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高齢者における近赤外光を用いた脳計測データの分析について 
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あらまし  われわれはこれまで高齢者や健常若年，認知症患者に対して，近赤外光を用いた脳血液量計測を行

っており，脳血液量データにおけるデータの補正や解析について報告してきた．これまでの報告では，認知症の

重症度と脳血液量には有意な関連があることなどを報告しているが，近赤外分光法を用いたデータについては．

標準化を本報告ではこれらの解析手法を組み合わせることで，重度な認知機能の低下者と軽度な低下者の判別精

度にどのような変化があるか検討した．ローデータと ZScore 化したデータでは脳血液量の変化の傾向は変わらな

かったが，Fisher 正確確率検定では検定結果が異なっていた．そのため，統計手法を用いる場合は，結果の解釈

に注意する必要があると考えられる． 
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1. はじめに  

近年，生体計測は小型の装置が開発され，ウェアラ

ブル端末での計測も広まっており，近赤外光を用いた

脳血液量計測装置についても，小型のものが開発され

ている．  

われわれはこれまで，近赤外光を用いた脳血液量計

測の研究を行っており，本大会においてもその成果を

報告している．健常若年者を対象に，課題遂行時の脳

血液量（Oxy-ヘモグロビン濃度変化）を計測し，ロー

データと Zscore 化したデータを比較した報告では，

Zscore 化したデータとローデータともに課題での増加

の傾向は同様な結果となった [1]．しかし，NIRS にお

ける信号は個人差が大きいとされているため [2]，群間

での比較や検討を行う場合は，Zscore での検討も必要

となる．  

また，重度認知症患者と中程度認知症患者の脳血液

量のデータについて，課題における脳血液量および重

症度について Fisher 正確（直接）確率検定を行った報

告では，重症度と脳血液量は有意な関連が認められた

[3]．しかし，これまでに行った解析手法においても，

ローデータ，Zscore 化したデータともに検討する必要

がある．  

本報告ではこれらの解析手法を組み合わせること

で，重度な認知機能の低下者と軽度な低下者の判別精

度にどのような変化があるか報告する．  

 

2. 本研究の対象と方法  

解析に使用した脳血液量データ（Oxy-ヘモグロビン

濃度変化）は，37名（男性 10名，女性 27名，年齢 77.9±6.0

歳）である．なお，重症度については，認知機能検査

である Moca-J の得点で群分けした．Moca-J の得点が

21～25 点を軽度な認知機能低下者，20 点以下を重

度な認知機能低下者とした．その中で重度な認知機

能低下者は 10 名（男性 2 名，女性 8 名）であった．計

測データについては Neu 株式会社製の WOT-100 のデ

ータである．WOT-100 の計測チャネル数は 10 である

が，本報告では判別精度に着目したものであるため，

使用したデータは 1 チャネルのみとした．  

なお，統計学的検討については SPSS 12.0J for 

Windows を用いた．倫理的配慮として，全ての対象者

に対して，事前に本研究の内容と目的，使用する機器

の安全性などについて文書を用いて説明し，書面にて

研究の承諾を得た．また，高崎健康福祉大学研究倫理

委員会の承認を得ている．  

 

2.1 ウェアラブル光トポグラフィ（WOT-100） 

本研究の脳血液量のデータについては，日立ハイテ

クノ ロジ ー ズ製 の ウェ アラ ブル 光 トポ グ ラフ ィ

（WOT-100）を用いて計測したものである．この装置

は近赤外光を使用することで，前額部におけるヘモグ

ロビンの変化量を計測することができる．また，近赤

外光は生体に無害であるため，計測においても侵襲性

が少ない．装置を図 1 に示す．  

 

図 1 WOT-100  



 

 

表 2 ローデータにおける平均値  

脳血液量  
重度認知機

能低下者  

軽度認知機

能低下者  

安静および統制条

件課題  

0.1818±
0.1370 

0.2365±
0.1359 

課題遂行  
0.2052±

0.1729 

0.3310±
0.1615 

変化量  
0.0234±

0.0674 

0.0945±
0.0995 

              * (m(mol/l)*mm) 

 表 1  Fisher 正確確率検定による分割表  

 

重度認知機

能低下者  

軽度認知機

能低下者  
合計  

変化量  

（小）  
a b a+b 

変化量  

（大）  
c d c+d 

合計  a+c b+d 
n 

(a+b+c+d) 

 

表 3 Zscore データにおける平均値  

脳血液量  
重度認知機

能低下者  

軽度認知機

能低下者  

安静および統制条

件課題  

1.3115±
0.2070 

1.3799±
0.1933 

課題遂行  
1.5359±

0.1988 

1.8996±
0.3010 

変化量  
0.2244±

0.3970 

0.5197±
0.4826 

              

WOT-100 で計測する前額部は高次脳機能を有して

おり，言語や記憶，注意等に関係している．  

 

2.3 近赤外光を用いた脳血液量の解析  

本研究での脳血液量の計測プロトコルは 0 から 50

秒を安静および統制条件課題，50～110 秒を課題遂行，

110～180 秒を安静および統制条件課題，180～240 秒を

課題遂行，240～290 秒を安静および統制条件課題とな

っている．近赤外光を用いた計測では，変化量での検

討となるため，統制条件課題が必要となる．課題遂行

では，言語課題，運動課題を設定した．  

NIRS を用いた脳血液量を計測する装置は光路長の

問題から，チャネル間での値の直接比較や群間別に値

を比較することは誤った結果を導きうる可能性がある．

このような過誤を避ける方法の一つとして，各チャネ

ルからの生信号をあらかじめ z スコアに変換する手法

がある [4]．本研究では計測した値のほかに， z スコア

化したものを用いた．また，ローデータと Zscore 化デ

ータの比較をしやすいよう， 0 補正も行った．  

ZScore 化については，脳血液量の計測データ（∆oxy(t)）

から平均値（𝜇∆𝑜𝑥𝑦）と標準偏差（𝜎Δ𝑜𝑥𝑦）を求め，各サンプリ

ングにおける値（∆zdata(t)）を 

 

