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要 旨

【目的】パニック障害 (PanicDisorder:PD)は,パニック発作に代表 される様々な自律神経

症状の "嵐 "を星するため,その病態には自律神経系 (AutonomicSystem:AS)の機能異常が

想定されている.これまでの PDの自律神経機能異常の研究において,結果は必ず しも--h致 し

ていない.その理由の 1つに,ASはホメオスタ-シス (j生態恒常性)を保つためのもので,罪

常に複雑かつ個人差も大きく,様々な状況によって変勤しやすいことが挙げられる.---一方,PD

患者はス トレスに代表される感覚情報の処理過程に問題があることが分かっている.そこで今

回我々は,精神負荷を与えた際の心血管系及び内分泌系の変化を,新たな手法を用いて検討 し

た.

持升究 1】pD患者における心血管系調節異常に関する研究

心血管系の自律神経反射の 1つである血圧反射の機能を評価するために,血圧と心拍数とい

う2変数間の関係性に著冒し,血圧変動から心拍変動までの相互相関係数の最大値であるp

maxを柳 1て,血圧反射の調節を連続的に評価 した.血圧と心拍数の相互の関係が安定してい

るほどpmaxが高くなり,何 らかのス トレス状況下ではpmaxが低下する.対象は寛解期の

pD患者 16名と健常対照者 (NomlalControl;NC)20名とし,ビデオ映像視聴や安静など測定

状況を変化させ pmaxを測定した その鰍 私 PD群はNC群に比較 してpmaxが有意に低い

ことが示され,寛解期のPD患者であっても血圧反射の調節異常が存在することがわかった.

【研究 2】pI)患者における内分泌系調節異常に関する研究

内分泌系の調節機能を評価するために,非常に弱い精神負荷を与えた際の唾液中ス トレスマ

-カーの測定を行った.対象は,寛解期のPD患者 18名とNC20名として,精神負荷前安静時,

精神負荷直観 精神負荷 10分後の唾液申ストレスマーカーの測定を行った.精神負荷には内田
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タレペリン試験を用い,ス トレスマ-カ-として,唾液申アミラ-ゼと唾液申クロモグラニン

Aを用いた.結果は,PD群では唾液中アミラ-ゼが,NC群よりも高かった.PD群では,NC群

では反応 しないほど非常に弱い精神負荷においても唾液中のス トレスマ-カーの変動がみられ,

内分泌系における調節累帝が存在すると考えられる,

ほ とめ】2つの研究より,寛解期のPD患者においても心血管系や内分泌系の調節異常が存

在し,これらは主に交感神経系の調節異常に基づくものと思われる.さらに本所見は,PDに関

するbi,aitbiologicalmarkerあるいはエンドプェノタイプとしての可能性 を示唆するだけでな

く,PDの慢性経過や再発率の高さ等の臨床的に重要な問題とも関連しているかもしれない.

キ-ワ-ド:パニック障害,自律神経系,心血管系,内分泌系

は じ め に

パニ ック障害 (panicD豆sorder:PD)は,突然

起 こる動博,呼吸困難感,発汗などの様々な自律

神経症 状 を主 体 と したパ ニ ック発作 (Panic

Attack:PA)を繰 り返 し,その結果,予期不安や回

避行動が著明となり,著 しい社会機能低下を示す

不安障害の一つである.

PDの病態には自律神経系 (AutonomicSystem:

AS)の機能異常が想定 されている.これまで心拍

数 (HR)や血圧 (BP)について測定が 1980年

代を中心に多くなされ,HRとBPの増加,つまり

交感神経系の機能克進の傾向を示す所見が多いも

のの有意差 を示す ものは少なかった l).1990年

代 にな る と,心拍変動 (HeartRateVariability:

HRV)についてパ ワ-スペク トラム解析 などが

用いられるようになった.パ ワ-スペク トラム解

析は交感神経 と副交感神経機能を同時に評価する

ことができるため,PDの自律神経研究では最 も

多用 された解析法 となった.結果としては交感神

経系の機能克進 と副交感神経系の機能低下が しば

しば指摘 されているものの,いくつかの研究では

反対の結果 も出ており,結論は出ていない 1).さ

らに2000年代 になるとQT間隔 を測定する研究

がなされるようになってきた.Yeraganiらのグル

ープは isoproterenolを投与 し交感神経 を活性化

させた際に QT間隔のばらつ きが大 きくなること

から,QT間隔のばらつ きを交感神経系の指標 と

して,PD患者での交感神経系の克進 を示唆 して

いる2)3)

一方で,PDのような不安障害の病態 には誤っ

た認知の存在が関係することが知 られている4)5)

PD患者は身体感覚に非常に敏感で動博などの特

定の身体感覚に対 して恐怖 を抱 くことがある 6).

