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アルコールの長期乱用は肝障害などの身体障
害のみならず,記銘力障害などの知的機能の障
害,性格変化などを出現させることがよく知ら
れている.このうち知的機能の障害については,
軽度の記銘力障害のレベルから,いわゆる「ア
ルコール性痴呆1) 」といわれる重度の障害まで
種々の段階のあることを経験する.しかし,
「アルコール性痴呆」は,その存在を否定する
との見解もあり2),現在のところアルコールに
より生じた特異的な痴呆と診断し得る状態とは
いい難いと思われる.また,アルコールに関連
した知的機能障害とアルツ‑イマー型痴呆,脳
血管性痴呆そしてパーキソソソ病,ハソチソト
ソ舞踏病などの神経疾患にみられるそれとの異
同についても十分に解明されていない.アルコー
ル乱用による知的機能の障害は,その出現機序
はともかくとして原田は明確であるため,本障
害の病態の解明は,知的機能障害全般のそれに
寄与するであろう.
アルコール依存症者の知的機能に関する従来
の研究では,各種の心理テスト,脳波3),短潜
時誘発電位4) ,頭部Ⅹ線CT5)などとの関係で
検討されている. X線CTを用いた研究による
と,アルコール依存症者のかなりの者に大脳皮
質の秦縮,脳室の拡大が認められている.そし
て一部の者にはアルコール離脱後における萎縮
の可逆性についても論じられており6),知的機
能の回復の可能性が示唆されている.著者らは,
magnetic resonance imaging(MRI)を用いて
アルコール依存症著の脳の形態を調べたが,そ
の結果,アルコール依存症者では,大脳皮質の
萎縮と脳室の拡大が認められることが確認され

るとともに,小脳皮質の萎縮のあることも明ら
かとなった7).ァルコール依存症者とアルツハ
イマー型痴呆の頭部CT所見, MRI所見の報告
によると,程度は種々であるが両疾患とも,大
脳皮質の萎縮や脳室の拡大が認められており
5‑10)これらの方法を用いた脳の形態には本
質的な差を見出すことは出来ないといえる.
事象関連電位(event‑related potential,以
下ERPと略す)は,認知機能,情報処理機能
ll.12)
の生理学的指標として用いられており
本電位のうちP300成分の潜時は,痴呆患者の
場合,同年齢の非痴呆患者に比較し延長してい
るとの報告13)がある.アルコ‑ル依存症者につ
いての研究をみてみると, Pfefferbaumらは健
常者に比較してP300潜時は延長しており,知
的機能の低下を裏付け得るとしている14)いっ
ぽう, P300潜時の延長はなく,アルコール依
存症者の知的機能障害とアルツハイマー型痴呆
のそれとは異なるとの報告もあり‑5),現在のと
ころ一致した見解は得られていない.また,わ
が国におけるこの領域の研究はきわめて少ない.
本研究の目的は,聴覚刺激の事象関連電位を
用いてアルコール依存症者の知的機能のうち認
知機能を検討するとともに,即時記銘力などを
知るために心理検査を実施し,アルコール乱用
による知的機能障害の本態の解明に寄与するこ
とである.そして,とくにアルコール依存症者
の知的機能障害と,生理的加齢変化,老年痴呆
などのそれとの異同をめぐって考察したい.
方

法

対象は,アルコール依存症者の男子10人と年
齢をマッチさせた健常対照者男子10人であった.

アルコール依存症者の事象関連電位
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Research Diagnostic Criteria (RDC) ‑8)を用

を用い,日本脳波筋電図学会誘発電位検査法委
員会の指針に準じて実施した.具体的には以下
の通りである.被験者は,半防音室内の安楽椅
子に座り,前方1.5mの距離に置かれたスピ‑
カーからの二種類の音刺激を聞き分けて,一方
の目標刺激音の数を声を出さずに数えるように
指示された.記録は, ERPの日内変動‑9)を考
慮して午後2時頃に行なわれた.
音刺激は,立ち上がり時間10msec,持続時

い,他の精神障害やアルコール以外の薬物依存,
アルコールに関連しない神経疾患を有するもの

間90msec,刺激間隔1.7±0.1msec,刺激強度
70dBSPLの1 KHzないし2KHzのトーソバース

は対象から除いた.いずれの対象にも聴覚障害
は認められなかった.

