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1、研究目的 

異なる装置から得られる画像データの差を

極力少なくする補正法および解析法を開発す

ることにより多施設共同画像研究の標準化を

行う。構造 MRI に関しては対象疾患を、気分

障害および小児を含めたてんかんとし、体積

測定の標的部位を同定する。安静時 fMRI関し

ては、ネットワーク解析法を確立し再現性を

検討したうえで、対象疾患をパーキンソン病

およびアルツハイマー病とする。ASL に関し

ては、脳の各領域での到達時間を補正した脳

血流画像の開発をめざす。さらに CTを用いた

PET および SPECT の定量性向上手法の開発を

進める。さらに多モダリティから得られた情

報を統合することによって、疾患の正診率を

向上させる判別方法を提唱する。 

 

2、研究方法（最後に倫理面への配慮につい

て記入のこと） 

MRIの VSRADadvanceを用いた多施設での評価

により、高齢者における大うつ病とアルツハ

イマー型認知症やレビー小体型認知症との鑑

別を引き続き行う。大うつ病での標的関心領

域を設定するが、その適正を引き続き検討す

る。また、双極性障害における標的関心領域

を探索し、診断精度を検討する。小児を含む

てんかんにおいて、側頭葉てんかんを中心に

灰白質のみならず白質体積の評価を行う。ま

た、海馬亜区域を主体とする高分解能体積測

定手法を標準化し多数の正常例から正常値を

設定する。アルツハイマー型認知症・パーキ

ンソン病をを主な対象として、安静時機能結

合 MRI および ASL 脳血流イメージングで標準

化した撮像法の再現性を中心とした検証を多

施設で行う。安静時機能結合 MRI は正常圧水

頭症でも多施設研究を行い、標準的解析法を

検討する。ASL においては脳の各領域でのラ

ベル血液の到達時間を補正した画像を作成す

る。ドパミン PET/SPECT イメージングに関し

ては、撮像手順および定量的解析法の標準化

を行い、同時に撮像できるセロトニントラン

スポータ画像も含めて部分容積効果補正およ

び亜区域測定法の精度向上をはかる。さらに

全国多施設からの正常例を収集することによ

り年齢ごと、性別ごとの正常値を設定する。

これらの構造的および機能的イメージングの

新しい解析法としてグラフ解析法を確立する。

これらの多重モダリティ脳画像データに加え

遺伝子情報などに応用できる統計学的解析手

法を開発し、アルツハイマー型認知症を中心

に発症予測モデルを確立する。本研究は、「ヘ

ルシンキ宣言」および文部科学省、厚生労働



省「人を対象とする医学系研究に 

関する倫理指針」を遵守して行う。実験参加

者やその関係者の尊厳および人権の保護の原

則を遵守し、倫理的・法的・社会的問題に十分

な配慮を行った研究計画を立案の上、研究実

施施設の倫理委員会に提出し、承認を受けた

上で研究計画に則って遂行する。精神・神経

疾患患者群、健常対照群を対象に倫理面には

充分な考慮を払い、同意能力があることを確

認した上で、インフォームドコンセントが得

られた例について検査を行う。 

 