さらに身体感覚に対する誤 った解釈から広範で悲

劇的な考えにいたるような認知の障害 を示す 4)5)7)

これ らには感覚 と認知の情報処理の過程での障害

が想定 されている 5).最近の研究では,パニ ック

障害に関連する単語への暴露など予期不安を感 じ

させ認識 させるような状況によって自 律 神経調節

の異常が見 られることを示 している 8)9).多 くは

実験環境 という非 冒常的な状況での予期不安 との

関係 を示 したものだが,いくつかの研究では日常

生活におけるさまざまな状況や外的刺激に対する

認知においても異常があることが示 している4)7)

以上のように,PD愚者ではASの機能異常が

想定 されているにも関わ らず,現時点では一致 し

た結論に至 っていないのが現状であり,また PD

患者はス トレスに代表 される感覚情報の処理過程

に問題があることも分かっている.そこで我々は,

非常に複雑で,かつ個人差 も大 きいASに関する

病因 ･病態仮説を構築することを目的として,節

たな手法を用いて PD患者の心血管系の血圧反射

に関する研究 (研究 1)と内分泌系に関する研究

(研究 2)を行った.

研究 1では,心血管系自律神経反射の 1つであ

る血圧反射の機能 を評価す るために,HRとBP

の 2変数間の関係性に着 目した,血圧変動から心

拍変動 までの相 互相 関係数 の最大値 で ある p

maxを測定 し,血圧反射の調節を連続的に評価 し
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た.我々は以前よりpmaxを用い,PDの自律神経

調節異常の研究を行い,交感神経系の調節異常の

存在を報告している10)ll).今回は,リラクゼーシ

ョンビデオ映像を挟んで3-Dビデオ映像を2回

繰 り返 して視聴 させた際の pmaxを計測 し,p

maxにどのような変化が生じるかを検討した.

また研究 2では,内分泌系の調節機能を評価す

るために,非常に弱い精神負荷を与えた際の唾液

中ス トレスマーカ-の測定を行った,これまでの

PDの内分泌系評価は主に血液中のコルチゾ- ル

やカテコラミンを測定することで行われていた

が,採血という手技自体が授襲的で正確にホルモ

ンレベルを測定することが困難であった.そこで,

今回は非侵襲的に簡便に施行することが可能な唾

液中ス トレスマ-カ-の測定を行った.

研 究 1

対象

16名の PD患者と年齢,性別を-致させた健常

対閣者 (NormalCon&01;NC)20名を対象 とし

た.PD群 は男性 9名,女性 7名,平均年齢 は

35.3± ll.0歳であった.PDの診断には DSM-

Ⅳ-TR (米国精神医学会精神疾患診断基準)12)を

用い,全例,他の精神疾風 アルコール依存,その

他の物質依存,身体疾患の合併,外傷の既往のな

いものとした.また少なくとも過去 6カ月以内に

PAを起こしていない寛解期の患者を対象とした.

患者は精神科外来に定期的に通院し,14名はBu-

voxamineかparoxetineを定期的に内服 し,ben-

zodiazepine系抗不安薬を不定期で使用している.

NC群 は男性 12名,女性 8名,平均年齢 は

36.3±6.8歳であった.NC群は全例,物質依存や

他の精神疾患の既往のないものとした.また女性

対象者に関しては,月経前後 1週間を除く期間で

の測定とした.

尚,本研究は新潟大学医学部倫理委員会の承認

を受けており,対象者は全て測定前に本研究につ

いての説明を十分に受け,書面にて同意が得られ

た者のみである.