トとした 1KHzの音刺激は,呈示確立80%で
非目標刺激とし, 2KHzのそれは20%で目標刺
激とし,それらがラソダムに出現するようにし

年齢は,アルコール依存症著が49.3±5.8 (辛
均値±標準偏差)読,健常対照者は46.3±5.7
歳であり統計的に有意差はなかった.対象者は,
とくに自覚症状もなく,知的機能の低下を自覚
しているものもなく,日常生活になんらの支障
もなかった.健常対照者は,社会的飲酒者であ
り, ALCADDテスト.8)で10点以下であった.
アルコール依存症の診断基準は, DSM‑【II17'と

アルコール依存症者の飲酒期間は22‑40 (辛
均31.9)年であり,アルコール離脱期間は25‑
186 (平均84.2)日であった.すべて入院中で
あったため,少なくとも25日以上の離脱が確認
されている者である.少量ではあったがいずれ
の被験者も,抗精神病薬Ievomepromazine 25
mgなどを就寝前に与薬されていた.
対象となったアルコール依存症者の臨床的背
景を以下に述べる.アルコール依存に伴う問題
症状としては,振戦せん妄の既往が全例に認め
られた.離脱時のけいれん発作が一例に認めら
れた.脳波は全例に施行され, 10例中7例は正
常, 2例は軽度異常(いずれも基礎波の軽度徐
波化と散発性の徐波の混入を認めた) ,一例は

た.刺激音は, 80個を1ブロックとし, 1ブロッ
ク終了毎に目標刺激を答えさせ,約2分間の休
憩をはさんで目標刺激が40回に達するまで続け
られた.目標刺激数の正答率が1ブロック内で
80%以上の場合のみを採用した.
脳波記録は,銀・塩化銀電極を用い,両耳柔
連結を基準電極としてFz, Cz, Pz (国際式
10‑20法)より単極導出し,時定数は1.5sec,
帯域周波数は0.16‑150Hz (3dB)とした.電極
間抵抗はすべて5KO以下であった.眼球運動
(EOG)も同時に記録した.脳波と眼球運動
は,医用マイクロコソピューター(日本電気三
栄, 7T17)を用い, onlineにて記録され処理

境界例(α波の出現がややpoorで低幅速波が
高頻度に出現)であった.なお発作波を認めた
ものはなかった.前例に頭部CTが施行され,
8例は軽度の脳萎縮像,一例は中等度の脳萎縮
像,一例は正常と判定された.

された.眼球運動の振幅が±100flV以上の場
令,脳波の加算平均は行われなかった.
解析は,刺激前100msecから刺激後672msec

以上のように今回我々が対象とした症例は,
10例でありやや少数であるが,全て男性で20年
以上の飲酒期間と振戦せん妾の既往を有する入
院中の患者で少量の向精神薬を服用していた.

刺激のそれぞれについて40回の加算平均を行な
い, 2組の加算波形を求めたが,非目標刺激に
たいする加算は,目標刺激直前の非目標刺激の
脳波だけを用いた.

頭部CTでは軽度の脳萎縮像を認めるが,脳波
はほぼ正常範囲にあるアルコール依存症著であ
り,ほぼ均一の臨床的背景をもった群であると
いえる.なお被験者に対して研究の主旨を説明
し口頭で諒解を得た.

各被験者の加算波形のうち,刺激後70‑130
mesc(NIOO), 170‑280msec(N200)で出現する

ERPの記録は,聴覚刺激によるodd‑ball課題

の期間の脳波を0.4msec毎にA/D変換して加算
平均LERP波形を求めた.目標刺激,非目標

陰性成分,刺激後140‑260msec (沼OO), 280‑400
msec (P300)で出現する陽性成分について,頂
点潜時と振幅を頂点同定法により求めた.潜時
は刺激開始時からの時間,振幅は刺激前100msec

宮里
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の区間の平均電位を基準とし,それに対する頂
点の振幅とした.
ERPの記録直後に長谷川式簡易知的機能評

ついて,頂点同定法を用いて各々の潜時と振幅
を計測した.そして得られた値について,被験
者(アルコール依存症著,健常対照者の2水準)

価スケール,ペソトソ視覚記銘検査(即時記銘
汰) , WAIS数唱問題の各検査を実施した.疏
計処理には,分散分析, I.検定,対応のある平
均値の差の検定,ピアソソの相関係数を用いた.

