影響を与え、骨格筋機能

Piezo1 欠損マウスの作出・解析を行った。まず

を統御するか」について、未だその全容は明ら

カルシウム測光にて筋衛星細胞でのカルシウ

かではない。我々はこれまでに、リン脂質の膜

ム動態を検討したところ、PIEZO1 依存的な微

間の輸送を担う「リン脂質輸送体群」が膜張力

細なカルシウム振動が認められた。またカルジ

を感知する、いわゆる機械受容イオンチャネル

オトキシンを用いて筋線維壊死後の筋再生過

秩序だった筋管形態をもたらすことを明らか

程を検討したところ、Piezo1 欠損マウスでは、
筋再生能が著しく低下していることを見出し

にした（文献１）。本年度は筋幹細胞におけるイ

た。さらに単離筋衛星細胞では、増殖能の低下

オンチャネル PIEZO1 のさらなる機能解明を

が認められ、PIEZO1 は幹細胞の増殖に関わる

試みた。

ことが示された。

方法

この表現型の原因を追究すべく、PIEZO1 下
流経路の同定を目指した。その結果、Piezo1 欠

として知られる PIEZO1 の活性制御を通じて、

Piezo1 欠 損 マ ウ ス (Piezo1tm1c(KOMP)Wtsi) を

UCDavis マウスリソースセンターより入手し
た。筋衛星細胞特異的に Cre レコンビナーゼを

発現する Pax7-CreERT2（小野悠介先生より供与

損マウスでは、細胞骨格（アクトミオシン）の
形成が損なわれていた。また Piezo1 欠損で見
られた幹細胞の増殖能の低下は、RhoA 経路の
活性化剤にてレスキューされたことから、

いただいた）と掛け合わせを行った。6～12 週

PIEZO1-RhoA/ROCK-アクトミオシン経路が

令のマウスを用い、Cre レコンビナーゼの誘導

筋幹細胞に重要な役割を果たすことが示唆さ

のためタモキシフェンを腹腔内に 5 回（1 日 1

れた。尚、上記研究は現在投稿中であり、

持つヘビ毒（カルジオトキシン）を前脛骨筋に

（ https://biorxiv.org/cgi/content/short/2021.0

回）注入し、さらに 5 日後に筋線維融解作用を
注入することで、筋再生能を評価した。内在性

PIEZO1 の C 末端に tdTomato タグを付加する
マウスについては、野々村恵子先生より供与い
ただいた。
また、機械受容イオンチャネルとも知られる
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BioRxiv でも発表を行っている。
3.18.435982v1 ）。

最後に PIEZO1 以外の機械受容イオンチャ
ネルとして、TRPM7 チャネルについて、その

機能解明を試みた。興味深いことに Trpm7 欠
損マウスでは、Piezo1 欠損と比較してより強い

Tomizawa M, Miyazaki Y, Miyachi H,

表現型が認められた。

Numata T, Kakizawa S, Nishi M, Mori Y,
考察
本研究では PIEZO1 を中心とした、機械受容
チャネルの機能解析を行った。幹細胞は外界か
らの刺激により活性化を受けると考えられて
おり、物理的な力を感知する機構として、
PIEZO1 をはじめとした機械受容チャネルが関
わることを見出した。
また筋衛星細胞は筋線維の再生過程に重要
であるが、一方で Rhabdomyosarcoma におい
ても筋衛星細胞と類似した経路が異常に活性
化されることが報告されている。本研究で明ら
かにされた PIEZO1 が機械刺激を感知するメ
カニズムは、筋衛星細胞による筋再生能のみな
らず、骨格筋における多様な病態発症において
も関わる可能性が考えられる。
結論
リン脂質動態により制御される機械受容イ
オンチャネル PIEZO1 は、骨格筋再生能に重要
な役割を果たすことが示された。また機械受容
イオンチャネルである Trpm7 欠損マウスは重
篤な表現型を示すことが明らかになった。今後
の研究により、機械受容イオンチャネル間での
機能的なすみ分けなどを明らかにしていきた
い。
参考文献
1.

Tsuchiya M, Hara Y, Okuda M, Itoh K,
Nishioka R, Shiomi A, Nagao K, Mori M,
Mori Y, Ikenouchi J, Suzuki R, Tanaka

M, Ohwada T, Aoki J, Kanagawa M,
Toda

T,

Nagata

Y,

Matsuda

R,

Takayama Y, Tominaga M, Umeda M.
Cell

surface

phosphatidylserine

is

flip-flop

critical

of

for

PIEZO1-mediated myotube formation.
2.

Nat. Commun., 9, 2049 (2018).

TRPM7 channels mediate spontaneous
Ca2+

fluctuations in growth
chondrocytes
that
promote

plate
bone

development. Qian N, Ichimura A, Takei
D, Sakaguchi R, Kitani A, Nagaoka R,
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Takeshima H. Sci Signal. 2019 Apr
9;12(576):eaaw4847.

リアノジン受容体関連筋疾患の病態解明と治

結果

療法開発

機 能 既 知 化 合 物 ラ イ ブ ラ リ よ り 15 種 類 の

分担研究者 村山

尚

RyR1 活性化剤を同定した。これらの化合物に

研究協力者 呉林

なごみ

ついて濃度依存性、サブタイプ選択性を指標に

所属

二次スクリーニングを行い、3 種類の有望な

順天堂大学医学部薬理学講座

RyR1 選択的活性化剤を得た。このうちの一つ
X はマウス単離骨格筋細胞に対して静止 Ca2+

緒言
1 型リアノジン受容体（RyR1）は骨格筋筋小

濃度を上昇させ、電気刺激による Ca2+トランジ

胞体の Ca2+遊離チャネルであり、筋収縮に重要

エントを低下し、摘出腓腹筋の発生張力を減少

な役割を果たしている。RyR1 の突然変異はチ

した。この結果は、本化合物が RyR1 チャネル

ャネル活性の増大をもたらし、悪性高熱症等の

を活性化することで静止時にチャネルが開口

筋疾患を引き起こすことが分かっている。最近、

して Ca2+ が筋小胞体から漏れ出すことを示唆

いくつかの先天性ミオパチーにおいて RyR1 の

している。

突然変異によるチャネル活性の低下が疾患の

Compound 1 は RyR1-R2509C ヘテロマウス

原因であることが分かってきた。しかし、それ

においてイソフルラン誘発性悪性高熱症発作

らの疾患に対する治療法は未だ確立していな

および環境暑熱誘発性熱中症を効果的に予防、

い。本研究では、申請者らが開発したスクリー

治療した。血中濃度変化測定により、本化合物

ニングシステムを利用して、RyR1 活性化剤の

はマウス血中半減期が僅か 10 分と非常に短い

探索、開発を行った。合わせて、申請者らが最

ことがわかった。

近開発した新規 RyR1 阻害剤（Compound 1）
についてモデル動物に対する治療効果を検討

考察
RyR1 選択的活性化薬の候補として見つかっ

した。

た X は静止時における RyR1 の Ca2+ リークを
方法

増大させているようであった。これは期待して

東京医科歯科大学保有の機能既知化合物ラ

いた効果ではなく、むしろ毒性に近かった。

イブラリ（1,530 化合物）
を用いて小胞体内 Ca2+

RyR1 チャネルは生理的な筋収縮時には T 管膜

をモニタして RyR1 活性化薬をスクリーニング

のジヒドロピリジン受容体と共役して脱分極

した。RyR1 選択性を調べるため、ヒット化合

誘発性 Ca2+ 遊離（DICR）モードで開口する。

物については RyR2 に対する作用も調べた。

今回のスクリーニングは Ca2+ 誘発性 Ca2+ 遊離

RyR1 選択性ヒット化合物はマウス単離骨格筋

（CICR）を指標にして行ったため、目的とする

の Ca2+ 動態および張力測定によって評価した。

化合物がヒットしなかった可能性がある。今後

Compound 1 のマウスに対する治療効果は悪性

は DICR を指標としたスクリーニング系の構築

高熱症変異導入モデルマウス（RyR1-R2509C）

が必要になると考えられる。

を用いて検討した。イソフルラン麻酔および環

新規 RyR1 選択的阻害剤である Compound 1

境暑熱刺激により悪性高熱症発作を惹起させ、

は血中半減期が非常に短かった。既存薬である

薬物の治療および予防効果を調べた。

ダントロレンは血中半減期が長く（~10 時間）
、
悪性高熱症治療後に筋弛緩等の副作用が問題
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となる。Compound 1 はこれらの副作用を軽減
することが期待される。

結論
RyR1 選択的活性化剤および阻害剤は RyR1
関連筋疾患に対して有望な治療薬になること
が示唆された。今後も探索を進めて進めていき
たい。

参考文献
1.

Yamazawa T et al., A novel RyR1

inhibitor prevents and rescues sudden
death in a mouse model of malignant
hyperthermia and heat stroke. Nat
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3.

Commun, in press.
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modulation of ryanodine receptor. Nat
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Iyer KA et al., Structural mechanism of
two gain-of-function cardiac and
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site by cryo-EM. Sci Adv. 6: eabb2964,
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開発費西野班 分担研究報告書

ンスジェニックフィッシュを用いて、原因候補

分担研究課題名：筋ジストロフィー関連疾患モ

遺伝子のノックダウンを行い、骨格筋を観察し

デルとしてのゼブラフィッシュの活用

た。さらに、運動神経特異的に mCherry を発

分担研究者：三橋弘明

現するゼブラフィッシュと、骨格筋特異的にミ

所属：東海大学工学部生命化学科

トコンドリア移行型蛍光タンパク質
mitoKeima を発現するゼブラフィッシュを作
製するため、Gateway 法による DNA コンスト

緒言
筋ジストロフィー関連疾患には原因遺伝子が
不明のものも多く、エクソーム等により新たな

ラクションを行い、Tol2 トランスポゾンを利用
してゼブラフィッシュゲノムに導入した。

原因遺伝子の候補が見つかることがある。また、
既知の原因遺伝子であっても新規な変異を持

結果

つ１例症例が見つかることもあり、変異の病原

ラミン A の変異体を発現するゼブラフィッ

性の評価が重要である。分担研究者は遺伝子改

シュの F1 世代では、親世代に見られたラミン

変が容易で発生が早く、多個体の飼育が可能な

A の核内凝集や核の形態異常が再現された。ま

ゼブラフィッシュを筋ジストロフィー関連疾

た、異常な核の周囲では軽度の筋線維の乱れが

患のモデルとして活用することを目指してい

観察された。ラミン A ミオパチーは優性遺伝形

る。令和２年度はラミン A ミオパチーのモデル

式の筋疾患であり、本モデルゼブラフィッシュ

とイメージング手法の開発、新規核膜病候補遺

でも骨格筋の異常が優性遺伝することが確認

伝子の機能解析、骨格筋ミトコンドリアおよび

された。核の形態異常がどのように発生するの

神経筋接合解析のためのゼブラフィッシュ作

かを追うべく、ゼブラフィッシュを生きたまま

製を行った。

タイムラプスで観察するための保定方法とし
てナノ薄膜でのラッピング法を検討した。その
結果、ナノ薄膜ラッピングでは 5 時間まで生き

方法
アクチンプロモーター制御下に EGFP-ラミン

たゼブラフィッシュを保定し、連続した観察を

A を発現するトランスジェニックゼブラフィッ

行うことができた。また、核の異常を持つ原因

シュを作製し、掛け合わせにより F1 世代を得

不明の筋ジストロフィー患者に見出された遺

て、免疫染色によって骨格筋を観察した。また、

伝子変異の病原性を調べるため、ゼブラフィッ

ゼブラフィッシュのライブイメージングを目

シュにおける相同遺伝子のノックダウンを行

指し、東海大学工学部の岡村陽介教授と共同で、

なった。核を可視化した EGFP-ラミン A ゼブ

撥水性樹脂の CYTOP を約 50nm 厚の薄膜に

ラフィッシュを活用した。アンチセンスモルフ

し、約 1μm 径の微細孔を開けたナノ薄膜で 7

ォリノにより目的遺伝子のスプライシングを

日齢以下の稚魚をラッピングし観察した。また、

変化させ、正常転写産物を減少させることに成

国立精神・神経医療研究センター疾病研究第一

功した。骨格筋では軽度の筋線維の乱れと、核

部との共同研究で、核膜に異常を持つ原因不明

の形態異常と chain nuclei が観察された。

の筋ジストロフィー患者に見出された遺伝子

蛍光標識を持つゼブラフィッシュの作製で

変異の病原性を調べるため、ミオシンプロモー

は、運動神経特異的な hb9 プロモーター制御下

ター制御下に EGFP-ラミン A を発現するトラ

に mCherry を発現するゼブラフィッシュと、
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アクチンプロモーター制御下に mitoKeima を

究を行なっていく。また劣性遺伝型の疾患のモ

発現するゼブラフィッシュともに目的組織で

デルとして、新規な核膜病候補遺伝子のノック

の蛍光を確認したため、今後は次世代への遺伝
を調べ、系統の樹立を目指す。

ダウンによりモデルゼブラフィッシュを作製
した。蛍光イメージングとノックダウンの組み
合わせにより迅速に変異の病原性を評価する
ことができた。現在、作製中の新たなゼブラフ
ィッシュも加えて今後、さらにゼブラフィッシ

考察
ラミン A の変異体を発現するゼブラフィッ
シュでは核の異常が次世代に遺伝したため、ラ
ミン A ミオパチーの疾患モデルとなることが
期待される。このゼブラフィッシュに見られる
核の形態異常は非常に特異なものであり、正常
な核ラミナの不形成による核膜の脆弱性が疑
われる。病態機序に関わる表現型と思われるた
め、今後、詳細な解析をおこなっていく。
ライブイメージングを目指したナノ薄膜ラ
ッピングでは５時間までの保定に成功したた
め、今後は体の成長による圧や水泳運動による
膜の破れの解消を行なっていく。
新規の核膜病候補遺伝子の機能評価につい
ては、核膜の可視化や個体レベルでのノックダ
ウンというゼブラフィッシュの利点を生かす
ことができ、本分担研究の目指す、変異の迅速
な病原性評価が実践できたと考える。このよう
な事例を増やしていけるよう、組織/オルガネラ
を可視化したゼブラフィッシュ系統の拡充や
遺伝子操作手法の改良・拡充に努めていく。
新たに作製中の運動神経の可視化系統とミ
トコンドリアの可視化系統が樹立されれば、神
経原性疾患やミトコンドリアミオパチーへの
応用が考えられるため、さらにゼブラフィッシ
ュの利用範囲が広がるものと期待している。

結論
優性遺伝型の筋ジストロフィー関連疾患の
モデルとして、トランスジェニック法によりラ
ミン A ミオパチーのモデルゼブラフィッシュ
系統を樹立した。このモデルが呈する核異常を
指標として、今後、病態解明と治療法開発の研
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ュを神経筋疾患の病態解明と治療法開発に活
用していく。

分担研究課題名

筋強直性ジストロフィーの

改善効果を筋電計により検証した。

病態解明と治療研究
分担研究者
所属

中森

大阪大学

ング異常改善効果を RT-PCR 法で、筋強直症状

雅之

医学系研究科 神経内科学

結果
CDM 骨格筋では、CLTC exon 31 を含まな
い splicing isoform が疾患対象群である脊髄性

緒言
筋 強 直 性 ジ ス ト ロ フ ィ ー （ myotonic

筋萎縮症（SMA）骨格筋と比し優位に増加して

dystrophy, DM）は、CTG 繰り返し配列が異常

おり、その比率は CDM の重症度と相関した。

に伸長する DM1 型（DM1）と、CCTG 繰り返

形態学的観察により、正常筋管細胞では成熟型

し配列の異常伸長による DM2 型（DM2）から

CLTC (exon 31 inclusion) によるプラーク型

なる。DM1、DM2 ともに異常に伸長したリピ

クラスリンが形成されるのに対し、DM1 筋管

ートをもつ RNA が、MBNL 蛋白をはじめとす

細胞では、幼若型 CLTC (exon 31 exclusion) に

る核内のスプライシング制御因子を障害する。

よる被覆ピット型クラスリンが形成されるこ

このため DM は、さまざまな選択的スプライシ

とも明らかにした（1）
。

ング調節機構の破たんをきたすスプライシン

また、異常 RNA 毒性低減薬の開発に際して

グ異常症とされている。DM では多くのスプラ

も、異常 RNA 結合モデルを元にした rational

イシング異常が報告され、症状との関連が示唆

design に基づいて合成したイソキノリン誘導

されているが、ADL 阻害要因となる進行性筋萎

体 JM642 に、DM1 細胞でのスプライシング異

縮や心伝導障害の原因はいまだに不明である。

常改善作用と、DM1 モデルマウス（HSA-LR）

本研究では、こうした治療開発に不可欠な DM

において異常 RNA による MBNL 凝集抑制効

の病態を解明し、筋症状をターゲットとした治

果やスプライシング改善効果があることも明

療法の開発を行う。また、異常 RNA の毒性を

らかにした（２）。

低減して、スプライシング制御障害を抑制する
低分子化合物の開発も進める。

考察
CLTC 遺伝子の exon 31 がコードする 7 アミ

方法

ノ酸からなる蛋白部分は、クラスリン分子の三

DM での骨格筋障害の原因を解明するため、

脚巴構造 (triskelion) の安定化に重要な役割

顕著な骨格筋症状を呈する先天性 DM1
（CDM）

を果たしており、DM1 筋管細胞における幼若

由来骨格筋検体を用いて、RT-PCR 法によりク

型 CLTC (exon 31 exclusion) による被覆ピッ

ラスリン（CLTC）遺伝子のスプライシング異

ト型クラスリン形成とプラーク型クラスリン

常を定量した。また、正常筋管細胞および DM1

の低下が、筋の脆弱性につながる可能性が示さ

筋管細胞におけるクラスリン分子の形態を病

れた。
ま た 、rational design に 基 づ く分 子 創薬

理学的に解析した。
また、DM での異常 RNA 毒性を低減する低

が、DM における RNA 毒性を低減する低分子

分子化合物について、DM モデル細胞における

化合物開発に有用であり、イソキノリン誘導体

核内 RNA 凝集体抑制効果を FISH 法で、DM

が 今後の DM 治療薬としての高い potential が

モデルマウス（HSA-LR）におけるスプライシ

あることが証明された。
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結論
本研究により行われた、DM の病態に迫るク
ラスリンのスプライシング異常の同定や、次世
代の創薬研究を担う低分子化合物の開発によ
り、今後の DM 病態解明および治療開発研究の
さらなる発展が期待できる。
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分担研究課題名

膜リモデリング分子に生じ

まず、既知の CNM 変異型 BIN1
（K35N，D151N，

る先天性ミオパチー型 SNV の多階層的解析シ

R154Q ， Q434X ， K436X ）、 CNM 変 異 型

ステムの構築

Dynamin 2（E368K，R369Q，R369W，R465W，

分担研究者 竹田
所属

岡山大学

S619L，S619W）、さらに国立精神・神経医療研

哲也
学術研究院

医歯薬学域（医）

究センターにおける CNM 患者のコホート解析
で同定された、新規の意義不明 SNV を導入し
た Dynamin 2（P294L，G495R，V520G，A618T，

緒言
先天性ミオパチーは、筋力や筋緊張の低下

G624V，E650K，R724H）のエントリークロー

を伴う筋疾患である。先天性ミオパチーの一つ

ンライブラリーを作成した。また、これらのエ

で あ る 中 心 核 ミ オ パ チ ー （ Centronuclear

ントリークローンを用いて、大腸菌および昆虫

Myopathy; CNM）の患者では、骨格筋の興奮

細胞における蛋白質発現用のコンストラクト

収縮連関に必要な細胞膜の陥入構造（T 管）の

を作成した。さらに、数種の変異型 BIN1 と

形成異常により、筋収縮が正常に起こらない。

Dynamin 2 については、精製蛋白質を調製し、

先行研究で、膜リモデリング分子である BIN1

その機能を in vitro 再構成系で解析した。その

や Dynamin 2 の遺伝子上の SNV
（一塩基変異）

結果、正常型 BIN1 と CNM 変異型 BIN1

が、CNM 発症に関与することが示されていた。

（Q434X，K436X）は、どちらもリポソームに

しかし、膜リモデリング異常により CNM が発

結合してチューブ化するが、形成される膜チュ

症するメカニズムは、未解明であった。

ーブ構造は、両者で大きく異なることが明らか
になった。また、BIN1 は正常型 Dynamin 2 の
膜切断機能に必要な GTP アーゼ活性を抑制す

方法
CNM 変異型 BIN1 および Dynamin 2 の膜

るが、変異型 Dynamin 2 はその制御を受けず、

リモデリング機能異常について、①in vitro 再

恒常的に GTP アーゼ活性が亢進していること

構成系による分子レベルの解析、②筋芽細胞を

が明らかになった。

用いた細胞レベルの解析、③モデル生物（線虫）
を用いた個体レベルの解析を通じて、CNM の

②筋芽細胞を用いた細胞レベル解析

上記①で作成した CNM 変異型 BIN1 およ

発症機序をマルチスケールで解明し、新規の治

び DNM2 のエントリークローンライブラリー

療法や創薬開発につながる学術的基盤を創成

を用いて、動物培養細胞用の発現コンストラク

する。

トを作成し、T 管様構造形成における CNM 変
異型蛋白質の機能異常を解析した。その結果、
Dynamin 2 と相互作用できない CNM 変異型

結果
本年度は、CNM 変異型の BIN1 や Dynamin

BIN1（Q434X，K436X）は、T 管様構造の形成

2 の膜リモデリング機能異常について、①in

能が著しく低下していた。一方、正常型

vitro 再構成系による分子レベルの解析、②筋

Dynamin 2 は T 管様膜構造を安定化する機能

芽細胞を用いた細胞レベルの解析を行った。

を持つのに対し、CNM 変異型 Dynamin 2 は T

① in vitro 再構成系による分子レベルの解析

管様構造の形成を顕著に抑制することが明ら

Gateway クローニング法を用いて、CNM 変
異型蛋白質の発現コンストラクトを作成した。
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かになった。

8, Mar, 2021 （ Human mutation, in

考察
本研究で用いた in vitro および細胞を用い
た解析アプローチは、CNM 発症機序の分子・
細胞レベルの解明や、疾患責任 SNV の簡便、
迅速な同定、さらに創薬シーズ化合物のスクリ
ーニング系としての利用など、CNM の新規治
療法や創薬開発に寄与できる可能性がある。

結論
本研究により、①BIN１と Dynamin 2 の相

互作用で、T 管構造が安定に形成されること、
②CNM 変異型 BIN1（Q434X，K436X）は、
Dynamin 2 との相互作用不全により、T 管構造
の 形 成 異 常 を 起 こ す こ と 、 ③CNM 変 異 型
Dynamin 2 は、膜切断に必要な GTP アーゼ活

性が恒常的に亢進し、T 管構造の形成異常が起
こることを明らかにした（Fujise et al., JBC
2021）。さらに、④CNM 患者のコホート解析
で同定された意義不明 SNV から、in vitro およ
び細胞レベルの解析法を用いて疾患責任 SNV
を 同 定 す る こ と に 成 功 し た （ Fujise et al.,
bioRxiv 2021）。
参考文献
1.

Fujise, K., Okubo, M., Abe, T., Yamada,

H., Nishino, I., Noguchi, S., Takei, K.,

and Takeda, T. Mutant BIN1-Dynamin 2

complexes

remodeling

dysregulate

in

the

membrane

pathogenesis

of

centronuclear myopathy. J. Biol. Chem.
296:100077, Jan, 2021

2.

