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《原　著》

ポジトロン断層装置を用いた神経賦活試験のための統合全自動化

　　　　　　　　　されたデータ解析法の開発とその応用

蓑島 聡＊・＊＊　Robert　A．　KoEppE＊＊　David　E．　KuHL＊＊有水 昇＊

　要旨　150水を用いたポジトロン断層装置による神経賦活試験のための統合されたデータ解析法を開発し

た．この統合された方法は，被検者内頭位移動補正法，脳正中矢状断検出法，交連間線検出法，線形および

非線形脳解剖標準化法，画素ごとの統計学的検討，画像表示法を含み，解析はすべて3次元空間でなされ，

また全自動化されている．それぞれの方法について，脳ファントム，画像シミュレーション，および被検者

より得たデータを用いてその精度と信頼性が高いことを確認した．さらにこの解析法を用いて，正常被検者

より得た振動覚，視覚刺激試験を解析した結果，一次感覚野の有意な血流増加に加え，二次感覚野および小

脳等での血流増加を検出することができた．提案する統合全自動化された方法が，ポジトロン断層装置を用

いた神経賦活試験を普及させ，またよリ高次の脳機能解明を促進することが期待される．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学31：891－908，1994）

1．はじめに

　種々の刺激あるいは仕事を被検者に負荷した状

態で，ポジトロン断層装置を用いて局所脳血流の

変化を捉え，その刺激に対する反応あるいは仕事

に関与する脳機能の局在を決定しようという試み

は，近年，脳機能画像検査のきわめて重要な分野

として普及しつつある．このポジトロン断層装置

を用いた神経脳賦活試験では，放射性薬剤使用に

起因する画像中の統計雑音より，時に全脳平均値

の数％というごく僅かな血流増加を検出する精度

が要求されるため，画像の信号雑音比を改善し，

感度のよい信号検出を行う画像データ処理の必要
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性が強調される．また人間での非侵襲的な検査が

可能であるため，動物実験では困難な高次脳機能

局在の検討が可能である一方で，その結果を他の

方法で検証することが必ずしも容易ではないため，

信頼度の高いデータ解析法の使用がきわめて重要

となる．初期に提案されたFoxらによる画像解

析法に対し1“3），Fristonらはそれらをさらに発展

させた一連の方法を提案し同検査法の普及を促進

したが4”’7），その一部で主観的あるいは経験的判

断に基づく処理，あるいは統計学的処理での偽陽

性出現の可能性など問題点が指摘され8），データ

解析方法論に関しては依然として議論が絶えない．

また多被検者より得られる大容量の画像データに

対して様々な仮説の基に解析を行う必然性より，

再現性の高い方法でデータを解析することが要求

される．本研究では，ポジトロン断層装置神経賦

活試験において解析誤差要因となり得る種々の因

子を有効的に除去する方法を考案し，さらにその

処理法を全自動化して統計学的処理と統合するこ

とで，感度，精度の高いデータ解析法を開発する

ことを目的とした．本論文では，提案する解析法
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と精度，実際例への応用を，ファントム，シミュ

レーション，および正常被検者における振動覚，

視覚，痛覚刺激試験データを用いて示す．

II．データ解析法

　ポジトロン断層装置を用いた神経賦活試験にお

けるデータ処理の目的は，刺激により賦活された

脳神経細胞の興奮に伴う局所脳血流の増加を検出

することにある．通常の賦活検査では，刺激時お

よび非刺激時（あるいは刺激の「対照」となる刺

激時）に脳血流断層画像を同一被検者より収集し，

刺激時画像から非刺激時画像を減算することによ

って刺激に特異的な局所脳血流増加が検出される．

脳血流画像収集には，150標識水あるいはそれに

準ずる短半減期核種標識放射性薬剤が頻用され，

同一被検者において複数回の刺激・非刺激下の画

像収集を反復し，これらを加算平均する「被検者

内加算平均（intrasubject　averagin9）」が用いられ

る．この被験者内加算平均は，統計雑音を軽減す

るのみならず，反復画像収集時の被検者の刺激に

対する反応の生理学的変動も軽減する．さらに，

同一条件下で多被検者より画像を反復収集し，被

検者内加算平均で減算画像を作成したうえで，そ

れぞれ減算画像を同一一の基準空間内（定位脳座標

系9りに再配置し，多被検者画像内の各脳解剖部

位を一致させた上で加算平均し雑音軽減を図る．

この「被検者間加算平均（intersubject　averaging）」

と呼ばれる方法を用いることによって，統計雑音

を大幅に軽減できるほか，多被検者における刺激

に対する反応の多様性を平均化でき，刺激に対す

る普遍的な局所脳細胞の反応を検出することが可

能となる（Fig．　D．最終的に被検者内・被検者間

加算平均を経て処理された画像に対して統計学的

検討を施し，刺激に反応した局所脳血流増加部位

を決定する．これら一連の処理において，本研究

では特に以下の誤差・雑音要因の軽減を目的とし

た．

　1）頭位移動補正法

　一被検者で複数の画像を反復収集する際，全検

査時間（通常1時間以上）を通して被検者の数ミ

リメートル程度の頭位の動きは制御困難である．

減算画像を作成した場合，このような僅かな頭位

の変化は半円状の減算誤差を生じ，有意な信号変

化との区別を困難にする（Fig．2）．そこで画像収

集後，被検者加算平均および減算処理を施す前に，

一画像を基準として，同一被検者から収集したそ

の他すべての画像を基準画像に位置合わせするこ

とにより頭位の移動を補正する．この方法では，

脳を剛体と仮定し，x座標（脳の左右），　y座標（前

後），z座標（上下あるいは背腹）の3つの座標軸

に沿う移動と，X座標（yz平面），　y座標（XZ平面），

z座標（xy平面）の3つの座標軸を中心にした回

転の，計6個の変数を逐次近似的に変化させて

（Powell法lo）），基準画像と問題の画像が最もよく

一致する変換を決定する．2画像の一致する関数

としては，新たに考案した非線形関数を用いる．

すなわち空間内で一致する2つの画素値の差の絶

対値が，それら2つの画素値の平均の10％以内

である場合には1としそれ以外では0として，基

準画像上の全脳放射能平均値の30％以上の領域

（背景を含まない脳内放射能分布部位に主に一一致

する）でそれらの合計を計算する．この関数値が

大きいほど2画像の放射能分布が一致することを

意味する．

　2）定位脳座標系変換（正中矢状断検出法，交

　　連間線検出法）

　被検者間加算平均法の鍵となる定位脳座標系は

交連間線（intercommissural　AC－PC　line）を基準と

して決定される．この交連間線は脳のIE中矢状断

上で前・後交連を結ぶ線として定義されるため，

まず脳正中矢状断を画像上で決定し，その上で交

連間線を決定する．

　大脳半球間は幅を持ち，また必ずしも正確な直

線構造ではないため，脳正中矢状断の主観的決定

は必ずしも一義的となり得ない可能性が指摘され

ている11）．脳構造のおよその左右対称性を仮定し

た場合，正中矢状断はそれによって区別される左

右の構造が最も対称な鏡像関係を示す部位として

定義され得る．したがって，画像マトリックスの

正中に脳正中矢状断を一致させることを考えた場
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Fig．1　Effects　of　intra－subject　and　inter－su旬ect　averaging．　A：subtraction　image　set