×刺激(目標刺激,非目標刺激の2水準) ×刺
激(目標刺激,非目標刺激の2水準) ×電極
(Fz, Cz, Pzの3水準)の混合デザイソによ
る3元配置の分散分析を実施した('rable 1.2).
その結果, NIOOについては潜時,振幅のいず
れにおいても被験者(診断)の主効果,被験者

結

果

アルコール依存症者と健常対照老各10人のERP
平均波形をFig.1に示した.アルコール依存症
者の場合,一見して健常対照者と比べNIOOと
P300振幅が小さく, P300については潜時も延
長していた.
そこでNIOO, P200, N200, P300の各成分に

との交互作用は認められなかった. P200につ
いては,被験者の主効果は認められなかったが,
潜時において被験者と刺激との間に交互作用が
認められた(F‑7.38, df‑l/18,P<0.05).下
位検定の結果,高頻度刺激に対するP200潜時
は,アルコ‑ル依存症著の場合, Fz, Czにお

Fig. 1 Grand‑mean waveforms of ERPs for alcoholics (N‑10).
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いて健常対照者に比較して長いことが明らかと
なった(Fz:t‑3.82, df‑18,KO.01, Cz:t‑3.08
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Cz:t‑3.01,df‑18,KO.01,R乙:t‑2.16,df‑18,K

P300潜時については,被験者の主効果に関
して有意の傾向はあったが有意差は認められず
(F‑3.36,df‑l/18,P〈O.1),被験者との交互
作用もみられなかった.しかし,両群間で平均
値の差を比較すると低頻度刺激の場合, Pzに

0.05,Table 4).
目標刺激を数える課題を遂行しているさいの
誘発電位を記録したが,その正答率は健常対照
者で96.1±2.2%,アルコール依存症者で91.2
±4.6%とアルコール依存症者で低かったが有
意差はなかった.
次にERP記録の直後に実施したそれぞれの
心理検査の平均値と標準偏差をアルコール依存
症者,健常対照者の順に示したい.長谷川式簡

おいてアルコール依存症者の潜時は延長してい
た(t‑2.36,df‑18,P〈O.05,Table 3). P300
振幅については,被験者の主効果が認められ
(F‑5.74,那‑1/18,P〈O.05) ,被験者と刺激
との間に交互作用が見出された(F‑7.54,df‑l/1

易知的機能評価スケール(23.1±6.8S31.5±
1.5),ペソトソ視覚記銘検査得点(4.1±2.6J7.
1±1.8), WAIS数唱問題総得点(5.3±1.8J9.3
±1.1)であり,アルコール依存症者は健常対照
者と比べて,いずれの検査においても低い値で

8,P〈O.05) .下位検定の結果,低頻度刺激に
対するP300振幅は,アルコール依存症者の場
令,健常対照者の場合と比較して小さいことが
明らかとなった(Fz:t‑2.95)df‑18,P〈O.01,

あった(P〈O.01).そこで,これらの心理検査
の成績とP300潜時,振幅との相関について,
ピアソソの相関係数を用いて検討した. P300

,〟‑18,P〈O.01). N200については,潜時,振
幅のいずれについても被験者の主効果,被験者
との交互作用は認められなかった.

