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研究成果の概要（和文）： 

マルチモーダル視覚刺激を用いた視覚誘発電位，事象関連電位(ERP)，機能的 MRI(fMRI)によ
り，健常若年成人，老年成人，軽度認知機能障害(MCI)およびアルツハイマー病(AD)における脳
の反応性の違いを検討した．その結果，MCIと AD 患者では，運動視刺激に対する ERP および fMRI
反応が健常老年成人に比べ有意に低下することが分かった．以上より，運動視刺激を用いた ERP
や fMRI反応が MCI 患者の非侵襲的早期診断法として最も有用であると考えられた． 
 
研究成果の概要（英文）： 
By using visual evoked potentials, event-related potentials (ERPs) and functional 

magnetic resonance imaging (fMRI) with multimodal visual stimuli, we investigated the 
difference in the brain response among healthy young adults, old adults and patients with 
mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer’s disease (AD). As results, we found that 
ERP and fMRI responses for motion stimuli were significantly decreased in patients with 
MCI and AD compared to healthy old adults. Therefore, ERP and fMRI responses for motion 
stimuli are the most useful for early detection of MCI non-invasively.  
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１．研究開始当初の背景 

(1)軽度認知機能障害(MCI)は正常と認知症
の中間(グレイゾーン)であり，アルツハイマ
ー病(AD)の前駆段階として注目されている．
MCI の病因は変性疾患，血管障害，精神障害
など臨床的に多様であると考えられている．

MCIは健忘型-単領域 MCI, 健忘型-多領域 MCI, 
非健忘型-単領域 MCI, 非健忘型-多領域 MCI
の 4つのサブタイプに分類される．この中で
健忘型 MCI が AD に高率に移行することが分
かっている. 従って, サブタイプ分類をよ
り客観的により正確に行うことで，ADに移行
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する可能性が高い健忘型 MCI患者を早期に検
出し，早期に治療を開始することが AD の発
症予防のために重要である． 
 

(2)視覚情報は網膜レベルで機能の分化が既
にみられる．網膜の大細胞系(速い処理系)は
1 次視覚野(V1)から 5 次視覚野(V5)を通り, 
頭頂葉に至る背側路を形成する.この背側路
は運動視と粗い形態視に重要である．一方，
網膜の小細胞系(遅い処理系)は V1 から下側
頭葉(4 次視覚野,V4)に至る腹側路を形成し，
細かい形態視と色覚を司る． 
 
(3)我々は視覚路を分離して機能評価できる
各種の視覚刺激を開発し, 非侵襲的脳機能
計測法(視覚誘発電位(VEP)，事象関連電位
(ERP)，機能的 MRI(fMRI))により健常成人に
おける低次～高次視覚情報処理の脳内基盤
の解明を行ってきた．我々が開発したマルチ
モーダル視覚刺激を用いた VEP，ERP および
fMRIを用いると，健忘型 MCI 患者をより定量
的・客観的に同定することができる可能性が
ある. 
 

２．研究の目的 

我々が開発した視覚路を分離して機能評
価できるマルチモーダル視覚刺激を用いた
VEP，ERP および fMRI により，MCI 患者の並
列的視覚路の機能障害を定量的・客観的に評
価する. それにより AD へ移行する可能性が
高い健忘型 MCI 患者を早期に発見し，早期治
療に貢献する． 
 

３．研究の方法 

(1)VEP・ERP 実験 
<対象> 健常若年成人群, 健常老年成人群, 
MCI患者群，AD患者群各 12名を対象とした． 
 
<刺激(図 1)> 
1)白/黒の低コントラストサイン波刺激(低
次レベル背側路刺激)：高頻度(8Hz)で反転さ
せると，反転頻度に対応した正弦波様波形が
得られる. 
2)等輝度色刺激(低次レベル腹側路刺激)：
200 ミリ秒呈示すると，N120 が誘発される． 
3)運動視(放射状 optic flow)刺激(高次レベ
ル背側路刺激)：400 個のランダムドットを用
いて共同運動レベル 90%で刺激すると，N170
と P200が誘発される． 
4)文字刺激(仮名刺激, 漢字刺激)(高次レベ
ル腹側路刺激)：800ミリ秒呈示すると，N170
が誘発される． 
＊仮名刺激は，高次レベル背側路の評価もで
きる． 
5)顔刺激(中立顔, 幸せ顔, 怒り顔)(高次レ
ベル腹側路刺激)：300 ミリ秒呈示すると，
N170が誘発される． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<記録> EGI社製 128チャンネル高密度脳波計
を使用し，VEPと ERPを記録した． 
 
<解析> 刺激 1)では, 得られた正弦波様波形
をフーリエ分析し, 振幅と位相を定量化す
る．刺激 2)3)4)5)では, 得られた主成分を振
幅と潜時により定量化する.各刺激について, 
各群間での脳反応の違いを検討した. 
 
(2)fMRI実験 
<対象> 健常若年成人群, 健常老年成人群, 
MCI患者群, AD患者群各 12名を対象とした． 
 
<刺激> VEP・ERP 実験で最も顕著な異常を示
した運動視刺激(高次レベル背側路刺激)を
用いた．放射状 optic flow 刺激と水平方向
運動刺激の 2種類を用いた． 
 
<記録> GE社製 3テスラ MRI装置を使用して, 
ブロックデザインで, BOLD 反応を記録した. 
 
<解析> SPM8 を使用し, 各刺激間および各群
間での脳反応の違いを検討した. 
 