　　　　　　created　from　a　single　pair　of　visual　stimulation　and　control［150】water　cerebral

　　　　　　blood　flow　image　sets．　B：intra－subject　averaging　over　three　pairs　of　subtraction

　　　　　　image　sets　from　the　same　su切ect．　C：inter－su句ect　averaging　across　three　different

　　　　　　subjects，　each　with　an　intra－subject　averaged　subtraction　image　set　over　thr㏄

　　　　　　pairs．　Alhmage　sets　were　in　the　bicommissural　stereotactic　coordinate　system．

　　　　　　Intra－and　inter－subject　averaging　techniques　clearly　reduce　image　noise　and

　　　　　　enhance　areas　of　consistent　cerebral　blood　flow　changes　across　subjects．

＾］鰺Φ

B’
　　　　令

C・㍉

s㎏ 7

t
ノ

■

゜
・
，
勺
σ
・

4
．
　
、

〆
7
3

、
ち
’．

－

む

～
°t’

◎

、プ「L’

θ●

　　Q

《
　o　．．

．
　
　
’

　

亀
●

　
o
、

　
．
　
1
°

＼、
亀
、
，

　

●
°D

　

　

．
’

’
●

．

●．

、

■

：”

●

’

●

●
．

、

、

・●
．、

．

Fig．2　Head　motion　correction　using　intra－subject　image　co－registration　technique．

　　　　　　A：［150］water　cerebral　blood　flow（CBF）image　set　obtained　in　the　resting　con－

　　　　　　dition．　B：corresponding　image　set　obtained　with　vibratory　stimulation　in　the

　　　　　　left　hand．　C：subtraction　image　set（B－A）created　without　head　motion　correc－

　　　　　　tion．　D：subtraction　image　set　created　with　head　motion　correction．　Without

　　　　　　correction，　regional　CBF　changes　are　hardly　apPreciated　due　to　subtraction

　　　　　　artifacts．　Using　the　proposed　head　motion　correction，　regional　CBF　lncrease　ln

　　　　　　the　somatosensory　cortex　is　demonstrated　clearly（arrow）．　In　this　case，　head

　　　　　　motion　correction　was　estimated　to　require　apProximately　one－pixel　translations

　　　　　　in　x，　y，　and　z　axes，　and　less　than　one－degree　rotation　around　the　x－axis．
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Fig．3　The　intercommissural（AC－PC）line　estimated

　　　　　　from　four　landmarks　detected　automatically

　　　　　　on　an　intra－subject　averaged［150］water　cere－

　　　　　　bral　blood　flow　image　set．　FP：the　frontal　pole；

　　　　　　CC：the　inferior　aspect　of　the　anterior　corpus

　　　　　　callosum；TH：subthalamic　point；OP：the
　　　　　　occipital　pole．　The　back　line　representsthe　esti－

　　　　　　mated　location　of　the　intercommissural　line．
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Fig．4 Location　of　the　central　sulcus　and　landmarks　for　non－linear　warping　on　an

intra－subject　averaged【150］water　cerebral　blood　flow　image．　The　image　set　was

re－oriented　in　the　stereotactic　system（AC－PC　denotes　the　plane　level　containing

the　intercommissural　line）．　The　location　of　the　central　sulcus　is　estimated　at

the　location　of　the　sensorimotor　cortex（arrows）．　Red　points　represent　Iocations

of　the　pre－defined　landmarks．　Yellow　points　represent　estimated　location　of　the

individual　landmarks．　Because　only　selected　planes　are　presented，　not　all　of　the

landmarks　are　demonstrated．
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Fig．5　Location　of　the　central　sulcus　based　on　the

　　　　　　intercommissural　line　estimation　on　PET．　The

　　　　　　thick　line　with　arrows　represents　location　of

　　　　　　the　central　sulcus　in　the　Talairach　atlas9）．

　　　　　　The　thin　line　with　error　bars（one　standard

　　　　　　deviation　antero－posteriorly）　represent　aver－

　　　　　　aged　location　of　the　central　sulcus　across

　　　　　　eighteen　subjects．　AC－PC：the　intercommis－

　　　　　　sural　line，　VAC　and　VPC：vertical　lines　passing

　　　　　　through　the　anterior　and　posterior　commis－

　　　　　　sures，　respectively．
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Fig．6　Effects　of　anatomical　standardization：pixel－by－pixel　standard　deviation　image

　　　　　　sets，　A：no　anatomical　standardization（stereotactic　re－alignment　alone），　B：linear

　　　　　　scaling　alone，　and　C：linear　scaling　followed　by　non－linear　warping．　S：averaged

　　　　　　anatomical　reference　image　set（linear　scaling　and　non－linear　warping，　presented

　　　　　　with　a　different　intensity　scale）．　High　pixel　values　represent　high　anatomical

　　　　　　variability，　particularly　in　the　gray　matter，　across　the　eighteen　subjects．

Fig．7　Effects　of　anatomical　standardization：histo－

　　　　　　gram（frequency　polygon）．　NS：no　anatomical

　　　　　　standardization，　LS：linear　scaling，　NW：non－

　　　　　　1inear　warping．°／．　brain　volume　was　calculated

　　　　　　as　the　number　of　pixels　at　each　standard　devia－

　　　　　　tion　divided　by　the　number　of　pixels　within　all

　　　　　　gray　matter　areaS．
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Fig．8　Vibratory　stimulation：tstatistic　map．　PET　pixels　with　their　t　values　higher　than

　　　　　the　threshold　of　p－0．05（one－tail）were　superimposed　on　the　composite　MRI．
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Fig．9　Visual　stimulation：tstatistic　map．　PET　pixels　with　their　t　values　higher　than