精神症状の評価

自己記入式のアンケー トである Sheehan

pa鮎ntRatedAnxie吋 Scale(SPRAS)13),panic

and Agoraphobia Scale(PAS)14),state Trait

AnxietyInventory(状態不安;STAI-S,特性不安;

STAI-T)15)を用いた.実験施行前にこれらすべ

てに回答 してもらい,実験終了後にSTA I-Sのみ

再記入してもらった,

実験方法

測定は全て新潟大学大学院医歯学総合研究科統

合生理学分野で行い,室温 ･照度については全て

一定とした (22℃,101ux).映像刺激には,5分

間のリラクゼーション映像を挟んで,5分間の映

像と音響を合わせた3-Dジェットコースタービ

デオを2回視聴させ,また映像視聴前後 5分間は

安静時間とし,測定状況を変化させた.映像は80

inchスクリ-ンに液晶プロジェクターからの投

影 し,2mの距離からの視聴とした,血圧の連続

計測は,左手椀骨動脈よりトノメ トリ式血圧計

絹 本コ-リン社製JENTOW770)を用いて行い,

心拍数は,心電計から計測 した心電図信号を基に

計測された.さらに2分間のデータ (600ポイン

ト)の血圧 と心拍の波形 をフー リエ変換 し,

0.1Hz付近のMayer波成分のみを抽出乳 血圧変

動から心拍変動までの相互相関係数の最大値 p

maxを下図の式のように設定し,P maxの裸像負

荷時における経時的変化を,両群で求めた.

車xy(T)

pmaxが 1に近づくほど血圧と心拍数相互の関

係がより安定しており,逆にpmaxが0に近づく

と相互の関係は崩れていることを示す.情動変化

はpmaxを低下させることが知 られており16)17),

安静時にはpmaxはより高く,何らかのス トレス

状況下では低下する.

統計解析

年齢,性別,評価尺度の解析には,t検私 x2検

定を用いた.

pmax-maxpxy(T) pxy(I)
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表l研究 まにおける被験者デ-タ

PanicDisorder(n=16) NormalControl(n=20)

Sex(males/females)

Age,years

SPRAS

PAS

STAI･T

STAINS(pre)

STAi･S(post)

9/7

34.8(ll.1)

44.8(ll.1)

9.4(6.7)

42.7(7.6)

35.6(7.1)

34.0(10.1)

12/8

37.4(ll.3)

45.I(9.6)

44.2(9.2)

36.1(6.7)

36.7(8.6)

Thevaluesaremeans土standarddeviation.

SPRAS:SlleehanPatient･S-RatedAnxietyScale

PAS:PanicandAgoraphobiaScale

STAl:State･Trait･AnxietyInventory

pmaxの変動に関しては,各測定状況における

Pmaxの平均を従属変数,疾患の有艶 測定状況

を独立変数 として 2way-ANOVAを用いた

(SPSSll.0).

結果

2群間で年齢,性別,不安評価尺度のスコアに

おいて有意差はみられなかった (泰 1).

図 lには全線適中の pmaxの変化を示 した.

PD群とNC群の間に主効果を認め,STAIで評価

した不安レベルは2群闇で有意差がないにもかか

わ らず,pD群では pmaxは有意に低かった

(PDvs.NC:0.679±0.051vs.0.752±0.034,F-
4.937,p-0.033).しかし,安静状態および映像

刺激など測定状況の変化に対する主効果 (F-

0.983)や疾患 と測定状況 に関す る交互作用

(F-0.884)は認められなかった.

考察

研究 1では,寛解期にあるPD患者でさえも

NC群に比較 してpmaxが低 く,血圧反射の調節

異常が存在することがわかった.一方,安静状態

および映像刺激などの測定状況によるpmaxの有

意な変化は認められなかった.

