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あらまし  近年、近赤外光を用いた脳血液量計測技術が開発されており、認知症患者の脳血液量の波形データお

いて、波形パターンのモデル化についての検討が重要である。本研究では学生ボランティアと認知症患者における

カテゴリー流暢性課題遂行時の脳血液量の波形データを用いて解析し、認知症患者における脳血液量の波形データ

のモデル化に有用なデータについて検討した。その結果、学生ボランティアと認知症患者においてカテゴリー流暢

性課題遂行時の脳血液量がピーク値，ピーク値となる時間，タスク面積に両グループの特徴が現れた。本研究の結

果より、脳血液量がピーク値となる時間や値，タスク面積を用いた波形パターンのモデル化について報告する。 
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1. はじめに  

現在，幅広い分野でデータ解析が行われている．医

療分野においても多様なデータが存在し，データの解

析が必要とされている．小林らは単光子放射型断層撮

影 （ Single Photon Emission Computed Tomograpy ; 

SPECT）の解析ソフトである 3DSRT を用いて，アルツ

ハイマー型認知症の重症度と局所脳血流量の変化を解

析し，軽度群，中等度群，重度群において脳血液量が

低下している部位について報告している [1]．中村らは

非認知症あるいはアルツハイマー型認知症患者に対し

頭部 MRI 画像をもとに海馬体積と頭蓋内体積を測定，

補正海馬体積およびその左右比と重症度との関係につ

いて解析し，海馬体積測定およびその左右を比較する

ことでアルツハイマー型認知症の早期発見と病態の進

行状況の把握に有用であると報告している [2]．多様な

医療データを解析することで，新たな診断法や早期診

断への応用が期待される．  

また近年では，脳機能を簡便に計測する方法として，

近赤外光を用いた脳血液量計測装置が開発されている．

この装置は非侵襲的でかつ簡便に脳活動を捉えること

ができるため注目を集めており，近赤外光を用いて計

測を行った脳血液量データについて様々な研究が行わ

れている．  

宮 川 ら は 多 チ ャ ン ネ ル 型 近 赤 外 分 光 法

（Near-infrared spectroscopy ; NIRS）を用いた脳内酸化

ヘモグロビン（oxv-Hb）濃度の定量的計測法を考案し，

定量的 NIRS 装置の有用性について報告している [3]．  

NIRS を用いて 2 種の日本語ストループ課題を実施し

た Watanabe らは，精神医学研究における NIRS 試験に

関して漢字ストループ課題より仮名ストループ課題が

有用であると報告している [4]． Isawa らは NIRS 測定

データをストレス尺度とし，アロマセラピーの有効性

へのカウンセリングの影響について検討を行い，カウ

ンセリングの介入がアロマセラピーの有効性を増加さ

せたと報告している [5]．NIRS を用いて複数の感情音

声聴取時の前頭前野の脳活動を計測し，各感情対の 2

クラスの判別を行った参沢らによると，約 85%の税度

で各感情を判別できると報告している [6]．  

また，今後増加する認知症患者のスクリーニングに

おいても近赤外光計測データを用いた研究が行われて

いる．高橋らは認知症患者と学生ボランティアに対し，

近赤外光計測装置を用いて前頭前野血液量を計測し，

認知症のスクリーニングの有用性について報告してい

る [7]．加藤らは，ベイジアンマイング技術を開発し，

機能的近赤外分光法を用いて計測した脳血液量データ

の変動から健常，軽度認知障害，アルツハイマー型認

知症の臨床診断群を自動判別する手法を提案している

[8]．しかし，近赤外光を用いた脳血液量計測データに

よる認知症患者の診断方法は未だに確立されていない． 

近赤外光を用いた脳血液量計測の波形データに着

目した波形パターン分類は，精神疾患のスクリーニン

グに有用であるとされており，認知症患者においても

スクリーニングに有用であると期待できる [9]．  

そこで本研究では，頭部近赤外光計測装置を用いて

計測を行ったアルツハイマー型認知症患者と学生ボラ

ンティアの前頭前野における脳血液量波形データを用

いて，波形パターンのモデル化に有用であるデータに

ついて検討を行った．  

 

2. 本研究の方法  

2.1 対象と方法  

本研究の対象者はもの忘れを主訴として医療機関

を受診し，NINCDS-ADRDA 基準で Probable AD と診断

されたアルツハイマー型認知症患者と学生ボランティ

アである [10]．本研究で用いた脳血液量データは，頭

部近赤外光計測装置を用いて計測を行ったカテゴリー



 

 