　　　　　the　threshold　of　p＝0．Ol（one－tai1）were　superimposed　on　the　composite　MRI．

Presented by Medical*Online



ポジトロン断層装置を用いた神経賦活試験のための統合全自動化されたデータ解析法の開発とその応用　　897

合，頭位移動補正法と同様に逐次近似的に画像を

3次元空間で回転移動（x座標移動，y，　z座標回転）

させながら，画像マトリックスの正中に対して対

称部位にあたる左右の脳放射能分布の相似性を最

大にすることにより，脳正中矢状断が画像マトリ

ックスの正中に一致して決定される．左右の脳放

射能分布の相似性の決定には，以前に使用した

stochastic　sign　change12・13）より変更し，前述の非

線形関数を用いる．

　交連間線の決定は，ポジトロン画像上同定可能

な脳内の基準点からその位置を推定する方法を用

いる14）．交連間線は，正常脳では常に1）脳の最

前部，2）脳梁の直下，前帯状回の直上，3）視床

直下，4）脳の最後部の4点あるいはその付近を

通過することに注目し，これら4点をポジトロン

画像の脳矢状断上で決定し，直線を当てはめるこ

とで交連間線を決定する．この方法を比較的統計

雑音の高いH2150画像に応用するため以下の変

法を用いた．すなわち一被検者より収集した多数

の刺激・非刺激下の画像を，頭位移動補正法で位

置合わせした後，すべて加算平均し単一の画像を

作成し，この画像上で交連間線決定を行うことに

より，雑音の影響の少ない，精度・信頼性の高い

交連間線推定が可能となる（Fig．3）．

　3）脳解剖標準化法（線形変換法，非線形変

　　換法）

　検出された交連間線に基づいて定位脳座標系に

再配置された各被検者脳には，依然としてその大

きさに個人差が存在する．また大きさの個人差を

補正した後も，脳解剖局所には一定範囲内の個人

差が存在する．これらを除去あるいは軽減する方

法として，前者には線形変換法（linear　scaling），

後者には非線形変換法（non－linear　warPin9，　Plastic

transformation）の応用が考えられる．

　線形変換法による脳の大きさの個人差を除去す

る方法は，Talairachらによって提案された「pro－

Portional　grid　system」によってその妥当性が裏

づけられており9・15），各個人の脳画像を基準とな

る一定の大きさに縮小あるいは拡大変形すること

により，脳の大きさの個人差を取り除き，各脳構

造を一定の座標に局在することができる．ポジト

ロン断層画像上では，脳の左右方向には異なる比

率を，前後方向には単一の比率を用い，さらにポ

ジトロン断層装置の限られたz座標方向の撮像視

野の関係上，上下方向にも単一の比率を用いるた

め，合計4つの比率を用いて変形を行う16）．

　線形変換法に引き続く非線形変換法では，主に

脳解剖局所の個人差を軽減することが目的である．

特に賦活試験では神経細胞が存在する局所灰白質

の位置が個人差により多少ずれることにより，被

検者間加算平均時に有意な信号が低く見積られ検

出感度を低下させる．そこで提案する方法では，

局所の灰白質の位置を被検者間でできる限り一致

させることで有意な信号の損失を最小限とす

る16）．この方法では，まず定位脳座標系アトラス

上で，白質に中心点，灰白質表面近くに対応する

表面対応点（約450点）を，主要な神経線維束の

方向に従って3次元座標系であらかじめ決定する．

次に，それぞれの中心点と表面対応点に対して，

まず対象となる個人のポジトロン断層像上（定位

脳座標変換・線形変換後）で，その間を結ぶ線上

の放射能分布曲線を検出する．さらに同じ中心点

と表面対応点を結ぶ線上で，定位脳座標系ポジト

ロン断層像アトラスより標準となる放射能曲線を

測定する．ポジトロン断層像アトラスは正常被検

者より高分解能ポジトロン断層装置を用いて得ら

れた脳糖代謝画像より作成した．個人の画像より

得られた放射能曲線を，中心点から表面対応点に

向かって逐次近似的に線形拡大縮小しながら標準

放射能曲線との間で相関係数を計算し，この相関

係数が最大となる拡大縮小率より逆に，あらかじ

め決定された表面対応点に対応する個人の画像上

の表面対応点を決定する（Fig．4）．最終的にあら

かじめ決定された約450点の表面対応点それぞれ

に対して，個人の画像上の対応する表面対応点を

上記の方法で決定した上で，個人の画像上の表面

対応点をそのあらかじめ決定された表面対応点の

位置に空間的に一致させることで，個人の画像を

定位脳座標系アトラスにほぼ一致するように変形

することができる．被検者間加算平均時には，最
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終的に残存する解剖学的個人差（特に提案する方

法で除去しきれない灰白質内の個人差）を補う目

的で3次元ガウスフィルタ（半値幅4．5～9．Omm

前後）を用いる．

　4）統計学的検討

　多被検者の減算画像（すでに被検者内加算平均

されたもの）を被検者間加算平均することにより

画素ごとの平均と分散値が算出され，この画像に

統計学的検討を施すことによって有意な血流増加

部位が決定される．統計学的検討は脳「容積」を

対象として，1）画素ごとの統計値の計算，2）統計

値に対する閾値の決定の2つの段階が必要となる．

　まず統計値としては対応のあるt検定値を用い

る（すでに刺激画像と非刺激画像が被検者内で対

として減算されている）．このt値は画素ごとに計

算を行うが，その際画素の平均値をその画素の分

散値を用いてt値を求める代わりに，画素の平均

値に対し全脳の平均分散値を用いてt値を算出す

る．この変更によりt値算出時の自由度が著しく

増加する一方で，多被検者加算後の画素値の分布

は中心極限定理により正規分布に近いため，それ

を平均分散値で除して求めたt画素値は標準正規

分布を示すと仮定できる利点がある8）．

　刺激による有意な血流増加部位をt値画像で決

定するには，脳内で有意な血流増加がないという

仮説の基に，検索の対象となる脳内の最大t画素

値が，ある一定の確率で閾値を超えるように（例

えば5％の偽陽性を生じるように）t閾値を調節

する．この際注目する脳内の画素数は通常数万に

及ぶため，それぞれの画素に対して標準正規分布

に基づく確率水準で比較を繰り返すと，明らかに

第一種過誤による多大な偽陽性部位を検出してし

まう結果となる．しかしながらフィルタ逆投影法

で再構成したポジトロン断層像上の隣接画素はお

互いに独立しておらず，これに対して単純な画素

数に基づくBonferroni補正を行うと，逆に極端

な補正となり多大な偽陰性を招く．そのため多比

較補正を加味した閾値の設定は，脳内の独立な有

効画素数を画像解像度から推定して行う必要が生

じる．上述したように最終的なt値画像は平滑で

均一な正規確率場と仮定できるが，その場合確率

場内の最大値Tm。xが閾値tを超える確率P
（Tm。・＞t）は以下の式で示される8・］？）．

P（Tma．＞t）

　＝V（FWHM）－3（41n　2）3／2（2π）－2（t2－1）e’1／2t2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）