Tab】le 3

潜時については,いずれの検査においても得点

Latency of P300 in alcoholics and controls
(mean±S.D)
rare

Su bjects
Fz

Cz

frequent
Pz

Fz

Cz

Pz

m sec
A lcoholics
(N = 10)
C ontrols
(N = 10)

382.9

383 .7

±57 .4
348.0

±49 .0
354 .1

±23 .5

±27 .1

404.6*
±45 .7
365.3
±26 .4

307 .8
±64 .9
286 .9
±64 .1

308 .5

309.7

±65 .0
283.6

±76 .5
298.8

±55 .6

±52 .1

p<0.05
Table 4

Amplitude of P300 in alcoholics and controls
(mean±S.D)

Subjects
Fz

A lcoholics
(N = 10)
C ontrols
(N = 10)

frequent

rare
Cz

Pz

Fz

Cz

Pi
乙

〃Ⅴ
4.2±4 .0"

3 ./±4 .6"

6.8±3.3*

3.6±2.7

4 .0±2 .4

4 .2±2 .1

9.2±3.6

10 .4±5.4

10.4±5.3

3‑7±2.3

4 .7±2 .2

3.9±2 .3

p<0.01,p<0 .05
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と負の相関が認められた.すなわちP300潜時
は,長谷川式簡易知的機能評価スケール得点が
低いほど(r‑‑0.70,P〈O.01),ペソトソ視覚
記銘検査の正答数が低いほど(r‑0.41,P〈O.0
5), WA増野昌問題総得点が小さいほど(r‑‑0.58,
P<0.01),長いことが明らかとなった.いっぽ
うP300振幅は,長谷川式簡易知的機能評価ス
ケール得点が低いほど(r‑0.50,P〈O.05),ペ
ソトソ視覚記銘検査の正答数が低いほど(r‑0.
62,P〈O.01), WAIS数唱問題総得点が低いほど
(r‑0.62,P〈O.01)小さいことが明らかになっ
た. P300振幅とWAIS数唱問題におけるdigit
spanの相関をFig.2に示した.その他の成分と
心理検査との相関も調べたが相関は見出せなかっ
m
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ては健常者との間に差はないが,老年痴呆患者
に比較し短く, P300振幅は他の両群に比較し
て小さいとしている15). St Clair (1985)は,
コルサコフ症候群を認めた20年以上にわたるア
ルコール乱用者,アルツハイマー型痴呆患者,
健常者の3群について比較した結果,アルコー
ル乱用者の場合,健常者に比較してP300潜時・
振幅とも差を見出せなかったが, NIOO振幅と
P200振幅が小さかったとしている加. Lilleら
(1986)は,アルコール依存症者の場合, NIOO
振幅の低下が認められたが,その他の所見に差
は認められなかったとしている2。.
これらの結果を健常者との比較に関してまと
めると,アルコール依存症著の場合, P300潜
時は長いが振幅には差がないとするもの, P300
潜時に差はないが振幅が小さいとするもの,
NIOO振幅, P200振幅が小さいとするものがあ
り,一致した成績は得られていない.今回の著
者らの結果, P300に関してはBegleitrらの成績
に近いといえる.このような不一致の原因とし
ては,対象者の年齢,飲酒期間,アルコール離
脱期間,入院・非入院,音刺激を含めた実験条
件などに差があり,向精神薬の服用状況も研究
者によって異なる.知的機能障害の程度は,記
載した報告が著しく少ないので不明である.
本研究で得られた結果の持つ意味を,認知機

F由. 2

P300 amplitude and digit span.

e^^^EI
アルコール依存症者の事象関連電位を調べた
報告はまだ少ないが, Hefferbaumら(1979)
は次の結果を述べている.すなわち,アルコー
ル依存症者の場合,健常対照者に比較してP300
潜的は長かったが, P300振幅, NIOOとP200の
潜時・振幅のいずれにも差を見出せなかったと
している】4).
Begleiterら(1977)は,アルコール依存症者,
老年痴呆患者,健常者の3群で比較した結果,
アルコ‑ル依存症者の場合, P300潜時につい

能の面から考察してみたい. P300は,刺激評
価(Kutasら121, 1977; McCarthyら ¥ 1981) ,
認知文脈の更新(Dondunら*", 1978),刺激

評価に続く認知文脈の更新を含めたsituation'
evaluation(状況評価) [Maglieroら ¥ 1984]
を反映する成分であろうと推測されている.そ
して,そのgeneratorとしては海馬,頭頂葉,
前頭葉皮質と中脳網様体などが考えられている
が,現在のところ一定の結論は得られていない.
本研究ではP300成分の低振幅が明らかになっ
たが,先に述べた機能の障害がアルコール依存
症者に存在する可能性がある.
さて今回の我々の報告はアルコール依存症者
の知的機能に焦点をあてた検討であるので,高
度の知的機能障害である痴呆のERP所見とア
ルコール依存症者のそれを比較して述べたい.

