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研究成果の概要（和文）：多発性硬化症(MS)の運動障害や高次機能障害に影響する可能性が高いと云われているMRIに
おける『正常脳』（normal-appearing brain tissue; NABT）の評価は従来のMRI撮像法では限界があり、新たな撮像法
・解析法の開発が望まれていた。今回の研究では、新たに開発された解析ソフトを用い、拡散テンソル tractography
を応用した拡散尖度画像(DKI)やQ空間画像(QSI)などの新たな拡散解析を行なった。いままで正常にしか見えなかったN
ABTの異常を拡散テンソル解析やDKI, QSIは評価可能であり、MSの診断や予後・治療効果判定に有用と思われた。

研究成果の概要（英文）：Normal-appearing brain tissue (NABT) is a factor for movement disorder and higher 
dysfunction of Multiple sclerosis(MS).
We used Diffusional tensor imaging, DKI and QSI to evaluate NABT of MS.
DTI, DKI, QSI can detect abnormality of NABT, and are helpful for diagnosis, prognosis and therapy 
evaluation.

研究分野： 画像診断、CT、MRI
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１．研究開始当初の背景 
多発性硬化症(Multiple sclerosis: MS)は、中
枢神経(大脳、小脳、脳幹、脊髄)を主体に、
多発性の病変を形成する炎症性自己免疫疾患
である。MS は従来、脱髄疾患と言われ、髄
鞘が傷害されると二次性に軸索が傷害される
ことは以前から指摘されてきたが、最近にな
って、CD8 陽性細胞傷害性 T 細胞が直接軸索
を傷害することが示された。このことから、
MS は単純な脱髄疾患ではないとする考えが
主流である。さらに MS 以外の脱髄疾患であ
り、病初期には MS と鑑別が困難である疾患
の一つに視神経脊髄炎(NMO)がある。臨床的
にも両者の鑑別が困難であることはしばしば
あり、これらの病態の解明が急務である。多
発性硬化症(MS)や類似疾患である視神経脊
髄炎(NMO)においては、診断に重要な位置を
占めるのが Mcdonald 診断基準に定められる
ように MRI による評価である。過去におい
て、診断のみならず、その病態把握のために
非侵襲的なアプローチ方法である MRI は大
きな役割を果たしてきた。一方で、通常の
MRI で は 異 常 を 認 め な い 
normal-appearing brain tissue (NABT)や深
部白質・視床の障害が、患者の運動障害や高
次機能障害に影響する可能性が高いと考えら
れている。視覚障害は MS のほぼ半数以上、
NMO の 90%以上に認められるといわれてい
る障害であり、その視覚路の可視化や評価方
法の検討がなされていた。しかしながら、従
来からの MRI 撮像・解析手法のみではその
評価に限界があり、新たな画像化・解析方法
が 待 ち 望 ま れ て い た 。 拡 散 テ ン ソ ル
tractography は、水の拡散に一定の方向性を
もつ構造 (例えば白質線維)を3次元的に描出
可能な手法である。生体内ではその細胞構造
により水が拡散しやすい方向と拡散しにくい
方向がある。神経線維に沿う方向の拡散は速
く、この方向による拡散速度の違い（拡散異
方性）を反映し視覚化する手法である。 

 
研究分担者の青木と東京大学の増谷が新たに
開発した解析ソフト dTV II FZR にて、世界
で初めて拡散テンソル tractography を用い
た拡散解析が出来るようになり、拡散尖度画
像(diffusion kurtosis imaging: DKI)、Q 空間

画像(Q-space imaging: QSI)といった新たな
手法による解析も可能となった。DKI は DTI
と異なった正規分布を仮定しない解析法で、
細胞膜や軸索そして myelin などの細胞構造
の複雑さを反映し、より鋭敏に白質のみなら
ず灰白質の変化を検出が可能な手法として期
待されている。拡散テンソルでは拡散強調像
を得るための傾斜磁場（motion probing 
gradient: MPG）の方向のみを変えてテンソ
ル解析を行うが、QSI では傾斜磁場の強さ（b
値）も変えて撮像し、より詳細な解析を行う
ことが可能となってきた。 
 
２．研究の目的 
MS 患者や NMO 患者の大脳白質障害に対し
て、MRIによるDTIや新しい手法であるDKI、
QSI を用いて、病期予後や臨床症状とあわせ 
NABT の障害の評価を検討する。さらに最近
では Zhang らが開発した解析ソフト 
NODDI Matlab toolbox により neurite 
orientation dispersion and density imaging 
(NODDI)を用いた解析も可能となってきた
ため、この解析手法も取り入れ、これら新た
な拡散解析法により MS 患者や NMO 患者に
おける白質の微細構造の変化を画像にて可視
化・定量化し、これまでにない敏感で特異度
の高い、予後や治療効果判定の指標を確立す
ることを目的とする。 
 