Vは注目する脳内の容積（あるいは画素数），

FWHMは正規確率場の平滑率をガウス関数で示

した場合の半値幅を示す．このFWHMはIE規確i

率場と仮定したt値画像の偏導関数とし以下のよ

うに決定される6）．

FWHM＝（41n　2／Si）112 （2）

S9はt値画像の1次偏導関数の分散値を示し，

3次元t値画像で隣接画素値の差を各座標軸にそ

って加算平均することによって近似できる．上2

式より，

P（Tmax＞t）

　＝V（Sg）3／2（2π）－2（t2－De－1／2t2 （3）

が導かれ，対象とする脳容積V，実測されたt値

画像の1次偏導関数分散値S9において確率水準

P（Tm。。＞t）を満たす閾値tが算出される．　t値画

像上の血流増加部位のピークがこの閾値tを超え

る場合に，その増加部位は統計学的に有意な増加

部位と判断される．神経賦活試験では局所血流増

加部位の検出を目的とするため，閾値tを設定す

る際は正の側の片側検定を用いる．また，神経細

胞の興奮に対応する血流増加は灰白質で起こると

いう仮定の基に，加算平均画像上で全脳平均値の

80％以上の画素（全脳平均血流量を50m1／min／

100gとした場合に40　ml／min／100　g以上）を検

討と対象とする．

　5）解析結果表示

　有意な血流増加部位の表示法として，まずt値

画像上の血流増加部位のピーク（3次元画像マト

リックス内で隣接する26画素値以上の画素）を検

出し，その座標を定位脳座標系を用いて，その血

流増加量，統計学的検討値とともに表示する，さ

Presented by Medical*Online



ポジトロン断層装置を用いた神経賦活試験のための統合全自動化されたデータ解析法の開発とその応用　　899

らに統計学的t閾値を示すことで，有意なピーク

を容易に判断することができる．さらに視覚的な

解剖学的局在を容易にするため，一定の統計学的

閾値以上の血流増加部位を，正常例4人の加算平

均により作成した定位脳座標系核磁気共鳴画像上

に重ね合わせる．

IH．対象，検証方法および応用

　提案するデータ解析法の精度検討および解析法

応用のため，ポジトロン断層装置およびH2150

を用いた神経賦活試験を正常被検者において施行

した．また解析法精度検討のため，一部で脳ファ

ントムおよびシミュレーション画像を用いた．

　賦活試験には，振動覚，視覚，痛覚の3種類の

刺激を用いた．振動覚刺激は5人（24士3歳，平

均士標準偏差），視覚刺激は5人（25士3歳），痛覚

刺激は18人（24士6歳）の正常被検者，合計28人

を対象とした．被検者は薄暗く遮光し雑音を抑え

た検査室で，ポジトロン断層装置内に安静仰臥位

を保った．

　いずれの刺激試験においても，「刺激」とそれ

に対比する「対照」となる2種類の刺激が用いら

れた．振動覚刺激では，刺激はバイブレータを用

いて被検者の左手に与えられた．その対照として

は，バイブレータを停止した状態で被検者に左手

に同様に接触させた．視覚刺激では，被検者眼前

に置かれたコンピュータ画面上に反転するチェッ

カーボードを表示することによって刺激が与えら

れた18）．対照としては画面上に十字カーソルを表

示した．痛覚刺激では2種類の刺激が用いられた．

熱痛み刺激では，被検者前腕に接触子を用いて摂

氏50度の刺激を与えた．その対照としては摂氏

40度の刺激を同様な方法で用いた．冷痛み刺激

では，被検者左手を冷水中に置くことによって刺

激が与えられた．対照としては温水を用いた．

　各被検者において，複数回の「刺激」と「対

照」が用いられ，それぞれの状態においてH2150

による脳血流画像がポジトロン断層装置を用いて

収集された．振動覚刺激においては，刺激および

対照時における撮像を交互に計2回ずつ，視覚刺

激においては計4回ずつ，痛覚刺激においては計

3回ずつ行った．いずれの撮像においても，「刺

激」あるいは「対照」となる刺激は，H2150静注

15秒から20秒前より開始され撮像終了まで継続

された．H2150静注にはボーラス静注法を用い，

振動覚，痛覚刺激には一回66　mCi（2，442　MBq）

を，視覚刺激には50mO（1，850　MBq）を用いた．

静注した放射能が脳に到達することをポジトロン

断層装置内の計数率の変化から確認し，その5秒

後より60秒間の撮像を開始した．引き続く撮像

は前回撮像時の放射能減衰を待つため，14分間隔

で施行された．

　ポジトロン断層装置にはSiemens社製931／08－12

（CTI　Inc．　Koxville，　TN，　USA）を用いた．この装

置は6．75mm間隔で15断層像を同時収集する性

能を有した．画像はParzenフィルタ遮断周波数

0・45cycles／Projectionにて再構成した．吸収補正

には賦活試験開始前に68Gaリング線源で収集し

た透過型画像を用いた．再構成画像上の解像度は，

断層像内では半値幅で約8mm，断層像に垂直方

向で約8mmであった．

　1）頭位移動補正法

　頭位移動補正法精度の評価には，脳ファント

ム19）を用いた検討および被検者データの視覚的

評価による検討を行った．脳ファントム内に18F

を含む水溶液を満たし，総カウントが実際の画像

に近い値となるように画像収集時間を調節し，上

述した装置を用いて画像を収集した．画像を収集

する際，基準とする位置，x座標軸に沿って

5mm，10　mm移動させた位置，　y座標軸に沿っ

て5mm，10mm移動させた位置，　z座標軸に沿

って5mm，10　mm移動させた位置，　x座標軸廻

りに2度，4度回転させた位置，y座標軸廻りに

1．9度，3．8度回転させた位置，そしてz座標軸

廻りに2．5度，5度回転させた位置において，そ

れぞれ4回ずつ画像を撮像した（実際y，z軸回転

はガントリーの回転により，x軸回転は画像再構

成時サイノグラムの回転によった）．さらに基準

とする位置において1画像の撮像を追加し，提案

する方法を用いて，それぞれの移動，回転後の位
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置で撮像した4画像をその1画像に対して位置合