アルコール依存症者の事象関連電位
Table 5
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Event‑related potentials in alcoholics. Healthy controls and senile dementia.
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日常生活にまったく支障をきたすことはなく,
知的機能に問題があるとの自覚はなかった.し
二

Table 5に示すとおり, P300成分についてみ
ると健常者に比較して潜時は延長するとの報告

こ

A!Alcoholics, H'.Healthy controls, D;Senile dementia

13.25.26

が殆どである.いっぽう,報告は少ない
もののアルコール依存症者のP300滞時は,痴
呆患者と健常者のほぼ中間に位置するとの研究

かし,簡易知能テスト,即時記銘カテストの成
績は,健常者に比較して劣っていた.事象関連
電位と心理テストにおける成績との相関を調べ

20)がある. P300振幅についても,潜時ほど明
瞭ではないが,潜時でみられたのと同様の傾向
がある.その他の成分については明確な3群間
の差は見出せない.これらの結果から,痴呆患
者の場合,生理的な加齢変化に加えてP300成

た結果, P300潜時と長谷川式簡易知的機能評
価スケール(P〈O.01) ,ペソトソ視覚記銘検
査における正確数(P〈O.05), WAIS数唱問題

分,特にP300の潜時の延長が存在し,アルコー
ル依存症者の場合には,痴呆疾患のそれと比較
して質的には差はないものの,量的に軽度の変
化が生理的加齢変化に重畳しているのかもしれ

様の相関が見出された. Brownら1(1982)は,
アルツハイマー型痴呆,多発梗塞性痴呆,パー
キソソソ病,うつ病などの患者25人と健常者24
人について,事象関連電位を記録し,それと同
時に見当職,注意能力,計算力,記銘力などを

ない.仮にこれが事実であれば,アルコールの
長期乱用により生ずる知的機能障害は,痴呆患
者にみられるそれと質的に差がなく, P300成
分に関連した加齢変化が増強したかたちなのか
もしれない.
痴呆状態には,アルツ‑イマー型痴呆,脳血
管性痴呆,そしてパーキソソソ病,ハソチソト
ソ舞踏病などに伴う痴呆など成因は多彩である.
また,知的機能障害の重症度,同時にみられる

におけるdigit span(P〈O.01)との問にそれぞれ
の相関が認められた. P300振幅との間にも同

調べるためにMini‑Mental State Examination
(MMS)'を実施し,両者の相関を調べた.そ
の結果, P300潜時とMMSの得点との間に逆相
関を見出している.
記録機能と事象関連電位との関係について,
Polichら(1983)は次の結果を報告している.
すなわち, WAISの数唱問題における順唱と逆

他の精神症状の有無とその重症度などにも差が
ある.これらが十分に考慮されて検討されれば,

唱の桁数の和をdigit spanとし,それとP3a潜
時, P3b潜時との相関を健常者について調べた
ところ,いずれの潜時についても逆の相関が認

痴呆の成因により特徴のあるERP所見が得ら
れ,アルコール依存症者のそれにもなんらかの
特異性が見出されるかもしれない.
本研究の対象となったアルコール依存症者は,

められたが, digit spanとN200潜時との間に
は相関はなかったとしている29)松林ら(1984)
は,精神分裂病者と健常者についてP300潜時
を計測し,それとペソトソ視覚記検査の正確数
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との関係を調べたところ,両者に逆相関が認め
られたと述べている38) したがって今回の結果
は,これまでの相関をアルコール依存症者でも
確認したことになる.
P300は,既に述べたように刺激評価,認知
文脈の更新,状況評価などの認知機能の一部の
機能を反映しているが,これらはいずれも情報

成績を報告した.対象は,男子アルコール依存
症者10人と年齢をマッチさせた男子健常対照者10
人であった.アルコール依存症者はすべて入院
中であり,アルコール離脱は確認されたが少量
の向精神薬を服用していた.
アルコール依存症者の事象関連電位のうち
NIOO, P200, N200の各成分には健常者との間

の記憶と深い関係を持っている.そしてP300
のgeneratorの一部は,少なくとも海馬などの
記憶に重要な係りを持つ部位と考えられている
ことも,今回の結果を支持することになろう.