Fujise, K., Okubo, M., Abe, T., Yamada,
H., Takei, K., Nishino, I., Takeda, T. and
Noguchi, S. Imaging-based evaluation of

DNM2 pathogenicity associated with
centronuclear myopathy. bioRxiv, doi:
https://doi.org/10.1101/2021.03.01.43347
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revision）

分担研究課題名 筋レポジトリーの拡充とそれ

結果

を活用した筋ジストロフィー関連疾患の病態

1. 遺伝性筋疾患のパネル解析

解明と診断・治療法開発

NCNP の筋レポジトリーで管理される遺伝

分担研究者

性筋疾患の臨床、病理学的診断及び遺伝子診

所属

飯田

有俊

国立精神・神経医療研究センター

ィカル・ゲノムセンター

メデ

臨床ゲノム解析部

断を行い、臨床後方支援と臨床ゲノム医療実
装のための基盤構築を行なっている。本年度
まで、例えば、筋ジストロフィーのパネル解
析の結果は、合計 849 例を調べて診断率は

緒言
遺伝性筋疾患は、進行性の希少難病である。
臨床的、遺伝学的にも異質性が高い。一部の筋

49％であった。
2. 眼咽頭遠位型ミオパチー (OPDM) 原因遺

疾患を除いて、原因遺伝子は殆ど明らかではな

伝子の同定

いゆえ、根本的な治療法も確立されていない。

OPDM 発症の原因となる遺伝子は、2019

本研究では、NCNP の筋レポジトリーで管理さ

年に LRP12 が発見され、本年度、我々は

れる疾患検体を用いて統合的ゲノム解析を行

GIPC1 並びに第 3 番目の原因遺伝子とし

い、新規の疾患原因遺伝子を同定する。変異遺

て NOTCH2NLC を発見して、報告した。

伝子の生物学的特性を解析し、疾患の病態経路

これら 3 遺伝子に共通する病因機構は、

を明らかにする。また、新しい遺伝子診断法を

5’UTR の CGG リピートの異常伸長であっ

開発する。さらに、疾患遺伝子データベースを

た。臨床病理学的には、OPDM の CGG リ

構築する。

ピートの異常伸長がある症例には筋繊維の
核内封入体、縁取り空胞を認め、神経障害、
筋力低下を呈した。NOTCH2NLC のリピ

方法
本研究では、オリジナル筋疾患遺伝子解析パ

ート数と発症年齢の関連は認めなかった。

ネル（パネル解析）、エクソームシークエンス

これらの結果を元にして、国内外の医療研

(exome seq)、全ゲノムシークエンス (WGS)、

究機関に対して OPDM の遺伝子診断サー

RNA シークエンス (RNA seq)を用いて、筋疾

ビスを開始した。

患原因遺伝子を同定する。具体的には、パネル

3. 常染色体劣性遺伝形式を呈する肢体型筋ジ

解析、exome seq のデータを基にしてゲノム解

ストロフィー25 型 (LGMDR25) の研究

析を行い、exome seq では見つからない場合に

本研究では、日本人 LGMDR25 の二症例

は、WGS と RNA seq のデータを加味しながら、

に於いて再発性の BVES ナンセンスバリ

イントロンや調節領域の病因性バリアント、さ

アントを発見した。BVES の遺伝子産物で

らには大規模な染色体構造異常を探索する。候

ある POPDC1 は患者の筋組織では発現は

補遺伝子（変異）については、フォローアップ

見られなかった。筋症状は、小児期から顕

シークエンスや追加検体を用いた解析を行う。

在化し、筋症状は非対称に現れ、壮年期に

変異頻度と臨床情報との関連を解析する。変異

は歩行不能となった。筋力低下は、近位筋

遺伝子の確証が取れたならば、主治医、共同医

のみならず遠位筋からも生じた。一人の患

療研究者にデータを提供する。

者筋肉に於いて小窩が著しく減少してい
た。同じ病因性バリアントにより発症して
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manifestations.

いるにも関わらず、異なる臨床像を呈し

Acta Neuropathologica Communications,

た。
4. ブラジル人過剰自己貪食を伴う X 連鎖性
ミオパチー (XMEA) 症例の研究

2020 Nov 25;8(1):204.

2.

ブラジル人 XMEA2 症例についてゲノム

Mizoguchi K, Yamaguchi T, Ikawa M,
Hayashi S, Nougchi S and Nishicno I.

解析を行い、VMA21 に病因性バリアント

Two Japanese LGMDR25 patients with a

biallelic recurrent nonsense variant of

を発見した。本症例では、特に外側広筋の

BVES.

外表、大腿直筋、全脛骨筋が障害されてい

Neuromuscular Disorders, 2020

た。新たな臨床像を示し、XMEA の疾患

Aug;30(8):674-679.

3.

スペクトラムを拡充した。

Indraati LA, Iida A, Tanaka Y, Honma Y,

Cotta A, Carvalho E, da-Cunha-Junior

AL, Navarro MM, Menezes MM, Paim JF,
Valicek J, Lima MI, Velloso-Filho R,

考察
今年度、NCNP 筋リポジトリーの検体を用い
て 、 OPDM の 新 規 原 因 遺 伝 子 GIPC1 と

Freire-Lyra MH, Takata RI, Inoue M,
Okubo M, Iida A and Nishino I.

NOTCH2NLC を発見した。さらに遺伝性筋疾

Clinical, imaging, morphologic, and
molecular features of X-linked VMA21-

患パネルを用いた遺伝子診断を行った。さらに、

related myopathy in two unrelated

新規の病因性バリアントを幾つかの既知遺伝
子から発見して、臨床像との関連性を詳細に調
べた。疾患遺伝情報を共有することで研究なら
びに診断に大きな進歩をもたらした。

結論
筋レポジトリは、これまで本邦ならびに諸外
国の筋疾患研究、診断法に重要な役割を果たし
てきた。今回もまた、新規の原因遺伝子、病因
性バリアントを発見し、病理学的解析、臨床像
との相関を明らかにした。そして、OPDM 遺伝
子診断法サービスを開始した。
参考文献
1.

Ogasawara M, Iida A, Kumutpongpanich
T, Ozaki A, Oya Y, Konishi H, Nakamura
A, Abe R, Takai H, Hanajima R, Doi H,
Tanaka F, Nakamura H, Nonaka I,

Wang Z, Hayashi S, Noguchi S and
Nishino I.

CGG expansion in NOTCH2NLC is
associated with oculopharyngodistal
myopathy with neurological

- 490-

Brazilian families.

Journal of the Neurological Sciences,
2020 Aug 15;415:116977.

分担研究課題名

2)Pax7HA/HA および野生型 E12.5 日胚より

骨格筋幹細胞の分化決定メカニズムの解明と

四肢および体幹部を採取し、抗 HA 抗体を用

筋疾患治療への応用

いた免疫沈降-質量分析法により HA（Pax7）
と結合するタンパク質を解析した。

分担研究者
所属

3) Pax7HA/HA および野生型 E12.5 日胚（四

林 晋一郎

国立精神・神経医療研究センター

肢および体幹）、生後 10 日目の後肢筋、さら

神経研究所 疾病研究第一部

にそれぞれのマウスからセルソーターにより
単離した筋幹細胞を用いて、抗 HA 抗体を用
いた ChIP-qPCR を行い、Pax7 の Myf5 エン

緒言
筋ジストロフィーの根本的治療法の一つとし

ハンサー領域への結合を解析した。

て、骨格筋幹細胞（筋衛星細胞）を用いた再
生医学的治療法が挙げられる。転写因子 Pax7

結果

は全ての骨格筋幹細胞に発現し、筋幹細胞の

1)Pax7HA KIマウスは野生型マウスと比較し

機能維持に必須であるが、その共役因子、標

て成長曲線・産仔数に違いは見られなかっ

的因子、および発現制御機構については殆ど

た。次に、正常筋およびカルジオトキシンを

明らかにされていない。この理由の一つとし
て、市販の Pax7 抗体に有用なものが無く、免
疫沈降法による共役因子の探索やクロマチン

投与した筋損傷後の筋線維径とPax7陽性筋
衛星細胞数を比較した。その結果、
Pax7HAKIマウスは野生型マウスと同等の筋
衛星細胞数と筋線維径を有し、筋再生能につ

免疫沈降-シークエンシング（ChIP-seq）によ

いても同様であった。

る標的因子の同定を行うことが非常に困難で

2)抗HA抗体を用いた免疫沈降-質量分析法の

あることが挙げられる。この問題を解決する

結果、野生型と比較してPax7HA/HA胚で2

ため、本分担研究者は Pax7 に HA タグを付加

倍以上の差が有意に見られたタンパク質を

した Pax7-HA ノックイン（KI）マウスを作

325種類同定した。GO解析の結果、クロマチ

出した。本研究では、この新規 KI マウスを活

ン関連因子や細胞増殖に関するタンパク質が

用し、筋幹細胞における Pax7 の転写調節共役
因子および標的因子を明らかにすることで骨

多く含まれていた。
3)抗HA抗体を用いてクロマチン免疫沈降法
（ChIP）を行った。筋発生期の体幹および

格筋幹細胞の機能調節・機能維持機構を明ら

四肢、培養筋衛星細胞、生後10日齢の後肢そ

かにすることを目的とした。

れぞれについて解析した結果、いずれも過去
に報告のあったMyf5のエンハンサー領域へ

方法

のPax7の結合が見られ、これまで市販の

1)ゲノム編集によって Pax7 の C 末端にヒト

Pax7抗体では不可能であったPax7の標的因

ヘマグルチニン（HA）を付加した Pax7HA

子の探索がPax7HAHAマウスを用いること

KI マウスを作成した。Pax7HA KI マウスお
よび野生型マウス（6-8 週齢）の前頸骨筋にカ
ルジオトキシンを投与し、筋再生を誘導し
た。筋損傷後の再生筋を採取し、筋線維径お
よび Pax7/HA 陽性の筋幹細胞数を評価した。
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で可能であることが示された。

考察

参考文献

Pax7HA/HA と野生型マウスでは、成長曲線

1.

Kawabe Y, Wang YX, McKinnell IW,

や損傷後の筋再生能などに差は見られず、C

Bedford MT, Rudnicki MA. Carm1

末に付加した HA タグは Pax7 の機能に影響を

regulates Pax7 transcriptional activity

与えないことが示された。免疫沈降-質量分析

through MLL1/2 recruitment during

法の結果、クロマチン関連因子が有意な差を

asymmetric satellite stem cell divisions.

もって検出された。これまでも MLL2 や

Cell Stem Cell. 11(3):333-45, 2012.

Carm1 などのクロマチン関連因子やヒストン
メチル化酵素が Pax7 と結合して下流の遺伝子
発現を制御することが報告されている（文献
1）。しかしこれらの因子は検出されなかっ
た。今回の研究では、サンプル量を十分に確
保するため E12.5 日胚を用いたが、これまで
報告されたものはいずれも Pax7 を過剰発現し
た筋細胞を用いて行われている。このような
実験に用いたサンプルあるいは実験系の違い
により検出されるタンパク質が異なったもの
と考えられる。今回新たに同定したタンパク
質を検証するとともに、今後成体マウスより
筋幹細胞を単離し、培養筋幹細胞を用いて同
様の実験を行いうことを計画している。今回
ChIP 法により Myf5 のエンハンサー領域への
Pax7 を検出し、Pax7HA/HA マウスの有用性
を確認した。サンプル量が十分ではなかった
ため ChIP-seq まで行うことができなかった
が、今後は抗ヒストン抗体ともに ChIP-seq を
行い、Pax7 の標的遺伝子を同定する。

結論
本研究によって Pax7HA マウスを用いた実験
系の有用性が示された。本研究の進展に伴
い、骨格筋幹細胞の増殖・分化制御、筋形成
の全容が解明されるとともに、その成果が再
生医療へと応用されることが強く期待され
る。
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分担研究課題名 細胞内分解機構に基づく筋疾

結果

患の病態解明

SIDT2 の細胞質領域 (CD)を介して SIDT2

分担研究者 株田
所属

が RNA と直接結合することを見いだした。

智弘

国立精神・神経医療研究センター

またこの結合は CD のアルギニン・リッチ・

神経研究所 疾病研究第四部

モチーフを介していた。CD のアルギニンの
変異体を用いた解析から、RNautophagy に

緒言

よる RNA 分解に重要であることがわかった。

これまでの国内外の研究から、細胞内分解機構

それぞれ単一の塩基から成る RNA との結合

は神経系や骨格筋の維持に必要であり、その破

性を調べたところ、SIDT2 CD は Poly-G と

綻は神経・筋疾患の原因となることがわかって

結合し、Poly-A, C, U とは全く結合しなかっ

きていることから、細胞内分解機構の解明は極

た。神経・筋疾患のうちリピート病の多くがリ

めて重要な研究課題である。オートファジー系

ピート RNA に G を含むため、このような

はリソソームによる細胞内分解機構であり、恒

RNA が RNautophagy の標的となると考え、

常性の維持に必須の役割を果たしているが、マ

今回ハンチントン病の原因である HTT を用

クロオートファジー以外のオートファジー系

いて解析を進めた。その結果、SIDT2 の細胞

に関する研究は立ち遅れているのが現状であ

質側配列に直接 HTT mRNA が結合すること

る。申請は近年、リソソームが直接的に RNA、

を見いだした。また、この結合量は野生型

DNA を 取 り 込 み 分 解 す る と い う 新 規 経 路

HTT より変異型で高く、CAG リピート依存

RNautophagy/DNautophagy (RDA)を発見し、

的であった。細胞レベルの実験では、 HTT

その分子メカニズムを解明してきた。さらに、

mRNA の分解が SIDT2 過剰発現により促進

リソソームがタンパク質を直接取り込み分解

され、HTT mRNA は RNautophagy の基質

する新規分解経路も見いだし、研究中である。

となり分解された。さらに、SIDT2 の過剰発

これまでに、RNA トランスポーターファミリ

現により細胞内の変異型 HTT タンパク質の

ーであるリソソーム膜タンパク質 SIDT2 はこ

量を低減できることを明らかにし、その低減

れら経路において、リソソームへの基質の取り

効果には SIDT2 と HTT mRNA の結合が重

込みを仲介することを明らかにした。本研究で

要であることを示した。

は、これらの新規経路の分子メカニズムや筋疾
患との関連性の解明を行う。

考察・結論

方法

RNautophagy の際に SIDT2 と基質核酸が結
合するかどうかについては不明であったた

SIDT2 の細胞質側ドメインは核酸結合能を
もち、この結合を介して核酸をリソソーム内
へ取り込む。SIDT2 によるリピート RNA の
分解はリピート病の治療法開発に応用でき
る可能性がある。

め、プルダウンアッセイにより結合性の解析
を行なった。また結合が確認された疾患関連

参考文献

RNA についてその分解とタンパク質量への

1.

SIDT2 過剰発現の影響を解析した。

Hase K, Contu VR, Kabuta C, Sakai R,
Takahashi M, Kataoka N, Hakuno F,
Takahashi SI, Fujiwara Y, Wada K,

*Kabuta T. Cytosolic domain of SIDT2
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carries an arginine-rich motif that binds
to RNA/DNA and is important for the
direct transport of nucleic acids into

lysosomes. Autophagy. 2020; 16 (11):
1974-1988.
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遺伝性筋疾患における E3 ユビキチンリガーゼ

GeneChipTM Mouse Genome 430 2.0 Array を

の機能と病態の解明

用いてマイクロアレイ解析を行った。また、野
生型マウスの大腿直筋のジギトニン可溶化分

分担研究者
所属

画を調製し、抗 WWP1 抗体を用いた免疫沈降

今村道博

国立精神・神経医療研究センター

法により WWP1 に結合するタンパク質を同定

神経研究所 遺伝子疾患治療研究部

した。

緒言

結果

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの原因遺

WWP1-KIマウスの大腿直筋では、野生型マ

伝子とその産物であるジストロフィンが同定

ウスに比べ、様々な遺伝子発現の変化が認め

されて以来、様々な種類の筋疾患について原因

られたが、オントロジー解析からはインシュ

遺伝子が明らかにされてきた。これと並行して
既に自然発生により樹立されていた種々の筋
疾患実験動物の原因遺伝子も明らかにされ、ヒ

リンに対する応答や糖新生など、糖代謝に関
わる遺伝子の活性化が示唆された。我々は既
に糖尿病のおける筋萎縮が、WWP1の発現抑
制により生じるKLF15の活性化
（分解の抑制）

ト疾患を再現する動物モデルとして、病態の解

を原因とすることを示しており２）、その関連

明や診断及び治療研究に大きな役割を果たし

が注目された。また、ミトコンドリアの形態

ている。しかしながら、その中にあって筋ジス

形成への関与も示唆された。NH-413ニワトリ

トロフィーニワトリ（NH-413）についてはヒト

の胸筋ではミトコンドリアの増加が報告され

筋疾患との関連が未だ明らかでない。そのため

ており、我々の抗WWP1抗体を用いた免疫沈

原因遺伝子として同定された Wwp1 遺伝子か

降においても複数のミトコンドリア関連タン

ら発現する変異型 WWP1 E3 ユビキチンリガ
ーゼがヒト筋疾患にどう関与するのか注目さ

パク質が同定されたため、これらとの関連が
注目された。本解析においてWWP2とItch E3
ユビキチンリガーゼの遺伝子発現について調

れる １）。本研究では、筋ジストロフィーニワト

べたところ、mRNAレベルでの変化は認めら

リのマウスモデルを作製し、ヒト筋疾患との関

れなかった。WWP1の機能補償にWWP2と

連を検討する。マウス Wwp1 遺伝子に NH-413

ITCHが関わっている可能性を調べるため、そ

ニワトリと同じ R441Q ミスセンス変異（マウ

れぞれの遺伝子改変マウスをWWP1-KIマウ

スでは R436Q）を導入したノックイン
（WWP1-

スと交配し、二重及び三重の遺伝子改変マウ

KI）マウスを用いてバイオインフォマティック

ス作製を試みているが、本年度はWWP1-KIと

スの視点から Wwp1 遺伝子の変異が筋肉の遺
伝子発現に及ぼす影響を解析する。また、骨格

筋に発現する WWP2 と ITCH E3 ユビキチ
ンリガーゼに注目し、これらが WWP1 の機
能代償に関わる可能性を検討する。

WWP2のインフレーム欠失型変異マウスとの
二重変異体を作製した段階である。
考察
マイクロアレイ解析からいくつかの興味深
い知見を得ることができたが、本研究におけ
る問題は、WWP1-KIマウスに筋ジストロフィ

方法

ーと認められる明瞭な症状が現れないことで

WWP1-KI マウスと野生型マウスの大腿直

ある。WWP1-KIマウスが生化学的、細胞生物

筋から RNA を調製し、Applied BiosystemsTM

学的にNH-413ニワトリで認められる変異型
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WWP1の分子特性を再現していることからす
れば３）、本来WWP1が担うべき機能のうち、
少なくとも一部が何らかのシステムにより補
償されているものと推察される。一方、Yoon
らのグループは、WWP1の基質はβ-ジストロ
グリカンであり、R441Q変異が酵素活性を亢
進し、基質を過剰に分解してしまうため、筋
ジストロフィーを生じるという仮説を提唱し
ている。しかしながら、我々のデータはこれ
とは異なるため、今後改めて骨格筋における
WWP1の基質の同定法を検討しながら、遺伝
子改変マウスの解析を進めて行く必要がある。
結論
NH-413 ニ ワ ト リ を マ ウ ス モ デ ル 化 し た
WWP1-KI マウスの解析から、WWP1 E3 ユビ
キチンリガーゼが 糖新生やミトコンドリア形
成に関与することが示された。一方で、WWP1-

KI マウスには NH-413 のような筋ジストロフ
ィー症状が認められないことから、WWP1 の機

能喪失による筋メインテナンス機構の破綻が、
マウスでは補償される可能性を示唆していた。
参考文献
1. Matsumoto H, et al. The ubiquitin
ligase gene (WWP1) is responsible for
the chicken muscular dystrophy.FEBS
Lett. 582:2212-2218, 2008
2. Hirata Y, et al. Hyperglycemia induces
skeletal muscle atrophy via a WWP1KLF15 axis. JCI Insight, 21:4(4),2019
3. Imamura M, et al. Characterization of
WWP1 protein expression in skeletal
muscle of muscular dystrophic chickens.
J Biochem, 159:171-179, 2016
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分担研究課題名：部位特異的な筋幹細胞に着目

を示す筋分化能, 及び MyHC(-)EdU(-)リザー

した骨格筋維持機構の解明

ブ細胞(In vitro で筋幹細胞に相当する)の産生

分担研究者：本橋

能評価を行った.

紀夫

所属：国立精神・神経医療研究ｾﾝﾀｰ・神経研究
所 遺伝子疾患治療研究部

＜結果＞
これまで筋線維タイプと筋幹細胞の関係性
に着目し, 遅筋・速筋線維から筋細胞を単離・

＜緒言＞
骨格筋は肥大・萎縮の可塑性を有する. 同時

培養した結果, 遅筋由来筋幹細胞は高い自己複

に筋衛星細胞と呼ばれる筋幹細胞が存在し, 増

製能を持つ事を見出してきた 3. 今年度は, こ

殖・分化して新しい筋線維を形成する筋再生能

れら筋幹細胞の機能的違いを明らかにする事

を持つ. ところが加齢や筋疾患に伴い骨格筋は

を目標とし, 下記研究結果が得られた.

1.

1. 遅筋・速筋線維由来の培養筋芽細胞を用い

これらは運動機能の低下を誘発する要因とな

てプロテオミクス解析を行い, 各筋細胞の

り, さらに重度傷害後の再生遅延が寝たきりを

特徴を明らかにした. 特にアポトーシスお

惹き起こすと考えられる事から, 筋機能維持は

よびオートファジー関連タンパク質発現に

必須である. 一方, 筋萎縮, 或いは筋幹細胞数

違いが多く認められた.

萎縮を惹き起こし, 筋幹細胞の数は減少する

の減少は, 筋線維タイプ, あるいは骨格筋部位
1, 2. 事から,

2. 遅筋・速筋線維由来の筋細胞において, 解

骨格筋維持能力がそれ

糖・ミトコンドリア代謝機能に大きな違い

ぞれ異なる可能性が考えられている. そこで本

が認められ, さらに速筋由来筋細胞におい

研究では, 筋線維タイプおよび部位特異的な筋

て ROS(活性酸素種)の蓄積が認められた.

幹細胞と, それらから形成される筋管細胞を用

3. プロテオミクス解析の結果, 遅筋由来の筋

いて機能的特徴を分子生物学的に明らかにす

細胞においてミトコンドリア複合体 I の構

る事を目指し, 加齢や筋疾患による筋萎縮・筋

成分子である Ndufs8 発現が高い事が明ら

幹細胞数の減少の原因究明, および予防・治療

かになった.

に依存する

4. 筋細胞における Ndufs8 の機能評価を行い,

法開発を長期的目標とした.

Ndufs8 過剰発現は筋細胞の自己複製を亢進
させ, さらにアポトーシス耐性能も向上さ

＜方法＞
各筋線維タイプの骨格筋組織(速筋：前脛骨筋,
遅筋：ヒラメ筋)から由来する筋幹細胞を単離・

せた. これらの結果は, 遅筋由来筋細胞の
特徴と合致していた.

培養した後, フローサイトメーターを用いた細
胞内 ROS 産生の計測, および細胞外フラック

＜考察および結論＞

スアナライザーを用いた細胞内代謝機能を測

上記の結果から, 遅筋由来筋細胞において

定した. また細胞の機能特性を明らかにする為,

発現の高い Ndufs8 はその細胞特性を決定づけ

各細胞を用いてプロテオミクス解析を行った.

