
目　　的

映像刺激による生体への副作用については、

1997年のポケモン事件（厚生科学特別研究「光感

受性発作に関する臨床的研究」; Ishida et al.,

1998; Furusho et al., 1998）以来一般にも良く知

られるようになったが、その機序については充分

明らかにされてはいない（Harding, 1998）。今回

我々は光過敏性を有する児童を中心に、健常児、

及び健常成人おける、動的光刺激に対する生理学

的反応（瞳孔反応、脳磁図、脳波）を指標として、

その機序について検討することを目的とした。

方　　法

研究に先立ち、実施計画書と倫理委員会審議申

請書を提出し、国立小児病院の倫理委員会の承諾

を得た（倫理委員会提出文書資料参照）。また、

下記の実験を実施するにあたり、医学的安全性に

関しての詳細な検討がなされ、全ての検査には神

経科の医師が立ち会った。児童例については、イ

ンフォームドコンセントを充分行い、患者と親の

同意書を得た上で実施した。

＜被験者＞10代の光過敏性のある例２名（国立小

児病院神経科通院中の児童、１例は抗痙攣剤とし

てバルプロ酸を服用している女児、もう１例は抗

痙攣剤が投与されていない女児）、10代の健常児

（女児）２名、健常成人９名、健常成人３名（患者

と同じ抗痙攣薬バルプロ酸10mg/kgを服用）、健

常成人３名（散瞳薬使用）の５群を被験者とした。

＜視覚刺激＞色変化＋輝度変化フリッカー（赤・

黒など）と色変化フリッカー（赤・青など）を刺

激として、コンピュータモニタ（瞳孔反応／脳波

計測）あるいはブロジェクタ（脳磁図測定）で提

示した。刺激の提示はすべてコンピュータ

（Power Machintosh）によって制御された。

＜瞳孔反応の測定＞カリフォルニア工科大学の下

條らによって開発された、赤外線式瞳孔反応測定

機器と、同じく下條らによって開発された汎用ビ

デオ解析ソフトウェアMediaAnalyzerあるいは

ArringtonResearch社製ViewPoint瞳孔解析ソフ

トウェアを用い、上記の視覚刺激を観察中の被験

者の瞳孔の拡散／縮小を計測した。健常成人にお

ける刺激提示時間は約６秒、児童例における刺激

提示時間は約３秒、これを各フリッカー条件ごと

に５回くりかえした。

＜脳波の測定＞国立小児病院神経科の標準方式に

従い、上記の視覚刺激を観察中の被験者の脳波を

日本光電製の脳波計で測定した。刺激の提示条件

は、瞳孔反応測定と同じである。

＜脳磁図の測定＞特別製の磁気遮蔽シールドの中

で、上記の視覚刺激を観察中の被験者の脳磁図を、

フィンランドNeuromag社製Neuromag-122（122

チャンネル型脳磁界測定装置）で測定した。刺激

の提示条件は、瞳孔反応測定とほとんど同じであ

るが、ノイズを取り除くために刺激の提示回数は、

各フリッカー条件ごとに80回以上であった。
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＜計測場所＞計測場所は、カリフォルニア工科大

学（健常成人の瞳孔反応、データの解析等）、NT

Tコミュニケーション科学基礎研究所（すべての

脳磁図、10代の健常児の瞳孔反応および脳波）、

国立小児病院（光過敏性患者の瞳孔反応および脳

波、バルプロ酸使用の健常成人の瞳孔反応および

脳波）の３箇所であった。

結　　果

主要な成果は以下のとおりである。

＜瞳孔反応および脳波測定＞

健常成人の縮瞳反応は、3―12Hzの赤青フリッ

カーでもっとも強く、また、輝度の変化を含まな

い完全等輝度の色フリッカーの方が、白黒のフリ

ッカーよりも条件によってはむしろ縮瞳反応が強

く生じることを示した（Sayres et al., 2000; Drew

et al., 2001を参照）。これは、輝度刺激の調節と

いう瞳孔反応の機能的位置づけに変更を迫る知見

であると共に、赤青を含むフリッカーが痙攣など

の光過敏性反応を起こす危険性が高いという過去

の結果と一応一致する（ Takahashi and

Tsukahara, 1976; Tobimatsu et al. , 1999;

