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研究成果の概要（和文）：個人差の大きな高齢者の脳機能マップの特徴抽出を行うために、段階的認知負荷（PST）に
よるエンコーディングに対する脳全体のシステム応答と自律神経に見られる反応を潜在的な認知機能低下の指標として
可視化するための要素技術開発を行った。PST を使ったfMRIにより、加齢による処理速度の変化により神経回路結合の
パターンが変化し、作業方略が変化する過程が抽出できた。瞳孔径同時計測により瞳孔径はfMRIによる脳機能計測中の
反応時間や正答率などの行動データと有意の相関が認められた。今後の臨床試験により早期認知症の診断精度を向上さ
せ、介入時期や方法を最適化する判断材料を提供しうると期待される。

研究成果の概要（英文）：In order to extract the characteristics of age-related changes in brain maps, 
which may be affected by individual backgrounds, a system to enhance the detection of potential cognitive 
decline by using an encoding protocol, processing progressive stress test and simultaneous measurement of 
autonomic nerve reflex for evaluation of response of the whole brain system were developed. It was 
observed that functional connectivity patterns of the neuronal circuits changed depending on the 
processing speed in each age group, suggesting the change of cognitive strategies to reach the goal. The 
ratio of pupil diameter change during task performance significantly correlated with the behavioral data, 
such as reaction time and correctness of performances. These results suggested that DSCSI would be 
potentially useful to improve the detection of early cognitive decline and optimize the intervention to 
delay cognitive decline.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 近年、軽度認知機能障害（mild cognitive 
impairment, MCI）が注目されているが、加
齢による緩徐な認知機能低下（stable MCI; 
sMCI）と、認知症への転換が急速に進む可
能性が高い型（progressive MCI; pMCI）が
含まれ、その鑑別が重要である。早期の MCI
に対して運動療法や認知訓練などの介入を
行うと認知機能の改善が見られ、脳機能マッ
プでもそれに対応する変化が検出されるこ
とが報告されている。しかし、多くの場合、
経験的な情報を根拠にして行われており、神
経科学的な根拠は不十分であった。特に高齢
者では生活歴や職業歴、疾病の影響など多様
な背景を有するので、介入効果を評価するた
めには認知機能低下の程度をより客観的に
反映する脳機能計測の方法が必要となる。
我々はそのような軽度、又は潜在的な認知機
能の低下を高感度で可視化する技術開発を
進めてきた（基盤研究 (B), #18300179, 
#18300179）。加齢に伴って神経回路の結合
性（functional connectivity, FC）が低下し、
それを補うための代償機能が不充分になる
と臨床症状が見え隠れし始め、やがて MCI
に進行すると考えられる。我々は加齢により
生じる脳機能信号変化の特徴を解析し、その
機 序 を 神 経 生 理 学 的 に 説 明 す る
「demand-reservation 仮説」を提唱した
（Nakai et al., ISBN 978-4-9902522-1-2, 
85-88, 2009）。 
 
２．研究の目的 
 高齢者では個人の背景より作業パフォー
マンスにバラツキが見られ、行動データをそ
のまま脳機能マップ上の変化と対比させて
も有意差が見出せない場合が少なくない。よ
り頑強な指標として段階的認知負荷応答テ
スト（progressive stress test; PST）を開発
する。また、個人の脳機能マップに見られる
変化を客観的に評価する新たな手がかりと
して、自立神経反射情報（autonomic nerve 
response; ANR）を導入する。具体的には瞳
孔反射（pupillary reflex）を fMRI による脳
機能信号と同時計測するモーションキャプ
チャシステムを試作し、課題実行中の散瞳程
度、BOLD 信号強度、課題施行パフォーマン
スの関係を明らかにする。この 2 つの要素技
術を統合して潜在的な脳機能低下をより高
感度で評価する手法としての Dynamic & 
Spacial Cognitive Stress Imaging（DSCSI）
の可能性を評価する。 
 
３．研究の方法 
 本研究開発では、認知負荷に対する応答性
を基にして潜在的脳機能低下の程度や pMCI
への移行リスクを推定する指標を確立する
ために２つの要素技術を開発する。 

PST による認知負荷抽出法の基礎検討 
 pMCI のリスク評価を念頭においた鋭敏な

指標となる PST を開発するために、作業記憶
が中心の課題と、２つの認知処理を同時ある
いは連続して行う課題の有用性を検討する。 
 2 価の作業切替課題（task switch, TS）（図
１）は、複数の課題を切り替えながら行う認
知課題であり、作業記憶だけでなく実行機能
を反映する。 
 

