第 29 回 臨床 MR 脳機能研究会
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プログラム

午前

LCModel ユーザーミーティング

LAS 主催

10：30 〜 12：00

1.

（１演題あたり発表 30 分）

LCModel 最新動向 (10:30-11:00)
岩澤 由美子 / 株式会社エルエイシステムズ

2.

筋内化合物定量への LCModel の応用─実用性と限界─ (11:00-11:30)
髙橋 英幸 / 国立スポーツ科学センタースポーツ科学部

3.

Proton MRS を用いた非アルコール性脂肪性肝疾患における異所性脂肪の評価
(11:30-12:00)
磯辺 智範 / 筑波大学医学医療系（医学物理学グループ）

休憩

１時間

13：00

開会挨拶

午後

一般演題

臨床 MR 脳機能研究会・LAS 共催

13：10 〜 13：50
（1 演題あたり発表 8 分、質疑 2 分）
座長

1.

福永 雅喜

内因性の意図に基づく運動に先行する神経活動 (13:10-13:20)
〇酒多穂波、伊藤浩介、鈴木雄治、中村克樹、渡辺将樹、五十嵐博中、中田 力
新潟大学

2.

脳研究所

統合脳機能研究センター / 京都大学

霊長類研究所

高次脳機能分野

1H-MRS 用シーケンス SPECIAL と PRESS における信号雑音比の比較 (13:20-13:30)
○佐藤 直人、高堂 裕平、富安 もよ子、Hyerin Oh、Jamie Near、吉川 宏起、樋口 真人、
小畠隆行
放射線医学総合研究所

3.

Edited MRS 法を用いた in vivo 新生児脳の GABA 信号の定量化 (13:40-13:50)
○富安 もよこ , 相田 典子 , 柴崎 淳 , 梅田 雅宏 , 村田 勝俊 , Keith Heberlein, Mark A. Brown,
清水 栄司 , 辻 比呂志 , 小畠 隆行
放射線医学総合研究所

4.

超短 TE STEAM MRS を用いた反復 4 連発磁気刺激法による神経化学的変化の経時的評

価 (13:30-13:40)
○久保 均，村上 丈伸，原田 雅史，織内 昇，竹之下 誠一，矢吹 省司，宇川 義一
福島県立医科大学

休憩

新医療系学部

１０分

シンポジウム「ミクロとマクロで観る脳の発達と発達障害」
[ 臨床 MR 脳機能シンポジウム ]
14：00 〜 16：55 共同利用・共同研究拠点

座長

鈴木 雄治

座長

高梨 潤一

新潟大学脳研究所

共催

「ミクロから観る脳発達・発達障害」
(1 演題あたり発表 35 分 討論 5 分程度 )
１．イメージングによる脳神経回路の発達とその障害の理解 (14:00~14:40)
○岡部 繁男 / 東京大学

神経細胞生物学

２．髄鞘制御不全による情報処理異常の可視化 (14:40~15:20)
○和氣 弘明 / 神戸大学

休憩

システム生理学分野

5分

「マクロから観る脳発達・発達障害」
(1 演題あたり発表 25 分
３．脳発生障害の分子病態と構造異常 (15:25~15:55)
○加藤 光広 / 昭和大学

小児科

討論 5 分程度 )

４．先天奇形の画像診断 (15:55~16:25)
○丹羽 徹 / 東海大学

放射線科

５．胎児脳の発達と早産児脳障害 (16:25~16:55)
○城所 博之 / 名古屋大学

休憩

小児科

10 分

特別講演［臨床 MR 脳機能シンポジウム］
共同利用・共同研究拠点

新潟大学脳研究所

共催

17：05 〜 17：50
( 演題発表 40 分 討論 5 分程度 )
座長

鈴木 雄治

「ネットワーク解析からみた脳」
花川 隆
国立精神・神経医療研究センター 脳病態統合イメージングセンター 先進脳画像研究部

17：50 〜

閉会挨拶

抄

録

集

 一般演題
1.

