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あらまし  近赤外分光法（NIRS）を用いることで脳内血流変化を非侵襲で安全に計測することができる。しかし

NIRS から得られる信号はヘモグロビン濃度の絶対値ではなく、測定開始時からの相対的な濃度変化であり、個人差

の影響も大きく、その解析法が重要となる。我々が提案した折れ線による分析法は、個別の波形の脳賦活の大きさ

と詳細な変化時間を抽出することができ、時間分解能が高いという NIRS の特徴を活かした分析が可能となる。し

かし、認知症鑑別には課題施行時の血流変化だけでは不十分であり、統制課題等の影響を考慮する必要があること

が分かった。そこで本研究では、折れ線回帰分析を用いる範囲の拡大を行い、課題遂行時の脳血液量変化の抽出と

その評価を行ったので報告する。 
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1. 背景  

認知症高齢者の増加は大きな社会問題であり、国内

外において認知症の早期発見、早期介入に関する研究

が多く進められている。近赤外分光法（Near infrared 

spectroscopy, NIRS）を用いたリハビリテーションや精

神疾患の診断補助に関する、多くの研究が行なわれて

おり、本学でも認知症鑑別診断のための脳血流計測デ

ータの解析などが行なわれている [1][2]。  

NIRS とは、非侵襲脳機能計測法のひとつであり、生

きた脳の活動をリアルタイムで観察することが可能と

なる [3][4]。しかしながら、NIRS は、照射から検出ま

での光路長が計測できないため、得られる信号はヘモ

グロビン濃度の絶対値ではなく測定開始時からの相対

的な濃度変化であり、さらに計測部位、個人によって

測定する光路長が変化するため、計測部位間、個人間

の信号変化量の比較は難しいといわれている。  

これまで我々は、NIRS の個別の波形について、脳血

流変化量とその反応時間の関連性を抽出するため、時

系列データに対し、グループに分割した後それぞれ最

小二乗法を用いて回帰直線を求め、それぞれの残差平

方和が最も小さくなる点を求めることで複数本の直線

による折れ線回帰分析による解析を行なった [5]。その

結果、脳賦活の大きさとタイミングに加え、詳細な変

化時間を示すことができ、時間分解能が高いという

NIRS の特徴をさらに活かした分析が可能となった。し

かし、認知症高齢者と健常者の課題遂行時の脳血液量

変化を折れ線回帰分析で比較すると、課題施行時の血

流変化だけでは不十分であり、統制課題等の影響を考

慮する必要があることがわかった [6]。そこで本研究で

は、折れ線回帰分析を用いる範囲の拡大を行い、課題

遂行時の脳血液量変化の抽出と認知症高齢者の課題遂

行時の脳血液量変化の評価を行った。  

2. 実験方法  

本実験の対象は認知症高齢者 20 名、本学に在籍す

る学生ボランティアの健常成人 20 名とした。NIRS 測

定に用いる課題は、立方体模写とした。計測プロトコ

ルは十分に安静を保持したのち、0 秒から 30 秒までは

図形の円を多く描かせ統制課題とし、 30 秒から 60 秒

まで立方体をできるだけ正確に模写させた。その後、

60 秒から 90 秒まで再度円を描かせた。  

本研究に用いた NIRS は株式会社日立製作所製頭部

近赤外光計測装置 (HOT121B)である。測定部位は国際

10-20 法に準拠し、前頭前野領域である FP1(左前頭局

部 )とし、酸化ヘモグロビン、脱酸化ヘモグロビン、総

ヘモグロビンの 3 種類のデータを算出した。本研究で

は脳活動の指標として酸化ヘモグロビンの変化量に着

目した。 

 

3. 結果と考察  

図 1 に被験者群毎の平均の NIRS 測定結果を示す。  

 

 

図 1 平均脳血液量の時間変化  



 

 

 

データ解析の前処理として、高周波成分を除去するた

め、移動平均法をもちいてデータの平滑化を行なった。

また、データの比較を行なうため、立方体模写課題直

前の統制課題時の 30 秒間の平均値が 0、標準偏差が 1

となるように (1)式を用いて数値の標準化を行なった。 

 