わせを行い，その結果を平均し精度を検討した．

誤差はその絶対値の平均，標準偏差を用いて示し

た．

　さらに被検者データに対して提案する方法を適

応し，その精度を以下の方法で評価した．すなわ

ち28被検者それぞれにおいて，最初の1画像を

基準として残りの画像を提案した方法で移動補正

した（計140回）．移動補正後の画像とその基準と

した画像間で減算画像を作成した後，その減算画

像を平滑化し，移動補正不十分の場合に灰白質辺

縁に出現する三日月状の減算誤差の有無を視覚的

に判断した．この方法では画像の一画素の数分の

一の誤差が検出され得る20）．

　2）正中矢状断検出法

　正中矢状断検出法精度の評価にはシミュレーシ

ョン画像および視覚的評価を用いた．シミュレー

ション画像は，視覚刺激を行った5被検者の被検

者内加算画像において，視覚的に決定した基準正

中矢状断を画像マトリックスの正中に一致させた

後右半球を除去し，左半球を正中に対称に対側に

複写することによって，左右半球が対称でその正

中矢状断が画像マトリックス正中に一致する画像

を作成した12）．この画像をy座標軸廻りにo，1，

2，4，8度，z座標軸廻りにO，1，2，4，8，16度の任

意の組合せで回転し（計30組），さらにx座標軸

に沿って5画素移動した．この方法を用いて5被

検者の画像より作成した計150の画像に対して，

提案する方法で正中矢状断を決定し，その結果を

実際の回転・移動の値と比較して精度を評価した．

　視覚的評価法では，28の被検者より頭位移動を

補正した被検者内加算画像を作成し，まず視覚的

にその正中矢状断を決定した．その際できる限り

客観的に正中矢状断を決定するため，まず被検者

内加算画像の各断層面上において，両半球の正中

線上に複数の基準点を視覚的に決定した．この基

準点を各断層面上で決定した後，すべての点から

の距離が最小となるような平面の位置を決定し，

これを正中矢状断とした．同時に提案する方法で

自動的に正中矢状断の位置を求め，前者の結果を

基準として比較検討した．

　さらに28の被検者内加算画像上に，疑似的な

局所放射能増加部位を設定し，提案する方法の精

度が局所放射能の変化に対して安定であることを

確認した．つまり乱数を用いて決定した脳局所10

か所に，半径9mmで本来の画素値の130％の球

状の放射能増加部位を複数設定した後，提案する

方法で正中矢状断の位置を求め，この結果を前述

の視覚的評価結果を基準として，疑似的な局所放

射能増加部位を設定する以前の値と比較検討した．

　3）交連間線検出法

　交連間線検出法の精度は，脳正中矢状断を画像

マトリックス正中に一致させた18の被検者内加

算画像を用い（痛覚刺激），提案する方法で自動的

に検出した交連間線を，Fristonらの視覚的基準

点検出に基づく方法4）で得た結果と比較検討した．

主観的誤差を最小とするため視覚的方法は同一画

像に2回応用してその結果を平均した．2者の方

法で推定された交連間線の中心点（交連間線上の

脳前・後縁の中心）の水平（y座標），垂直（z座

標）方向の誤差，および交連間線の交わる角度を，

視覚的方法を基準として評価した．水平方向の誤

差は，脳前後方向の長さに対する割合，垂直方向

の誤差は，交連線からの脳の高さに対する割合と

して示し，それぞれ正の値は，中心点が後方，上

方に変位していることを意味した．角度の誤差に

ついては，2つの方法で推定された直線が，前方

で交差する場合を正の値とした．

　提案する方法で交連間線を検出後，被検者内加

算画像を定位脳座標系に再配置した後，線形変換

法で脳の大きさの個人差を除去した．被検者内加

算画像は，合計400mCi（14．8　GBq）近いH2150

を1被検者に投与した場合に等しい画質を有する

ので，画像上で主要な脳解剖の同定が比較的容易

であった．そこで中心溝をはさむ前・後中心回の

最外側点を，画像上明らかに同定され得る範囲で

決定し（Fig．4），その位置を脳側面方向に投射し，

定位脳座標系における中心溝の標準的位置と比較

検討した．その際，両半球のデータは区別せず，

検出した中心溝の前後（y座標）方向の位置を定

Presented by Medical*Online



ポジトロン断層装置を用いた神経賦活試験のための統合全白動化されたデータ解析法の開発とその応用　　901

位脳座標系でz座標軸沿い6．75mmごとに平均

し，その標準偏差とともに図示した．

　4）脳解剖標準化法

　線形変換法および非線形変換法により，局所脳

解剖特に灰白質の位置の被検者間個人差が改善さ

れる様子を，加算分散画像およびそのヒストグラ

ムを用いて検討した．痛覚試験データを用い，被

検者内加算画像を18被検者より作成したのち，

以下の方法で3種類の画像を各被検者内加算画像

より作成した．D交連間線推定により画像を定

位脳座標系に再配置したもの，脳解剖標準化は行

わない，2）定位脳座標配置後，線形変換にて脳

の大きさの個人差を除去したもの，3）線形変換

後，さらに非線形変換法にて局所灰白質位置の個

人差を調節したもの，を作成した．その後，それ

ぞれの画像を18の被検者間で加算し，3種類の

画像について画素ごとの分散値を求めた．高い放

射能を有する灰白質の位置が被検者間で一致して

いない場合，その部位の分散値は大きくなること

が期待される．そこで，定位脳座標変換，線形変

換，非線形変換が，それら局所分散値をいかに軽

減するかを，その分散値画像上で視覚的に評価し

た．さらに半定量的評価として，脳内に含まれる

画素の分散値の分布を，それぞれの種類の分散値

画像より計算し，それをfrequency　polygonとし

て表示し比較検討した．

　5）　統計学的検討

　提案する統計学的検討では，t値画像を作成す

る際全脳の平均分散値を使用する．これに対し画

素ごとの分散を利用してt値を計算し，これをz

値に換算する方法が提案されている6）．そこで，

振動覚，視覚刺激試験のデータを両者の方法で処

理し比較検討した．まず各画像を頭位移動補正，

定位脳座標系変換，脳解剖標準化した後，被検者

内の「刺激」一「刺激」および「非刺激」一「非刺

激」画像をそれぞれ被検者内加算平均し，さらに

それぞれを被検者間加算平均により画素ごとの平

均値と分散を求めた．この処理では同条件下で得

られた画像を減算するため，血流増加部位は期待

されない．このデータより，1）全脳に含まれる

画素の分散値を平均して，この平均分散値でt値

を画素ごとに計算する，2）それぞれの画素の分

散値を用いてt値を画素ごとに計算しさらにこの

t値をz値に変換する（Probability　integral　trans－

formation），の2通りで統計値画像を作成した．

まずこの2つの画像上での画素値の分布を比較し

た．つぎにそれぞれの画像上において偏導関関数

より画像の平滑率を半値幅として比較した（式（2）

参照）．さらに前述した統計学的閾値を算出する

式を用いて，片側5％の確率水準で閾値を設定し，

この閾値を超える「偽陽性」部位の有無を確認し

た．

　6）応用：振動覚刺激・視覚刺激

　提案する方法を用いて，それぞれ5人の被検者

より得た振動覚，視覚刺激試験の結果を検討した．

頭位移動補正，定位脳座標系変換，脳解剖標準化

後，「刺激」一「非刺激」画像を被検者内加算平均

し，さらに被検者間加算平均してt値画像を作成

した．またその画像の平滑率より前述した式を用

い片側5％の確率水準でt閾値を設定し，有意な

血流増加部位を決定した．

IV．結　　果

　1）頭位移動補正法

　提案する頭位移動補正法は，ファントム評価お

よび実際例の視覚的評価両者において著しく高い

精度を示した．ファントム評価においては，x，y，

z座標軸沿いの移動補正誤差は，多くの場合1画

素の大きさの数分の1の大きさであり（アルゴリ

ズム内での1画素はxyz座標が均一で2．25　mm），

それぞれの座標廻りの回転補正誤差は，数分の1

度の大きさであった（Table　1）．視覚的評価におい

ては，位置合わせを試みた140組の画像のうち，

位置合わせを行わずに減算画像を作成し視覚評価

を行った場合，71組（約50％）で頭位不一致によ

る三日月状の減算誤差を認めた．これに対して提

案する方法で頭位移動補正を行った後に減算画像

を作成した場合，僅かに2組の画像で視覚的な減

算誤差を認めたに過ぎなかった．また頭位補正法

により新たに減算誤差が出現した例は，1例も認
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Table　l　Accuracy　in　co－registration　of　two　PET　phantom　image　sets