３．研究の方法 
順天堂大学医学部附属浦安病院および順天堂
医院を受診した MS 患者や NMO 患者そして
健常対象者に対し、文書による同意を得た上
で MRI を施行し、ルーチンの撮像方法に加
えて拡散テンソル、DKI、QSI を追加撮像し、
あるいは NODDI を加え、以下の方法で解析
する。 
得られた画像データを数学解析ソフトである
Matlab 上で動作する画像解析ソフト
Statistical Parametric Mapping (SPM)や
FMRIB Software Library 4.1.5 (FSL) で提
供されている TBSS (Smith etal., 2006)、
Freesurfer を用いて画像解析を行う。画像解
析と共に病歴を参照して、視覚誘発電位、体
性感覚誘発電位、総合障害度評価尺度:EDSS
や機能別障害度：FS と予後、治療効果後の
変化などの一般的な MS の臨床データも収集
する。 
 
（１）拡散テンソル・DKI データの解析 
頭部 MRI 検査により得られた DICOM 画像
を Analize, Volume-One file などの汎用フ
ォーマットに変換し匿名化したのち、順天堂
大学放射線科にて解析ソフト（dTV II FZR；
東京大学・増谷佳孝開発）を使用し、拡散異
方性(fractional anisotrophy: FA)やみかけの
拡散係数 (apparent diffusion coefficient: 
ADC)、DKI を作成し ROI-study を行う。拡
散尖度は正規分布からの逸脱の度合い、つま
り制限拡散の程度を示す。拡散尖度は各軸に



対して計算し、平均した値を出力し、Rician
ノイズ項は無視し、計算の高速化のため
Levenberg-Marquardt 法による数値解法で
はなく独自の解析的解法を使用また臨床症
状・臨床データとの相関についても検討する。
MS 患者の NABT のうち白質の拡散変化を
DTI、DKI、QSI、NODDI を用いて ROI study
や画像統計解析、tract-specific analysis によ
る定量的な評価を行う。 
 
(２)QSI 
Q 空間画像の撮像法の精巧化と基礎的実験を
行う。MS プラークの生じやすい傍脳室に焦
点を当て、臨床的に実用的な範囲内（6 分前
後を目標）で実際に適応させていく。異なる
q 値の同―部位の画像から、あるピクセルに
おける信号強度曲線を求めそれをフーリエ変
換すると PDF が得られる。部位によるカー
ブの違いに注意する．より制限拡散が強い状
態では、このカーブは高さが高くなり、裾が
広くなる。q 値は波数であり、その逆数が変
位ベクトルとなる．また最大 q 値の逆数が
QSIにおける最小の空間分解能となることか
ら、より大きな q 値を使用すれば空間分解能
が向上する。 
 
(3)NODDI 
neurite orientation and dispersion and 
density imaging(NODDI)はdiffusion tensor 
imagin(DTI)とは異なる新しい拡散解析法で、
neurites, extra-neurites, isotropic 
Gaussian diffusion という 3 つのコンパート
メントモデルから構成される。MATLAB 
R2011b を用いて Zhang らの開発した
NODDI Matlab toolbox を使用し、全脳の
ICVF や ODI map を 作 成 、
dTV13k(Masutani Y 作成)を用いて FA、
ADC、MK map を計算する。 
MRIcro を用いて後頭葉の白質や NAWM 上
(EPI-T2WI) に マ ニ ュ ア ル で volume of 
interest(VOI) を 作 成 し 、 intra-cellular 
volume fraction (ICVF) 、 orientation 
dispersion index(ODI)、FA、ADC、MK を
計算した。 
 
４．研究成果 
（１）MS 患者のプラーク病変や NABT の拡
散変化を  DTI 、 DKI 、 QSI を用い て
ROI-study や画像統計解析、tract-specific 
analysisによる運動機能や認知機能に関連す
る神経線維の定性的・定量的な評価を行った。 

（２）MS 患者の皮質障害の解明やその認知
機能との関係を解明するべく、DKI や QSI
を用いて皮質の微細構造のスケールを評価し、
病理学的考察を行った。皮質病変の検出に優
れる Double inversion recovery を併用して
DKI の解析を行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）MS 患者ならびに NMO 患者の視覚障
害の解明やその認知機能との関係を解明すべ
く DKI を用い評価し、さらに臨床指標である
視覚誘発電位（VEP）との対比を行い、その
有用性を検討した。（題 41 回日本磁気共鳴学
会大会学術奨励賞受賞）対象となる視放線は
視神経は視交叉で鼻側の線維は交叉し、視索
と呼ばれる線維群になる。視索の多くの線維
は外側膝状体の腹側核に連絡する。ここで外
側膝状核の背側核から後頭葉皮質に向かって
投射される線維群を視放線という。さらに、
その走行から腹側視放線と背側視放線に分け
られる。腹側視放線は外側膝状核からと背側
へ temporal loop を形成して前外方へ広がり、
側脳室下角を包むようにして周り（Meyer's 
loop）、その後は下角及び後角の外表面から舌
状回、鳥距皮質下方に達する。これは主に網
膜下半部由来の線維で上半視野を支配する。
背側視放線は外側膝状核の背側部から上方へ
広がり、後頭葉の楔部，鳥距溝上縁へ向かう。
これは網膜上半部由来の線維であり下半視野
を支配する。tractography を用いてこれらの
視索と視放線や後頭-側頭葉の白質線維を三
次元的に描出できた。 