に差はなかったが, P300振幅はFz,Cz,Pzで低
く(P(0.01‑0.05), P300潜時はPzで延長して
いた(KO.05).長谷川式簡易知的機能評価ス
ケール,ペソトソ視覚記銘検査 WAIS数唱問
題を用いて知的機能を調べた結果,アルコール

また, MOO, I習00など円00以外の他の成分とdigit
spanとの間に相関が見出せなかったことも,
P300成分との関係を特異的なものとして考え
やすい. P300振幅とdigit spanとの関係を述べ
た報告は知らないが, P300成分それ自体が記
憶機能と関連性を有するので,振幅との間に相
関があってもよかろう.
アルコール乱用による知的機能障害をはじめ
老年痴呆などによる痴呆の問題は,今後ますま
す重要性が高まると考えられる.そのためには
早期における的確な診断と治療に対する客観的
で感度の優れた評価法が必要となる.そのさい
事象関連電位は有用な手段となり得ると考えら
れる.今回は,頂点同定法を用いて主な成分の
潜時と振幅を求め,それを比較しただけであっ
たが,主成分分析,脳波のトポグラフ的記録,
さらには動的トポグラフイ法などの新しい手法
を用いれば,より多くの情報が得られるであろ
ラ.今回の被験者は少量であったが向精神薬を
服用していたので,非服薬者についての検討,
継時的観察も必要であろう.そして,これらの
結果と各種の心理テストの成績, MRI所見な
どを有機的に組.合わせることにより、成田の異
なる知的機能障害をより効率よく鑑別し得る可
能性の高まることを期待したい.

依存症者の場合,健常者に比較していずれのテ
ストでも成績が悪かった(P〈O.01).心理テス
トの成績と事象関連電位との関係をみたところ
いずれのテストにおいても成績とP300潜時・
振幅との間に相関が認められた(KO.01‑0.05)
.以上の結果をもとに,アルコール依存症者の
知的機能障害,そしてその障害と生理的加齢変
化としての障害,老年痴呆の障害などとの異同
について考察した.
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Abstract

We reported the resu一ts of the event‑related potentials (ERPs) and the inte一lectual dyfunction in

chronic alcoholics. Ten male alcoholics and 10 age and sex matched healthy controls were tested. All
alcoholics

were

inpatients

who

received

medication.

The

a一coholics

had

been

abstinent

from

alcohol

fora period ranging from 20 days to 2 years.
ERPs were recorded during prCmentationof auditory stimuli using odd ball paradigm. The stimuli
consisted of 1 KHz tone bursts referred to a "frequent (non‑target) stimuli and 2 KHz tone bursts
refe汀ed to as"rare (target) stimuli. The probabilities of frequent stimuli and rare stimuli were 0.8
and 0.2, respectively. The subjects were instructed to count the number of the rare tones.
'The EEG was recorded from midline frontal (Fz) , central (Cz). and parietal (Rz) referred to linked
earlobes. The amplitudes of the various components were measured from a prestimulus baseline and
were taken at the point of maximum positivity or negativity for the peak. The latencies were measured
at the apex of each peak. For statistical analysis, analysis of variance and 2‑tailed t‑test were applied.
While there were no differences for 3 components of ERPs(NIOO, P200, N200) between the alcoholies
and the healthy controls, the amplitude of P300 was smaller in the alcoholies than the controls (at

Fz, Cz, Pz; KO.01‑0.05). The latency of P300 was longer at Pz (p<0.05) in the alcoholics than
the controls.

With respect to the three psychometric tests, i.e. Hasegawa s dementia screnine scale, Benton s
visual retention test and WAIS (digit span), the results were worse in the alcoholics than controls
(FKO.01). Regardingthe relationship between the psychometric test and ERPs. there were the correlations
for all psychometric tests and the amplitude and latency of P300 (pく0.01‑0.05).