る重要な因子の一つである可能性が示唆され

解析により同定された遺伝子は, レトロウィル

た. その一方で, Ndufs8 による筋細胞の維持に

スベクターにより筋細胞に過剰発現させ,

関わる分子メカニズムは不明であるため, 今後

BrdU を用いた細胞増殖, 筋管に分化した割合

は筋細胞における Ndufs8 機能解析を進める.
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具体的には, 1) Ndufs8 を過剰発現した速筋由
来筋細胞を生体内に移植し, 筋線維および筋幹
細胞の形成能を評価する. 2)Ndufs8 発現による
自己複製機能を向上させるシグナル経路を同
定する. 3)全身骨格筋組織(前脛骨筋・ヒラメ筋・
大腿四頭筋・横隔膜・外眼筋等)由来の筋幹細胞
を単離・培養し, 増殖・分化および自己複製機
能を in vivo および in vitro で評価すると同時
に, Ndufs8 発現との関連性を検討する.
Ndufs8 を中心とした筋細胞の機能解析およ
びメカニズム解明は, 加齢や筋疾患に対する治
療の標的分子同定につながると考えられ、今後
研究を継続していく予定である.
＜参考文献＞
1.

Day K, Shefer G, Shearer A, YablonkaReuveni Z. The depletion of skeletal
muscle

satellite

cells

with

age

is

concomitant with reduced capacity of
single progenitors to produce reserve
2.

progeny. Dev Biol, 340(2): 330-343 (2010).
Verdijk LB, Snijders T, Drost M, Delhaas
T, Kadi F, van Loon LJ. Satellite cells in

human skeletal muscle; from birth to old
3.

age. Age (Dordr) (2013).

Motohashi N, Uezumi A, Asakura A,

Ikemoto-Uezumi M, Mori S, Mizunoe Y,
Takashima R, Miyagoe-Suzuki Y, Takeda
S, Shigemoto K: Tbx1 regulates inherited

metabolic and myogenic abilities of

progenitor cells derived from slow- and

fast-type muscle. Cell Death Differ.
26(6):1024-1036 (2019)
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細胞死経路に着目した筋ジストロフィーの病

遺伝子をゲノム編集した筋芽細胞系

態解明と新規治療法の開発

C2C12 細胞株を作出する。作出したジス
トロフィン欠損細胞株を用いて細胞内の

分担研究者 橋戸

和夫

アポトーシス経路、ネクロトーシス経路

国立精神・神経医療研究センター

に着目し、各種阻害剤の影響を解析する。

神経研究所 ラジオアイソトープ管理室

ジストロフィン欠損筋芽細胞においてど
のような経路が活性化、あるいは低下し
ているかを比較検討する。

緒言
筋ジストロフィーの診断に際しては、従来

2. 中性スフィンゴミエリナーゼ２は TNF-α

血清クレアチンキナーゼ(CK)活性が指標とし

の刺激により活性化されること、DMD モ

て用いられてきた。しかし、CK 活性は診断ツ

デルマウス骨格筋では TNF-α が高値を示

ールとしては優れているが、運動等による影

すことが知られていることから、TNF-α

響を受けやすく、必ずしも筋の損傷度や病期・

を阻害することにより中性スフィンゴミ

病勢を反映しないのではないかとの限界が指

エリナーゼ２の活性化を抑制できるのか

摘されている。そこで、本研究では運動等に

を検討する。

よる影響を受けにくく安定性の高い診断ツー
ルとして血清の骨格筋特異的 microRNA を検

結果

出する方法が有用であることを報告してきた。

CRISPR/Cas9 の 系 を 使 用 し 、 筋 芽 細 胞

血清中へ骨格筋特異的な microRNA を放出す

C2C12 の dystrophin 遺伝子を改変し、ノッ

るメカニズムとしてエクソソームに着目し、

クダウン細胞系を作出した。作出した細胞系

筋ジストロフィーの新たな病態解明の一助と

を使用し、細胞死経路のひとつであるネクロ

することを目的として、エクソソーム形成の

トーシスに関与する p-MLKL が TNF-α によ

キーエンザイムのノックアウトマウスを作出

る刺激後、長期間にわたり発現が上昇してい

し、エクソソーム形成を抑制することによっ

ることを見いだした。

て細胞外への microRNA 輸送を低下させるこ

考察

とにより筋ジストロフィーの症状が改善され

Dystrophin 遺伝子をノックアウトすること

る事を報告してきた。今回我々は細胞死経路

によりネクロトーシス系の遺伝子発現が上

に着目し、ジストロフィン欠損によってどの

昇・継続していること、既に我々が参考文献

ようなメカニズムでエクソソーム放出が高進

2）により報告しているように DMD モデルマ

しているのかを解明する事を目的とする。

ウス血清中を循環する骨格筋特異的
microRNA のひとつである mi-133a がアポト

方法

ーシスを抑制していることから、ジストロフ

1. CRISPR/Cas9 の系により、Dystrophin

ィン欠損株は TNF-α 等の外部刺激により細
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胞死経路が活性化されるが、ジストロフィン

ソーム最前線」

を欠損することによりアポトーシスではなく

ィーとエクソソーム

ネクロトーシスにより細胞死が引き起こされ

4）Matsuzaka Y, Tanihata J, Komaki H, et

るため、より広範囲にわたって炎症性の細胞

al.: The nSMase2/Smpd3 gene modulates

障害が引き起こされる可能性を示唆している。

the severity of muscular dystrophy and the

神経筋疾患

筋ジストロフ

emotional stress response in mdx mice,
BMC Medicine, DOI : 10.1186/s12916-020-

結論
Dystrophin 欠損株について、アポトーシ

01805-5 BMED-D-20-00175R4,

ス・ネクロトーシスそれぞれについてコント
ロール細胞系と比較し、細胞死についての変
動を生化学的手法により解析した結果、ネク
ロトーシスに関与する p-MLKL の活性化が
長時間庭田って継続していることが明らかと
なった。

参考文献
1) Matsuzaka Y, Kishi S, Aoki Y, et al. :
Three novel serum biomarkers, miR-1,
miR-133a, and miR-206 for Limb-girdle
muscular dystrophy, Facioscapulohumeral
muscular dystrophy, and Becker muscular
dystrophy. Environ Health Prev Med. ;
19(6):452-8.: 2014
2) Matsuzaka Y, Tanihata J, Komaki H, et

al.: Characterization and Functional
Analysis of Extracellular Vesicles and
Muscle-Abundant miRNAs (miR-1, miR133a, and miR-206) in C2C12 Myocytes
and mdx Mice. PLoS One.
15;11(12):e0167811. doi:
10.1371/journal.pone.0167811. eCollection
2016
3) 炎症と免疫

Vol.26 No.4, 2018. 「エクソ
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2-5
The expansion of muscle repository and the development of
diagnostic methods and therapies for muscular dystrophy
related diseases utilizing the muscle repository
Ichizo Nishino, M.D., Ph.D.
Department of Neuromuscular Research,
National Institute of Neuroscience,
National Center of Neurology and Psychiatry
Not only therapy is unavailable but even the cause is unknown for many of
most muscle diseases including limb girdle muscular dystrophy. To overcome
this situation, we should elucidate the mechanism and develop therapies for
muscle disease by maximally utilizing our muscle repository. In this project, we
aim: 1) to maintain and further improve the diagnostic network system for
muscle disease and muscle repository; 2) to elucidate the cause and mechanism
of muscle diseases; 3) to develop diagnostic markers; and 4) to develop
therapies for muscle diseases. The number of muscle biopsy samples we receive
has been steadily increasing in the last 10 years with more than 1000 samples
per year in 2017-2020. As a result, the total number of frozen and cultured
muscle samples has reached 21235 and 2084, respectively, by the end of 2020,
which constitute the world-leading muscle repository. Using this muscle
repository, we have made a number of achievements including: 1) the
identification of 65 Japanese oculopharyngodistal myopathy (OPDM) with CGG
expansion in LRP gene, in addition to 11 OPDM patients with CGG expansions
in GIPC1 and 7 with CGG expansions in NOTCH2NLC2; the identification of
63 Japanese ADSSL1 myopathy patients from 59 families; 2) the identification
of 2 Japanese patients with limb girdle muscular dystrophy R25 due to BVES
nonsense variants; 3) the association between dermatomyositis sine dermatitis
and anti-NXP-2 antibodies; 4) perifascicular necrosis and perimysial pathology
as characteristic features of anti-Mi-2 dermatomyositis; and 5) identification of
new oxolinic acid derivative as a potential preventive agent again malignant
hyperthermia.
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脳神経疾患研究に資する霊長類モデル動物の作出
と評価に関する基盤的研究
主任研究員

国立精神・神経医療研究センター
関 和彦

総括研究報告

髙橋祐二

国立精神・神経医療研究センター

1 研究目的

齊藤祐子

国立精神・神経医療研究センター

アルツハイマー型（AD)認知症の患者数は国内

皆川栄子

国立精神・神経医療研究センター

300 万、また世界では 1800 万人と推測されて

高田昌彦

京都大学・霊長類研究所

いる。また、広く認知症を含めると全国で 500

永井義隆

大阪大学・大学院医学系

万人とも言われている。本研究では世界で初め
てサルを用いた同疾患のモデル動物系統を確

研究協力者

立し、発症と病態進行を反映するバイオマーカ

大屋知徹

国立精神・神経医療研究センター

ーを確立する目的である。3 つの変異を持つ

小杉亮人

国立精神・神経医療研究センター

APP 遺伝子と 2 つの変異を持つ PS1 遺伝子と

Roland Philipp

を併せ持つ早期発症型遺伝子改変 AD モデル

ター

マーモセットを作出し、生化学バイオマーカー

窪田慎治

国立精神・神経医療研究センター

（CSF、血中 Aβ）及びアミロイドイメージン

小泉昌司

国立精神・神経医療研究センター

グ（PET)などによって遺伝子改変個体の表現

中谷輝実

国立精神・神経医療研究センター

型を発症前から評価し、ヒトーサル共通のバイ

川野邊哲代

国立精神・神経医療研究センター

オマーカーを確立して将来的な治療研究に有

種田久美子

国立精神・神経医療研究センター

効なモデル動物ラインを確立する。次に、AD

工藤もゑこ 国立精神・神経医療研究センター

以外の認知症や、その他高次脳機能障害モデル

YARON Amit

サル研究を複数同時に規模の小さい NCNP で

ター

行う研究環境を実現するため、ウィルスベクタ

内田直輝

国立精神・神経医療研究センター

ー静注を用いた新たな疾患モデル動物作出方

大谷暢子

国立精神・神経医療研究センター

法を開発する。最後に、前年度から継続してい

熊本卓哉

広島大学大学院薬学研究科

るポリグルタミン病モデルマーモセットを対

古本祥三

東北大学大学院サイクロトロンラ

象としたヒトーサル間共通バイオマーカーの

ジオアイソトープセンター

確立を目的とした研究を完結させる。
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暁曼

3 研究成果

えられる。

本年度は１）全体統括・新規疾患モデル動物作

【 運動失調モデルサルの生化学バイオマー

出技術開発、２）認知症モデルサルの PET

カー開発】

による表現型解析、３）運動失調モデルサル

「神経変性疾患における臨床指標・バイオマー

の生化学バイオマーカー開発、４）認知症モ

カーの開発」（倫理承認番号 A2017-131）にお

デルサルの神経病理解析、５）認知症モデル

いて研究倫理承認を得て実施体制を整えた。当

サルの生化学バイオマーカー開発、６）疾患

院には MJD/SCA3 の患者が多数入院しており、

モデルサル作出用新規ウィルスベクター開

研究体制は整っている。今後はヒトに応用可能

発、７）運動失調モデルサルの生化学バイオ

な評価指標を確立し、研究を推進していく必要

マーカー開発、の項目別に研究を進めている

がある。

ので、各項目における研究成果についてその概

【認知症モデルサルの神経病理解析】

略を説明する。

発症時からの経時的な変化を in situ で追跡す

【全体統括】

ることを念頭に、PET リガンドとの関係でモデ

Covid19 の影響、また動物棟改修工事の影響が

ルマウスの解析の援助を行った。ひとつはアミ

あったが、全体としては、各プロジェクトは予

ロイドベータの染色方法の至適な方法を確立

定通り順調に進行していると判断した。

した。また、炎症のマーカーについては、現在

【認知症モデルサルの PET による表現型解

検討中である。認知症のモデルマウスとして確

析】

立されている検体とバイオマーカーとの検討

SMBT-1 は東北大学で開発された最新のトレー

を行う検討を進めることが出来ている。一方で、

サーであり、MTA を締結後、サンプルの提供お

ヒト認知症のバイオマーカー（髄液、PET）と

よび種々の情報の開示を受けた。開示された合

病理との関係について他の研究で行っている

成法を NCNP の装置環境に合わせて変更し、標

プロジェクトがある。それについて、本研究と

識合成を行った。その結果、PET 撮像に十分な

紐づけるべく、次年度以降、検討を進めてゆく。

量の放射能と、60GBq/μmol のモル放射能で目

【 認知症モデルサルの生化学バイオマーカ

18

的の F 標識 SMBT1 を得ることが出来た。

ー開発】

FC-119S は論文が報告されているため、研究協

AD モデルマウスでは野生型マウスと比べて

力者に前駆体および標品の合成を依頼した。得

CSF 中の Aβ 40 および Aβ 42 濃度が上昇していた。

られた前駆体を用い、論文記載の合成方法を

また認知機能低下および Aβ 陽性プラークが

NCNP の装置環境に合わせて変更し、標識合成

顕在化している 12 ヶ月齢の AD モデルマウスで

を行った。その結果、分取の過程で目的の

18

F

は、2 ヶ月齢の AD モデルマウスと比較して CSF

標識 FC-119S の直前に非標識の不純物ピーク

中の可溶性 Aβ 42 および Aβ 42/40 比が低下して

が現れることが判明した。目的物との分離はで

いた。すなわち 12 ヶ月齢マウスではヒト AD

18

き、 F 標識 FC-119S は得られたものの、今後、

患者同様に CSF 中の Aβ 42 および Aβ 42/40 低下が

PET の撮像を目的として継続的に合成するの

再現されていることを見出した。本研究では、

であれば、コンタミのリスクを避けるためにも

過去にわれわれが作出した、発症し進行性の症

不純物ピークの問題は改善した方が良いと考

状を呈する世界初の神経変性疾患モデルマー
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[1]

における独自の表現型解析の経験

ー評価を行うこととした。PolyQ 病モデルマー

にもとづき、本班で作出する早期発症型 AD モ

モセット５頭、ならびに対照群として野生型マ

デルマーモセットの表現型解析法の開発を早

ーモセット４頭から血液検体を採取した。それ

期から戦略的に進め、AD 病態進行を反映する

ぞれの血液検体からエクソソームを含む細胞

生化学バイオマーカーを確立することをめざ

外小胞画分を精製し、LC-MS/MS 測定により画

している。本年度の成果をふまえ、次年度は引

分内に存在するタンパク質を網羅的かつ定量

き続き CSF の経時的採取と可溶性 Aβ 測定を進

的に解析した。その結果、それぞれの検体でお

め、AD モデルマウス CSF において可溶性 Aβ 42

よそ 2,000 種のエクソソームタンパク質を定

および Aβ 42/40 比の低下が出現する最も早い月

量的に同定することに成功した。そのうち、

齢を同定することをめざす。さらに本研究で得

PolyQ 病モデルマーモセット群で増加または

られた結果を班内で実施される PET イメージ

減少するタンパク質を 4 種、さらに発症と相関

ングや病理解析における Aβ 蓄積状況と比較

して増加するタンパク質を 4 種同定した。

することにより、遺伝子改変 AD モデルマーモ

これら計 8 種の変動タンパク質について、

セットにおいて CSF 中 Aβ 低下が出現しうる時

PolyQ 病患者においても変動が見られるかの

期を推測することをめざす。

検証を行った。NCNP バイオバンクから提供さ

モセット

【疾患モデルサル作出用新規ウィルスベク

れた PolyQ 病患者血液検体 16 例（脊髄小脳失

ター開発】

調症 3 型および 6 型）、および対照群として非

マーモセット新生児に AAV9.2 を静脈内投与し

変性疾患患者検体 25 例について、エクソソー

たところ、脳全体にわたって高い効率でニュー

ム画分を精製し、上記 8 種のタンパク質につい

ロンへの遺伝子導入が可能であることがわか

てウェスタンブロットによる定量評価を行っ

った。また、CMV プロモータを synapsin プロ

た。その結果、一部のタンパク質において、

モータに変換することによって、脳以外の臓器

PolyQ 病患者で変動が認められた。また、罹病

にほとんど感染せず、ニューロン選択的な遺伝

期間もしくは PolyQ リピート長との相関が認

子導入を可能にするベクターを作製した。特に

められた。現在、PolyQ 病患者検体を追加して

2020 年度は、AAV9.2 に更なる改良を加え、遺

検証を進めているところである。

伝子導入効率の向上に成功するとともに、小脳
プルキンエ細胞に特異的なプロモータ（L7）を
搭載した AAV9.2 を作製し、マーモセットの新
生児においてプルキンエ細胞選択的に外来遺
伝子導入できることを予備的に確認した。
【 運動失調モデルサルの生化学バイオマー

カー開発】
F0 世代の発症個体から変異遺伝子の伝達が確
認された F1 世代の PolyQ 病マーモセットに対
し、運動症状の発症年齢を考慮し、3 ヶ月齢・
5 ヶ月齢・12 ヶ月齢での生化学的バイオマーカ
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2-8「脳神経疾患研究に資する霊長類モデル動物の
作出と評価に関する基盤的研究」
（分担課題名）全体統括・新規疾患モデル動物作
出技術開発
分担研究者 関 和彦
国立精神・神経医療研究センター
神経研究所 モデル動物開発研究部

が可能になる。NCNP で研究対象としている多く
の疾患に対して霊長類モデル動物が確立できれ
ば、NCNP のミッションに大きく貢献する。

【方法と結果】
項目 1 では、高橋、永井グループと連関し、現
在の発症して症状が進行中の個体の解析を進め

【緒言】
本研究班では主に全体統括を行なう。研究は３
本柱で行っている。①ポリグルタミン TG サルの
表現型解析：NCNP で保有する当該疾患 TG サル
（未発症）６頭について、発症前から発症後ま
での表現型解析を継続し、論文化を行う。②AD
サル開発と表現型評価：げっ歯類で早期発症の
実績がある 5ｘFAD タイプの TG マーモセットを
作出し、作出されたマーモセットの表現型を解
析する。③新規技術を用いた神経変性疾患モデ
ルサルの作出：サル（マーモセット・マカクサル）
脳に最適化するため改良された新規のアデノ随
伴ウィルスベクターを用い、疾患遺伝子を脳部
位特異的に発現させる実験技術を開発し、作出
個体を解析する。

ると同時に、前年度までのデータ解析を進めて、
論文化を促進する計画である。実験を収束させ
るため、作成した個体のサンプリングを順次進
めている。２０２１年６月には全ての個体サン
プリングが終了し、論文作成を進めることがで
きる。項目 2 では、マーモセット用の遺伝子コ
ンストラクトの作成や機能確認を行うとともに、
対象個体の性周期管理を行なって発生工学的な
個体作出を開始する予定であった。発生工学的
な実験は予定通り開始され、複数個体での妊娠
が維持されている。また加藤・皆川グループと
連関してマウスモデルを対象にイオマーカーの
確立のための基盤技術を開発する予定であった。
予定通り、5ｘFAD マウスを用いたいイメージン
グと生化学バイオマーカー研究が進行している。

【目的】

また斎藤グループと連関して、
5xFAD の病理解析

①世界初の進行性症状を呈する神経変性疾患モ 技術の開発を継続している。項目 3 では高田グ
デルマーモセットの表現型解析が完結し、ヒト・ ループと連関して、ベクターの開発を行い、開
サル間バイオマーカーを開発する。②世界初の 発されたベクターの個体投与方法について検討
認知症モデルマーモセットを作出し、このモデ を加える予定であった。再現性の高い投与方法、
ルサルを有する NCNP や我が国が AD 病態研究の また１ヶ月間の人工哺乳技術を確立した。
戦略的優位性を確保する。AD はもっとも患者数
の多い神経疾患の一つであり、メジャーな認知

今後の展望
症であることから、社会的な波及効果も大きい。 Covid19 の影響下にあっても、各プロジェク
③ウィルスベクターを用いた疾患モデルサル トは予定通り順調に進行している。次年度も
（SCA3)が作出され、
TG マーモセットと同等以上

引き続き、予定された研究計画を遂行してゆ

にヒトに近似した表現型を確認する。それによ

く。

って、NCNP のような小さなサルコロニーでも
様々な脳神経疾患サルモデルを対象とした研究
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成果発表

（論文）
1.

Koizumi M, Nogami N, Owari K,

Kawanobe A, Nakatani T, Seki K (2021):
Motility profile of captive-bred marmosets
revealed by a long-term in-cage monitoring
system. Front. Syst. Neurosci.
https://doi.org/10.3389/fnsys.2021.645308,
15 April 2021.

（学会・シンポジウム等における発表）
1.
Are primates just big frogs?
Forelimb force direction and amplitude are
independently controlled by spinal motor
modules. Yaron A, Kowalski D, Yaguchi H,
Takei T, Seki K : Neuromatch meeting, 10.2610.30, 2020. 国外、口頭.
3.
自由行動下における皮質脳波から筋
活動情報を解読する ―野生型及び脳梗塞モデ
ルサルにおける検討例―. 関和彦:第 22 回日本
ヒト脳機能マッピング学会 シンポジウム「ニ
ューロイメージング研究の基礎から臨床への展
開」, 8.29, 2020. 国内、口頭.
5.
長期間のホームケージ活動量計測に
よるマーモセット運動性の齢による変化の検討
Age dependent motility profile of marmosets
revealed by long term in-cage activity
measurement. 小泉 昌司、小杉 亮人、川野邊 哲
代、中谷 輝実、関 和彦:第 10 回日本マーモセ
ット研究会大会 1.27.2021. 国内、ポスター
6.
自由行動課題を用いた神経筋疾患モ
デルマーモセットの進行性運動機能障害評価
Characterization of the progressive motor
impairment in freely behaving common
marmoset. 小杉 亮人、小泉 昌司、小島 潮子、
川野邊 哲代、中谷 輝実、関 和彦:第 10 回日本
マーモセット研究会大会 1.27.2021. 国内、ポ
スター
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2-8「脳神経疾患研究に資する霊長類モデル動物
の作出と評価に関する基盤的研究」
（分担課題名）認知症モデルサルの PET による
表現型解析
分担研究者 加藤孝一
（所属）国立精神・神経医療研究センター
経研究所 疾病研究第七部

NCNP の装置環境に合わせて変更し、標識合成を
行った。その結果、分取の過程で目的の 18F 標識
FC-119S の直前に非標識の不純物ピークが現れ
ることが判明した。目的物との分離はでき、18F
標識 FC-119S は得られたものの、今後、PET の撮
像を目的として継続的に合成するのであれば、
神 コンタミのリスクを避けるためにも不純物ピー
クの問題は改善した方が良いと考えられる。

緒 言
考察
遺伝子改変モデルを作成する上で、動物の生体 18F 標識は 11C と比較すると環境から安定同位体
内に生じている分子変化の表現型を解析し、疾 が混入する可能性は少なく、一部の特殊な状況
患の発症の予測や評価を行うことは重要である。を除いてはより高いモル放射能の標識化合物が
本課題では、AD モデル動物の脳内に生じている 得られる。今回 SMBT1 は、期待通りのモル放射
変化を PET により画像化し、動物の病態を評価 能で標識体が得られ、今後の PET の撮像に向け
することを目的とする。標的には、アミロイド て準備が整ったと言える。FC-119S は PET の撮
βが脳内に蓄積することにより生じるアミロイ 像には問題の無い品質の標識体が得られている
ドプラーク、およびプラークの周りで誘導され ものの、合成中に不純物ピークが出現する問題
る反応性アストロサイト挙げる。反応性アスト は解決した方が良いと考えている。反応条件等
ロサイトにおいては、細胞内で検出される分子 を考慮した関連実験から不純物の予想がついた
変化を撮像する。
ため、現在、その同定および不純物が目的物の
直前に出てくることを回避する対処法を検討し
ている。

方法
本研究では PET により AD モデルマーモセットの
作出を評価するのが目的であるが、前段階とし
て、AD モデルマウスに対する PET を撮像して病
態の評価を行い、モデルマーモセット研究の参
考にすることとした。アミロイドプラークの異
常βシート構造を捉える PET トレーサーとして
Chi らにより開発された FC-119S を選択した。
また、反応性アストロサイトにおいて高発現す
る分子として MAO-B を取り上げ、MAO-B トレー
サーとして東北大学で最近開発された SMBT-1
を用いることにした。

結論
FC-119S の標識合成に改善の余地はあるものの、
SMBT1、FC-119S ともに 18F 標識化合物は得られ
たた。令和 3 年度はいずれのトレーサーともに
AD モデルマウスに対する PET の撮像が可能とな
ったと言える。
参考文献
1. Lee B. S. et. al. Bioorg. Med. Chem. 2016,
24, 2043‒52.