 

図 1 Task Switch 課題の基本構成 

 2×2 の 4 升上に定速で時計回りに刺激が呈示
される。被験者は上段のマスでは色，下段では形
を回答した。反刺激が呈示される直前に呈示され
る固視点の長さによって低速（ISI=1250）中速
（ISI=650）高速（ISI=50）3 段階の速度条件が
作業負荷量として設けられた。 

 N-back（NB）課題（図２）は、記憶の短期
的保持とその更新を行う処理機能を反映す
る純粋な作業記憶課題である。作業記憶は目
標指向性の高い場面において重要な機能を
持つが、加齢による影響を受けやすいので、
日常認知の加齢影響を客観的に吟味する際
に用いられる。記憶負荷量は N = 1、2、3の
3段階とし、難度と脳活動の関連を調べた。 

 

図 2 視覚的 Nバック課題 

 被験者は連続呈示される絵を注視し、現在呈示さ
れている刺激が N 個前に呈示された絵と同じかどう
かを判断した。 

 脳機能イメージングは当センター倫理規
程に基づいて口頭および書面によりインフ
ォームドコンセントを実施した若年群20名、
高齢群 20 名を対象とした。脳機能画像の収
集は 3T MRI 装置を用いて行った。脳機能マ
ップを作成するための画像処理に必要な形



態画像として、T2画像とT1画像を取得した。
視覚提示には、ゴーグル型の液晶提示システ
ム、行動データの記録は MR 対応型の押ボタ
ンシステム、課題発生には E-Prime 2 を用い
た 。 取 得 し た デ ー タ は Statistical 
Parametric Mapping（SPM8）を使用して解析
した（＜0.001, uncorrected）。 

臨床計測用改良版の課題による評価実験 
 臨床計測用PSTのプロトコルを開発するた
めに、1 回の測定で段階的認知負荷をかける
方法を検討した。作業の難易度は 3段階の課
題実行間隔（ISI）を設定して調整した（HS, 
50ms; MS, 650ms; LS, 1250ms）。インフォー
ムドコンセントを実施した 20 名の若年被験
者（20〜30 才）からデータを取得した。一次
統計画像に対して conjunction analysis を
行った後に共分散構造解析を用いて神経回
路結合（脳活動のコヒーレンス）が課題処理
速度によってどのような影響を受けるかを
評価した。 

脳機能計測中の自律神経反射同時計測シス
テムの開発 
 インフォームドコンセントを実施した右
利きの若年被験者 30 名を対象として fMRI
計測中の瞳孔径測定を行った。被験者はヘ
ッドフォンによってランダムに聴覚呈示さ
れる一桁の数字 (0-9)を聞き，その数字に
対するカテゴリー判断を行った。2 段階の
作業負荷レベル (low-load condition; LL, 
high-load condition; HL)を設けた。LL で
は提示された数字の偶数／奇数判断，HL で
は偶数／奇数判断に加え、呈示音声が男性
か女性かの判断も行った。 

 

図 4 瞳孔径同時計測システム概念図 

 被験者はボタン押しにより回答し、刺激
提示および行動データの取得は E-Prime 
2.0 を使用した。測定は 3T MR 装置の頭部
用送受信コイルにMR装置対応型のCCDカメ
ラを着装し、脳機能計測中の瞳孔径を同時
に撮影した。脳機能計測と瞳孔撮影の同期

を行うために、被験者に聴覚刺激を呈示す
る時に使用されない視覚呈示画面とカメラ
からの出力画像を AV ミキサーで統合した 
(図 4)。CCD カメラのレンズに光吸収・赤外
線透過フィルタを着用し，MR 対応型の赤外線
LED 光源を使って瞳孔の撮影を行った。得ら
れた眼球表面の映像から瞳孔径を抽出する
画像処理プログラムを産業技術総合研究所
との共同研究において開発し、瞳孔径の時系
列データの抽出を行った (図 5) 。 

 

図 5 PiPS による瞳孔径自動抽出 

 瞳孔反射同時計測を行う fMRI による脳機
能計測課題は Block Design を用いて構成し
た。4 課題 Block(SOA 3s × 10 trials＋
instructions 2s × 2 = total duration 34s)
と 5 休止 Block(30s)を交互に配置し、難易度
の低い LL と、難易度の高い HL 条件の測定を
行った。脳機能計測と解析は PST の開発（前
項）と同様である。 