∆zdata(t)  =  
∆𝑜𝑥𝑦(𝑡) − 𝜇∆𝑜𝑥𝑦

𝜎Δ𝑜𝑥𝑦  

のように補正して，データを算出している[1]．本研究ではこ

の∆zdata(t)  を ZScore 化データとし，この値についても

Fisher 正確確率検定を行った．Fisher 正確確率検定は独

立性の検定であり，分割表が 2×2 のときに用いられる．

本報告の分割表では，横を重度認知症および軽度認知

症に，縦軸では変化量の大きさで分類した（表 1）．  

なお，課題遂行の脳血液量の値から安静および統制

条件課題の脳血液量を引いたものを変化量とした．変

化量の分類では，正診率が最も高くなる値で分類した． 

Fisher 正確確率検定では，分割表について観測され

るすべてのパターンの確率を超幾何分布にて計算し，

それらの中で観測された分割表の確率よりも小さい生

起確率を有する分割表の生起確率の和を p 値と定義す

る．表 1 における生起確率は，  

 

生起確率 =  
(𝑎 + 𝑏)! (𝑐 + 𝑑)! (𝑎 + 𝑐)! (𝑏 + 𝑑)!

𝑛! 𝑎! 𝑏! 𝑐! 𝑑!
 

 

と表すことができるが，有意差を表す p 値を求めるに

は実際の観測データよりも極端な場合も含めて考える

必要があり，その和を計算することで有意差を表す p

値を求めることができる [3]．この検定は 2 変数に関連

があるかを検討するものであり，本研究ではこれまで

の報告と同じ片側検定を行った．  

 

3. 結果  

ローデータと ZScore 化したデータにおける課題の

平均値を表 2および表 3に示す．表 3については Zscore

化したデータであるため，無単位となっている．  

ローデータの値では，安静および統制条件課題より

課題遂行の値が大きかった．Zscore のデータにおいて

も安静および統制条件課題より課題遂行の値が大きく，

ローデータと同様の結果となった．ローデータおよび

Zscore データの波形を図 2，図 3 に示す．図 2 より，

軽度認知機能低下者では 0から 50秒を安静から課題遂

行の変化が大きいことがわかる．  



 

 

 

図 2 ローデータの波形  

 

図 3 Zscore 化の波形  
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Fisher 正確確率検定ではローデータでは認知機能と

変化量に有意な関連はみられなかったが（p=0.138），

Zscore では有意な関連がみられた（p=0.038）．  

 

4. 考察   

現在，近赤外光を用いた計測は精神疾患の分野でも

用いられている．うつ病においては前頭葉皮質の賦活

反応性の量が減少し統合失調症においては賦活反応性

のタイミングが不良であるという特徴などが報告され

ている [5]．NIRS（近赤外分光法）は現在，「抑うつ症

状の鑑別診断の補助に使用するもの」として臨床の場

においても使用されている．また，研究も広く行われ

ており，現在もさまざまな報告がされている．発達性

協調運動障害の者を対象にストループ課題やウィスコ

ンシンカード分類検査中の前頭前野の活性化を調査し

た報告やうつ病の脳機能障害と重症度との時間的関連

について縦断的に調査した報告がある [6，7]．しかし，

近赤外光を用いた計測では，前述したように光路長の

問題から，チャネル間での値の直接比較や群間別に値

を比較することは誤った結果を導きうる可能性がある

とされており，疾患群と対照群の比較を行う際は解析

に注意が必要であると考えられる．  

本研究ではローデータだけではなく，Zscore 化した

データについても算出し，解析を行った．ローデータ

と Zscore 化したデータの波形（図 2，図 3）では，ど

ちらも傾向に違いはみられない．軽度認知機能低下者

では 0～50 秒から課題遂行への変化が大きいことがわ

かるが，重度認知機能低下者では 50 秒以降大きな変化

はみられない．しかし，Fisher 正確確率検定では検定

が異なっていた．本研究では片側検定であったため，

カットオフ値が検定結果に影響することも考えられる

が，本報告では正診率が最も高くなる値で分類を行っ

ている．そのため，ローデータと Zscore 化したデータ

では，検定において何らかの違いがみられる結果が示

された．また，図 2 および図 3 では傾向に大きな差は

見られなかったが，本報告のローデータでは個人差が

影響したものと考えられる．群間比較としては判別分

析などの手法があるが，それについても同様にローデ

ータと Zscore データでの検討が必要である．  

本報告では解析に用いたデータは 1 チャネルだけで

あったが，近赤外光を用いた装置は多チャネルのもの



 

 

も使用されている．そのため，本報告で行った群間比

較だけではなく，複数のチャネルでの比較を行う場合

も解析に注意が必要となる．  

 

5. まとめ  

本報告ではこれまで行った解析手法を組み合わせ

ることで，重度な認知機能の低下者と軽度な低下者の

判別精度にどのような変化があるか調査した．ローデ

ータと ZScore 化したデータでは脳血液量の変化の傾

向は変わらなかったが，Fisher 正確確率検定では検定

結果が異なっていた．そのため，なんらかの統計手法

などを用いる場合は，結果の解釈に注意する必要があ

ると考えられた．  
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