結果
SMBT-1 は東北大学で開発された最新のトレーサ
ーであり、MTA を締結後、サンプルの提供および
種々の情報の開示を受けた。開示された合成法
を NCNP の装置環境に合わせて変更し、標識合成
を行った。その結果、PET 撮像に十分な量の放射
能と、60GBq/μmol のモル放射能で目的の 18F 標
識 SMBT1 を得ることが出来た。
FC-119S は論文が報告されているため 1、研究協
力者に前駆体および標品の合成を依頼した。得
られた前駆体を用い、論文記載の合成方法を
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マーモセット・ヒト共通バイオマーカーの

研究倫理申請を行う。NCNP 受診患者にお

探索

いて研究同意を取得する。患者リクルート
分担研究者：高橋 祐二

には J-CAT のレジストリも活用する。行動

国立精神・神経医療研究センター

バイオマーカーのデータを経時的に追跡す

病院・脳神経内科

る。SARA 等の臨床症状評価バッテリーを
同時に取得し、データの相関を検討して妥

緒言

当性を検証する。罹病期間が異なり、発症

脊髄小脳変性症の臨床評価指標は神経学

年齢、そして CAG リピート数の比較的類

的所見に立脚した SARA であり、動物モデ

似した患者群において、罹病期間による行

ルに適用可能な臨床指標は開発されていな

動バイオマーカーの差異を評価し、同一患

い。本研究では、MJD/SCA3 モデルマーモ

者の経時的データの外挿と合わせて、臨床

セットを活用して、ヒトとマーモセット両

指標としての有用性を検証する。

方の病態を反映する共通のバイオマーカー

③ヒト・マーモセットの共通行動バイオマ

を確立する。MJD/SCA3 のヒト・マーモセ

ーカーの確立

ット共通のバイオマーカー確立すること

①②を統合し、ヒト・マーモセットの共通

は、マーモセットを用いた治療研究に必須

行動バイオマーカーを確立する。得られた

である。発症早期の変化を検出することに

データを分析し、より精度の高い方法への

より、早期診断に鋭敏なマーカーが同定さ

改良も同時に行う。

れ、病態抑制治療の早期導入に繋がる。本
研究の期待される成果として、マーモセッ

結果

トを用いた治療研究における鋭敏かつ信頼

「神経変性疾患における臨床指標・バイオ

性の高いマーカーが確立する。マーカーを

マーカーの開発」（倫理承認番号 A2017-

活用した自然歴の確立、治療効果の判定が

131）において研究倫理承認を得て実施体

可能になる。治験を行うための基盤が整備

制を整えた。

される。
考察
方法

当院には MJD/SCA3 の患者が多数入院し

①MJD/SCA3 マーモセットにおける行動バ

ており、研究体制は整っている。今後はヒ

イオマーカーの探索

トに応用可能な評価指標を確立し、研究を

リーチング課題を中心とした行動指標の評

推進していく必要がある。

価により、マーモセットにおける行動バイ
オマーカーを探索する。罹病期間に応じた

結論

バイオマーカーの変化を追跡する。早期変

本年度は倫理承認を得て研究実施体制を確

化にも着目する。

立した。

②MJD/SCA3 患者における行動バイオマー
カーの妥当性検証

参考文献
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なし。
研究発表
1.

Iwata R, Inagawa T, Noda T, Takahashi Y,
Kito S. Spinocerebellar ataxia type 6
presenting

with

hallucination.

Psychogeriatrics. 2021 Online ahead of
print.
2.

Sugiyama A, Sato N, Kimura Y, Fujii H,
Shigemoto Y, Suzuki F, Tanei ZI, Saito Y,
Sasaki M, Takahashi Y, Matsuda H,
Kuwabara S. The cerebellar white matter
lesions in dentatorubral-pallidoluysian
atrophy. Journal of the neurological
sciences. 2020;416:117040.

3.

Odo T, Okamoto T, Sato N, Takahashi Y.
Blended

phenotype

of

adult-onset

Alexander disease and spinocerebellar
ataxia

type

6.

Neurology

Genetics.

2020;6(6):e522.
4.

Kondo Y, Bando K, Ariake Y, Katsuta W,
Todoroki K, Nishida D, Mizuno K,
Takahashi Y. Test-retest reliability and
minimal detectable change of the Balance
Evaluation Systems Test and its two
abbreviated versions in persons with mild
to moderate spinocerebellar ataxia: A
pilot study. NeuroRehabilitation. 2020.

知的所有権の出願・取得状況
なし。
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2-8「脳神経疾患研究に資する霊長類モデル動物の作出と評価に関する基盤的研究」
（分担課題名）認知症モデルサルの神経病理解析
分担研究者 齊藤祐子
（所属）
都健康長寿医療センター 神経病理
国立精神神経医療研究センター モデル動物開発研究部 協力研究員
緒

言
従来のモデルマウス解析や、知覚過敏のマー
モセット解析、ポリグルタミン病の脊髄小脳変
性症のモデルマーモセットの解析のノウハウを
駆使して、新たに作成される認知症のモデルサ
ルの病理的解析を行い、ヒトのアルツハイマー
病との比較を比較する。

結論
モデルサルの病理検討に先立ち、他のライフ
スパンの短いモデル動物の検討、および最終目
標とするヒト脳のバイオマーカー探索、治療と
の研究を深め、本研究の病理解析の結果がより
効率的、効果的に進められるよう、備えている。
参考文献

方法
作成されたモデル動物を従来の方法により病
理組織標本とし、通常の凍結標本、パラフィン
包埋標本、電顕標本を作製する。作成した標本
については、ヒト脳解析で得た方法に準じて、
一般染色、特殊染色、免疫染色を施し、評価を行
う。そのうえで画像所見やバイオマーカーと比
較するとともにヒトの脳との比較を行う。
マーモセットによるモデルサルの解析に先立
ち、モデルマウスの解析を行い、認知症の動物
モデル解析の手法を確立する。

ありません。
研究発表

Minakawa EN, Popiel HA, Tada M, Takahashi

T, Yamane H, Saitoh Y, Takahashi Y, Ozawa D,
Takeda A, Takeuchi T, Okamoto Y, Yamamoto

K, Suzuki M, Fujita H, Ito C, Yagihara H, Saito Y,
Watase K, Adachi H, Katsuno M, Mochizuki H,
Shiraki K, Sobue G, Toda T, Wada K, Onodera

O, Nagai Y. Arginine is a disease modifier for

結果
発症時からの経時的な変化を in situ で追跡す
ることを念頭に、PET リガンドとの関係でモデ
ルマウスの解析の援助を行った。ひとつはアミ
ロイドベータの染色方法の至適な方法を確立し
た。また、炎症のマーカーについては、現在検討
中である。

polyQ disease models that stabilizes polyQ
protein

conformation.

1;143(6):1811-1825.doi:

Brain.

10.1093/brain/awaa115. PMID: 32436573.
知的所有権の出願・取得状況

考察

2020

ありません。

認知症のモデルマウスとして確立されている
検体とバイオマーカーとの検討を行う検討を進
めることが出来ている。一方で、ヒト認知症の
バイオマーカー（髄液、PET）と病理との関係に
ついて他の研究で行っているプロジェクトがあ
る。それについて、本研究と紐づけるべく、次年
度以降、検討を進めたい。
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2-8「脳神経疾患研究に資する霊長類モデル動物
【結果】
の作出と評価に関する基盤的研究」
AD モデルマウスでは野生型マウスと比べて
認知症モデルサルの生化学バイオマーカー開発
CSF 中の Aβ 40 および Aβ 42 濃度が上昇していた。
また認知機能低下および Aβ 陽性プラークが顕
皆川栄子 在化している 12 ヶ月齢の AD モデルマウスで
国立精神・神経医療研究センター は、
2 ヶ月齢の AD モデルマウスと比較して CSF
神経研究所 疾病研究第四部 中の可溶性 Aβ 42 および Aβ 42/40 比が低下してい
た。すなわち 12 ヶ月齢マウスではヒト AD 患者
【緒言】
同様に CSF 中の Aβ 42 および Aβ 42/40 低下が再現
アルツハイマー病（AD）をはじめとする神経 されていることを見出した。
変性疾患においては、臨床症状の顕在化以前か
ら脳内に様々な変化が起こり、その一部は生前
【考察】
から検出可能である。
AD 患者において認知機能
本研究では、過去にわれわれが作出した、発
低下の顕在化以前に検出しうる生化学的変化と 症し進行性の症状を呈する世界初の神経変性疾
しては脳脊髄液（CSF）中の可溶性アミロイド β 患モデルマーモセット [1] における独自の表現型
（Aβ）タンパク質レベルの低下があり、AD 患 解析の経験にもとづき、本班で作出する早期発
者における生化学バイオマーカーとして確立し 症型 AD モデルマーモセットの表現型解析法の
ている。そこで本研究では遺伝子改変 AD モデ 開発を早期から戦略的に進め、
AD 病態進行を反
ルマーモセットの CSF の Aβ 測定を行い、将来 映する生化学バイオマーカーを確立することを
認知機能低下を発症する可能性がある遺伝子改 めざしている。
変マーモセット個体を同定することを試みる。
本年度の成果をふまえ、次年度は引き続き
2021 年度前半までは遺伝子改変個体が産出で CSF の経時的採取と可溶性 Aβ 測定を進め、AD
きる可能性は低いので、野生型マーモセットな モデルマウス CSF において可溶性 Aβ 42 および
らびに AD モデルマウスを用いて開発を行う。 Aβ 42/40 比の低下が出現する最も早い月齢を同定
以上により、本研究班で作出される遺伝子改変 することをめざす。さらに本研究で得られた結
AD モデルマーモセットにおいて CSF 中 Aβ 低 果を班内で実施される PET イメージングや病
下が出現しうる時期を推測することをめざす。 理解析における Aβ 蓄積状況と比較することに
【方法】
2020 年度は遺伝子改変 AD モデルマーモセッ
トがまだ産出されていないため、野生型マウス
ならびに遺伝子改変 AD モデルマウスを用いて
以下の解析を行なった。AD モデルマウス（オ
ス・メス）および対照群として使用予定の野生
型マウス（オス・メス）を用いて、深麻酔下でガ
ラスキャピラリーを用いて大後頭槽から CSF
を採取した。CSF 採取は、既報告において当該
の AD モデルマウス脳に認知機能低下と Aβ 病
理が出現する前後の複数の時点（2・3・4・5 ヶ
月齢）
、および、陽性対照として認知機能低下な
らびに Aβ 陽性プラークが顕在化する 12 ヶ月齢
において実施した。このうち 2 ヶ月齢および 12
ヶ月齢の野生型および AD モデルマウスマウス
から採取した CSF を用いて、ELISA 法により
可溶性 Aβ 40 と Aβ 42 を測定するための条件の最
適化を行い、Aβ 40 、Aβ 42 、Aβ 42/40 を測定した。

より、遺伝子改変 AD モデルマーモセットにお
いて CSF 中 Aβ 低下が出現しうる時期を推測す
ることをめざす。本研究を通じて得られる成果
は AD の新規診断法や新規治療法の開発につな
がるのみならず、国内外で樹立されると見込ま
れる種々の遺伝子改変 AD モデルマーモセット
の病態解析にも資することが期待される。
【参考文献】

1) Tomioka I., et al. Transgenic Monkey Model of
the Polyglutamine Diseases Recapitulating
Progressive Neurological Symptoms. eNeuro
4(2): e0250-16.2017 (2017).
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2-8「脳神経疾患研究に資する霊長類モデル動物
考察
の作出と評価に関する基盤的研究」
今後は、L7 プロモータ制御下で ATAXIN3 遺伝
（分担課題名）疾患モデルサル作出用新規ウィ 子を搭載した AAV9.2 をマーモセット新生児の
ルスベクター開発
小脳に導入し、脊髄小脳変性症の霊長類モデル
を作出するとともに、
alpha-synuclein 遺伝子を
分担研究者 高田昌彦
搭載した AAV9.2 を大脳に導入し、レビー小体型
（所属） （京都大学霊長類研究所）
認知症の霊長類モデルの作出を目指す。本研究
の成果は、精神・神経疾患の病態解明と新規治
緒 言
療法開発に大きく寄与すると考える。
最近、アデノ随伴ウイルス（AAV）ベクター９
結論
型やその改変型が血液脳関門（BBB）を越えて脳
本研究は、霊長類において全脳的なニューロ
に目的遺伝子を導入できることが示され、マウ
ンへの遺伝子導入を実現する改変 AAV ベクター
スでは血管内投与で全脳的なニューロンへの遺
を利用し、発生工学とは全く異なる斬新な発想
伝子導入が可能であることが報告された。しか
に基づいて遺伝子改変疾患モデルを作出すると
しながら、これらのベクターはサルをはじめ霊
いう点で極めて独創的かつ新規性が高い。
長類の脳では機能せず、未だ全脳的なニューロ
参考文献
ンへの遺伝子導入には至っていない。我々は最
特になし。
近、AAV９型と高いニューロン特異性を示すこと
研究発表
が知られている AAV2 型とのモザイクキャプシ
ドを用いた改変 AAV ベクター（AAV9.2）の開発 Nagai Y, Miyakawa N, Takuwa H, Hori Y, Oyama K,
に成功した。本研究では、マーモセットおよび
Ji B, Takahashi M, Huang X-P, Slocum ST,
マカクザルを対象にして、AAV9.2 を用いた非侵
DiBerto JF, Xiong Y, Urushihata T, Hirabayashi T,
襲的かつ全脳的なニューロンへの遺伝子導入を
Fujimoto A, Mimura K, English JG, Liu J, Inoue
実現する新規技術を確立し、脊髄小脳変性症、
K, Kumata K, Seki C, Ono M, Shimojo M, Zhang
レビー小体型認知症などの遺伝子改変疾患モデ
M-R, Tomita Y, Suhara T, Takada M, Higuchi M,

ルの作出を目指す。

Jin J,

方法
BBB が開放しているマーモセットおよびマカ
クザルの新生児に AAV9.2 を静脈内投与し、全脳
レベルでのニューロンへの遺伝子導入を行う。
また、特異的プロモータを用いて特定のニュー
ロン種に選択的な全脳的遺伝子導入を行う。
結果

Roth BL, Minamimoto T. (2020)

Deschloroclozapine: a potent and selective
chemogenetic actuator enables rapid neuronal and
behavioral modulations in mice and monkeys.
Nature Neuroscience 23:1157-1167.
Amita H, Kim H, Inoue K, Takada M, Hikosaka O

(2020) Optogenetic manipulation of a valueまずマーモセット新生児に AAV9.2 を静脈内
coding pathway from the primate caudate tail
投与したところ、脳全体にわたって高い効率で
facilitates
saccadic
gaze
shift.
Nature
ニューロンへの遺伝子導入が可能であることが
Communications.
11:1876.
わかった。また、CMV プロモータを synapsin プ
ロモータに変換することによって、脳以外の臓 Kubota S, Sidikejiang W, Kudo M, Inoue K, Umeda
器にほとんど感染せず、ニューロン選択的な遺
T, Takada M, Seki K (2019) Optogenetic
伝子導入を可能にするベクターを作製した。特
recruitment of spinal reflex pathways from largeに 2020 年度は、AAV9.2 に更なる改良を加え、遺
diameter primary afferents in non-transgenic rats
伝子導入効率の向上に成功するとともに、小脳
transduced with AAV9/Channelrhodopsin 2.
プルキンエ細胞に特異的なプロモータ（L7）を
Journal of Physiology. 597:5025-5040.
搭載した AAV9.2 を作製し、マーモセットの新生
知的所有権の出願・取得状況
児においてプルキンエ細胞選択的に外来遺伝子
導入できることを予備的に確認した。
なし。
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2-8「脳神経疾患研究に資する霊長類モデル動物
の作出と評価に関する基盤的研究」
運動失調モデルサルの生化学バイオマーカー開
発

外小胞画分を精製し、LC-MS/MS測定により
画分内に存在するタンパク質を網羅的かつ定
量的に解析した。その結果、それぞれの検体で
およそ2,000種のエクソソームタンパク質を定
量的に同定することに成功した。そのうち、
PolyQ病モデルマーモセット群で増加または
永井 義隆
減少するタンパク質を4種、さらに発症と相関
近畿大学医学部
して増加するタンパク質を4種同定した。
脳神経内科 教授
これら計8種の変動タンパク質について、
PolyQ病患者においても変動が見られるかの
【緒言】
検証を行った。NCNPバイオバンクから提供さ
高齢化社会を迎え、加齢に伴って発症する神 れたPolyQ病患者血液検体16例（脊髄小脳失調
経変性疾患に対する早急な治療薬開発が望ま 症3型および6型）、および対照群として非変性
れている。近年、アルツハイマー病、パーキン 疾患患者検体25例について、エクソソーム画
ソン病、ポリグルタミン（PolyQ）病などの神 分を精製し、上記8種のタンパク質についてウ
経変性疾患の病態解明・治療法開発へ向けて、 ェスタンブロットによる定量評価を行った。そ
これまで様々な疾病モデルマウスが開発され の結果、一部のタンパク質において、PolyQ病
てきたが、げっ歯類とヒトでは脳の構造・機能 患者で変動が認められた。また、罹病期間もし
や代謝経路が大きく異なるという問題点があ くはPolyQリピート長との相関が認められた。
る。一方、私たちはこれまでに、ヒトPolyQ病 現在、PolyQ病患者検体を追加して検証を進め
病態を反映する世界初のPolyQ病トランスジ ているところである。今後、追加検体の定量評
ェニックマーモセットモデルの樹立に成功し 価結果について、PolyQ病型、罹病期間、PolyQ
た。そこで本研究では、既存のげっ歯類モデル リピート長や重症度などとの相関を解析する
の問題点を克服すべく、PolyQ病トランスジェ ことにより、polyQ病生化学マーカーとしての
ニックマーモセットモデルを用いて、より正確 信頼性を評価するとともに、病態を反映して変
にヒト病態を反映する疾患バイオマーカーの 容する分子の探索を進めていく。
開発を目指す。具体的には、PolyQ病モデルマ
【考察】
ーモセットの血液、尿、脳脊髄液などを用いた
網羅的な解析により疾患バイオマーカーを開
本年度は、PolyQ病に対する疾患バイオマー
発し、発症前からの鋭敏な診断や薬効評価法を カー開発を目的として、PolyQ病モデルマーモ
開発する。
セット由来血液エクソソームのプロテオーム
解析で得られた変動タンパク質8種について、
【方法と結果】
患者検体を用いた検証実験を行い、一部のタン
これまでの研究から、異常タンパク質の再折 パク質がPolyQ病患者でも変動している可能
りたたみを行う分子シャペロンがエクソソー 性を示唆する結果を得た。今後、患者検体にお
ムと呼ばれる膜小胞によって細胞外に分泌さ ける定量評価結果と臨床症状との相関解析を
れ、PolyQ病病態に関わることを明らかにして 進めることにより、病態を反映しかつ発症前か
いる。そこでバイオマーカー候補分子としてエ ら検出可能な鋭敏な疾患バイオマーカーの開
クソソーム内タンパク質に着目し、上記の 発を目指す。
PolyQ病モデルマーモセットの血液エクソソ
【成果発表】
ームのプロテオーム解析を行い、候補分子を網
羅的に検索する。得られた候補分子については、 【学会】
患者検体にて検証する。
1) Tomioka I., Nagai Y., Seki K. Generation of
F0世代の発症個体から変異遺伝子の伝達が
common
marmoset
model
lines
of
確認されたF1世代のPolyQ病マーモセットに
spinocerebellar ataxia type 3. Front. Neurosci.
対し、運動症状の発症年齢を考慮し、3ヶ月齢・
14:548002 (2020)
5ヶ月齢・12ヶ月齢での生化学的バイオマーカ
【学会】
ー評価を行うこととした。PolyQ病モデルマー
1) 永井義隆 . 認知症バイオマーカーとしての血
モセット５頭、ならびに対照群として野生型マ
液中エクソソームの可能性. 南大阪認知症
ーモセット４頭から血液検体を採取した。それ
講演会（R3.3.25、大阪）
ぞれの血液検体からエクソソームを含む細胞
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Intramural Research Grant (2-8) for
Neurological and Psychiatric Disordersof NCNP
Basic research on the creation and evaluation of primate models for the
study of neurological diseases
Principle investigator: Kazuhiko SEKI (NCNP)
In this fiscal year, we are conducting research in the following areas: 1) overall supervision and
development of new animal models for diseases, 2) phenotypic analysis of dementia model monkeys using
PET, 3) development of biochemical biomarkers for ataxia model monkeys, 4) neuropathological analysis
of dementia model monkeys, 5) development of biochemical biomarkers for dementia model monkeys, and
6) development of new viral vectors for disease model monkeys. The following is a summary of the results
of our research in each of the following areas.
【Overall Management】
Despite the impact of Covid19 and the renovation of the animal building, overall, each project was judged
to be progressing smoothly as planned.
【Phenotyping of a monkey model of dementia using PET】.
SMBT-1 is the latest tracer developed at Tohoku University. After signing the MTA, we were provided with
samples and various information. After signing the MTA, we received samples and various information. As
a result, we were able to obtain the desired 18F-labeled SMBT1 with sufficient radioactivity for PET
imaging and a molar activity of 60 GBq/μmol.