４．研究成果 

PST による認知負荷抽出法の基礎検討 
 図 6に基礎検討で用いた 3回測定法の結果
を示す。TS 課題では年代群に関わらず視覚野
および前頭前野の広範囲にわたる賦活が見
られた。速度条件で比較すると，負荷強度が
強いほど認知や意思決定を行う前頭前野背
外側部（[BA] 46）や視覚的注意と視覚情報
の言語化を担う右角回（[BA] 39）の賦活が
有意に強く見られた。年代群間で比較すると
前頭前野背外側部のほか、色と形の判断に関
係すると考えられる左右の紡錘状回（[BA] 
18）の賦活に差が見られ，高齢者の方のより
高い活動ピークが検出された。 
 このように、TS 課題で時間あたりの試行回
数による負荷に対する応答として年齢依存
性の領域と非依存の領域が区別された。特に、
前頭前野背外側部のほか、色と形の判断に関
係すると考えられる左右の紡錘状回（[BA] 
18）の賦活に差が見られ，高齢者の方のより
高い活動ピークが検出された。この結果は TS
課題が視覚的作業記憶、視覚的注意、言語化
に関わる部位の加齢影響を推定できる課題
として応用可能であることを示唆している。  
 本研究では先行研究を基に条件設定を行
ったため、被験者の特性を考えると必ずしも
TS を臨床診断として用いた場合の最適な条
件間隔であるとは言えない。条件間隔の妥当



性の検討と最適化が今後の課題である。 
 

図 6  TS による脳活動の年齢差（高齢者>若年者） 

 標準脳座標の z = -18 ~ -14（上），z = 24 ~ 
28（下）に見られる年代群間の賦活差（高
齢者>若年者）。前頭前野背外側部，紡錘状
回において年代群間のピークレベルの差が
負荷強度の上昇とともに強くなる。 

 図7にNB課題を使ったPSTの結果を示す。
線画条件（具体的事物）では腹側皮質経路
（What 経路）、マトリクス条件（抽象的事物）
では背側皮質経路（Where 経路）の賦活差が
観察され、それぞれの課題で被験者が異なる
視覚認知処理を行っていることが示された。 

 
図 7 線画条件における脳賦活応答 

 全被験者における課題条件ごと（N=1, 2, 3）
の脳賦活応答の結果。負荷強度が強いほど認
知や意思決定を行う前頭前野背外側部（[BA] 
46）や視覚的注意と視覚情報の言語化を担う
右角回（[BA] 39）の賦活が強く見られた。 

 またモード差によらず視覚的ワーキング

メモリを担う前頭前野背外側部（[BA] 46）、
視覚的注意と視覚情報の言語化を担う角回
（[BA] 39）の活動が顕著であった。 
 注目される結果は、両年代群において視覚
的 な 作 業 記 憶 を 担 う 下 前 頭 回 （ [BA] 
44,45,47）、中前頭回（[BA] 9,10,46）、視覚
的注意と視覚情報の言語化を担う下頭頂小
葉（[BA] 39）の活動の亢進が見られたこと
である。これらの領域の賦活応答は難度の上
昇とともに亢進したが、難度×年代群間の交
互作用が見られた。このことから、高齢者は
若年者に比べ認知負荷の増大に対する BOLD
信号の応答性変化の低下が確認された。 
 以上の結果から、加齢影響を客観的に検出
する認知計測法として、難易度の異なる視覚
的Nバック課題の脳賦活応答の比較を臨床画
像診断に応用できる可能性が示唆された。特
に視覚的ワーキングメモリ、注意、言語化に
関わる部位の検討への応用が期待される。ま
た、線画条件の方が負荷レベルの違いによる
応答の相異を検出する上で高齢者向け検査
として適していると考えられた。 

臨床計測用改良版の課題による評価実験 
 1 回測定法により測定時間は 27 分から 10
分 15 秒と大幅に短縮された。速度条件によ
る負荷強度が強いほど認知や意思決定を行
う前頭前野背外側部（[BA] 46）や視覚的注
意と視覚情報のコーディングを担う角回
（[BA] 39）、前帯状皮質（[BA]24、 32）に
おける年代群間の賦活の差が強く見られ、１
回測定法でも十分な検出力が得られること
が確認された。色／形条件と音韻／書字条件
の比較実験においては、行動データの結果か
ら課題の難易度はほぼ同じであると推定さ
れる。音韻／書字条件の違いによって、実行
制御プロセスに役割があるとされる左脳の
前頭前野背外側部 BA 9 に差が生じたものの、
賦活した領域は先行研究に示されている領
域と概ね一致した脳活動が見られたことか
ら、今回用いたいずれの刺激も同等に PST 検
査として使用可能であると考えられた。 