今回とは異なった刺激映像 (スポーツ体験ビデ

オ)を開いて以前行った我々の研究では,PD群

では安静状態では差がなかったpmaxが映像刺激

車に有意に低下することを頚菖 した 10).したが

って,安静状態でのpmaxが低下していた今回の

結果は,以前の結果と巽なるものであった.これ

らの結果の不一致の理由として推定 されるもの

は,まず対象者数や性比が異なる点である.今回

は PD群 16名,NC群 20名の計 36名であった

が,既報ではそれぞれ 12名,19名の計 31名であ

り,しかも既報の対象者は全て男性である.自律

神経系はホメオスタシスを保つ調節系であること

から月経等により容易に変動しうるために既報で

は女性を除いたが,今回は月経前後 1週間を除く

期間での測定とし,女性対象者を入れたことが結

果を左右 した可能性はある.次に,映像刺激ビデ

オの違いである.既報ではスポーツ体験ビデオと

称して,マウンテンバイク等の車載カメラの映像
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図 1 各群におけるpmaxの変動

縦軸をpmax,横軸を時間経過 (秒)として PD群 (義)とNC群 (○)におけるpmax

の変動を示 した.データは 10秒間の平均をプロットした.pma x -0.7を境界として,PD群で

は低 く,NC群では高かった くPDvs.NC:0.679± 0.051vs,0.752± 0.034,F- 4.937,p-

0.033).測定状況に関するpmaxの変動については有意な結果は得られなかった.

を用いたが,本研究では日常的でかつさらに自律

神経系を揺 さぶる精神負荷として,3次元映像に

よるジェットコースターの体験ビデオとした.し

たがって,今回はよりバーチャルな映像となり,

映像前被験者にその旨を説明することで,刺激前

安静状態でのpmaxが低下してしまった可能性は

歪めない.しかしながら,今回の結果は,pmax

がPDの traitbioiogicalmakerあるいはエンドフ

ェノタイプとなる可能性を示唆しているものと思

われる.今後は,性差も含め,対象数を増やし,壁

なる検討をしたい.

また,PD患者が日常生活において存在する外

的刺激に対しての認知の障害が存在することを示

した報告がみられる4)7).両群間でSTAIスコア

の差はみられなくとも,PD患者では実験状況の

みならず普段から誤った認知による自律神経調節

機能異常が存在し,pmaxなどの心血管系自律神

経調節指標が低下していると考えられる.さらに,

pmaxは0,1Hz付近のいわゆるマイヤー波のみを

抽出し,解析を試みたものであるので,交感神経

系の関与が強いことが推測 される10)ll).っまり,

症状のない寛解期においてもPD患者では交感神

経系の機能 (調節)異常が存在している.これら

の心血管系自律神経調節の脆弱性がベ-スとな

り,日常生活上の些細なス トレスを誤認識する結

栄,症状が再び出現してしまうという悪循環が存
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在 し,このことがPDの再発率の高さに関連 して

いる可能性が示唆される2)18)

研 究 2

対象

18名のPD患者と年齢,性別を一致 させたNC

群20名を対象とした,PD群は男性 8名,女性 10

名,平均年齢は35.8±8.7歳であった.PD群の

診断にはDSM-Ⅳ-TR(米国精神医学会精神疾

患診断基準)2)を卿 ､,全例,他の精神疾風 アル

3-ル依存,その他の物質依存,身体疾患の合併,

外傷の既往のないものとした.また少なくとも過

去6カ月以内にPAを起こしていない寛解期の患

者を対象とした.患者は精神科外来に定期的に通

院 し,触voxamineかparoxetineを定期的に内服

し,benzod喜azepine系抗不安薬を不定期で使用 し

ている.

NC群は男性 8名,女性 12名,平均年齢 は

36.3±6.8歳であった.NC群は全例,物質依存や

他の精神疾患の既往のないものとした

尚,本研究は新潟大学医学部倫理委員会の承認

を受けており,対象者は全て測定前に本研究につ

いての説明を十分に受け,書面にて同意が得られ

た者のみである.

精神症状の評価

PDの症 状 評価 には PanieDisorderSeverity

scale(PDSS)19)を用い精神科医が問診により評

価し,実験前複の不安症状は自己記入式のアンケ

ー トであるStateTraitAnxietylnventoTy(状態不

餐 ;STAI-S,特性不安 ;STAI-T)15)を用いて

評価 した,STAI-Tは実験施行前のみに,STAIIS

は実験施行前後に回答してもらった.