Since FC-119S has been reported in the literature, we

asked our research collaborator to synthesize the precursor and the preparation. Using the precursor
obtained, we modified the synthesis method described in the paper to suit the equipment environment of
NCNP and performed labeling synthesis. As a result, it was found that an unlabeled impurity peak appeared
just before the target 18F-labeled FC-119S in the preparative process. Although we were able to separate
the 18F-labeled FC-119S from the target product and obtained 18F-labeled FC-119S, if we are to continue
synthesizing it for PET imaging in the future, it would be better to improve the problem of the impurity
peak to avoid the risk of contamination.
【Development of biochemical biomarkers in a monkey model of ataxia】
We have obtained research ethics approval for "Development of Clinical Indicators and Biomarkers in
Neurodegenerative Diseases" (Ethics Approval No. A2017-131) and have set up a system for
implementation. A large number of patients with MJD/SCA3 are hospitalized at our hospital, and the
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research system is in place. In the future, it is necessary to establish an evaluation index that can be applied
to humans and promote the research.
【Neuropathological analysis of a monkey model of dementia】.
We assisted in the analysis of model mice in relation to PET ligands, with the aim of tracking changes over
time from the onset of the disease in situ. For one, we established the optimal method of staining for
amyloid-beta. In addition, markers of inflammation are currently under investigation. We are able to
proceed with the study to examine biomarkers and specimens that have been established as model mice for
dementia. On the other hand, there is a project being conducted by another researcher on the relationship
between biomarkers (spinal fluid, PET) and pathology in human dementia. We will continue to study the
relationship between the biomarkers and the pathology of human dementia in the next fiscal year.
【Development of biochemical biomarkers in a monkey model of dementia】.
Aβ40 and Aβ42 levels in CSF were elevated in AD model mice compared to wild-type mice. In addition,
soluble Aβ42 and Aβ42/40 ratio in CSF were decreased in 12-month-old AD model mice, in which
cognitive decline and Aβ-positive plaques were apparent, compared with 2-month-old AD model mice. In
other words, we found that 12-month-old mice reproduced the same decrease in Aβ42 and Aβ42/40 in CSF
as human AD patients. In this study, based on our previous experience of phenotyping the world's first
neurodegenerative disease model marmoset with onset and progressive symptoms, we will strategically
develop a phenotyping method for the early-onset AD model marmoset to be generated in this group from
an early stage, and establish biochemical biomarkers that reflect the pathological progression of AD. We
aim to establish biochemical biomarkers that reflect the progression of AD. Based on the results of this
year's study, we will continue to collect CSF and measure soluble Aβ over time in the next year, and aim to
identify the earliest age at which soluble Aβ42 and Aβ42/40 ratio decrease in CSF of AD model mice.
Furthermore, by comparing the results obtained in this study with the Aβ accumulation in PET imaging and
pathological analysis performed in the group, we aim to estimate the time when the decrease of Aβ in CSF
may appear in the genetically modified AD model marmosets.
【Development of novel viral vectors for the generation of disease model monkeys】
When AAV9.2 was intravenously administered to marmoset neonates, it was found that gene transfer to
neurons was possible with high efficiency throughout the brain. In addition, by converting the CMV
promoter to the synapsin promoter, we have created a vector that enables neuron selective gene transfer
with little infection of organs other than the brain. In particular, in FY2020, we made further improvements
to AAV9.2 to improve the efficiency of gene transfer, and also created AAV9.2 with a promoter (L7) specific
for cerebellar Purkinje cells, and preliminarily confirmed that Purkinje cell-selective foreign gene transfer
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is possible in marmoset neonates. The results showed that AAV9.2 was able to selectively transduce
Purkinje cells in marmoset neonates.
【Development of biochemical biomarkers for ataxia model monkeys】
Blood samples were collected from five PolyQ disease model marmosets and four wild-type marmosets as
a control group. Blood samples were collected from five PolyQ disease model marmosets and from four
wild-type marmosets as a control group. Extracellular vesicle fractions containing exosomes were purified
from each blood sample, and the proteins present in the fractions were comprehensively and quantitatively
analyzed by LC-MS/MS. As a result, we succeeded in quantitatively identifying approximately 2,000
exosomal proteins in each sample. Of these, we identified four proteins that increased or decreased in the
PolyQ disease model marmoset group, and four proteins that increased in correlation with the onset of the
disease.We purified exosome fractions from 16 blood samples of PolyQ disease patients (spinocerebellar
ataxia types 3 and 6) donated by NCNP Biobank and 25 samples of non-degenerative disease patients as a
control group. We purified the exosome fractions of 16 blood samples from patients with PolyQ disease
(types 3 and 6) and 25 samples from patients with non-degenerative diseases as a control group, and
performed quantitative evaluation of the above eight proteins by Western blot. The results showed that
some of the proteins showed variation in PolyQ disease patients. In addition, there was a correlation with
disease duration or PolyQ repeat length.
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精神・神経疾患研究開発費 (課題番号) 2-9
総括研究報告書
神経系難病の臨床開発促進におけるナショナルセンターの果たすべき
研究基盤整備の検討

主任研究者：トランスレーショナルメディカルセンター臨床研究支援部
中村治雅
1.

研究目的

援部
波多野 賢二
国立精神・神経医療研究センタートランスレ
ーショナル・メディカルセンター情報管理・
解析部データマネージメント室

難治性・希少性疾患においては、病態の解
明が不十分であることや患者の希少性から、
研究・治療法開発が進まない領域と言われて
いる。
本研究班は、国立精神・神経医療研究セン
ター（以下、NCNP）の医師・研究者、トラ
ンスレーショナルメディカルセンター（以下、
TMC）と病院臨床研究推進部（以下、推進

有江 文栄
国立精神・神経医療研究センタートランスレ
ーショナル・メディカルセンター臨床研究支
援部 倫理相談・教育研修室

部）の研究支援部門に加え、臨床研究中核病
院（以下、中核病院）および非中核病院の研
究支援人員、行政・レギュラトリーサイエン

高橋 祐二
国立精神・神経医療研究センター・病院・脳
神経内科

スに精通した専門家で構成し、日本製薬工業
協会等の開発関連団体との情報共有・意見交
換を行いつつ、各専門家による現状分析と課

水野 勝広
国立精神・神経医療研究センター病院 身体
リハビリテーション部

題抽出を行い、NCNP が整備すべき神経系
難 病 領 域 に お け る Academic Research
Organization（以下、ARO）としての役割、

清水 忍
名古屋大学医学部附属病院先端医療開発部

研究支援体制について提言する。
2.

立森 久照
国立精神・神経医療研究センタートランスレ
ーショナル・メディカルセンター情報管理・
解析部 生物統計解析室

浅田 隆太
岐阜大学医学部附属病院 先端医療・臨床研
究推進センター

研究組織

（主任研究者）
中村 治雅
国立精神・神経医療研究センタートランスレ
ーショナル・メディカルセンター臨床研究支
援部

成川 衛
北里研究所・北里大学薬学部臨床医学（医薬
開発学）

（分担研究者）
小牧 宏文
国立精神・神経医療研究センタートランスレ
ーショナル・メディカルセンター

3.

研究結果
本研究においては、各領域における専門性

小居 秀紀
国立精神・神経医療研究センター トランス
レーショナル・メディカルセンター 情報管
理・解析部

を生かし以下の通り分析、検討した。

石塚 量見
国立精神・神経医療研究センタートランスレ
ーショナル・メディカルセンター臨床研究支

石塚、波多野、立森、有江）

•

TMC 臨床研究支援部・情報管理解析部
の支援状況に関する検討（中村、小居、
NCNP の支援実績においては、研究所シ
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ーズを病院で開発する Bench to Bedside の
First in Human 試験を含む医師主導治験支

えられた。また NCNP 研究者、企業関係者
等のインタビューを踏まえ、ARO に求める

援（NS−069/NCNP-01, NS-089, OCH 等）、

機能として、臨床研究教育研修の充実、研究

NS−069/NCNP-01（ビルトラルセン）の早

早期からの支援（プロジェクトマネジメン

期条件付き承認実績、また医師主導治験、特

ト）、データセンターとしてのレジストリ支

定臨床研究のみでなくレジストリ、コホート

援、レジストリの学会連携推進・バイオリソ

研究といったリアルワールドデータ（RWD）

ース連携等が挙げられた。

関連の構築・利活用支援も積極的に行われて
おり（I R U D、Remudy、精神疾患レジス

•

身体機能評価の標準化および評価者育
成等についての検討（水野）

トリなど）、医薬品等開発支援を考える上で
非介入研究から介入研究までの幅広い研究

NCNP 内での ALS、パーキンソン病・症

を実施していることは、大きな強みであると

候群、脊髄小脳変性症、筋ジストロフィー評

考えられる。班員（中村、小居、波多野）は

価法を整理統一し電子カルテ上へのデータ

AMED 研究において、医師主導治験、レジ

セット作成、標準的バランススケール

ストリ構築・データ利活用研究の品質管理・

（Balance Evaluation Test: BESTest）の脊

QMS（Quality Management System）構築

髄小脳変性症での最小可検変化量算出、パー

を実施していることは、国内においても重要

キンソン病すくみ足評価法 Characterizing

な支援体制を構築している。生物統計関連支

Freezing of Gait Questionnare の日本語版

援、生命倫理支援も多くの相談を受けており、

作成・発表、Box and Block Test のデュシ

効率的な臨床試験実施のための方法論（ベイ

ェンヌ型筋ジストロフィー患者での連続的

ズ流の逐次的なモニタリング、アダプティ

評価の実施可能性確認を行った。神経系難病

ブ・ランダム化）の提示も可能である。

の身体機能評価を多く経験する NCNP の強

これらの実績、人員体制は、新たに特定領

みであり、今後は国内の均てん下に向けた統

域（希少疾患、神経難病）の臨床研究中核病

一手順書等の作成や、講習会の実施などの方

院 ARO として求められる機能と合致すると

策を検討していく。

考えられた。
•

今後の支援強化が必要な点は、多施設共同
医師主導治験（小規模多施設共同は支援中）、

外部支援機関からの検討（浅田、清水）
臨床研究中核病院、非中核病院の神経系難

他施設主導医師主導治験、大規模レジスト

病への ARO 支援状況が報告され、NCNP に

リ・コホート研究支援であるが、これらも現

期待する点として小児神経領域と神経内科

在着手している。また、希少疾患・神経難病

領域（成人）の研究分野交流促進、精神・神

特有の生物統計学的問題や生命倫理的課題

経疾患患者への臨床研究・治験情報提供窓口

は、NCNP が積極的に提言すべきと考えら

（リクルート機能含む）、海外研究グループ

れる。

との橋渡し、レジストリ・バイオバンク SOP
策定、ゲノム・オミックスデータなどのバン

•

NCNP 研究者、臨床研究・治験実施者

キング、上記データの企業提供手順策定、

としての検討（小牧、高橋）

Patient and Public Involvement 推進、外部

神経系難病のレジストリ現状分析が行わ

参入可能な NCNP 独自の研究費等が挙げら

れた。その上で、「未診断疾患イニシアチブ

れた。特に臨床試験・治験患者リクルート促

IRUD 」、「 運 動 失 調 症 の 患 者 レ ジ ス ト リ

進、レジストリ等研究基盤構築、研究スター

J-CAT」、
「パーキンソン病発症予防のための

トアップ資金提供などは強く期待された。来

運 動 症 状 発 症 前 biomarker の 特 定 研 究

年度は、脳神経内科医、小児神経科医に向け

(J-PPMI)」が順調に実施されていることは

て学会とも連携し、より広く意見聴取を行い

強みであると考えられたが、よりこれらの基

アンケート調査実施予定である。

盤を積極的に活用した研究推進が必要と考
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•

行政、レギュラトリーサイエンス的検討

発戦略を検討する上で、NCNP が研究・診
療を担う神経難病疾患についての研究実績

（成川）
国内の公的機関による難治性・希少疾患領

（基礎研究、臨床研究含む）、開発実績など

域の新薬等開発促進に関連する支援策等の

から疾患を絞り込み、10 疾患（脊髄性筋萎

情報を、それらの歴史的経緯を含めて収集し、

縮症、プリオン秒、多発性硬化症、視神経脊

整理した。また、新規治療法の開発ニーズが

髄炎、筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化

特に高いとされる疾患に対する医薬品等の

症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、免疫

開発状況を調査した。薬事制度として希少疾

介在性ミオパチー、ミトコンドリア病）につ

病用医薬品等指定制度、医療上の必要性の高

いての戦略ポートフォリオを作成した（別紙

い未承認薬・適応外薬検討会議及び医療ニー

参照、非公開資料）
。

ズの高い医療機器等の早期導入に関する検
今後の研究の進め方について

討会、先駆的医薬品指定制度、条件付き早期
承認制度、疾病対策制度として難治性疾患政

本年度の NCNP の現状分析を元に、希少

策研究事業、AMED 難治性疾患実用化研究

疾患・神経難病における臨床研究中核病院と

事業などが実施されている。指定難病のうち、

しての果たすべき役割と整備すべき事項を

「神経疾患の医療ニーズ調査（第 2 回）」

まとめる。
来年度は、学会、開発関連団体との連携、

（2018 年度）において「新規治療法の開発
が急務な疾患・症候」の上位 10 疾患に含ま

学会等と協力した脳神経内科医、小児神経科

れた以下の 8 疾患を調査対象とし、商用デ

医に対してのアンケート調査等も予定して

ータベース及び希少疾病用医薬品等の指定

いる。

品目リストを検索した結果、国内での臨床開
4. 研究成果刊行一覧
・Asada R, Shimizu S, Nakamura H, Ono
S, Yamaguchi T, Comparison of successful
and unsuccessful cases of new drug
approvals based on the ICH E5 guidelines
in Japan, Clin Pharmacol Drug Dev.
Accepted,2021
・Yoshioka W, Miyasaka N, Okubo R,
Shimizu R, Takahashi Y, Oda Y, Nishino
I, Nakamura H, Mori-Yoshimura M.
Pregnancy in GNE myopathy patients: a
nationwide repository survey in
Japan.Orphanet J Rare Dis. 2020 Sep
11;15(1):245. doi:
10.1186/s13023-020-01487-5.
・ Shimizu R, Ohata M, Tachimori H,
Kimura E, Harada Y, Takeshita E,
Tamaura A,
Takeda S, Komaki H.
Expectations and anxieties of Duchenne
muscular dystrophy patients and their
families during the first-in-human clinical
trial of NS-065/NCNP-01, Brain Dev.
42(4):348-356, 2020
・Komaki H, Maegaki Y, Matsumura T,
Shiraishi K, Awano H, Nakamura A,
Kinoshita S, Ogata K, Ishigaki K, Saitoh
S, Funato M, Kuru S, Nakayama T, Iwata
Y, Yajima H, Takeda S. Early phase 2
trial of TAS-205 in patients with

発が PhaseⅡ以降に進んでいる品目又は希
少疾病用医薬品等の指定を受けている品目
（再生医療等製品を含む）として、筋萎縮性
側索硬化症 6 品目、
パーキンソン病 6 品目、
脊髄小脳変性症 3 品目、筋ジストロフィー2
品目、一方、調査対象とした 8 疾患のうち、
進行性核上性麻痺、多系統萎縮症、プリオン
病、前頭側頭葉変性症については、該当する
開発品目は見出せなかった。
•

国立研究開発法人国立精神・神経医療
研究センターにおける神経難病領域の
研究開発戦略の策定に関する業務（中
村）
NCNP における神経難病領域の今後の開

発戦略を検討する上で、NCNP が研究・診
療を担う神経難病疾患についての研究実績
（基礎研究、臨床研究含む）、開発実績など
から疾患を絞り込み、10 疾患（脊髄性筋萎
縮症、プリオン病、多発性硬化症、視神経
脊髄炎、筋ジストロフィー、筋萎縮性側索硬
化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、免
疫介在性ミオパチー、ミトコンドリア病）に
ついての戦略ポートフォリオを作成した。開
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Duchenne muscular dystrophy, Ann Clin
Transl Neurol. 7(2):181-190,2020
・Komaki H, Nagata T, Saito T, Masuda S,
Takeshita E, Sasaki M, Tachimori H,
Nakamura H, Aoki Y, Takeda S. Systemic
administration
of
the
antisense
oligonucleotide
NS-065/NCNP-01
for
skipping of exon 53 in patients with
Duchenne muscular dystrophy, Sci Transl
Med, 18;10(437), 2020
・N. Tsutsumi, C. Kurihara..., H. Oi..., K.
Imamura, Utilization of Information and
Communication Technology in IRBs as a
countermeasure against the COVID-19
outbreak and future challenges,Clin
Eval,48 (2) : 355-366, 2020. 9
・森雅彦, 岩崎幸司, 小居秀紀, 他 7 名
臨床研究法下での臨床研究への企業関与に
かかる RACI チャート構築の試み 「薬理と
治療」48，増刊 1，39-56 2020. 9
・Nouchi R, Aihara H,Arie F, etal, Toward
Global Standardization of Conducting
Fair Investigations of Allegations of
Research Misconduct. Accountability in
Research, Vol.27, 2020.3
・Okuyama K, Kawakami M, Tsuchimoto
S, Ogura M, Okada K, Mizuno K, Ushiba
J,
Liu
M,
Depth
Sensor-Based
Assessment of Reachable Work Space for
Visualizing and Quantifying Paretic
Upper Extremity Motor Function in
People With Stroke. Physical therapy ,
100(5) 870 - 879 , 2020
・Kondo Y, Bando K, Ariake Y, Katsuta W,
Todoroki K, Nishida D, Mizuno K,
Takahashi Y, Test-retest reliability and
minimal detectable change of the Balance
Evaluation Systems Test and its two
abbreviated versions in persons with mild
to moderate spinocerebellar ataxia: A
pilot study, NeuroRehabilitation, 47 (4),
479-486,2020
・Nishida D, Mizuno K, Tahara M, Shindo
S, Watanabe Y, Ebata H, Tsuji T,
Behavioral Assessment of Unilateral
Spatial Neglect with the Catherine
Bergego Scale (CBS) Using the Kessler
Foundation Neglect Assessment Process
(KF-NAP) in Patients with Subacute
Stroke during Rehabilitation in Japan,
Behavioural Neurology, Volume 2021,
Article ID 8825192, 7,2021
・Shimizu S, Iijima M, Fukami Y, Tamura
N, Nakatochi M, Ando M, Nishi R, Koike
H, Kaida K, Koga M, Kanda T, Ogata H,
Kira JI, Mori M, Kuwabara S, Katsuno M.

Efficacy and Safety of Rituximab in
Refractory CIDP With or Without IgG4
Autoantibodies (RECIPE): Protocol for a
Double-Blind,
Randomized,
Placebo-Controlled Clinical Trial. JMIR
Res Protoc. 9(4): e17117, April, 2020
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・レジストリで得られているデータの質が様々
であり、それらが臨床開発に寄与できるものな
のか懸念がある。
・ゲノムなどバイオリソースをどのように活用
できるのかわからない。
・臨床情報、臨床開発情報を含む、難病領域に
関する疾患情報センターのようなものがある
とありがたい。

神経系難病（小児神経領域）の臨床開発促進の
ための研究者からの課題検討
国立精神・神経医療研究センター
トランスレーショナル・メディカルセンター
小牧宏文
緒言
国立高度専門医療研究センターの今後の在り
方検討会報告書（2018年12月）では国立精神・
神経医療研究センター（NCNP）は国内の中心的
機関として特に難病患者等、担当領域のナショ
ナルデータベースの整備を進め、希少疾患・難
病の国際的拠点をめざすべきであることが示
されている。既存の臨床研究中核病院や製薬企
業等では進まない神経難病領域でNCNPが取り
組むべき支援方策、研究基盤のあり方について
提言する。
方法
今年度は文献検索、並びに同僚の小児神経科医、
企業関係者等にインタビューを行ったうえで
意見を聞いてみたうえで課題を整理してみた。
結果
臨床研究、治験を行う際の課題として以下のよ
うな意見が挙げられた。
・忙しい臨床の合間に臨床研究、治験を実施す
ることは大変。
・GCP、臨床研究法などルールが複雑で把握が
困難。
・いつ、どこに、どうやって相談すればよいの
かわからない。
・臨床研究を行ってどのようなエビデンスをみ
いだせるのかわからない。
・小児神経疾患は希少疾病が多く、研究への患
者リクルートが困難。
・個々の疾患の疫学情報が不足している。
・個々の疾患でどのように臨床評価を行ってい
けばよいのかわからない場合が多い。
・少数例のみでの検討では高いエビデンスを見
出すことは困難。
・生物統計家への相談をいつどのようにすれば
よいのかわからない。
・研究費をどのように獲得すればよいのかわか
らない。
・データをどのように管理すればよいのかわか
らない。
・データを安定的に管理する仕組みが必要

考察
これらを踏まえて現段階で ARO に求める機能
としてまとめてみた。
・教育・研修機能の充実、特に精神・神経領域、
難病領域を念頭においた臨床研究の教育プロ
グラムを提供できるとよい。
・研究を早期から一貫して進める支援体制、プ
ロジェクトマネジメント。
・レジストリに関して NCNP がデータセンター
として機能することで貴重な患者データを安
定的に維持、利活用することができるのではな
いか。
個々の希少疾病から疾患群毎のレジストリ
を学会などと連携し進める。
個々の疾患に応じ、目的を定めて作る
バイオリソースと連携したものであればよ
りよいものとなる。
結論
今年度の検討を踏まえ、次年度は主任研究者と
連携のうえ、アンケート調査を実施する。
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神経系難病の臨床開発促進のための品質管理、

動を通じて、神経系難病の臨床開発促進のため

QMS に関する開発支援策の検討

の品質管理、品質マネジメントシステム（QMS）

国立精神・神経医療研究センター
トランスレーショナル・メディカルセンター
情報管理・解析部

小居

秀紀

に関する開発支援策の検討を実施した。
1）AMED 難治性疾患実用化研究事業、
「未診断
疾患イニシアチブ（IRUD）
：希少未診断疾患に
対する診断プログラムの開発に関する研究（研
究開発代表者：水澤英洋）」・研究協力者、平成

緒言
日本では、クリニカル・イノベーション・ネッ

30 年度～令和 2 年度

トワーク構想のもと、疾患レジストリ等の医療

2）AMED 医薬品等規制調和・評価研究事業、

リアルワールドデータ（RWD）の薬事制度下（治

「リアルワールドデータ等の新たなデータソー

験対照群、製造販売後の長期有効性確認・安全

スの規制上の利用等とその国際規制調和に向け

1,2)。ま

た課題の調査・整理等に関する研究（研究開発

た、米国では、
「21st Century Act」3)において臨

代表者：中村治雅）」
・研究開発分担者、平成 30

床試験の合理化等による薬事承認迅速化の課題

年度～令和 2 年度

として取り上げられ、適応拡大の承認審査の際

3）AMED 橋渡し研究戦略的推進プログラム、

性監視）での利活用の検討が進んでいる

に医療 RWD が用いられる事例も出てきている。 「デュシェンヌ型筋ジストロフィーに対する新
さらに、医薬品規制調和国際会議（ICH）では、

規配列連結型核酸医薬品の医師主導治験（研究

「GCP Renovation（E8、E6 ガイドラインの刷

開発代表者：青木吉嗣）
」
・研究開発分担者、令和

4)の取り組みが開始され、
新・見直し）
」
医療 RWD

元年度～令和 3 年度

の薬事制度下での利活用がさらに推進すると思

4）AMED 医薬品等規制調和・評価研究事業、

われる。ただし、新規医薬品シーズでの成功事

「患者レジストリデータを活用した，臨床開発

例はほぼなく、国立精神・神経医療研究センタ

の効率化に係るレギュラトリーサイエンス研究

ー（NCNP）では、デュシェンヌ型筋ジストロフ

（研究開発代表者：柴田大朗（国立がん研究セ

ィーに対するビルトラルセンの薬事承認取得、

ンター）」
・研究開発分担者、令和元年度～令和 3

その際の「医薬品の条件付き早期承認制度」5)の

年度

指定等、ノウハウ・経験がある。この分野の課題

5）国立高度専門医療研究センター医療研究連携

や対応策を整理し提言することは、日本におけ

推進本部（JH）支援研究、
「6NC 連携によるレ

る難治性・希少疾患領域の研究開発が加速する

ジストリデータの活用基盤の構築事業（研究代

ことにつながるもので、本研究課題の意義は大

表者：杉浦亙（国立国際医療研究センター）」
・共

きいと考える。

同研究者、令和元年度～令和 3 年度

方法

結果

以下の日本医療研究開発機構（AMED）研究、
国立高度専門医療研究センター医療研究連携推
進本部（JH）支援研究、並びに NCNP トラン
スレーショナル・メディカルセンター（TMC）
情報管理・解析部としての、医師主導治験、特定
臨床研究、レジストリ構築研究等の研究支援活

① 医師主導治験に係る品質管理・QMSの整備・
実装
QMS 実 装 の 前 提 と な る 医 師 主 導 治 験 の
Sponsor機能（治験の準備、管理）に関する、TMC
の担当者の役割・業務内容に関する標準業務手
順書（SOP）を制定した（2020年10月）。また、
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臨床研究法下で実施する特定臨床研究のQMS
体制整備の一環として整備した病院臨床研究マ
ネジメント委員会の機能に、医師主導治験にお
けるプロトコル逸脱・被験者安全性確保に係る
是正措置・予防措置（CAPA）管理の役割を追加
した。
② レジストリ構築研究・レジストリデータ利活
用研究に係る品質管理・QMSの整備・実装
AMED・中村班、AMED・柴田班、並びに