 
図 8 各試行速度における神経回路結合の評定 

 パス解析の結果を図 8に示す。いずれの課
題実行速度においてもモデルは良好な適合
性を示しているが(χ2 = 8.48, p = 0.58, ns., 
GFI = 0.90, RMSEA =0.00), MS (χ2 = 10.72, 
p = 0.64, ns., GFI = 0.87, RMSEA =0.00), 
HS (χ2 = 11.08, p = 0.68, ns., GFI = 0.87, 



RMSEA =0.00)、処理速度により神経回路結合
のパターンが変化し、作業方略が変化してゆ
く過程が反映されていると考えられた。 
 以上の結果より TS 課題が高齢者の視覚的
作業記憶、視覚的注意、コーディングに関わ
る部位の加齢影響を推定する検査法の有力
な候補となった。 

脳機能計測中の自律神経反射同時計測シス
テムの開発 
 図 9 に fMRI と瞳孔径を同時計測（記録）
するシステム（操作室側）を示す。 

 

図 9 瞳孔径同時計測システム（操作室側） 

 被験者による数字のカテゴリー判断の平
均正答率(%)は LL = 98.75 ±.51、HL = 87.10 
±1.84、平均反応時間(ms)は LL = 950.11 
±30.18、HL = 1198.62 ±29.67 であった。
平均瞳孔変動量(%)は LL = 2.67 ± .56、HL = 
4.83 ±1.03 であり、両者には有意差が検出
された(t (28) = 2.70, p < .05)。図 10 に
結果の要約を示す。 

 

図 10 瞳孔径・反応時間と難易度の関係 

 いずれの条件においても両側の一次運動
野 (M1; [BA] 6)、作業記憶の中央実行機能
（central executing system；CES）を担う
前頭前野背外側部 (DLPFC; [BA] 8, 9, 45, 46, 
47)、注意に関わる上下頭頂小葉 (SPL, 
IPL[BA] 5, 7, 39, 40) 、および音韻処理に
深い関連があると考えられる BA 22 を含む
外側溝に有意な賦活がみとめられた (p <.05, 
FEW)。さらに両条件間で脳活動レベルを比較
すると、両側 M1、SPL と IPL において有意差
が検出された (2-sample t-test in HL minus 
LL, p <.05, FWE)。この結果は HL における
注意の切り替えに伴う活動亢進を反映して
いると考えられる。さらに、視床、上前頭回 
(SFG; [BA] 8)、眼窩前頭葉 (OFC ; [BA] 11) 
において脳賦活と瞳孔径変動の間に有意な
相関が検出された (p <.001, uncorrected)。 
 以上の結果から (1)聴覚呈示課題におい
ても課題負荷は瞳孔の散大に影響を与える
こと、(2)瞳孔径の変動量は瞳孔散大筋をコ
ントロールする間脳のほか、判断や注意に関
連する領域と相関を持つことが分かった。 

これまで fMRI による脳機能計測中に ANR
の同時計測を行った報告はほとんど無いが、
本研究開発により汎用性の高いコンポーネ
ントの組み合わせによって測定系が構築で
きること、瞳孔径は fMRI による脳機能計測
中の反応時間や正答率などの行動データと
有意の相関が認められることが確認された。
瞳孔径の変化を回帰係数として導入するこ
とにより、脳機能マップ上に見られる課題試
行条件間の差を、神経生理学的な側面から裏
付ける手段を確立できた。 

まとめ 
 本研究開発では段階的認知負荷（PST）に
よるエンコーディングに対する脳全体のシ
ステム応答を潜在的な認知機能低下の指標
として可視化の対象にする点が新しい着想
である。従来の脳機能イメージングでは、特
定の認知プロセスに個々の脳領域がどのよ
うに関与しているかが関心の対象であった
が、加齢による脳活動の変化がよく現れる前
頭葉や頭頂葉などの連合野は、そのような局
在的な理解には馴染まない。 
 PST を使った fMRI と瞳孔径同時計測の組
み合わせによりDSCSIシステムの基盤が構築
された。今後の臨床試験により pMCI の診断
精度を向上させ、介入時期や方法を最適化す
る判断材料を提供しうると期待される。本シ
ステムはMRI装置に対するアドオンとして使
用できるため、臨床診断への普及において制
約はほとんど無い。 
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