Z =
𝑜𝑥𝑦𝐻𝑏 −統制課題時の𝑜𝑥𝑦𝐻𝑏平均

統制課題時の𝑜𝑥𝑦𝐻𝑏標準偏差
 (1) 

 

図 2 に測定した一人分の NIRS 結果を示す。図 2 か

ら統制課題開始後、脳血液量は増加を開始し、15 秒程

度で一定値になることがわかる。また、30 秒から 35 秒

の立方体模写課題開始から 5 秒程度の範囲では一度脳

血液量は減少しており、その後再び増加していること

がわかる。このことから立方体模写課題開始直後は、

統制課題により一度増加した脳血液量の減少と立方体

模写課題による脳血液量の増加が同時に起きていると

考えられる。  

本研究では統制課題の影響のない立方体模写課題

遂行時脳血液量変化の抽出を行うため、統制課題時の

脳血液量変化に対しても折れ線による回帰分析を行っ

た。図 2 の実線は、統制課題を 2 本の直線で折れ線回

帰分析した結果を示す。今回我々は、統制課題による

増加と同じ速さで脳血液量が減少していると仮定し、

立方体模写課題遂行時の脳血液量変化の抽出を行った。

図 2 の青点線は統制課題の影響で減少する脳血液を、

黄点線は抽出した立方体模写課題遂行時脳血液変化を

示す。  

図 3 に抽出した立方体模写課題遂行時脳血液量変化

を 3 本の直線で折れ線回帰分析した結果を示す。図 3

より課題開始から 5 秒は脳血液量の増加は見られず、

その後の 5 秒間で増加し、その後は減少していくこと

がわかる。  

 

図 2 統制課題の折れ線による回帰分析結果と  

立方体模写課題時脳血液量変化の抽出  

 

 

図 3 立方体模写課題時脳血液量変化の  

折れ線回帰分析  

 

図 4 認知症高齢者の課題遂行時の  

脳血液量変化評価の比較  

 

図 5 認知症高齢者と学生の  

課題時脳血液量変化の比較  

 

 



 

 

図 4 に認知症高齢者の課題遂行時の脳血液量変化評

価の比較を行った結果を示す。図 4 より本研究の手法

では、脳血液量の減少を示すパターンを評価できてい

ることがわかる。また、従来手法と比較して立方体模

写課題開始直後の 30 秒から 10 秒以内の短時間の変化

を示すパターンが減り、長い時間の変化を示すパター

ンや、課題開始直後は変化せず、何秒か遅れて脳血液

量変化が始まるパターンが増えていることがわかる。  

図 5 に本手法を用いた認知症高齢者と学生の立方体

模写課題遂行時脳血液量変化の比較を行った結果を示

す。この結果から認知症高齢者では学生に比べ、脳血

液量変化が遅れて現われ、変化量も小さい傾向がある

ことが分かった。しかし、波形パターンと MMSE スコ

アとの相関関係を見出すことはできなかった。また、

課題遂行時に脳血液量の減少を示すパターンが多数確

認されていることから、実験時のエラーや NIRS 測定

値の確からしさを改めて検証する必要があると考えら

れる。  

 

4. まとめ  

本研究では、NIRS 波形の個別のデータ比較を行うた

め、折れ線回帰分析を用いる範囲の拡大を行い、課題

遂行時の脳血液量変化の抽出とその評価を行った。立

方体模写課題開始直後は、統制課題により一度増加し

た脳血液量の減少と立方体描写課題による脳血液量の

増加が同時に起きていると仮定し、統制課題の影響の

ない立方体模写による脳血液量変化の抽出を行った。

抽出した脳血液量変化を比較したところ、認知症高齢

者では学生に比べ変化が遅れて現われ、変化量も小さ

い傾向があることがわかった。一方、課題遂行時に脳

血液量の減少を示すパターンが多数確認されたことか

ら、今後改めて実験時のエラーや NIRS 測定値の確か

らしさを検証する必要があることがわかった。  
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