実験方法

実験は内分泌系の日内変動の影響を最小限にす

るために午後 1時から午後 4時の間に行った.実

験施行前 10分間は椅子に座った状態で安静を保

ってもらった.精神負荷には内聞タレペリン試験

を用い,10分間施行した.実験施行前,施行直後,

施行10分後に血圧,脈拍,唾液中ス トレスマーカ

-の測定を行った.ストレスマ-カーには,嘩液中

ア ミラ-ゼ (salivaryamylase:S-AMY)と唾液

中クロモグラニンA (salivarychromo宮ran呈nA:S-

CgA)を開いた.S-AMYは専用のテス トス トリ

ップを使用し,自動光学測産叢 (ココロメ-タ-,

N王PRO社製)により計測 した,S-CgAは,口腔

内に専用唾液採取キット (Salivettes)により唾

液を採取 し-80℃で保存 し,解析にはenzyme-

1inkedimmunosorbentassay(ELISA)法 を用い

た.

統計解析

年齢了性靴 評価尺度の解析には,t検定,x2検

定を用いた.

唾液中ス トレスマーカーの変動に関しては従属

変数をス トレスマーカー,疾患の有無,測定ポイ

ントを独立変数 として 2way-ANOVAを行 った

(SPSSll.0).

結果

牛齢,性rl]IJ.不安尺度 (STA卜S.STAI-T)は

2群間で有意な差はみられなかった (羨望).さら

に,拡張期血圧,収縮期血圧,脈拍数もいずれの

測定ポイントにおいても2群間で差はみられなか

った (表3上

2way-ANOVAによりsAMYでは疾患の有無

と時間経過に主効果を認め (疾患 ;F- 4.467,

p-0.042,時間 ;F-4.507,p-0.014),PD群

において NC群に比較 して S-AMYが高かった

個 2).S -CgAでは有意な結果はみられなかった

(図3).

考察

研究 2では,非常に弱い精神負荷においてPD

群においてのみ S-AMYの変動がみられ,NC群

ではこれらの変動がみられないことがわかった.

これまでにPD患者を対象にS-AMYや S-CgA

を測定した研究は存在 しないが,健常者を対象と

した研究 はい くつ か存在す る.Roh盲enderら

(2004)は精神負荷に対するS-AMYと血中ノル
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表2 研究 2における被験者デ-タ

PanicDisol･der(n=18) NormalCont.rot(n=20)

Sex(males/females)

Age,years

PDSS

STAI-T

STAⅠ-S(pre)

ドr.＼卜'｢iPりトこ､

8/10

35.8(8.7)

Ll.5(2.2)

45.3(8.9)

39.3(6.9)

38.2(8.3)

Thevaluesaremeans土standarddeviation.

PDSS:PanicDisorderSeverityScale

8/12

36.3(6.81

41.2(8.5)

40.5(8.6)

37.2(7.4)

寮3研究2における血圧,脈拍の変化

PanicDisorder NormalControl

PulseRate Pre

Omin

lOmュn

SystolicBP Pre

Onlin

lOmill

71.6(9.5) 78.6(12.3)

71.鋸且1) 76.6(10.8)

72.4(10.9 77.6(12.5)

115.8(15.6) 122.6持5.8)

119.8(14,9) 120.8(15.0)

117.0(16.7) 120.6組4.6)

DiastolicBP Pre

Olllin

lOmin

70.9t､15.1) Tt;i!(ll.:い

72.9持5.2) 72.O拍ユ.5)

TLltll.lJ TユIill.lj

Thevaluesaremeans±Standarddevia(ion.

エピネフリンの増加に関連があったと報告した 20) ての有用性を示 している21).同様に,S-CgAも

またNaterら(2005)は精神負荷状況でのS-AMY 精神負荷に対 して速やかに敏感に反応することが

が心拍変動で評価される交感神経系活動との間に 知 られている22-25).S-cgAは交感神経系が刺

相関がみられたと報告し,交感神経系の指標とし 激されるとカテコラミンと共に分泌され,交感神
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図 2 唾液中アミラーゼ (S-AMY)の精神負荷に対する変化

PD群 (●)の S-AMYは,実験前 毎re)が 77.1U/ml,実験 0

分緩 くomin)が 64.8U/ml,実験 10分後 (10min)が 43.7U/mlと

変化 した,一方,NC群 (○)では実験前 (P㌻E)が 33.6U/ml,実験

0分後 (0min)が 37.7U/ml,実験 10分後 (10min)が 31.4U/ml

であった.
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図3 唾湾申クロモグラニンA (sICgA)の精神負荷に対する変化