流暢性課題実施時の，左前頭局部（Frontal Pole 1 ; Fp1），

右前頭局部（Frontal Pole 2 ; Fp2）の前頭前野領域にお

ける脳血液量である．計測プロトコルは 0 秒から 30

秒をレスト，  30 秒から 60 秒をタスク，60 秒から 90

秒に再びレストとした．レスト時に言語発声課題とし

て「あいうえお」を発声させ，タスク時にカテゴリー

流暢性課題として野菜の種類を発声させた． Cogan ら

はカテゴリー流暢性課題が左脳有意であると報告して

いる [11]．そのため本研究では Fp1 における脳血液量

データを用いて検討を行った．   

 

2.2 頭部近赤外光計測装置  

本研究では日立製作所製の頭部近赤外光計測装置

（HOT-121B）を用いた．頭部近赤外光計測装置を図 1

に示す．本装置はヘッドセット，データ処理ユニット，

ノートパソコンの 3 つのユニットで構成されており，

近赤外光を使用し脳内のヘモグロビンの量の変化を計

測し，再生，保存，解析を行うことができる．ヘッド

セットには，発光ダイオード（Light Emitting Diode ; 

LED）と 2 つのフォトダイオード（Photo Diode ; PD）

で構成されるプローブを左右 2 つ設けられている．

LED からは波長 810nm の近赤外光を発光している． 2

つの PD は LED からの距離約 1cm と約 3cm の位置に

配置されており，頭皮浅部を通過した頭皮の血液量情

報と，脳内深部を通過した血液量情報を取得する．こ

れらのデータを利用し，皮膚血流などによるノイズ成

分を除去し，頭部深部の血液量変化を計測する．近赤

外光は身体に非侵襲的であり，かつ簡便に計測を行う

ことが可能である．また本装置は持ち運びが可能であ

り，誰でも計測を行うことが可能である．また，拘束

性がないため健常者だけでなく，認知症患者に対して

も計測を容易に行うことができる．しかし，近赤外光

計測装置から得られるデータは絶対値ではなく，相対

変化であるため解析には注意が必要である．  

図 1 頭部近赤外光計測装置  

2.3 カテゴリー流暢性課題  

本研究では、臨床や心理学的検査で使用されており，

前頭葉機能検査の言語流暢性課題であるカテゴリー流

暢性課題を用いた．カテゴリー流暢性課題とは指定さ

れたカテゴリーに属する単語を時間内にできるだけ多

く報告する課題である．  

 

2.4 データの解析  

本研究に用いたデータについて図 2 に示す．本研究

ではアルツハイマー型認知症患者と学生ボランティア

の脳血液量波形データにおいて，図 2 に示した座標の

データ等を用いて解析を行った．

 

図 2 波形データ  

 

タスク面積を S，脳血液量の値を y，時間を t とし，

タスクの面積（S）を  

S = ∫ 𝑦(𝑡)𝑑𝑡
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の式で求めた．タスク開始から脳血液量ピーク値と

なるまでの時間を T，タスク開始時間を t1，タスク時

における脳血液量ピーク値となる時間を t3 とし，タス

ク開始から脳血液量ピーク値となるまでの時間（T）

を  

T = t3 − t1 
 

の式で求めた．また，ピーク値までの傾きを m1，脳血

液量ピーク値を y3，ピーク値までの上昇開始値を y2，

上昇開始値の時間を t2 とし，ピーク値までの傾き（m1）

を  

m1 = (y3 − y2)/(t3 − t2) 
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の式で求め，ピーク値からの傾きを m2，ピーク値から

の下降最終値を y4，下降最終値の時間を t4 とし，ピ

ーク値からの傾き（m2）を  

m2 = (y4 − y3)/(t4 − t3) 
 

の式で求めた．なお，タスク時における脳血液量ピー

ク値は y3 の値を用いて解析を行った．  

 