データ提供）のプロセスの検討を実施した。特
に、DMD 自然歴研究においては、代替 SOP
等規定類の対比表を事前提出資料とし、レジス
トリデータ提供を前提とする実地による信頼性
調査対応を行い、Remudy-DMD においては、
当該対比表を意識した研究開始時のモニタリン
グを実施し、関連文書の充足性確認と、当該対
比表の実効性検証を行った。

JH・杉浦班等の活動を通じ、医薬品医療機器
考察

総合機構（PMDA）、日本製薬工業協会、日本
製薬医学会とも協業し、神経系難病領域等の希

神経系難病領域の臨床開発では、対象患者集

少疾患におけるレジストリ等の薬事制度下での

が少なく、検証的治験での対照群設定が困難な

利活用（治験外部対照群、条件付早期承認制度

場合も多く、条件付き早期承認制度も見据え

の条件解除のための製造販売後長期有効性・安

た、疾患レジストリを中心とした医療 RWD の

全性確認）に関連し、GCP Renovation の国内

薬事制度下での利活用（治験外部対照群、製造

導入時の課題整理、レジストリ構築研究に係る

販売後の長期の有効性確認と安全性監視）の方

QMS のあり方等の検討を実施した。AMED・

策が検討されている。一方、早期探索的治験で

柴田班「品質マネジメントシステムのあり方及

は、医師主導治験のスキームでの治験実施が基

び留意事項の検討」分担班（分担班代表：小居

本であり、より効率的かつ質の高い医師主導治

秀紀）では、PMDA から 2021 年 3 月 23 日に

験の実施が期待される。
現行の ICG E6（R2）で明記された QMS や

発出された 2 つのガイドラン 6,7)を踏まえ、令
和 2 年度の成果物として、レジストリ保有者に

それに基づく品質管理活動は、今後の GCP

対する「レジストリデータを医薬品等の承認申

Renovation においても議論の根幹となると考

請資料等として活用する場合におけるデータの

えており、本研究課題における具体的な医師主

信頼性担保に資する運営・管理に関する留意点

導治験、レジストリ構築に関する主たる研究で

（案）
」を作成した。NCNP においては、その

抽出した課題や解決策に基づき、その具体的な

文中に別紙として整理した「レジストリの設

運用・管理体制、企業での二次利用・第三者提

計、運用に関する事項（レジストリ保有者が備

供の手法・手続き等を提言することで、日本に

える手順書等の例）で求めている記載すべき事

おける難治性・ 希少疾患領域の研究開発が加

項 8)の概要と代替 SOP 等規定類の例の対比

速し、海外と同様 に多くのオーファンドラッ

表」を参考に、「歩行可能なデュシェンヌ型筋

グ開発、エビデンス創出が実現できる体制構築

ジストロフィーの自然歴研究（DMD 自然歴研

につながるものと考える。

究）（研究代表者：竹下絵里）
」及び「デュシェ
ンヌ型筋ジストロフィーを対象とした新たな患

結論

者レジストリを構築するための研究（Remudy-

令和 2 年度の本検討課題の成果として、①医師

DMD）（研究代表者：中村治雅）」において、

主導治験に係る品質管理・QMS の整備・実装に

レジストリデータの薬事制度下での利活用、企

おいては、QMS 実装の前提となる医師主導治験

業での二次利用・第三者提供（研究対象者個別

の Sponsor 機能（治験の準備、管理）に関する
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SOP を制定した（2020 年 10 月）。また、臨床

https://www.ich.org/products/gcp-

研究法下で実施する特定臨床研究の QMS 体制

renovation.html

整備の一環として整備した病院臨床研究マネジ

5) 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管

メント委員会の機能に、医師主導治験における

理課長、医薬品の条件付き早期承認制度の

プロトコル逸脱・被験者安全性確保に係る

実施について、薬生薬審発 1020 第 1 号:

CAPA 管理の役割を追加した。

平成 29 年 10 月 20 日.

また、②レジストリ構築研究・レジストリデー
タ利活用研究に係る品質管理・QMSの整備・実
装においては、AMED・中村班、AMED・柴田
班、並びにJH・杉浦班との検討と連携し、特に、
DMD自然歴研究及びRemudy-DMDにおいて、
レジストリデータの薬事制度下での利活用、企
業での二次利用・第三者提供（研究対象者個別
データ提供）のプロセスの検討、代替SOP等規
定類の対比表を使用した関連文書の充足性確認
と、当該対比表の実効性検証を実施した。

6) 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管
理課長／厚生労働省医薬・生活衛生局医療
機器審査管理課長、「承認申請等におけるレ
ジストリの活用に関する基本的考え方」に
ついて、薬生薬審発0323第1号／薬生機薬
審発0323第1号: 令和3年3月23日.
7) 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管
理課長／厚生労働省医薬・生活衛生局医療
機器審査管理課長、「レジストリデータを承
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添付資料 1
研究課題名

歩行可能なデュシェンヌ型筋ジストロフィーの自然歴研究

研究代表者

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター

番号
1

レジストリの設計、運用に関する
事項
構築・管理に関する規程

竹下 絵里
該当文書

代替 SOP 等規定類の例

レジストリ保有者（学会、研究  神経筋疾患先端医療推進協議会（CareCure-NMD）
会等）の運営規約、レジストリ

規約（第 4.0 版、2020/6/19）※

構築研究の研究代表者所属機  CareCure-NMD 運営委員会運営要綱（第 2.0 版、
関/データセンターの規程、レジ
ストリ構築研究の研究計画書

2020/2/24）
 CareCure-NMD 情 報提 供 審査 委員 会
（第 2.0 版、2020/2/24）
 研究計画書（第 2.3 版、2020/8/11）
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運営要 綱

番号
2

レジストリの設計、運用に関する
事項

該当文書

代替 SOP 等規定類の例

*患者レジストリにデータを入力す レジストリ構築研究の研究計  TMC・SOP-DM-002 データマネジメント業務に関
るための基準・手順

画書/データマネジメント手順

する標準業務手順書（ver.1.00、2017/10/17）

書・計画書（DMP）、レジスト  EDC システム運用に関する業務手順書
リデータセンターの規程

eClinical

Base 用（ver.2.00、2015/8/3）
 eClinical Base ユ ー ザ 管 理 手 順 書 （ ver.2.00 、
2015/8/3）
 DMD 自 然 歴 研 究

データマネジメント計画書

（ver.2.2、2019/6/17）
 DMD 自然歴研究

症例報告書の見本（2.2 版、

2020/9/4）
 DMD 自然歴研究

電子症例報告書の作成・変更又は

修正の手引き（2.2 版、2020/9/4）
3

データクリーニングに関する基準・ レジストリ構築研究の研究計  DMD 自 然 歴 研 究
手順

画書/データマネジメント手順

データレビューマニュアル

（ver.1.1、2019/7/18）

書・計画書（DMP）、レジスト  ロジカルチェック仕様（CRF ver.2.2、2020/9/4）
リデータセンターの規程、レジ  マニュアルチェックリスト（ver.1.0、2018/5/28）
ストリデータ利活用の研究計
画書/データマネジメント手順
書・計画書（DMP）

- 588-

番号
4

レジストリの設計、運用に関する
事項
コード化に関する基準・手順

該当文書

代替 SOP 等規定類の例
レジストリ構築研究の研究計  DMD 自 然 歴 研 究
画書/データマネジメント手順

データマネジメント計画書

（ver.2.2、2019/6/17）

書・計画書（DMP）、レジスト
リデータセンターの規程、レジ
ストリデータ利活用の研究計
画書/データマネジメント手順
書・計画書（DMP）
5

セキュリティに関する規程・手順

レジストリ保有者（学会、研究  TMC・SOP-DM-002 データマネジメント業務に関
会等）の運営規約、レジストリ

する標準業務手順書（ver.1.00、2017/10/17）

構築研究の研究計画書/データ  EDC システム運用に関する業務手順書
マネジメント手順書・計画書

eClinical

Base 用（ver.2.00、2015/8/3）

（DMP）、レジストリデータセ  研究計画書（第 2.3 版、2020/8/11）
ンターの規程
6

データバックアップ及びリカバリ レジストリ保有者（学会、研究  TMC・SOP-DM-002 データマネジメント業務に関
ーに関する規程・手順

会等）の運営規約、レジストリ

する標準業務手順書（ver.1.00、2017/10/17）

構築研究の研究計画書/データ  TMC・SOP-DM-003 データマネジメント業務にお
マネジメント手順書・計画書

ける電磁的記録媒体の保存に関する標準業務手順書

（DMP）、レジストリデータセ

（ver.1.00、2017/10/17）

ンターの規程、レジストリデー
タベース（EDC）の要件定義書

- 589-

番号
7

レジストリの設計、運用に関する
事項

該当文書

代替 SOP 等規定類の例

情報源から収集した医療データの レジストリ保有者（学会、研究  TMC・SOP-DM-002 データマネジメント業務に関
品質管理に関する規程

会等）の運営規約、レジストリ

する標準業務手順書（ver.1.00、2017/10/17）

構築研究の研究代表者所属機  DMD 自 然 歴 研 究
関/データセンターの規程、レジ

データマネジメント計画書

（ver.2.2、2019/6/17）

ストリ構築研究の研究計画書/  TMC・SOP-DM-002 データマネジメント業務に関
モニタリング手順書・計画書/デ

する標準業務手順書（ver.1.00、2017/10/17）

ータマネジメント手順書・計画  DMD 自然歴研究
書（DMP）
、レジストリデータ
ベース（EDC）の要件定義書

版、2018/1/18）
 DMD 自然歴研究
版、2018/9/25）

- 590-

施設モニタリング計画書（第 1.0
中央モニタリング計画書（第 1.0

8

*コンピュータシステムに関するバ レジストリ保有者（学会、研究  EDC システムベンダー調査に関する業務手順書
リデーション計画書・報告書

会等）の運営規約、レジストリ

（2014/5/21）

構築研究の研究計画書/データ  TRI システムベンダー調査報告書（2014/5/30）
マネジメント手順書・計画書  eClinical Base バリデーション計画書（ver.2.00、
（DMP）、レジストリデータセ

2015/8/3）

ンターの規程、レジストリデー  eClinical Base バリデーション報告書（ver.2.00、
タベース（EDC）の要件定義書

2015/9/30）
 eCB NCNP 専 用 環 境

IQ 計 画 書 （ ver.1.00 、

2014/7/9）
 eCB NCNP 専 用 環 境

IQ 報 告 書 （ ver.1.00 、

2014/7/23）
 eCB NCNP 専 用 環 境

PQ 計 画 書 （ ver.1.00 、

2014/7/30）
 eCB NCNP 専 用 環 境

PQ 報 告 書 （ ver.1.00 、

2014/8/7）
 eCB NCNP 専 用 環 境

OQ 計 画 書 （ ver.1.00 、

2015/9/1）
 eCB NCNP 専 用 環 境

OQ 報 告 書 （ ver.1.00 、

2015/9/30）
 eCB 変更管理計画書（ver.2.00、2015/8/3）
 eCB リリースノート（ver.12.30、2020/10/23）
 MDCTN-DMD-02 開発計画書（支援業務）
（ver.1.0、
2017/11/1）

- 591-

番号

レジストリの設計、運用に関する
事項

該当文書

代替 SOP 等規定類の例

 MDCTN-DMD-02 開発計画書（ver.2.0、2020/8/3）
 MDCTN-DMD-02 設定仕様書（ver.2.2、2020/8/21）
 MDCTN-DMD-02 設定要望書（ver.2.2、2020/8/22）
 MDCTN-DMD-02

試験システム検証計画書

（ver.1.0、2017/12/1）
 MDCTN-DMD-02

試験システム検証報告書

（ver.1.0、2018/1/25）
 MDCTN-DMD-02

UAT 計 画 書 （ ver.1.0 、

2018/1/16）
 MDCTN-DMD-02

UAT 報 告 書 （ ver.1.0 、

2018/1/25）
 変更管理票、UAT 管理票
9

解析用データセット又は解析結果 レジストリ構築研究の研究計 DMD 自然歴研究における統計解析計画書は未作成で
の作成が適切に実施されているか 画書/統計解析手順書・計画書 あり、今後 DMD 自然歴研究で得られたデータを使用
を検証するための規定

（SAP）、レジストリデータセ する臨床試験において解析計画書が作成される。
ンターの規程、レジストリデー
タ利活用の研究計画書/統計解
析手順書・計画書（SAP）

- 592-

番号
10

レジストリの設計、運用に関する
事項

該当文書

代替 SOP 等規定類の例

品質管理に関する計画・確認結果の レジストリ構築研究の研究計  研究計画書（第 2.3 版、2020/8/11）
報告に関する規程

画書/モニタリング手順書・計画  TMC・SOP-DM-002 データマネジメント業務に関
書/データマネジメント手順書・

する標準業務手順書（ver.1.00、2017/10/17）

計画書（DMP）
、レジストリデ  TMC・SOP-DM-005 モニタリングに関する標準業
ータセンターの規程、レジスト

務手順書（第 1.0 版、2017/8/29）

リデータベース（EDC）の要件  DMD 自然歴研究
定義書、レジストリデータ利活

施設モニタリング計画書（第 1.0

版、2018/1/18）

用の研究計画書/モニタリング
手順書・計画書/データマネジメ
ント手順書・計画書（DMP）
11

品質保証に関する規程

レジストリ構築研究の研究計  DMD 自然歴研究

監査計画書（2019/3/6）

画書/監査手順書・計画書、レジ
ストリデータ利活用の研究計
画書/監査手順書・計画書
12

再審査等の申請資料の作成に関連 レジストリ保有者（学会、研究  神経筋疾患先端医療推進協議会（CareCure-NMD）
した記録の保存に関する規程

会等）の運営規約、レジストリ

規約（第 4.0 版、2020/6/19）※

構築研究の研究計画書、レジス  CareCure-NMD 運営委員会運営要綱（第 2.0 版、
トリデータセンターの規程

2020/2/24）
 CareCure-NMD 情報提 供審査 委員会
（第 2.0 版、2020/2/24）
 研究計画書（第 2.3 版、2020/8/11）

- 593-

運営要 綱

番号
13

レジストリの設計、運用に関する
事項

該当文書

代替 SOP 等規定類の例

構築・管理に関わる者等への教育訓 レジストリ構築研究の研究計  TMC・SOP-DM-001 データマネジメント業務、モ
練に関する規程

画書、レジストリデータセンタ

ニタリング業務担当者の教育研修に関する標準業務

ーの規程・マニュアル

手順書（ver.1.01、2019/1/15）
 TMC・SOP-DM-004 モニターリストの発行に関す
る標準業務手順書（ver.1.01、2018/2/13）
 eCliniacl Base ト レ ーニ ン グ 計 画 書 （ ver.3.00 、
2016/4/20）

14

*倫理的な配慮がなされていること レジストリ保有者（学会、研究  説明文書（第 2.2 版、2020/8/11）
の記録

会等）の運営規約、レジストリ  同意文書（第 2.2 版、2020/8/11）
構築研究の研究代表者所属機  アセント文書 高学年用（第 2.0 版、2020/6/6）
関/データセンターの規程、レジ  審査結果報告書及び研究実施承認書
ストリ構築研究の研究計画書/
モニタリング手順書・計画書/デ
ータマネジメント手順書・計画
書（DMP）
、レジストリデータ
ベース（EDC）の要件定義書、
レジストリデータ利活用の研
究計画書/モニタリング手順書・
計画書/データマネジメント手
順書・計画書（DMP）

- 594-

添付資料 2
研究課題名

デュシェンヌ型筋ジストロフィーを対象とした新たな患者レジストリを構築するための研究（RemudyDMD）

研究代表者

番号
1

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター

レジストリの設計、運用に関する

該当文書

代替 SOP 等規定類の例

事項
構築・管理に関する規程

中村 治雅

レジストリ保有者（学会、研究  神経筋疾患先端医療推進協議会（CareCure-NMD）
会等）の運営規約、レジストリ

規約（第 4.0 版、2020/6/19）

構築に関わる主たる研究の研  CareCure-NMD 運営委員会運営要綱（第 2.0 版、
究代表者所属機関/データセン

2020/2/24）

ターの規程、レジストリ構築に  CareCure-NMD 情 報提 供 審査 委員 会
関わる主たる研究の研究計画

（第 2.0 版、2020/2/24）
 研究事業計画書（第 1.7 版、2020/10/5）

書

- 595-

運営要 綱

番号
2

レジストリの設計、運用に関する
事項

該当文書

代替 SOP 等規定類の例

*患者レジストリにデータを入力す レジストリ構築に関わる主た  TMC・SOP-DM-002 データマネジメント業務に関
るための基準・手順

る研究の研究計画書/データマ

する標準業務手順書（ver.1.00、2017/10/17）

ネ ジ メ ン ト 手 順 書 ・ 計 画 書  EDC システム運用に関する業務手順書
（DMP）、レジストリデータセ

eClinical

Base 用（ver.2.00、2015/8/3）
 eClinical Base ユ ー ザ 管 理 手 順 書 （ ver.2.00 、

ンターの規程

2015/8/3）
 Remudy-DMD 研究

データマネジメント計画書

（ver.1.0、2020/3/26）
 Remudy-DMD 研究

症例報告書の見本

 Remudy-DMD 研究

電子症例報告書の作成・変更

又は修正の手引き（1.0 版、2020/9/7）
 Remudy-DMD 研究

症例報告書（紙媒体）の作成・

変更又は修正の手引き（2.0 版、2020/7/28）
3

データクリーニングに関する基準・ レジストリ構築に関わる主た  Remudy-DMD 研究
手順

る研究の研究計画書/データマ

データレビューマニュアル

（ver.1.0）

ネ ジ メ ン ト 手 順 書 ・ 計 画 書  ロジカルチェックリスト
（DMP）、レジストリデータセ  マニュアルチェックリスト
ンターの規程、レジストリデー
タ利活用の研究計画書/データ
マネジメント手順書・計画書
（DMP）

- 596-

番号
4

レジストリの設計、運用に関する
事項
コード化に関する基準・手順

代替 SOP 等規定類の例

該当文書

レジストリ構築に関わる主た  Remudy-DMD 研究
る研究の研究計画書/データマ

データマネジメント計画書

（ver.1.0、2020/3/26）

ネジメント手順書・計画書
（DMP）、レジストリデータセ
ンターの規程、レジストリデー
タ利活用の研究計画書/データ
マネジメント手順書・計画書
（DMP）
5

セキュリティに関する規程・手順

レジストリ保有者（学会、研究  TMC・SOP-DM-002 データマネジメント業務に関
会等）の運営規約、レジストリ

する標準業務手順書（ver.1.00、2017/10/17）

構築に関わる主たる研究の研  EDC システム運用に関する業務手順書
究計画書/データマネジメント

Base 用（ver.2.00、2015/8/3）

手順書・計画書（DMP）
、レジ  研究事業計画書（第 1.7 版、2020/10/5）
ストリデータセンターの規程

- 597-

eClinical

番号
6

レジストリの設計、運用に関する
事項

代替 SOP 等規定類の例

該当文書

データバックアップ及びリカバリ レジストリ保有者（学会、研究  TMC・SOP-DM-002 データマネジメント業務に関
ーに関する規程・手順

会等）の運営規約、レジストリ

する標準業務手順書（ver.1.00、2017/10/17）

構築に関わる主たる研究の研  TMC・SOP-DM-003 データマネジメント業務にお
究計画書/データマネジメント

ける電磁的記録媒体の保存に関する標準業務手順書

手順書・計画書（DMP）
、レジ

（ver.1.00、2017/10/17）

ストリデータセンターの規程、
レジストリデータベース
（EDC）の要件定義書
7

情報源から収集した医療データの レジストリ保有者（学会、研究  研究事業計画書（第 1.7 版、2020/10/5）
品質管理に関する規程

会等）の運営規約、レジストリ  remudy-DMD 運動機能評価手順書 ver.1.0
構築に関わる主たる研究の研  スタートアップミーティングの記録
究代表者所属機関/データセン  TMC・SOP-DM-002 データマネジメント業務に関
ターの規程、レジストリ構築に

する標準業務手順書（ver.1.00、2017/10/17）

関わる主たる研究の研究計画  Remudy-DMD 研究
書/モニタリング手順書・計画書

データマネジメント計画書

（ver.1.0、2020/3/26）

/データマネジメント手順書・計  モニタリングに関する手順書（第 1.0 版、2020/2/3）
画書（DMP）、レジストリデー  モニタリング計画書（第 1.0 版、2020/7/1）
タベース（EDC）の要件定義書

- 598-

8

*コンピュータシステムに関するバ レジストリ保有者（学会、研究  EDC システムベンダー調査に関する業務手順書
リデーション計画書・報告書

会等）の運営規約、レジストリ

（2014/5/21）

構築に関わる主たる研究の研  TRI システムベンダー調査報告書（2014/5/30）
究計画書/データマネジメント  eClinical Base バリデーション計画書（ver.2.00、
手順書・計画書（DMP）
、レジ

2015/8/3）

ストリデータセンターの規程、  eClinical Base バリデーション報告書（ver.2.00、
レジストリデータベース
（EDC）の要件定義書

2015/9/30）
 eCB NCNP 専 用 環 境

IQ 計 画 書 （ ver.1.00 、

2014/7/9）
 eCB NCNP 専 用 環 境

IQ 報 告 書 （ ver.1.00 、

2014/7/23）
 eCB NCNP 専 用 環 境

PQ 計 画 書 （ ver.1.00 、

2014/7/30）
 eCB NCNP 専 用 環 境

PQ 報 告 書 （ ver.1.00 、

2014/8/7）
 eCB NCNP 専 用 環 境

OQ 計 画 書 （ ver.1.00 、

2015/9/1）
 eCB NCNP 専 用 環 境

OQ 計 画 書 （ ver.1.00 、

2015/9/30）
 eCB 変更管理計画、リリースノート
 Remudy-DMD 開発計画書（ver.1.0）
 Remudy-DMD 設定要望書（ver.1.1 2020/8/24）
 Remdy-DMD UAT 計画書、UAT 報告書

- 599-

番号
9

レジストリの設計、運用に関する
事項

代替 SOP 等規定類の例

該当文書

解析用データセット又は解析結果 レジストリ構築に関わる主た Remudy-DMD 研究における統計解析計画書は未作成
の作成が適切に実施されているか る研究の研究計画書/統計解析 であり、今後 Remudy-DMD で得られたデータを使用
を検証するための規定

手順書・計画書（SAP）、レジス する臨床試験において解析計画書が作成される。
トリデータセンターの規程、レ
ジストリデータ利活用の研究
計画書/統計解析手順書・計画書
（SAP）

10

品質管理に関する計画・確認結果の レジストリ構築に関わる主た  研究事業計画書（第 1.7 版、2020/10/5）
報告に関する規程

る研究の研究計画書/モニタリ  TMC・SOP-DM-002 データマネジメント業務に関
ング手順書・計画書/データマネ

する標準業務手順書（ver.1.00、2017/10/17）

ジ メ ン ト 手 順 書 ・ 計 画 書  モニタリングに関する手順書（第 1.0 版、2020/2/3）
（DMP）、レジストリデータセ  モニタリング計画書（第 1.0 版、2020/7/1）
ンターの規程、レジストリデー
タベース（EDC）の要件定義書、
レジストリデータ利活用の研
究計画書/モニタリング手順書・
計画書/データマネジメント手
順書・計画書（DMP）