 
（４）MS では視床の萎縮および血流・代謝の
低下が知られており、視床に生じている微細
構造の変化を鋭敏に検出できる可能性を示し
た。高次認知機能障害などの臨床的指標や神
経学的予後との関連についてはさらなる検討
が必要である。 
 



（５）MS 患者の大脳白質や視覚路に対して
MRI にて DTI、DKI および新しい手法であ
る  neurite orientation dispersion and 
density imaging (NODDI)を用いて解析した。 
NODDIはDKIから算出可能な解析方法であ
り、DKI よりもさらに大脳皮質や深部灰白質
の微細構造の障害をとらえることが可能であ
る。MS 患者のうち脳病変の少ない患者につ
いて全脳解析による評価を行った。MS では
病気が進行する前の初期の段階において、視
床の微細な拡散異常が検出され、視床に生じ
ている樹状細胞の構造変化を鋭敏に検出でき
る可能性を示した。 

 
（６）視覚誘発電位で異常を呈した MS の後
頭葉におけるNABTにおいてNODDIを用い
て解析を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
intra-cellular volume fraction(ICVF), 
orientation dispersion index(ODI)の map 上
に探索的に後頭葉白質に関心領域を設定した。 
normal-appearing white matter (NAWM)で
は正常白質よりも軸索方向の水の拡散にばら
つきがあり、軸索の密度が低いことが予想さ
れた。NODDI は従来の拡散テンソルとは異
なる理論的背景による解析方法であり MS の
NABT における新たな評価指標として有用
な臨床的指標となることが期待されている。
MS における視索の病態についての報告は少
ないが病理解剖においては、網膜が菲薄化す
ることや視神経の障害による二次的な軸索障
害があることが示されている。ICVF の減少
と ODI が変化を示さなかった結果について
は、神経線維の integrity が比較的保たれた
まま神経線維の密度が減少したと考えられる。 
後頭葉白質や視索の軸索方向を移動する水分
子が自由拡散する割合が増えたと考えられる
従来の拡散テンソルにより得られた見解に加
えて、NODDI を用いることにより外側膝状
体より前方の線維である視索と後方の線維で
ある後頭葉白質とでは、その障害のされ方の
違いを定量化できる可能性が示された。 
さらに視覚誘発電位は、視覚路の器質性障害
の客観的評価、診断、経過追跡に威力を発揮
する。Halliday 学派が白黒の格子縞パターン
(checkerboard pattern)を 1 Hz 程度で反転

させて記録するパターン VEP が脱髄性疾患
の多発性硬化症の診断に有用であると提唱し、
この方法が標準となっている。ルーチンの CT, 
MRI でも視神経の脱髄病変を検出するのは
困難であり、その意味で視神経疾患による視
力障害の補助診断法として VEP の意義はき
わめて大きいと言える。DKI や NODDI など
のルーチンの MRI でわからない情報を視覚
誘発電位と対比した例は、今回初めてであり、
有用な情報を得ることができイメージングバ
イオマーカーの確立に寄与しうる。 
 
【今後の展望】 
MS に絞って拡散テンソル解析に加えて DKI
や QSI を行った報告は未だ少ない。特に
NODDI によるアプローチは我々の報告が初
めてである。MRI 上は正常に見える NABT
の異常を定量的に評価できる拡散テンソル解
析や DKI、QSI は、病態生理の解明に寄与し、
学術的にも意義がある。 
 われわれのこれまでの研究で、MS 患者で
は NABT の異常を以前の報告よりも鮮明に
捉えることが出来た。拡散現象のさらに厳密
な解析を NODDI で行うことにより、DTI や
DKI での変化が、どのような微細構造の変化
に基づいているのか解明できる可能性がある。 
展望としてはとしては以下のとおりである。 
１．MS 患者では NABT のうち、どの領域か
ら侵されうるのか。 
２．MS と視神経脊髄炎との大脳病変の分布
の違い。 
３．NABT(白質と皮質)とプラーク病変との
関連(縦断的評価)、NABT の障害と症状(例え
ば運動機能や認知機能)との関連、さらには臨
床症状・病期や治療後変化との関連が判明す
る。 
これらの結果を基にして、MS の臨床症状に
早期介入し、早期診断・治療、そして新たな
診断指標や予後評価、治療効果判定にもつな
がることが意義として挙げられる。日本に
3000 台以上普及している非侵襲的な MRI を
用いた診断法の意義は高い。また、MS の認
知機能と皮質病変との関連が示唆されている
が、この解明は他の疾患の認知障害の理解に
も役立つと考えられる。 
DTI、DKI、QSI、NODDI などの拡散解析に
よってMSにおけるNABTの病態解析が可能
であり、診断や予後・治療効果判定にも寄与
しうると考える。さらに MS 以外の脱髄疾患
であり、病初期には MS と鑑別が困難である
疾患の一つに視神経脊髄炎の疾患に特有のイ
メージングバイオマーカーを創出することが
出来れば、病態の解明並びに臨床診断に有用
であり今後さらなる解析を進めていく所存で
ある。 
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