４． 研究成果 
(1)VEP・ERP 実験  
①健常若年成人における脳内基盤 
低次レベル視覚路の機能評価では，白/黒

の低コントラストサイン波刺激では後頭部
優位の正弦波様波形が得られ(図 2:刺激 1))，
等輝度色刺激では後頭部優位の N120 が誘発
された(図 2:刺激 2))． 
 高次レベル視覚路の機能評価では，放射状
optic flow 刺激では頭頂部優位の N170 と
P200 が誘発された(図 3:刺激 3))．文字刺激
では仮名，漢字ともに左側頭部優位の N170
が誘発され(図 3:刺激 4))，顔刺激では中立
顔, 幸せ顔, 怒り顔の全てで右側頭部優位
の N170 が誘発された(図 3:刺激 5))．また，
これら全ての刺激で低次レベル視覚路の反
応を反映する後頭部優位の P100 が誘発され
た(図 3:刺激 3)4)5))． 

図 1：マルチモーダル視覚刺激 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 eLORETAを用いて放射状 optic flow 刺激の
N170と P200の発生源を検討したところ，N170
は V5，P200 は下頭頂小葉に推定された．ま
た脳磁図を用いて文字刺激の N170 の発生源
を推定すると，仮名刺激の N170 も下頭頂小
葉に推定された． 
 

②健常老年成人における脳内基盤 
全ての刺激で健常若年成人と同様の波形

が得られた． 
低次レベル視覚路の機能評価では，健常老

年成人群は健常若年成人群に比べて，白/黒
の低コントラストサイン波刺激における正
弦波様波形の位相(潜時に相当)，等輝度色刺
激における N120 の潜時ともに有意な遅延を
認めた． 
 高次レベル視覚路の機能評価では，健常老
年成人群は健常若年成人群に比べて，放射状
optic flow 刺激の N170と P200，文字刺激の
N170，顔刺激の N170 の全ての潜時が有意に
遅延していた．その一方，全ての刺激で P100
潜時は群間で差はなかった．さらに放射状
optic flow 刺激では P100振幅が増大した． 
 以上の所見から，加齢により並列的視覚路
は低次～高次レベルまで全般性に機能が低
下することが分かった．また高次レベル刺激
を処理する際には，高次レベル視覚路の機能
低下に伴い，代償的に低次レベル視覚路の機
能が増強する可能性が考えられた． 
 
③MCI 患者における脳内基盤 
MCI 患者群においても，全ての刺激で健常

若年成人群，健常老年成人群と同様の波形が
得られた．MCI 患者群は健常老年者群に比べ
て，放射状 optic flow 刺激の P200，仮名刺
激の N170 の潜時が有意に遅延しており，特
に放射状 optic flow 刺激の P200 において著
明であった．その他の成分は全て群間で有意
な差は認めなかった． 
 我々の健常若年成人における検討で，放射
状 optic flow 刺激の P200，仮名刺激の N170
ともに下頭頂小葉由来ということが分かっ
ていることから，MCI 患者では下頭頂小葉す
なわち高次レベル背側路の障害があること
が分かった． 
 
④AD患者における脳内基盤 
 AD 患者群において，放射状 optic flow 刺
激に対する ERP 反応を調べたところ，重症化
するにつれて，P200潜時が遅延すること，あ
るいは誘発不能になることが分かった． 
 
(2)機能的 MRI実験 
①健常若年成人における脳内基盤 

MCI患者では，VEP・ERP 実験で放射状 optic 
flow 刺激に対する反応が最も低下していた
ことから，放射状 optic flow 刺激を用いて，
機能的 MRIによる検討を行った．コントロー
ル刺激として，水平方向運動刺激も用いた． 
 その結果，放射状 optic flow 刺激では，
下頭頂小葉の有意な活性化が見られた．一方，
水平方向運動刺激では，上頭頂小葉の活性化
を認めた(図 4)． 
 

図 2：低次レベル視覚路の機能評価 

 

図 3：高次レベル視覚路の機能評価 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 近年，サルにおいて，背側路は下頭頂小葉
に投射する腹－背側路と上頭頂小葉に投射
する背－背側路の２つの経路に分かれると
報告されており，本結果は，ヒトにおいても
両経路が存在する可能性を示唆する． 
 
②健常老年成人における脳内基盤 
 健常若年成人と同様に，放射状 optic flow
刺激では，下頭頂小葉の活性化，水平方向運
動刺激では，上頭頂小葉の活性化を認めた． 
 
③MCI 患者における脳内基盤 
 健常老年成人と異なり，放射状 optic flow
刺激では，下頭頂小葉の活性化がみられなか
った．一方，水平方向運動刺激では健常老年
成人と同様に上頭頂小葉の活性化を認めた． 
 従って，MCI 患者では背側路，特に腹－背
側路（下頭頂小葉）が選択的に障害されてい
ることが分かった． 
 
④AD患者における脳内基盤 
 AD患者では，健常老年成人でみられた放射
状 optic flow 刺激での下頭頂小葉の活性化
がみられなかった．しかしながら，健常老年
成人とは異なる部位（下頭頂小葉の後方部）
の活性化と上頭頂小葉の活性化を認めた． 
 従って，AD患者では，MCI 患者と同様に下
頭頂小葉の機能低下があるが，代償的に下頭
頂小葉後方部と上頭頂小葉(背－背側路の機
能が亢進する可能性が考えられた． 
 
以上のように，VEP・ERP 実験および fMRI

実験の所見から，放射状 optic flow 刺激を

用いた ERP(P200)反応(下頭頂小葉由来成分)
と fMRI での下頭頂小葉の活性化が，健忘型
MCI 患者の早期診断バイオマーカーとして有
用であることが分かった． 
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