Displacement xt yt zt 竺＿ y「 zr

no　displacement

xtranslation

ytranslation

ztranslation

xrotation

yrotation

zrotation

0．0土0．0

0．1士0．0

0．2土0．1

0．2土0．1

0．1土0．1

0．2土0．1

0．1±0，1

0．0」：0．0

0．0士0．1

0．0士0．0

0．4：と0．3

0．1土0．1

0．0土0．1

0．2土0．1

0．0土0．0

0．0±0．0

0．0±0．0

0．1士0．1

0．5土0．1

0．4士0．4

0．0土0．0

0．1±0．1

0．1土0．1

0．1士0．1

0．2士0．2

0．3」：0．2

0．2土0．1

0．2土0．1

Mean±Standard　Deviation
xt，　yt，　zt：translation　errors（pixel）along　x，　y，　and　z　axes，　respectively

xr，　yr，　zr：rotation　errors（degree）around　x，　y，　and　z　axes，　respectively

0．1士0．1

0．2」：0．1

0．3土0．2

0．1士0．1

0．2土0．1

0．1：ヒ0．1

0．21：0．2

0．1土0．1

0．1土0．1

0．2土0．1

0」±0．1

0．2」：0．1

0．0土0．2

0．1土0．0

められなかった．

　2）正中矢状断検出法

　脳正中矢状断検出法の精度は，シミュレーショ

ン画像および視覚的評価法のいずれにおいても高

い精度および安定性を示した．両半球が対称なシ

ミュレーション画像150画像の合計平均誤差は，

y座標軸回転誤差（冠状断面内）が0」4士0．27度

（平均士標準偏差），z座標軸回転誤差（横断面内）

が0．05士0．16度，x座標軸移動誤差（TE中断左右

位置）が0．09士0．14画素（1画素2．25mm）であっ

た．観察された最大の誤差は，それぞれ0．61度，

0．38度，0．30画素といずれも小さい値であった．

次に実際の症例より得られた28画像におけるIl三

中矢状断検出法の精度は，y，　z座標軸回転不一致

およびx座標軸移動不一致がそれぞれ0．60士0．41

度，0．32士0．38度，0．18±0．27画素であり，観察

された最大の不一致は，それぞれ0．96度，0．78

度，0．52画素といずれも1度，1画素以内の不一

致にとどまった．さらに同一の画像を用い，局所

的な放射能増加を模倣した後に同様に比較を行っ

た結果では，y，　Z座標軸回転不一致およびX座標

軸移動不一致がそれぞれ0．65±0．45度，0．28±

0．36度，0．19土0．26画素といずれも局所放射能変

化前との値と大差を示さず，提案する方法が局所

放射能変化に対して安定であることを示した．

　3）交連間線検出法

　提案する方法によって自動的に決定された交連

間線と，異なる基準点より視覚的に決定された交

連間線4）は，良好な一致を示した．視覚的に決定

された交連間線を基準とした場合，両者の角度の

差は一L1±2．4度，中心点の不一致は，　y座標軸

（前後）方向に脳前後長の0．3±1．5°／．，z座標軸（垂

直）方向に脳の高さの一〇．6士2．3％であった．

　被検者内加算平均された画像より求めた中心溝

の位置を側面像に投射した結果，その部位は基準

としたTalairachらのアトラス上9）における中心

溝の位置とほぼ良好な一致を示した（Fig．5），提

案する方法が安定した精度で中心溝を定位脳座標

系に展開できることが示された．ただしポジトロ

ン画像上ではその解像度，スライス厚の制限等に

より中心溝の細部の構造は決定できなかったため

に，アトラスに示される微細な屈曲等は再現され

ていない．

　4）線形・非線形変換法

　線形さらに非線形変換法を用いた脳解剖標準化

法は，明らかに局所脳灰白質の不一致を減少させ

た．脳解剖標準化法を用いず，定位脳座標系に画

像を再配置したのみで多被検者間の加算平均を行

った場合は，灰白質部位の不一致によって生じる

高い分散値が，脳表面，脳室面に厚い辺縁となっ

て観察された（Fig．6A）．これに対し，一般に広く

用いられている線形変換法を用いて脳解剖を標準

化した後加算平均を行うと，脳表面の不一致は軽

減したが，依然として脳室面および錐体骨上縁等

に不一致が残存した．また線形脳解剖標準化後も

脳局所の分散値は依然として不均一で，局所的に

高い分散値が残存した（Fig．6B）．これに対し，さ

らに提案する非線形変換法を行うことによって，
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Table　2　Comparison　of　statistical　assessment　pixel　distribution，smoothness，　threshold，　and　false　positive　rate

Variance

pooled

　（t）

pixel

（Z）

Subtraction

ctrl・ctrl＊

stim－stim＊

ctrl－ctrl†

stim－stim†

ctr1・ct「1＊

stim－stim＊

ctrl－ctrl†

stim－stim†

SD
1．05

1．06

LO6
0．97

1．05

1．03

1．03

1．01

FWHM
13．5

13．9

14．6

14．0

11．3

11．7

10．3

9．42

Threshold

　4．44

　4．42

　4．35

　4．39

　4．58

　4．55

　4．61

　4．68

PF

0
0
0
0
1
1
1
2

Variance：variance　used　to　calculate　t（Z）statistic　map

Subtraction：‘ctrl’　and‘stim’represent　control　and　sensory　stimulations，　respectively