Shirakawa et al., 2001）。

瞳孔反射については、さらに健常成人８名、健

常成人抗痙攣剤（バルプロ酸）投与された３名、

10代の光過敏性患者２名について、一部ＥＥＧ計

測を並行させながら比較検討した。その結果、ふ

たりの患者（うちひとりが抗痙攣剤服用）は、瞳

孔の反応、ＥＥＧの初期ピークの振幅、色に対す

る特異的な反応などの指標で、健常成人群と顕著

な違いを示したが、抗痙攣剤服用の患者について

は、ＥＥＧの初期ピークの振幅を除き、もう一人

の患者とは逆の方向の反応異常性を示したので

（瞳孔については、健常成人以上に縮瞳、EEGの

刺激周波数同期成分は過剰）薬物の影響と同時に、

別のタイプの患者である可能性も排除できなかっ

た。しかし、もうひとりの患者のＥＥＧに現れた

バースト波の詳しい解析結果と併せて、以下のこ

図-１a



図-１b

図-１c

Amplitude of 1st Peak after Flicker Onset

RN RS KW SS RAS

Pupil Constriction in
Response to Flicker



とが示唆された。（a）瞳孔反応が、潜在的な光感

受性患者を検出するより敏感な方法となり得る可

能性があること、（b）健常成人と異なり、赤青

10Hz前後がもっとも危険とは言い難いこと、（c）

刺激の周波数と同期した脳活動が痙攣発作の直接

の原因ではなく、より低周波の内在的な同期活動

の拡がりが原因である可能性があること、（d）従

来の常識に反し、抗痙攣剤にはむしろ刺激同期成

分を増幅する働きが見られること、などを指摘す

ることができた（図-1a,b,c; Sayres et al., 2001）

＜脳磁図測定＞　

脳磁図反応（振幅）は、一般的に、光過敏性の

患者で最も強く、次いで10代健常児童、健常成人

の順となった。脳磁図計測の結果を詳しく分析す

ると、後頭部（初期視覚野）からの活性化とその

拡散が、ゆっくりした立ち上がりを示し、赤青フ

リッカーが赤緑フリッカーよりも強い反応を引き

起こすことが分かった。この蓄積的な初期視覚野

の反応は、提示されたフリッカー時間周波数に同

期した成分に限定される（つまり刺激依存性であ

る）ていた。この結果は、色の組み合わせが脳の

興奮性活動を決める重要な役割を持っているとい

うことを示唆し、従来のEEGの研究（Porciatti,

Bonanni & Guerrini, 2000）にあらたな知見をも

たらした（図-２ａ）。

さらに、後頭部から頭頂部や側頭部にかけて見

られる反応が、これと逆相関し、しかも時間的に

先行することが見い出され、さらにこの成分は、

刺激の周波数に限定されていなかった（図-２b）。

ダイポール推定によって、後頭部から頭頂部や側

頭部にかけて見られる反応は、後頭頭頂溝深部の

反応であることが推測された（図-２c）。後頭頭

頂溝の比較的早い反応による、初期視覚野の遅い

蓄積的な反応の抑制は健常成人、10代の光過敏性

患者に共通して見られた（図-２d）。これらのこ

とは患者の光過敏性は、この後頭頭頂溝深部に由

来する抑制メカニズムの欠如による可能性がある
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ことを示唆する（Watanabe et al., under review）。

以上の結果は、いずれも健常者と光感受性患者

の脳活動の違いを指摘し、病因を追究する上でも

示唆的ではあるが、より確かな結論を導くには、

患者数と10代の健常児コントロール群の数を増や

すことが必要である。
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