3. 結果  

アルツハイマー型認知症患者と学生におけるカテ

ゴリー流暢性課題遂行時の面積，脳血液量ピーク値と

タスク開始から脳血液量ピーク値となるまでの時間に

ついて表 1 に示す．また，タスク時の面積の差につい

て図 3 に，タスク時の脳血液量ピーク値の差について

図 4 に，タスク開始から脳血液量ピーク値となるまで

の時間について図 5 に示す．  

タスク面積において，アルツハイマー型認知症患者

は -1.18700±5.5891mMol・mm，学生ボランティアは

5.0830±8.9835mMol・mm であり，学生ボランティアに

比べアルツハイマー型認知症患者の脳血液量は有意に

低い結果となった（p = 0.010）．脳血液量ピーク値にお

いても，アルツハイマー型認知症患者は 0.0941±

0.2723mMol・mm，学生ボランティアは 0.3119±0.3478 

mMol・mm と，学生ボランティアに比べアルツハイマ

ー型認知症患者の脳血液量は有意に低い結果となった．

(p = 0.025)．タスク開始から脳血液量がピーク値とな

るまでの時間においては，アルツハイマー型認知症患

者は 11.6870±9.1440 秒，学生ボランティアは

18.9952±8.1194 秒であり，学生ボランティアに比べア

ルツハイマー型認知症患者はピーク値となるまでの時

間が有意に短い結果となった（p = 0.008）．  

しかし，脳血液量ピーク値までの傾きにおいて，ア

ルツハイマー型認知症患者と学生ボランティアに有意

な差は認められなかった（p = 0.936）．また，脳血液量

ピーク値からの傾きにおいても有意な差は認められな

かった（p = 0.784）．  

 

表 1 タスク時における面積，ピーク値と時間  

 

 

 

図 3 タスク面積  

 

図 4 タスク時におけるピーク値の差  

図 5 ピーク値までの時間  
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4. 考察  

 本研究ではアルツハイマー型認知症患者と学生ボラ

ンティアにおいてカテゴリー流暢性課題実施時の脳血

液量を計測し，波形パターンのモデル化に有用なデー

タについて検討を行った．  

タスク面積，脳血液量ピーク値において，学生ボラ  

ンティアに比べアルツハイマー型認知症患者の値は有

意に低い結果となった．これは，アルツハイマー型認

知症患者の前頭葉において萎縮が進行しており，前頭

前野が賦活しなかったためであると考えられる．高橋

らは認知症患者において言語流暢性課題を実施し脳血

液量は増加しないと報告しており，本研究においても

同様の結果となった [7]．タスク開始から脳血液量ピー

ク値となるまでの時間においてもアルツハイマー型認

知症患者と学生ボランティアにそれぞれの特徴が認め

られた．アルツハイマー型認知症患者は 11.6870±

9.1440 秒，学生ボランティアは 18.9952±8.1194 秒とア

ルツハイマー型認知症患者は学生ボランティアより早

い時間に脳血液量ピーク値となった．これは，アルツ

ハイマー型認知症患者は考えることを途中で諦めてし

まうため，学生ボランティアと比較するとタスク開始

から脳血液量ピーク値となるまでの時間が短くなるも

のと考えられる．  

ピーク値までの傾き，ピーク値からの傾きにおいて

は有意な差が認められなかった．アルツハイマー型認

知症患者における脳血液量は短時間で少量上昇，下降

し，学生ボランティアにおける脳血液量は時間をかけ

徐々に上昇，下降し続けた．そのためアルツハイマー

型認知症患者と学生ボランティアにおけるピーク値ま

での傾き，ピーク値からの傾きには有意な差は認めら

れなかったものと考えられる．  

杉村らは光トポグラフィー検査の波形パターン分

類による精神疾患判別について検討を行い、平坦パタ

ーン，課題前半ピークパターン、課題終盤ピークパタ

ーン、課題後再上昇パターン，陰転パターン、の 5 波

形パターンに分類することにより，臨床検査として大

うつ病性障害・双極性（Ⅰ・Ⅱ型）障害・統合失調症

を感度・特異度共に謙遜なく鑑別できる可能性を示し

ている [9]．認知症患者においても，簡便に行うことが

でき，かつ非侵襲的に行うことができる近赤外光計測

による脳血液量の波形パターンを用いた鑑別が必要で

ある．本研究の結果はこれに寄与するものと考えられ

る．  

本研究の結果より，カテゴリー流暢性課題遂行時に

おける波形の面積，脳血液量ピーク値，タスク開始か

ら脳血液量ピーク値となるまでの時間にアルツハイマ

ー型認知症患者と学生ボランティアの特徴が認められ，

これらのデータはアルツハイマー型認知症患者と健常

若年者の波形パターンのモデル化に有用なデータであ

ると考えられる．しかし，本研究ではアルツハイマー

型認知症患者と学生ボランティアにおいて波形パター

ンのモデル化に有用なデータについて検討を行ったた

め，加齢による影響を否定することはできない．その

ためアルツハイマー型認知症だけでなく軽度認知障害，

健常高齢者等の脳血液量データを用いての検討も必要

であると考えられる．また，認知症のタイプによって

波形パターンは異なると考えられるため，他のタイプ

の認知症患者の脳血液量データを用いての検討が必要

であると考えられる．  
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