＊visual　stimulation　study，†vibratory　stimulation　study

SD：pixel　distribution　expressed　as　a　standard　deviation

FWHM：smoothness　expressed　as　full－width－at－half－maximum（mm）

Threshold：t（Z）threshold　at　p－0．05（one　tail）

FP：the　number　of　false　positive　foci　in　the　brain

脳表面，脳室面のいずれにおいても高い分散値は

著しく減少し，さらに脳局所の分散値がより均一

となった（Fig．6C）．これらの画素ごとの分散値を

frequency　polygonで見た場合（Fig．7），脳解剖標

準化を行わない場合には，灰白質部位の不一致に

よる高い分散値を有する画素が多数存在すること

により2相性の分布を示した．線形変換法はこの

高い分散値を有する画素を減少させるが，依然と

して全体的な画素分散値は非対称に高い値に分布

している．しかし提案する非線形変換法を用いる

ことによって，画素の分散値は全体的に減少しよ

り均…となることが明らかに示された．

　5）統計学的検討

　2つの異なる方法で作成された統計値画像は異

なる性質を示した（Table　2）．全脳平均分散値を使

用して作成したt値画像の脳内画素値の標準偏差，

および画素ごとの分散値を用いて画素ごとにt値

を計算しZ値に確率積算変換して作成したZ値画

像の脳内画素値の標準偏差はいずれも1．0前後を

示した．しかし画素値の分布はt値画像に比較し

て変動が大きく，計算されたZ値画像の平滑率は

10mm前後と，　t値画像の14　mm前後の値に比

して小さい値となった．これを反映して，片側危

険率5％で計算したt（Z）閾値は，t値画像上では

4．4前後であるのに対し，Z値画像上では4．6前

後と高い値を示した．この閾値を超えるピークを

脳内で検索した場合，全脳平均分散値より作成し

たt値画像上では偽陽性を1か所も認めなかった

のに対し，画素ごとの分散値を用いて作成したZ

値画像ではいずれの減算画像でも1か所から2か

所の偽陽性部位を検出した．これらの偽陽性は，

振動覚刺激の「非刺激」一「非刺激」画像では右下

頭頂小葉に，「刺激」一「刺激」画像では左中心傍

小葉および左中前頭回に，視覚刺激の「非刺激」一

「非刺激」画像では右島，「刺激」一「刺激」画像で

は左帯状回と，いずれも振動覚，視覚系とは関係

の少ないあるいは説明し難い部位に認められた．

　6）振動覚刺激・視覚刺激試験

　振動覚刺激試験では，多比較補正を施した片側

5％の危険率で，3か所の有意な局所血流増加部

位が検出された．最大およびそれに続く血流増加

部位はいずれも右半球の一次知覚野に位置し，そ

の定位脳座標（X，y，　Z）（X：左半球が正，　y：前交連

より前方が正，z：交連間線より上方が正）は，

（－36，－27，53）および（－44，－24，45）であり，

それぞれの血流増加は全脳平均値に対する上昇率

として11．2％および11．1％，t値はそれぞれ6・7

および6．6であった．ただしこれらの血流上昇率

およびt値は被検者間加算平均時に施す3次元ガ

ウスフィルタの平滑率によって大きく異なり，ま
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たそれに伴いピークの位置も僅かに変化した．や