3、研究結果及び考察 

構造 MRIの Voxel-based morphometry解析

において大うつ病では Brodmann 24野、双極

性障害では 25 野に萎縮がみられることが判

明した。本年度は、両群において構造ネット

ワーク解析を行ったところ、両群に次のよう

な明確な差異がみられた。標的型攻撃に対し

ての脆弱性が大うつ病群ではみられるが双極

性障害ではみられない、媒介中心性が大うつ

病群では右尾状核や右前部帯状回で低下し、

双極性障害では右前頭葉背外側において低下

しているなど。 

安静状態機能的結合 MRI は精神・神経疾患

の実地臨床に使えるツールとして発展する可

能性を秘めているが、そのためには、重症度、

併存疾患、多くの薬剤投与などの交絡要因を

考慮する必要がある。今年度は、抗パーキン

ソン病薬が安静状態機能的結合 MRI に与える

影響を検討した。各種の抗パーキンソン病薬

を levodopa equivalent dose (LED)に換算し

解析の変数として用いた。その結果、パーキ

ンソン病患者群では健常群に比べ、基底核の

機能結合が亢進し、さらにその強度は LED と

有意に相関していた。この興味深い結果は薬

剤の直接の影響か、むしろ重症度を反映して

いるのか検証が必要である。 

MRI-ASL による脳血流画像は標識された自

家血による短時間で脳血流画像が得られる優

れた方法であるが、脳局所間での通過時間の

差異の補正に成功し、アルツハイマー型認知

症においてより正確な脳血流情報を得ること

が可能となった。本年度はさらに最も再現性

の高い撮像条件を決定した。 

脳 MRI の新しい撮像法として位相差強調画

像がある。この位相差強調画像撮像の標準化

を行い年齢との関連、および小児神経疾患で

の有用性を検討した。位相差強調画像は脳幹

や基底核、皮髄境界の微細構造描出に優れ、

tubilinopathyでの脳幹・深部灰白質周囲線維

の未発達が検出された。 

ドーパミントランスポータを測定する 123I-

FP-CITが日常臨床に応用され、線条体におけ

る特異的集積を定量的に測定する必要がある。

その測定に際しては、非特異的集積部位と特

異的集積部位である線条体に関心領域を設定

する必要がある。この設定を自動的に設定す

る手法を開発し、測定法を標準化することに

成功した。 

多モダリティの脳画像データを相補的に組

み合わせて用いる Supervised Multi-Block 

Sparse Matrix Analysis法により、アウトカ

ムの情報を組み込んで関連する脳部位の特定

を行う事が可能となった。構造 MRIおよび PET

のマルチモダル解析方法を示してきたが、今

年度はさらに安静時 fMRI からネットワーク

を推定しながらスコア化する方法を開発した。 

 

4、結論 

MRI による構造および機能画像から脳内ネッ

トワークの解明が種々の方法により行われて

いるが、解析方法の違いにより異なった結果

が得られることも多い。本研究では、構造及

び機能画像に共通して用いることのできるグ

ラフ理論を応用した解析法を今後さらに積極

的に用いていく。小児局在関連てんかんでは、

ランダムな攻撃に対して対照群よりも頑健な

構造ネットワークを示すことが発見され、難



治性との関連がうかがわれた。また、パーキ

ンソン病においては従来の VBM では検出でき

ない異常が見いだされ、治療に関連した情報

を得ることができると期待される。また、MRI

による位相差強調画像は新しい脳構造情報で

あり、これらのネットワーク情報との関連を

探る。ドーパミントランスポータ SPECT はパ

ーキンソン病における先制医療に必須の検査

法となりつつあり、線条体の特異的結合測定

において装置の違い、測定者の違い、脳萎縮

に影響されない解析法の確立をめざす。さら

に、こられの MRI や SPECT/PET の多種のモダ

リティや臨床情報および遺伝子情報などを組

みこんだ新たな標準的解析法と客観的指標を

提案していく。 

 

5、研究発表 
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6、知的所有権の出願・取得状況 

なし 

 

7、自己評価（次の 4 項目について記入のこ

と） 

 1）達成度について 

 2）学術的、国際的、社会的意義について 

従来脳画像解析の分野では、神経細胞が集簇

している大脳灰白質を中心に VBMなどで解析

が行われてきた。しかし測定精度の点から今

まであまり行われてこなかった大脳白質の体

積変化にも焦点を当てることで、新たな知見

が出てくるものと期待される。また、アルツ

ハイマー病やてんかんの超早期診断を目的と

して、未だ世界的にも標準化されていない海

馬の亜区域を中心とする高分解能体積測定手

法を標準化し検証を行う。MRIを用いた ASL

および rs-fMRIに関しても未だ標準的な撮像

法および解析法は確立されていない。今回

は、グラフ解析法などの機能および構造連結
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解析法のパーキンソン病やアルツハイマー病

での診断的有用性を確立していく。またドパ

ミン PETや SPECTの撮像法や解析法の標準化

は世界的にも需要が高まっており、健常人で

の正常値設定および部分容積効果の補正を含

め、重要な課題である。さらに、多モダリテ

ィから得られた情報を統合する解析法は未だ

定まったものがなく、標準解析法を提示する

ことの意義は大きい。 

 3）行政的意義について 

本研究での MRIによるうつ病の診断手法は、

長期的な展望に立てば，うつ病研究の進展に

よって，現在行われている通常診療だけでな

く，より確実で速い効果 

が期待できる画期的新薬，一度の治療で長期

に有効な再生医療など，先進医療の開発に貢

献しうると考えられる。うつ病をはじめとす

る精神疾患に対する偏見も解消され，当事

者，家族にとって過ごしやすい社会が実現

し，自殺者も半分に減らすことが可能であろ

う。うつ病の克服は，国民の幸福を実現する

だけでなく，うつ病による多大な社会経済的

損失を取り戻し，国と地域の活力を回復させ

ることにもつながる可能性を秘めている。 

 4）その他特記すべき事項について 

     特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