- 600-

番号
11

レジストリの設計、運用に関する
事項
品質保証に関する規程

該当文書

代替 SOP 等規定類の例
レジストリ構築に関わる主た  Remudy-DMD 研究
る研究の研究計画書/監査手順

監査の実施に関する手順書
（第

1.1 版、2020/2/20）

書・計画書、レジストリデータ
利活用の研究計画書/監査手順
書・計画書
12

再審査等の申請資料の作成に関連 レジストリ保有者（学会、研究  神経筋疾患先端医療推進協議会（CareCure-NMD）
した記録の保存に関する規程

会等）の運営規約、レジストリ

規約（第 4.0 版、2020/6/19）

構築に関わる主たる研究の研  CareCure-NMD 運営委員会運営要綱（第 2.0 版、
究計画書、レジストリデータセ

2020/2/24）
 CareCure-NMD 情報提 供審査 委員会

ンターの規程

運営要 綱

（第 2.0 版、2020/2/24）
 研究事業計画書（第 1.7 版、2020/10/5）
13

構築・管理に関わる者等への教育訓 レジストリ構築に関わる主た  TMC・SOP-DM-001 データマネジメント業務、モ
練に関する規程

る研究の研究計画書、レジスト

ニタリング業務担当者の教育研修に関する標準業務

リデータセンターの規程・マニ

手順書（ver.1.01、2019/1/15）
 TMC・SOP-DM-004 モニターリストの発行に関す

ュアル

る標準業務手順書（ver.1.01、2018/2/13）
 eCliniacl Base 開 発 担 当 者 ト レ ー ニ ン グ 計 画 書
（ver.3.00、2016/4/20）
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番号
14

レジストリの設計、運用に関する
事項

代替 SOP 等規定類の例

該当文書

*倫理的な配慮がなされていること レジストリ保有者（学会、研究  説明文書（第 1.7 版、2020/7/27）
の記録

会等）の運営規約、レジストリ  同意文書（第 1.7 版、2020/7/27）
構築に関わる主たる研究の研  アセント文書 高学年用（第 1.2 版、2020/6/1）
究代表者所属機関/データセン  アセント文書 低学年用（第 1.1 版、2020/6/1）
ターの規程、レジストリ構築に  審査結果報告書及び研究実施許可書（2020/3/17）
関わる主たる研究の研究計画
書/モニタリング手順書・計画書
/データマネジメント手順書・計
画書（DMP）、レジストリデー
タベース（EDC）の要件定義書、
レジストリデータ利活用の研
究計画書/モニタリング手順書・
計画書/データマネジメント手
順書・計画書（DMP）
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神経系難病の臨床開発促進のためのデータマネ
結果

ジメント部門における支援に関する検討
国立研究開発法人

当室でこれまで実施した神経系難病の臨床研

国立精神・神経医療研究センター

究・医師主導治験に対する支援業務の内容を整

トランスレーショナル・メディカルセンター

理した。支援業務に関する直近の課題として、

情報管理・解析部
波多野賢二

以下の 3 点を抽出した。
1.大規模レジストリ研究への対応
多数の参加施設・多数の被験者・長期研究期間

緒言

が設定されるレジストリ研究への支援は、短期

情報管理・解析部データマネジメント室（当室）

集中型の臨床試験への対応とは異なるアプロー

は、2013 年の発足以来、NCNP のみならず多施

チが必要とされる。さらに、希少疾患のレジス

設も含めた多くの臨床研究・医師主導治験のデ

トリでは、薬事規制レベルの品質が担保された

ータマネジメント支援を行ってきた。神経系難

データを製薬企業等へ提供するニーズがあり、

病領域においても、臨床研究・医師主導治験合

通常の臨床研究にはない課題である(1)。

わせて 10 件の支援経験を有している（支援中の

2. 長期間研究への対応

試験を含む）。本分担研究では、神経難病領域の

慢性に経過する疾患に対する長期間にわたる研

臨床研究・治験のデータマネジメント支援の経

究を継続的安定的に支援するための組織継続性

験を踏まえ、当室が神経系難病の臨床研究開発

と研究支援のノウハウの継承が必要である。

の促進に果たすべき役割と解決すべき課題・

3. データセンター機能の拡充

ARO 他部門との連携の在り方等について、検討

様々な試験のデータ収集のニーズに対応するた

を行う。

め、EDC・割付システムの選択肢を増やす必要
がある。

方法
これまで行ってきた神経難病領域の研究のデー

考察

タマネジメント支援の経験を踏まえ、当室が神

今後、支援業務のさらなる整理・課題抽出を進

経系難病の臨床研究開発の促進に果たすべき役

めるとともに、NCNP ARO で本部門が果たし

割と解決すべき課題・ARO 他部門との連携の在

うる役割について、他部門との連携の在り方を

り方等について、以下の通り検討を行う。

含めて検討を行う予定である。

1．これまで実施した神経系難病の臨床研究・治
験のデータマネジメント業務の内容を整理し、

結論

研究における本部門の果たしてきた役割を再整

データマネジメント部門これまで実施した神経

理する。
（R2 年度）

系難病の臨床研究・医師主導治験に対する支援

2．前項で整理した当室の役割について、ARO 他

業務の内容を概観し、直近の課題に関して検討

部門との連携も含め、よりよい研究支援に資す

を行った。

るための課題・問題点を抽出する。
（R3 年度）
3．それらを踏まえて、当室の望ましい将来像と

参考文献

それに向けて必要なタスクについて整理・提言

1．PMDA 「レジストリデータを承認申請等に

を行う（R4 年度）

利用する場合の信頼性担保のための留意点」に

- 603-

ついて
https://www.pmda.go.jp/files/000239818.pdf
英文概要
The Data Management Division of the Department of Clinical Epidemiology has
provided data management support for many clinical studies and trials by NCNP
and other medical research facilities. In the area of rare nervous system diseases,
we have supported over 10 clinical research and trials. The role that our division is
promoting clinical research and development of rare nervous system diseases by
collaboration with the ARO (Academic Research Organization) and other related
research departments of NCNP. In this study we review our support work for clinical
research and clinical trials of nervous system diseases and examine the issues to be
solved for future improvements.
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初試験計画時の予定症例数まで試験を続けるこ
となどの）倫理的な問題に対処できる可能性が
あると考える。
逐次的なモニタリングの目的は「新規介入が
標準治療よりも優れている見込みが明らかに高
い場合に，その時点で試験を中止して，新規介
入が優れていると示したい」場合と，「新規介
緒言
入が標準治療よりも明らかに優れるという見込
対象症例数が少ない，対照群の設定が容易で
みが乏しいので，その時点で試験を中止したい」
はないなどの神経系難病での臨床開発で特に問
場合がある。この何れの目的においても，その
題となる点を踏まえて，当該領域の臨床開発促
時点までに収集された当該試験のデータによる
進のための生物統計的な観点からの開発支援策
主要評価項目（たとえば奏効率）の事後分布か
を検討する。
ら，試験終了までに追加される参加者のデータ
についての事後予測分布を求め，臨床試験が成
方法
功する予測確率に基づいて試験結果を逐次的に
本研究は次の2つの方法で実施する。
モニタリングする。ベイズ統計の枠組みを利用
することで，より柔軟に逐次的なモニタリング
1. 希少疾患から構成される神経系難病を対象
を行い，試験の継続・中止を判断することで，
に効率的に臨床試験を行うための方法論の
症例数の浪費を防ぐことと，倫理的な問題を緩
検討
和することが期待できる。
2. 臨床試験実施上の，神経系難病または希少
アダプティブ・ランダム化では，蓄積される
疾患に特有の課題とその解決策に精通した
試験のデータからの推定結果に応じて割付比を
生物統計の専門家のネットワークの構築
調整する。例えば，新規治療が有効である場合
に，試験の進行と共に参加者が有効性の劣る治
本年は主に 1 について，文献的な調査を行い， 療に割り付けられる確率を低くする。こうする
希少疾患から構成される神経系難病を対象に効
ことで，参加者が有効性の劣る治療を受けるこ
率的に臨床試験を行うために活用できる可能性
とによる倫理的問題を緩和することができる。
のある方法について整理した。
また，有効であった介入を受けた対象者のデー
タが増えることで追加解析などがやりやすくな
結果
ることも，対象症例数が少ない当該領域では利
希少疾患から構成される神経系難病を対象に
点になると思われた。
効率的に臨床試験を行うための生物統計学的方
Power prior，階層ベイズモデルなどによるヒ
法論として，アダプティブ・デザイン，特にベ
ストリカルデータの活用も，希少疾患であるた
イズ流の逐次的なモニタリングやアダプティ
めにそもそも試験に組み入れ可能な症例数が少
ブ・ランダム化，および power prior，階層ベ
ない当該領域で検討する価値があると考えられ
イズモデルによるヒストリカルデータの活用な
る。特に対照群のデータは，試験対象者が同様
どについて応用可能性があると考えた。
の集団であるという前提を満たせば，介入方法
アダプティブ・デザインは，「臨床試験の継
が異なる試験間でも流用できるため，利用が現
続中にその中で蓄積されているデータに基づい
実的にやりやすく，実際のコスト削減の効果も
て，臨床試験の妥当性やインテグリティを損な
大きいことが期待される。
うことなく，試験の特徴の変更法を決定する臨
例えば，power prior を使うことで，初期事
床試験デザイン（小宮山ら，2009）」の総称で
前分布と過去の試験データ（ヒストリカルデー
ある。その中には様々な方法が含まれるが，ベ
タ）の尤度の積（＝事後分布）を，新規試験の
イズ流の逐次的なモニタリングやアダプティ
事前分布として利用する際に，ヒストリカルデ
ブ・ランダム化は，対象症例数が少ないことが
ータの尤度をべき乗することで，ヒストリカル
多い神経系難病での臨床開発で活用することで， データの情報量を割り引く程度を調整しながら，
対象症例数の節約，（それまでの試験データか
過去のデータの情報を新規試験で活用できる。
ら効果がある見込みが高い場合のプラセボ投与
の継続や，効果がある見込みが低い場合でも当
神経系難病の臨床開発促進のための生物統計に
おける開発支援策の検討
国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター
トランスレーショナル・メディカルセンター
立森久照
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考察
医薬品開発の効率化，またそれによってもた
らされる開発費用の抑制は世界的な課題となっ
ている。そのための1つのアプローチとして，R
CTではない観察研究からもたらされるエビデ
ンスの活用がある。観察研究から医薬品の効果
を出来るだけ正しく推定するための方法論やそ
れを実際に応用した際の課題の整理が行われ，
ガイドラインなども整備され始めている。
別のアプローチとしては，既存の臨床試験の
データを有効利用することがある。このために
は，上述したpower prior，階層ベイズモデルな
どによるヒストリカルデータの活用が考えられ
る。対象症例数が少ない当該領域において，既
存の臨床試験の対照群のデータを新規試験の対
照群（の一部）として活用できることで，該領
域の臨床開発を促進することができると思われ
る。
また，既存試験のデータを有効活用すること
に加えて，レジストリデータ，自然歴データ，
さらには電子カルテなどの医療リアルワールド
データをヒストリカル・コントロールとして活
用することの検討も，対象症例数が少ない，対
照群の設定が容易ではないなどの課題を有する
神経系難病での臨床開発の課題解決のためには
特に必要と考える。

グ・グループのエグゼクティブ・サマリー邦訳．
臨床薬理2009;40(6):303-310.

結論
臨床開発における統計解析のガイドラインな
どはあるが，それを当該領域でどのように適
用・応用するかは領域ごとの特徴を考慮した検
討が必要とされる。本年度の文献調査から，い
くつかの解析手法の応用によって，対象症例数
が少ないという神経系難病での臨床開発で特に
問題となる課題への一定の対処が可能かもしれ
ないと思われた。
今後，この点も含めた神経系難病での臨床開
発で特に問題となる点を踏まえた当該領域の臨
床開発促進のための生物統計的な観点からの開
発支援策の検討するための生物統計専門家のネ
ットワークの構築を試み，そこでの議論をまと
めたい。神経系難病の臨床開発を促進するため
の体制整備の足がかりができることが期待され
る。
文献
小宮山ら．医薬品の臨床開発におけるアダプテ
ィブ・デザイン:米国研究製薬工業協会ワーキン

- 606-

神経系難病の臨床開発促進のための生命倫理に
関する支援
国立精神・神経医療研究センター
臨床研究支援部 倫理相談・教育研修室
有江文栄
緒言
国内では、医学系研究における研究倫理支援
に関する調査が行われ、研究倫理基盤の整備を
目的とした研究が進み、研究倫理支援の在り方
などが示されている。しかし、それは特定の疾
患領域に特化したものではなく、特に開発が遅
れている難治性・希少疾患領域の研究倫理支援
に焦点を当てたものはない。海外においても、
この特定疾患における研究倫理支援について、
どの程度体制が整えられているか明らかではな
い。
本分担研究の目的は、難治性・希少疾患研究領
域の倫理的課題、倫理支援の取り組みや体制に関
する現状調査を行うとともに、これまでの研究倫
理相談の事例の調査、今後の研究倫理相談実践を
通して、事例を集約・整理し、共通のニーズや問
題を抽出し、対応策について検討する。これら調
査・分析を行った上で、今後の研究倫理支援体制
のありかたを検討することである。
先ず、研究倫理教育、研究者の研究倫理支援ニ
ーズの調査を開始したので結果を報告する。
方法
これまでの研究倫理相談の実績及び今後の研
究倫理相談の実施、研究倫理相談内容の調査と対
応などの分析
結果
研究倫理相談を通じた研究倫理支援ニーズの
調査
（研究倫理相談内容の調査と対応などの分析）
・倫理相談窓口業務：臨床研究相談窓口を通じ
た相談、室として随時相談受付、研究倫理月間
中のよろず相談のサービスを実施実施した。
【相談実績】 2020年度 臨床研究相談窓口68
件 その他28件
相談内容は以下のポイントに絞られた。
・一括審査の追加承認時の際の主管機関及び各
共同研究機関の対応について
・適用規定が複数ある臨床研究・治験の審査の
あり方について
・データの管理に関する研究対象者への周知
・国の事業委託調査の倫理調査の要否
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・データシェアリングのありかた
・個人情報保護とインフォームド・コンセント
の手続き
・指針の規定の解釈について
・研究計画の倫理的配慮一般について（同意の
自律性等）
考察
臨床研究相談の中でも倫理に関する相談は多
く、1つのケースであっても何度か研究者とのや
り取りを行っている。難治性・希少疾患研究領
域に特有の相談というものは多くは無いが、国
家プロジェクトとして実施される研究が比較的
多く、その上で、事業か研究なのか等判断に困
るケースがある。また疾患の希少性から、匿名
化しても個人が特定される可能性も否定でき
ず、常に個人情報保護の観点と、同意について
慎重な対応が必要になってくる。その中で、研
究者は最大限対象者の権利を保障しつつ、デー
タの利活用をするためにデータの管理について
体制を整えることが求められ、倫理的な支援は
複雑なものになっている。神経系難病の研究開
発促進のためには、単に倫理上の手続きだけで
はなく、研究の実施体制そのものについて検討
し、助言をすることが今後も求められるであろ
う。
結論
臨床研究相談窓口を通して、研究の倫理的側
面から支援をしてきたが、相談の内容から、支
援のニーズが単なる倫理上の手続きではなく、
研究全体の実施体制、研究活動のなかでデータ
をどのように取り扱うのか、そのシステム（安
全管理をすくむ）やポリシーに至るまで検討す
ることになる。
今後も相談のケースを集約して、支援のニーズ
と支援の在り方を検討していく必要がある。

神経系難病（脳神経内科領域）の臨床開発促進

結果
神経難病領域におけるレジストリ研究の取り

のための研究者からの課題検討
国立精神・神経医療研究センター

組みとして、①未診断疾患イニシアチブ

病院・脳神経内科

Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases

高橋

(IRUD)②運動失調症の患者レジストリ Japan

祐二

Consortium of Ataxias(J-CAT)③パーキンソン
病の運動障害発症前のバイオマーカー特定研究

緒言
本研究の目的は、神経系難病領域の臨床研究

Japan Parkinson Progressive Marker

を進めるために NCNP が取り組むべき支援の

Initiative (J-PPMI)の課題を検討した。①レジ

方策、研究基盤のあり方について検討し、提言

ストリ・リソースを活用した in-house 研究の

を行うことである。そのために、脳神経難病領

活性化②コンソーシアム内でのリソース共有と

域における臨床研究の現状を調査・分析し、課

共同研究の推進③難病研究班・難病ゲノム班・

題を抽出して解決策を検討する。 これまでの

学会との連携④医療行政・難病医療ネットワー

NCNP が果たしてきた神経系難病領域のアカ

クへの貢献⑤産学連携への倫理的枠組みの整備

デミア発シーズ開発支援、レジストリ・臨床研

とリソース活用⑥国際連携⑦個別研究を支える

究ネットワークなどの整備による研究実施体制

グラントの確保⑧超希少疾患のエビデンス創出

構築、レジストリ等の RWD の活用の実績を踏

のフレームワーク が課題であると考えられ

まえ、難治性・希少疾患領域の研究開発促進を

た。

進めるために、ナショナルセンターが運用する
ARO としての基盤整備がなされれば、本邦に

考察

おける難治性・希少疾患領域の研究開発がさら

今後の課題として検討された 8 つの項目は、

に加速し、unmet medical needs の高い本領域

レジストリの利活用による疾患研究を推進する

において海外と同様に多くのオーファンドラッ

上ではいずれも重要な点であると考えられた。

グ開発、エビデンス創出がなされる体制が構築
結論

される。

神経系難病（脳神経内科領域）の臨床開発促
進においては、実績のあるレジストリ研究をい

方法

かに利活用するかが重要である。

研究者として、実際に実施した臨床研究の
実績を踏まえて、臨床研究を進める上での課
題、ARO に求める機能、神経系難病（脳神経
内科領域）の臨床開発促進のための研究者から
の課題について検討する。
初年度は研究計画を立案し、臨床研究の現状
を調査・分析する。次年度は調査・分析の結果
から課題を抽出し、解決策を検討する。最終年
度はそれまでの分析に基づき ARO に対する提
言を作成する。
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脊髄小脳変性症患者における Balance

経内科、身体リハビリテーション科を受診した

Evaluation Systems Test (BESTest)の再テス

SCA患者で運動失調を有するが補助具なしで歩

ト信頼性と最小可検変化量に関する検討

行が可能な20名を対象とした。

国立精神・神経医療研究センター

対象者に対し、エントリー時（session 1）とそ

病院・身体リハビリテーション部

の1か月後（session 2）の2回、BESTestの評

水野勝広

価を行った。2回の評価はビデオ教材によりト
レーニングをされた同一の評価者により行われ

緒言

た。Session1とSession2の間、リハビリテーシ

脊髄小脳変性症（spinocerebellar ataxia:

ョン治療や投薬の変更はなかった。

SCA）は進行性の運動失調を呈する神経変性疾

session1とsession2の間の再テスト信頼性は

患であり、バランス機能の低下から転倒が高率

級内相関係数（Intraclass Correlation

に認められる。近年、SCA患者に対して集中的

Coeficient: ICC）により算出した。さらに、

なリハビリテーション治療を行うことで運動失

Bland-

調やバランス機能の改善が認められることが報

Altman analysisを用いてMDCの95％信頼区間

告されている。SCAの運動機能評価スケールと

（MDC95）を算出した。

して、Scale for Assessment and Rating of
Ataxia (SARA)がよく用いられるが、バランス

結果
対象者は男性 13 名、女性 7 名、平均年齢は

能力のより詳細な評価法としてBalance
Evaluation Systems Test (BESTest)がよく用

63.7±10.1 歳、発症年齢は 53.9±10.5 歳、SARA

いられている。BESTestはシステム理論に基づ

合計点は 9.9±3.5 点であった。
2 回のテストの ICC は 0.97、MDC95 は 8.7

くバランス機能評価法であり、バランス障害を
有する患者への治療的介入方針を明確化する目

（8.1％）であった。

的で考案されたものであり、疾患を問わずバラ
ンス能力の評価に広く用いられる。

考察

神経筋疾患への治療介入の効果を判定するた

今回の対象となった軽度から中等度の運動失

めには運動機能評価の定量化が必須であり、そ

調を呈する脊髄小脳変性症患者において、

のためには評価法の信頼性を検証することは重

BESTest の再テスト信頼性は、ICC0.97 と非常

要である。また、バランス能力など複合的な運

に高い水準にあった。パーキンソン病、多発性

動要素を含む評価法においては、その得点分布

硬化症、その他の疾患での報告と比較してもそ

や要素ごとの得点プロフィールには疾患や病態

ん色ない結果であった。また、MDC95 は 8.7 点

ごとに特徴がある。本研究では広く用いられて

（8.1％）であり、健常高齢者、脳卒中、多発性

いるバランス機能評価であるBESTestにより比

硬化症などを対象とした過去の報告と同等であ

較的初期の脊髄小脳変性症患者を評価した際の

った。これらの結果より、軽度から中等度の運

再テスト信頼性と最小可検変化量（minimal

動失調を有する SCA 患者のバランス評価に

detectable change: MDC）を検証した。

BESTest を用いることは妥当であると考えられ、
算出された MDC はリハビリテーション治療や

方法
2014年11月から2018年5月の期間中, 当院神

薬物療法の効果の判定の上で参考となるが、臨
床 的 に 意 味 の あ る 最 小 効 果 量 （ minimal
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clinically important difference: MCID）などは

Cerebellar Diseases. Neurorehabilitation

本研究では検証されておらず、さらなる検討が

and Neural Repair 2011; 26(5): 515-522.
6. Horak FB, et al. The Balance Evaluation

必要である。

Systems Test (BESTest) to differentiate
balance deficits. Physical Therapy 2009;

結論
軽度から中等度の運動失調を有する SCA 患

89(5): 484-498.

者のバランス評価指標として BESTest は十分

7. Mitchell KD, et al. Test-Retest Reliability,

な信頼性を持つことが示唆された。
MDC は過去

Validity, and Minimal Detectable Change

の他疾患における報告と同等であった。これら

of the Balance Evaluation Systems Test to

より、このような患者のバランス評価指標とし

Assess Balance in Persons with Multiple

て臨床的に BESTest を用いることは妥当であ

Sclerosis. International Journal of MS

ると考えられる。

Care 2018; 20(5): 231-237.