や平滑率の高いフィルタを施した際，平均分散値

および血流上昇率は共に低下したが，有意な血流

増加部位はやはり3か所検出され，その最大のt

値は8．6を上回った．第3番目の部位は左側小脳

でその血流増加は8．4％，t値は5．0であった．さ

らに多比較補正なしの片側5％の危険率でt閾値

を設定しそれ以上の値を持つ画像を核磁気共鳴画

像上に表示すると（Fig．8），上記の血流増加部位

のほか，右頭頂葉弁蓋部および島葉付近にも血流

増加傾向があり，これらの変化はいずれも両側性

の傾向を示した．右頭頂葉弁蓋部の血流増加ピー

ク部位は，定位脳座標系で（－39，－17，18）で

6．5％の血流増加，t値3．9を示した．

　視覚刺激試験では，多比較補正を施した片側

5％の危険率で，3か所の有意な局所血流増加部

位を認めた．最大およびそれに続く血流増加部位

はそれぞれ左右の一次視覚野に存在し，定位脳座

標（6，－87，－2）および（－6，－88，0），血流増加

33％および32％，t値16．4および16．1であっ

た．平滑率の高いフィルタを用いた場合には，こ

の2つのピークが半球間で1点となりt値は低下

した．第3番目の部位は左半球の2次視覚野に認

められた．さらに多比較補正なしの片側1％の危

険率でt閾値を設定しそれ以上の値を持つ画像を

核磁気共鳴画像上に表示すると（Fig．9），上記の

血流増加部位のほか，交連間線を含む高さの断層

面を中心に，視床の後腹側に両側性の血流増加傾

向を認めた．この血流増加のピークは，それぞれ

定位脳座標（－20，－26，0）（21，－26，0），血流増加

7．7％，6．8％，t値3．9，3．4であり，その部位はほ

ぼ外側膝状体に一致した．

V．考　　察

　ポジトロン断層装置を用いた神経賦活試験を精

度，再現性よく解析する目的で開発された提案す

る方法は，それぞれの誤差要因を効率よく減少さ

せ，信頼性の高いデータ解析を可能にすることが

ファントム，シミュレーションおよび実際の被検

者からのデータを用いて検証された，

　提案する解析法での第一段階は，一被検者から

複数の脳血流画像を収集する際の頭位の移動を補

正することである．この頭位の移動を皆無とする

ことは定位脳手術用フレーム等侵襲的な方法を用

いない限り困難であり，また実践的ではない．提

案する頭位補正法の精度は，一画素（2．25mm）以

下，一度以内ときわめて高く，特に頭位のわずか

な動きにより誤差が生じてしまう減算処理には必

要不可欠な補正法である．同様な方法がいくつか

提案されており，いずれもデータ収集後の頭位補

正の妥当性を述べている21”23）．本法の特徴は，提

案する非線形評価関数が画像内の非類似部位に感

受性が低く，類似した画像間（ここでは脳血流画

像間）の頭位補正において精度が高いばかりでは

なく，局所に非類似性を含む画像間においても頭

位を一致させることが可能である24・25）．つまり異

なる日に同一被検者から撮像された脳糖代謝画像

と神経受容体画像を同一方向に位置合わせするこ

となどが可能であり，神経賦活試験のデータ解析

のみならず，様々な脳機能画像解析に応用が可能

である．

　定位脳座標系変換において，脳」1三中矢状断が正

確に決定されない場合，引き続く交連間線の推定

精度が明らかに低下することを経験しており，そ

の決定には提案する方法のごとく精度再現性の高

い方法を用いることが重要であると思われた．ポ

ジトロン断層像における交連間線の決定法は，側

面頭蓋骨X線写真2）あるいは核磁気共鳴画像26）

を利用する方法，ポジトロン断層画像上で，視覚

的4）あるいは自動的14）に決定した指標点から推

定する方法が提案されている．ポジトロン断層像

から交連間線を決定する方法は，臨床応用が容易

で，神経受容体画像等にも応用されており2？・28），

ポジトロン断層画像を定位脳座標系という共通の

座標系で解析するための重要な手段を提供する．

　被検者間加算平均は交連間線に基づく定位脳座

標系において行われるが，この座標系での各脳構

造局在の精度および普遍性は，Talairachらによっ

て固定脳にて確認され，さらに核磁気共鳴装置に

よって健常人脳においても確認されている29・3°）．

Presented by Medical*Online



ポシトPン断層装置を川いた神経賦活試験のための統合全自動化されたデータ解析法の開発とその応用　　905

しかしながら，一般に広く用いられている線形変

換法のみでは脳解剖個人差を除去することは不可

能であり，非線形変換法の応用が研究された．断

層2次元平面において経験的な関数に従って画素

を再配置する方法7）は，3次元構造物である脳解

剖を断層面内のみで変形する方法には限界があり，

核磁気共鳴画像上で数十か所の限られた数の指標

点を視覚的に決定し，脳解剖を3次元的に非線形

変換する方法31）は，高度な視覚的評価が必要とさ

れる上，数十か所の指標点のみでは実際局所灰白

質部位の個人差を補正できない．視覚評価により

核磁気共鳴画像を直接変形する方法32）があるが

必ずしも実用的な結果が示されていない．本法で

は，定位脳座標系における灰白質部位の被検者間

不一致が，有意な局所血流増加信号を低下させる

最大の原因の一つであることに基づき，その不一

致を最小限とするよう脳解剖を3次元的に非線形

変換する方法を開発使用した．脳解剖標準化の効

果は，定位脳座標系における局所脳解剖局在精度

を向上させることも重要であるが，局所解剖の不

一致を最小限としさらにその不一致の程度を脳内

で均一にすることで，引き続く統計学的検討の精

度を向上させ，脳局所での統計学的検討の感度を

均一とする意義も大きい．

　脳内の有意な血流増加部位を決定する統計学的

方法として，平均分散値を用いてt画像を作成す

る方法，画素分散値を用いてZ画像を作成する方

法を比較したところ，限られた自由度（被検者数

一 1）のt値より計算変換された画素分散値に基

づくZ画像は，その分布が特にZ値の高い領域で

不安定であり，正規確率場を仮定した閾値を設定

すると偽陽性部位を生じた．これに対して平均分

散値を用いた方法では方法で述べたとおりt値画

像がほぼ標準正規分布と仮定でき偽陽性部位は検

出されなかった．全脳の平均分散値を用いる方法

の欠点は，生理学的また画像再構成法的に局所分

散値が一定であるという仮定を要する点であり，

その妥当性は十分に検討される必要がある．また

局所分散値を用いないため，画像の登録減算誤差

に対してこの方法は敏感であり，本法で提案する

ような正確な被検者内頭位補正法の使用がきわめ

て重要となる．作成された統計画像に対する有意

なt閾値設定においては，Worsleyらが指摘する

ように8），Fristonの提案する方法6）は実際正規確

率場に対して閾値を低く設定してしまうため偽陽

性を生じる危険がある．実際Fristonの2次元に

おける定義を3次元に拡張し本研究で用いたデー

タに適応したところ，同一条件減算画像4組にお

いて，1か所の偽陽性を検出した（未発表データ）．

　振動覚刺激では，一次知覚野，小脳に有意な血

流増加を認め，頭頂葉弁蓋部，島葉に血流増加傾

向を認めた．これらの結果は，以前に報告された

同様な刺激による結果と一致する33”’35）．その血流

増加部位を定位脳座標系で比較する場合，使用す

るアトラス（Talairachら1967年9），1988年15））に

よってその前後座標系の違いに注意する必要があ

るが，そのずれを補正した場合，本研究で検出し

た一次知覚野の血流増加部位とFoxらの報告33），

頭頂葉i弁蓋部の血流増加部位とBurtonらの報

告34）は驚くべき一致をみる．これは共通した定

位脳座標系を用いることによって，施設問での比

較検討が客観的かつ正確になることを強く畏づけ

る．視覚刺激においては，一次視覚野の血流増加

が加算平均平滑後も33％と，振動覚刺激で見ら

れた11％程度の増加に比してはるかに大きく，

近年注目される核磁気共鳴装置を用いた賦活試験

においても，容易にその血流変化が検出され得る

ことを示唆した．本研究では両側外側膝状体に血

流増加傾向を認めた点が興味深い．両側とも定位

脳座標系でアトラス上の標準位置にきわめて近く，

t値として3．4～3．9の変化を示し，もしあらかじ

め仮説としてこの部位に関心領域を設定した場合

には有意となり得る血流増加であった．解剖学的

構築が比較的明確な脳機能を検討する場合は，あ

らかじめそれらの部位を仮説として選択すること

が，その機能のより特異的な側面を検討する上で

感度の高い方法となる．なお核磁気共鳴画像上に

示された血流増加領域は，危険率5％あるいは

1％の多比較補正されていない閾値に基づいてお

り，あらかじめその解析結果とは独立に注目部位
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が仮説として選択されていない場合，それらすべ

てが有意な血流増加とは言えないことに注意する

必要がある．振動覚，視覚刺激という比較的よく

検討された方法を用いて，提案する統合全自動化

された方法が精度高く血流増加を検出することを

示したが，これらの結果は，さらにごく僅かな血

流変化をきたすに過ぎない高次脳機能36“’38）を解

析するための，解析精度に関する基礎的なデータ

を提供する．

VI．結 語

　本研究ではポジトロン断層装置を用いた神経賦

活試験に対して統合全自動化されたデータ解析法

を開発しその精度を確認した．本法によりポジト

ロン断層装置を用いた脳機能解明の促進が望まれ

る．
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Summary

Integrated　and　Automated　Data　Analysis　f（）r　Neuronal　Activation　Studies

Using　Positron　Emission　Tomography：Methodology　and　Applications

Satoshi　MINosHIMA＊・＊＊，　Robert　A．　KoEPpE＊＊，

　　David　E．　KuHL＊＊and　Noboru　ARIMIzu＊

＊Depa〃〃le〃’oゾRadioto8ツ，　Chめa　Univers〃γ∫c乃oo16ゾMedici〃e，　Chiba，」ρρα〃

　　　　’＊Division　of　N”clear　Medicine，　Depart〃ient　of　lnternal　Medieine，

　　　　　　　η1θL励ersity　of　Michiga〃，　A〃〃Arbor，ルtich’ga〃，　u．∫．　A．

　　Adata　analysis　method　was　developed　for

neuronal　activation　studies　using［150】water　posi－

tron　emission　tomography（PBT）．　The　method

consists　of　several　procedures　including　intra－

subject　head　motion　correction（co－registration），

detection　of　the　mid－sagittal　plane　of　the　brain，

detection　of　the　intercommissural（AC－PC）1ine，

linear　scaling　and　non－linear　warping　for　anat・

omical　standardization，　pixel－by－pixel　statistical

analysis，　and　data　display．　All　steps　are　perfbrmed

in　three　dimensions　and　are　fully　automated．　Each

step　was　validated　using　a　brain　phantom，　com－

puter　simulations，　and　data　from　human　subjects，

demonstrating　accuracy　and　reliability　of　the

procedure．　The　method　was　applied　to　human

neuronal　activation　studies　using　vibratory　and

visual　stimulations．　The　method　detected　signifi－

cant　blood　flow　increases　in　the　primary　sensory

cortices　as　well　as　in　other　regions　such　as　the

secondary　sensory　cortex　and　cerebellum．　The

proposed　method　should　enhance　application　of

PET　neuronal　activation　studies　to　the　investiga－

tion　of　higher－order　human　brain　functions．

　　Key　words：Emission　computed　tomography，

Brain　mapping，　Neuronal　activation，　Cerebral

blood　flow，　Image　processing．

Presented by Medical*Online


	0891
	0892
	0893
	0894
	0895
	0896
	0897
	0898
	0899
	0900
	0901
	0902
	0903
	0904
	0905
	0906
	0907
	0908