PD群 (●)の S-CgAは.実験前 (pl･e)が2.30pmol/mgpro-

tein,実験 0分後 (Omin)が 3.46pmol/mgprotein,実験 10分後

(10min)が2.64pmol/mgproteinであった.NC群 (○)では,莱

験前 (pre)が3.49pmol/mgprotein,実験 0分後 (Omin)が 3.93

pmol/mgprotein,実験 10分緩 く10min)が 3.40pmoUmgprotein

であった.
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経系活動の指標 として考 えられている 22)26-31)

Nakaneら (1998)は人前でのスピーチなどの精

神負 荷によって S-CgAが反応することを報告 し

た 22).数年後,彼 らのグループはタイピング課題

によって もS-CgAが上昇 し,マイナスイオ ンに

よる効果でその上昇が減弱することを示 した 23)

これ らの研究 より,S-AMY,S-CgA共に交感神

経系活動の評価に有用であり,そのマ-カ-にと

して可能性が期待 されている物質である 22)32)33)

我 々の研究では,PD群では S-AMYが高 く,

NC群では低かった,これは今回使用 した精神負

荷がこれまでの研究に比べて非常に弱いことが影

響 している可能性がある.NC群では変化がみ ら

れないほどの弱い精神負荷 によって,PD群では

ス トレスマーカーの変化がみ られ るとい う結果

は,研究 1で も示 したとお り,PD群の誤 った認

知に起因するものかもしれない.

さらに,S-AMY値 は施行前が最 も高 く,精神

負荷後に徐々に低下 していった.-般的にス トレ

スマ-カ-は精神負荷後に上昇がみ られるが,こ

れ までの S-AMYの研究で も精神負荷前 に上昇

がみ られたとの報告がい くつか存在する.Bosch

ら (1996)は学生 を対象 とした研究で試験前 30

分の S-AMYが 2週後 もしくは 6遇後 に測定 し

た安静時の値 に比べて高いことを示 している34)

また Chattertonら (1997)は,スカイダイビング

直前の S-AMYが_ヒ昇 していることを報告した 35)

これ らの研究は,健常者 を対象 としたもので刺激

の強 さも異なるため本研究 と直接比較することは

で きないが,本研究の場合,非常に弱い精神負荷

によって出現 した実験施行前の S-AMYの上昇

は PDの予期不安に関連するかもしれない.

本研究のまとめ

本研究では寛解期の PD患者 を対象として自律

神経系の指標の測定を行った.研究 lでは,3-D

ビデオ映像刺激を精神負荷 として,血圧反射の指

標であるpmaxを測定 し,PD群では NC群 に比

較 して pmaxが低下 していたが,測剥 犬況による

影響は検出 されなかった.また研究 2では,内田

タレペ リン試験 という非常に弱い精神負荷を用い

て,S-AMYが PD群で NC群 より高いことが示

された.これ らの結果は主に交感神経系の調節異

常に基づ くもの と思われ る.PDでは感覚情報の

処 理を司る扇桃体の機能異常が強 く想定 されてい

る 36).雇桃体は,感覚刺激を統合する場合に重要

な役割を担い,条件付け操作は扇桃体への入力を

増強 させ,皮質及び皮質下への出力を介 して感情

的な反応 を促進 させ る 37).前頭前野 からの抑制

も含め,扇桃体には条件付け反応の発現をコン ト

ロ-ルす る強 力な抑制サ-キ ､ソトが存在 してお

り,特に扇桃体の基底外側核群は,感覚刺激に対

する慣れに重要な役割を果たすことが知 られてい

る 38)39).pDに代表 される不安障害のような病的

な状態では,この扇桃体における抑制が不十分で,

その結果条件付け反応の過剰発現が自律神経調節

異常を引 き起 こすと考えられる.今回得 られた所

見は,PDに関す るtra豆tbiologicalmarkerあるい

はエン ドフェノタイプとしての可能性 を示唆する

だけでな く,PDの慢性経過や再発率の高 さ等の

臨床的に重要な問題とも関連 しているかもしれな

い.
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