BESTest をリハビリテーション治療や薬物療

8. Wang-Hsu E, & Smith SS. Interrater and

法の効果判定に標準的に用いるためには、反応

Test-Retest

性や MCID などさらなる検討が必要である。

Detectable

Reliability
Change

of

and

Minimal

the

Balance

Evaluation Systems Test (BESTest) and
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臨床研究中核病院における神経系難病領域の
臨床開発支援の課題及びナショナルセンター
との連携についての検討
国立大学法人東海国立大学機構
名古屋大学医学部附属病院
清水 忍
緒言
難治性・希少性疾患においては、病態の解明
が不十分であることや患者の希少性から、研
究・治療法開発が進まない領域と言われている。
難治性・希少性疾患領域における臨床研究・治
験の推進に必要であり、国立精神・神経医療研
究センター（以下、NCNP）として整備すべ
き神経系難病領域での研究基盤、支援役割につ
いて検討し、提言を行うものである。
方法
本研究は、NCNPの神経系難病領域の医
師・研究者、NCNPのトランスレーショナル
メディカルセンター（以下、TMC）と病院臨
床研究推進部（以下、推進部）の研究支援部門
が中心となるが、外部の臨床研究中核病院（以
下、中核病院）の立場として、以下の点に関し
て、調査に協力し、意見を述べる。
・ 神経系難病領域における、NCNPにおける
これまでの取組みと実績、ARO機能の現状
分析
・ 研究者の支援組織に求めるニーズの分析
・ 神経系難病の本邦における昨今の医薬品・
医療機器・再生医療等製品の開発状況分析
・ 難治性・希少疾患領域の臨床研究・治験推
進のための行政・レギュラトリーサイエン
ス分野の動向調査
・ 既存中核病院における難治性・希少性疾患
領域への取り組みの現状調査
・ 難治性・希少性疾患領域の臨床研究・治験
推進に必要とされる、特定領域中核病院に
求められる機能の整理
これらを通じ、NCNPが整備すべき特定領
域におけるAcademic Research Organizatio
n（以下、ARO）としての役割、研究支援体制
について提言する。
なお、本研究において検討する、支援すべき
研究は主に医師主導治験、特定臨床研究、また、
近年活用が期待されているリアルワールドデ
ータ活用に資する研究を対象とする。
結果
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中核病院における難治性・希少性疾患領域
（神経内科領域）への取組みの現状として、中
核病院である名古屋大学における神経領域へ
の医師主導治験の支援状況について、主任研究
者・研究分担者に報告した。また、神経内科領
域における臨床研究を推進するため、NCNP
に期待することやNCNPと共同でできること
について、神経内科領域の医師に意見聴取し、
以下の意見を受領した。
・ 希少神経難病の開発のために以下の機能や
仕組みが充実すると良いのではないか
 試験デザイン構築のためにレジストリや
リアルワールドデータによる、確度の高い
疫学情報
 適切な診断・評価のために診断・バイオマ
ーカーの探索
 治験遂行のために治験へのリクルートへ
の協力
 被験者の利便性向上のため、オンライン診
療等、データの利活用の推進
 開発に患者の意見を取り入れるためのPa
tient and Public Involvement（PPI）の
推進
 治験を立ち上げ又は遂行するため、あるい
はNCNPのリソースを有効活用するため
の外部からも参入可能な独自の研究費の
投入
・ 小児神経領域と神経内科領域（成人）との
研究分野での交流
・ 精神・神経疾患の患者に対する臨床研究・
治験の情報提供窓口
・ 難病・レジストリ研究などに関する海外研
究グループとの橋渡し
・ レジストリやバイオバンクを推進するため
のSOP策定やバンクデータの企業への提
供にかかわる手順などの策定
・ ゲノム・オミックスデータなどのドライデ
ータのバンキング
・ 遺伝性神経難病の発症前コホート研究に関
する標準化
考察
中核病院の神経内科領域の医師への調査結
果から、NCNPに期待することが多岐に亘る
ことが示唆された。今後、必要に応じ、全国の
神経内科医にアンケートを行う、また必要に応
じ、意見交換の場を設けることにより、神経内
科領域における研究を推進するために必要な

事項について、調査・模索することも必要と考
える。特に、研究者がAROに求める機能等を
確認し、どのような対策を講じることが良いか
を検討することが必要と考える。

結論
本年度、中核病院である名古屋大学の神経内
科領域の医師にNCNPに期待することについ
て、調査を行った。臨床開発支援の課題が示唆
されたが、今後、NCNPに求める協力体制に
ついて、一般的にAROとして求められている
事項等を整理し、神経内科領域の研究を進める
ための理想的な体制構築の実現に向けて、検討
を続ける必要がある。
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臨床研究中核病院以外の医療機関における神経
系難病領域の臨床開発支援の課題及びナショナ
ルセンターとの連携についての検討
国立大学法人 東海国立大学機構
岐阜大学医学部附属病院
浅田 隆太
緒言
難治性・希少性疾患においては、病態の解明
が不十分であることや患者の希少性から、研
究・治療法開発が進まない領域と言われている。
難治性・希少性疾患領域における臨床研究・治
験の推進が必要である。
臨床研究中核病院（以下、中核病院）以外の
病院（非中核病院）の支援組織人員として、以
下の点を中心に検討する。

非中核病院における難治性・希少性疾患領域
への取り組みに関する現状調査

研究者の支援組織に求めるニーズの分析
上記の検討結果を踏まえて、国立研究開発法
人 国立精神・神経医療研究センター（以下、N
CNP）の外部機関で神経系難病領域を支援して
いる立場から、課題を明らかにするとともに、N
CNPに求める機能の検討を行う。
非中核病院において、神経難病領域の臨床研
究・治験をさらに推進するためには、NCNPと
連携することが必須であると考えている。本研
究では、外部機関として、NCNPに求める機能
を明らかにすることを研究目標とする。
本年度は、岐阜大学医学部附属病院における
臨床開発支援の調査・分析を行う。
方法
岐阜大学医学部附属病院における神経難病領
域の臨床研究について、現状を調査する。また、
岐阜大学医学部附属病院先端医療・臨床研究推
進センターにおいて、神経難病領域の臨床研究
について、支援した経験を基に、当院で臨床研
究を計画・実施する上での課題を検討する。
神経難病領域の臨床研究を実施している脳神
経内科の医師から、臨床研究を計画・実施する
上で問題点と感じていること、NCNPに求める
支援内容等について、意見聴取する。

結果
臨床研究の現状を調査した結果、岐阜大学が
主体となっている前向きの介入研究は、年間1試
験程度であった。
先端医療・臨床研究推進センターにおける支
援経験に基づく検討の結果、臨床研究を計画・
実施する上での問題点として、臨床研究の症例
数が少ないこと、試験期間の登録期間が長い試
験となっていること、研究費が獲得できていな
い状況下で、臨床研究を実施していることが挙
げられた。
脳神経内科の医師の意見聴取において、研究
計画書の作成に関する勉強の機会が少ない、研
究費の獲得の支援の要望等の意見が出された。

考察
臨床研究の現状の調査結果から、試験期間の
登録期間が長い試験となっていることについ
て、単施設、または少数（2・3）の施設の試験
が多いことが原因の一つと考えられ、臨床試験
の参加施設を日本全国から応募するシステム等
の構築が必要ではないかと考えられた。
研究費が獲得できていない状況下で、臨床研
究を実施していることについて、日本全国規模
の試験の実施が困難であり、探索的試験が中心
とならざるを得ない状況となっている。AMED
等の研究費獲得のために、神経疾患領域におけ
る申請書の記載法の教育、事前レビュー等が必
要ではないかと考えられた。
結論
本年度、岐阜大学医学部附属病院における臨
床開発支援の調査等を行った結果、臨床研究を
計画・実施する上での課題が明らかとなったこ
とから、今後、NCNPとの理想的な協力体制を
検討し、体制構築の実現に向けて、検討を続け
る必要がある。
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難病領域における臨床開発促進についての行政

血、多発性硬化症、難治性肝炎の 8 疾病が選定

及びレギュラトリーサイエンスの動向に関する

され、前者 4 疾病が医療費助成の対象とされた。
その後、数次の見直しを経て、
「診断基準が一

研究
北里研究所

応確立し、かつ難治度、重症度が高く、患者数が

北里大学薬学部臨床医学（医薬開発学）

比較的少ないため、公費負担の方法をとらない

成川

衛

と原因の究明、治療法の開発などに困難をきた
すおそれのある疾患」として 56 疾病が特定疾患
治療研究事業（医療費助成事業）の対象とされ

緒言
本分担研究では、神経難病をはじめとする難

た。一方で、経費の増加、公平性・公正性の確保

治性・希少疾患領域における新規治療薬等の臨

の必要性等の問題も指摘されてきた。このよう

床開発促進に向けた現在までの国の支援策等を

な背景のもと、種々の検討を経て 2014 年（平成

整理し、関連分野の国内外の動向も勘案しなが

26 年）5 月に成立、翌年 1 月に施行された「難

ら、今後、国立精神・神経医療センター（NCNP）

病の患者に対する医療等に関する法律」
（難病法）

に求められる機能について検討することを目的

では、消費税財源の一部を難病患者に対する医

とする。

療費助成に充てることとなり、また、医療費助
成の対象とする疾患は「指定難病」と呼ばれる
こととなった。2019 年 7 月現在、指定難病は

方法
研究初年度（令和 2 年度）は、厚生労働省、

333 疾病に拡大されている。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）、 https://www.nanbyou.or.jp/entry/5461
国立研究開発法人日本医療研究開発機構
（AMED）等、国内の公的機関による難治性・

国による難病に対する調査・研究の推進に関

希少疾患領域の新薬等開発促進に関連する支援

しては、従来の難治性疾患克服研究事業が 2014

策等の情報を、各機関等のウェブサイトや発出

年に再編され、①難治性疾患政策研究事業、②

文書、文献等に基づいて収集し、整理した。ま

難治性疾患実用化研究事業となり、相互に連携

た、商用データベース（明日の新薬）も利用し

しながら研究が進められている。①難治性疾患

て、いくつかの神経系難病に対する新規医薬品

政策研究事業では、診断基準や診療ガイドライ

等の開発状況を調査し、整理した。

ンの作成・改訂などの研究が、②難治性疾患実
用化研究事業では、病因病態の解明、新規治療

結果

法の開発に関する研究が行われてきている。②

1) 疾病対策制度

難治性疾患実用化研究事業は、2015 年度からは

我が国の公的な難病対策は、厚生省（当時）が

AMED が担当している。

1972 年に策定した「難病対策要綱」
（資料 1）に

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/buny

始まる。同要綱では、難病に関する①調査研究

a/hokabunya/kenkyujigyou/hojokin-koubo-

の推進、②医療施設の整備、③医療費の自己負

2020/gaiyo/08.html

担の解消の 3 つの柱が掲げられ、対策が進めら

https://www.amed.go.jp/program/list/11/02/00

れた。当初は、調査研究の対象として、スモン、

3.html

ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテ
マトーデス、サルコイドーシス、再生不良性貧

2) 薬事制度
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難病等に対する新たな医薬品・医療機器等の

改正により法制化された。2020 年度末までに医

研究開発の促進、早期の実用化を目指した薬事

薬品では 12 品目が本制度の対象として承認さ

関連制度が実施されてきている。

れており、デュシェンヌ型筋ジストロフィー治

①希少疾病用医薬品等の指定制度

療薬であるビルトラルセン（ビルテプソ点滴静

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

注：日本新薬）は、その 1 つである。
具体的な指定品目の情報は、PMDA のウェブ

全性の確保等に関する法律」
（医薬品医療機器等
法）に基づき、対象患者数が本邦において５万

サイトにて入手可能である。

人未満であること、医療上特にその必要性が高

https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-

いことなどの条件に合致するものを希少疾病用

reviews/0003.html

医薬品等として厚生労働大臣が指定し、その試
験研究を促進するための支援措置を講ずる制度

③条件付き早期承認制度

である。開発に係る助成金の交付や税制措置、

医薬品医療機器等法に基づき、重篤で有効な

優先審査、再審査期間（データ保護期間）の延長

治療法が乏しく、患者数が少ない疾患等を対象

などの措置が取られる。1993 年から実施されて

とする医薬品等であって、治験の実施が困難あ

おり、これまでに 500 品目余りが希少疾病用医

るいは実施にかなりの長期間を要する場合に、

薬品に指定されている。

検証的臨床試験の成績を求めることなく、市販

具体的な指定品目の情報は、2020 年 8 月まで

後に必要な調査等を実施することを承認条件と

の指定品目は国立研究開発法人医薬基盤・健康・

して当該医薬品等の製造販売承認を行う制度で

栄養研究所のウェブサイトにて、2020 年 9 月以

ある。2017 年度より運用が開始され、
、2019 年

降の指定品目は厚生労働省のウェブサイトにて

の医薬品医療機器等の改正により法制化された。

入手可能である。

2020 年度末までに医薬品では 5 品目が本制度

https://www.nibiohn.go.jp/nibio/part/promote/

の対象として承認されている。

orphan_support/index.html#hyodata001
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

④医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検

nya/0000068484.html

討会議
欧米等では使用が認められているものの、国
内では承認されていない医薬品及び適応等につ

②先駆的医薬品等指定制度
医薬品医療機器等法に基づき、医薬品等の画

いて、関係者からの開発要望を募集し、寄せら

期性、対象疾患の重篤性、対象疾患に係る極め

れた要望について医療上の必要性を評価すると

て高い有効性の見込み、世界に先駆けて日本で

ともに、承認申請のために実施が必要な試験の

早期開発・申請する意思・体制という条件に合

妥当性や公知申請への該当性を確認すること等

致するものを、開発の比較的早期の段階から先

により、製薬企業による未承認薬等の開発を促

駆的医薬品等として厚生労働大臣が指定し、開

す仕組みである。2005 年から開催された未承認

発時の相談や承認審査における優先的な取扱い

薬使用問題検討会議等が改組されて設置された

の対象とするなどして、更なる迅速な実用化を

ものであり、2010 年 2 月以来、2020 年度末ま

図ろうとする制度である。2015 年度より試行的

でに計 44 回の検討会議が開催されている。
会議の資料、議事録は、厚生労働省のウェブ

に実施されており（「先駆け審査指定制度」と呼
ばれていた）、2019 年の医薬品医療機器等法の

サイトにおいて公表されている。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-

（既に製造販売承認を取得した品目、開発中止

iyaku_128701.html

が確認された品目は除いてある。）
一方、調査対象とした 8 疾患のうち、進行性

なお、医療機器についても、同様の検討会議

核上性麻痺、多系統萎縮症、プリオン病、前頭側

（医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関

頭葉変性症については、該当する開発品目は確

する検討会）が開催されている。

認できなかった。

3) 神経系難病に対する新規医薬品等の開発状

考察・結論
本年度の研究では、国内の公的機関による難

況
指定難病のうち、公益財団法人ヒューマンサ

治性・希少疾患領域の新薬等開発促進に関連す

イエンス振興財団「神経疾患の医療ニーズ調査

る支援策等の情報を、それらの歴史的経緯を含

（第 2 回）」
（2018 年度）において「新規治療法

めて収集し、整理した。また、新規治療法の開発

の開発が急務な疾患・症候」の上位 10 疾患に含

ニーズが特に高いとされる疾患に対する医薬品

まれた以下の 8 疾患を調査対象とした。

等の開発状況を調査した。今後、調査対象を拡

筋萎縮性側索硬化症、進行性核上性麻痺、パ

大しつつ情報をアップデートするとともに、現

ーキンソン病、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症

在の各種制度に対する評価に関する情報を収

（多系統萎縮症を除く）
、プリオン病、筋ジスト

集・分析する。これらに基づいて、今後 NCNP

ロフィー、前頭側頭葉変性症

に求められる機能等について整理・提言するこ

これらの疾患名を検索語として商用データベ

ととしたい。

ース及び希少疾病用医薬品等の指定品目リスト
を検索した結果を表１に示す。国内での臨床開

参考文献等

発が PhaseⅡ以降に進んでいる品目又は希少疾

 川野宇宏．難病法の制定と現在の難病対策に
ついて．医療と社会 2018;28(1):17-26.

病用医薬品等の指定を受けている品目（再生医
療等製品を含む）として、筋萎縮性側索硬化症 6

 難病情報センター・ウェブサイト

品目、パーキンソン病 6 品目、脊髄小脳変性症
3 品目、筋ジストロフィー2 品目が確認できた。
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https://www.nanbyou.or.jp/

（資料１）
難病対策要綱
昭和 47 年 10 月
厚

生 省

いわゆる難病については、従来これを統一的な施策の対策としてとりあげていなかっ
たが、難病患者のおかれている状況にかんがみ、総合的な難病対策を実施するものとす
る。
難病対策として取り上げるべき疾病の範囲についてはいろいろな考え方があるが、次
のように整理する。
(1) 原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病（例：
ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス）
(2) 経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するた
めに家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病（例：小児がん、小児慢性
腎炎、ネフローゼ、小児ぜんそく、進行性筋ジストロフィー、腎不全（人工透析対象
者）、小児異常行動、重症心身障害児）
対策の進め方としては、次の三点を柱として考え、このほか福祉サービスの面にも配
慮していくこととする。
(1) 調査研究の推進
(2) 医療施設の整備
(3) 医療費の自己負担の解消
なお、ねたきり老人、がんなど、すでに別個の対策の体系が存するものについては、
この対策から、除外する。

- 618-

表１

神経系難病に対する新規医薬品等の開発状況
希少疾病用
疾患名

有効成分・記号

有効成分の概要

開発企業

開発段階

医薬品等指
定

筋萎縮性側索硬化 tofersen

アンチセンスオリゴヌクレ バイオジェン・ジャパン

症

オチド
ravulizumab

Phase Ⅲ

月

ヒト化マウス抗補体 C5 モノ アレクシオンファーマ

Phase Ⅲ

クローナル IgG2/G4κ 抗体
mecobalamin

メチル型ビタミン B12

エーザイ（医師主導治験）

Phase Ⅲ

perampanel

AMPA 拮抗

エーザイ（医師主導治験）

Phase Ⅱ

hepatocyte growth factor

肝実質細胞増殖因子 HGF

クリングルファーマ（医師主導 Phase Ⅱ
治験）

CL-2020
パーキンソン病

Muse 細胞

生命科学インスティテュート

iPS cell-derived dopaminergic ドパミン神経前駆細胞

Phase Ⅱ

大日本住友製薬・京都大学 iPS Phase Ⅲ

neural progenitor cell

（他家 iPS 細胞由来）

細胞研究所

foslevodopa

レボドパのプロドラッグ

アッヴィ

Phase Ⅲ

venglustat

グルコシルセラミド合成酵 サノフィ

Phase Ⅱ

素阻害
prasinezumab

ヒト化 IgG1κ モノクローナ 中外製薬

Phase Ⅱ

ル抗体

脊髄小脳変性症

2020 年 11

KW-6356

アデノシン A2A 受容体拮抗

協和キリン

Phase Ⅱ

KDT-3594

ドパミン受容体刺激

キッセイ薬品工業

Phase Ⅱ

rovatirelin

TRH 誘導体

キッセイ薬品工業

Phase Ⅲ
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L-arginine hydrochloride/

L-アルギニン／塩酸アルギ （医師主導治験）

L-arginine

ニン

adipose-derived

同種間葉系幹細胞

リプロセル

Phase Ⅱ
Phase Ⅱ

mesenchymal stem cells
筋ジストロフィー

ataluren （PTC124）

2018 年 12
月

ナンセンス変異リードスル PTC Therapeutics

Phase Ⅲ

2020 年 2 月

ー
SRP-9001

マイクロジストロフィン遺 サレプタ・セラピューティック Phase Ⅱ （ 米 2020 年 6 月
伝子治療

ス
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国）

2-9
Consideration of the role as clinical research support infrastructure of national
centers in promoting clinical development of intractable neurological diseases

Harumasa Nakamura
Translational medical center
(1) Goals and plan outlined
Intractable or orphan diseases have been viewed as diseases for which drug development is
difficult to advance because of insufficient pathophysiological knowledge and the small
number of patients.
This study group consists of physicians/researchers of the National Center of Neurology and
Psychiatry (NCNP), research supportive staff members at the research support unit of the
Translational Medical Center (TMC) and the Hospital Clinical Research Promotion
Department (hereinafter simply called “Promotion Dept”), core clinical research hospitals
(“core

hospitals”)

and

non-core

hospitals,

and

other

experts

familiar

with

administrative/regulatory science. While continuing information sharing and exchange of
views with development-related organizations such as the Japan Pharmaceutical
Manufacturers Association (JPMA), each of these experts will analyze the current status
and extract open issues, followed by proposal of the role of NCNP as an academic research
organization (ARO) in the field of intractable neurological disease (for which NCNP is
expected to take actions for improvements) as well as proposal about the research support
system.
(2) Research outcome during the current year
1.

Assessment of the status of supports by the TMC and division of clinical support in
Hospital.

Regarding the status of supports by NCNP, the following may be viewed as NCNP’s
advantages: supports to investigator-oriented clinical trials including the Bench to Bedside
First-in-Human studies (NS-069, NS-089, OCH, etc.) designed to develop laboratory seeds at
hospitals, the outcome leading to approval of NS-069, and the supports to establishment and
utilization of real world data (RWD) not only in investigator-oriented clinical trials and specific
clinical studies but also in registry/cohort studies. Group members are establishing the quality
management

system

(QMS)

for

investigator-oriented

clinical

trials

and

registry

establishment/data utilization studies within the framework of AMED research project.
We have received many requests of consultation over supports related to biostatistics and life
ethics. We can also provide methodology for efficient implementation of clinical studies
(Bayesian sequential monitoring, adaptive randomization). These features are consistent with
the new function expected of a core clinical study hospital in a specific field.
Reinforced supports are needed for investigator-oriented multicenter cooperative clinical trials,
other center-oriented/investigator-oriented clinical trials and large-scale registry cohort
studies. NCNP should make proposal actively about the biostatistical issues and the open
issues on life ethics specific to intractable neurological disease.
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2.

Actions taken as NCNP researchers or investigators involved in clinical studies/trials

It is advantageous that the current status of intractable neurological disease registry was
analyzed, revealing that “Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases (IRUD),” “Registry of
Ataxia Patients (J-CAT)” and “Specific Study of Biomarkers before Onset of Motor Symptoms
for Prevention of Parkinsonism (J-PPMI)” have been carried out smoothly. On the basis of
interviews of NCNP researchers, stakeholders at enterprises, the following were identified as
the functions expected of ARO: enriched training on clinical studies, supports beginning at
early stages of research (project management), supports to registry as a data center, promotion
of registry in linkage to the professional society, bioresource collaboration, and so on.
3.

The action for the standardization of physical function evaluation, evaluator cultivation

The evaluation methods used within NCNP covering ALS, Parkinson’s disease/syndrome,
spinocerebellar degeneration and muscular dystrophy were reviewed and made into a uniform
method applicable across the NCNP, and a related dataset for use in electronic medical records
was created. Minimum detectable changes related to spinocerebellar degeneration with the
standard balance scale (Balance Evaluation Test: BES Test) were calculated. A Japanese
version of the Characterizing Freezing of Gait Questionnaire (a method for evaluation of
freezing of gait associated with Parkinson’s disease) was prepared and made public. Feasibility
of continued evaluation with the Box and Block Test in patients with Duchenne muscular
dystrophy was confirmed. These activities may be viewed as an advantage of NCNP having
much experience with evaluation of physical functions in patients with intractable
neurological disease. We will devise measures to spread this experience across the country to
achieve equalization in Japan.
4.

The view and perspective from the point of external support organizations views

The status of ARO supports on intractable neurological disease at core clinical research
hospitals and non-core hospitals was reported, listing the following roles expected of NCNP:
promotion of communication by researchers between the field of pediatric neurology and the

field of adult neurology, the role as a window for supply of information on clinical studies/trials
to patients with psychiatric/neurological disease (including the recruiting function), bridging
to overseas study groups, preparation of registry/biobank SOP, banking on genome/omics data,
preparation of the SOP on supply of above-mentioned data to enterprises, promotion of patient
and public involvement, NCNP-specific research budget system allowing entry of outside
parties, and so on. Expectation is particularly strong about the roles in promotion of patient
recruitment for clinical studies/trials, establishment of research infrastructure (e.g., registry),
supply of research startup funds, and so on.
5.

The review from the aspects of administrative and regulatory science

Investigation was made about systems under pharmaceutical regulations (orphan drug
designation system, conference on unapproved/off-label use drugs with high unmet medical
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needs, conference on early introduction of medical devices with high medical unmet needs,
pioneer drug designation system, conditional early approval system) and about systems for
disease control (intractable disease policy research program, AMED commercialization
research program on intractable disease). This year, investigation was done under way about
new drugs, etc. being developed for intractable neurological disease under the above-cited
systems.
(3)

Plans for next year and beyond

The current status of NCNP was analyzed by the end of this year. In the next year, issues to
be addressed will be summarized and measures for resolving such issues will be presented.
We will start collaboration with professional societies involved in R & D in the field of
intractable neurological disease (Japanese Society of Neurology, Japanese Society of
Neurological Therapeutics, Japanese Society of Child Neurology, etc.) and will conduct
questionnaire surveys of the members of these societies. Discussion with pharmaceutical
companies is scheduled for early next year.
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