内因性の意図に基づく運動に先行する神経活動

○酒多穂波 1, 2、伊藤浩介 1、鈴木雄治 1、中村克樹 2、渡辺将樹 1、五十嵐博中 1、中田 力 1
1

新潟大学

脳研究所

2

京都大学

霊長類研究所

統合脳機能研究センター
高次脳機能分野

外部からの刺激入力がきっかけとなり誘発される行動がある一方、外部からの刺激がなくても内発
的に行動が生じる場合もある。後者の行動発生に関する神経メカニズムは未解明である。本研究では、
fMRI を用いて、内因性の意図に基づく運動の神経基盤を調べた。被験者は、自由なタイミングで運
動をおこなう条件 (free timing) と、コントロール条件として視覚刺激によって指定されたタイミング
で運動をおこなう条件 (cued timing) の二つの条件下で掌握運動のタスクをおこなった。得られたデー
タは事象関連 fMRI として、運動をおこなったタイミングの前後 15 秒間を切り出して加算平均して
解析した。両条件下における神経活動を比較したところ、補足運動野、右側の前頭頭頂領域、楔前部、
島皮質において、自由なタイミングで運動を開始する数秒前から運動に先行する神経活動があるこ
とがわかった。これらの領域の活動が、自分で開始する行動に関与することはこれまでにも報告さ
れており、先行研究と一致する結果である。さらに本研究では、視覚野および聴覚野において、外
部刺激がないにもかかわらず運動前から運動開始に向かってゆっくり上昇する活動が見られた。こ
れは、今までに報告のなかった新たな知見であり、感覚野における自発的な神経活動が、自由な行
動の発生に寄与している可能性を示唆する結果である。

-1-

 一般演題
2.

1H-MRS 用シーケンス SPECIAL と PRESS における信号雑音比の比較

○佐藤直人、高堂裕平、富安もよ子、Hyerin Oh、Jamie Near、吉川宏起、樋口真人、小畠隆行
量子科学技術研究開発機構・放射線医学総合研究所

【背景】
1H-MRS のデータ取得において信号雑音比（SNR）は、得られる代謝物の種類・数に影響する重要
な要素である。1H-MRS の撮像シーケンスは複数存在し、それぞれ長所・短所を有するが、PRESS
は STEAM と並び古くから汎用されている手法である。静磁場強度を含むハードウェアの性能向上
により PRESS によっても脳内濃度の比較的低い脳内代謝物を測定しえた報告もなされているが [1]、
PRESS による 3T の装置での測定では検出できる脳代謝物は限定される。1H-MRS による SNR を向
上させるために、エコー時間を短くするシーケンスの開発が世界各地で行われてきた。そのうち
の一つである SPECIAL は、2006 年に Mlynárik らにより開発された手法であり SNR は同じ条件の
STEAM の約 2 倍とされる [2]。しかしながら、PRESS と SPECIAL の測定感度の違いについては報告
がなく、SPECIAL が PRESS と比べて SNR 上昇が得られるのかは不明である。
【目的】
本研究では健常者において PRESS と SPECIAL の SNR の違いを明らかにすることを目的とした。
【方法】
使用する装置は Siemens 社製 MAGNETOM Verio 3T にて 32 チャンネルのヘッドコイルを用いた。
研究の対象者は 20 歳代の健常ボランティア（右利き）とし、計 10 名で測定をおこなった。測定
部位は後部帯状回と小脳の 2 箇所とし、ボクセルサイズはそれぞれ 20 × 20 × 20 と 25 × 25 ×
20 に設定した。PRESS と SPECIAL でそれぞれの TE は 30msec と 8.5msec とした。得られたスペク
トルを Matlab にて解析を行い、代謝物のピークとノイズから SNR を算出し評価をおこなった。
【結果】
後部帯状回では各代謝物の SNR が PRESS と比較して SPECIAL で 10 〜 20% 程度高く、小脳では 10
〜 30% 程度
高い結果となった。具体的には後部帯状回で NAA とイノシトール（Ins）が約 20%、
クレアチン（Cr）
とコリン（Cho）が約 10% 高く、小脳では Ins が約 40%、Cho が約 20%、NAA と Cr が約 15%、高
い傾向にあった。
【結論】
SPECIAL では、汎用シーケンスの PRESS と比較して各代謝物において高い SNR を得られることが
示された。
【参考文献】
[1]Yukihiko Shirayama and others, ʻSpeciﬁc Metabolites in the Medial Prefrontal Cortex Are Associated
with the Neurocognitive Deficits in Schizophrenia: A Preliminary Study.ʼ, NeuroImage, 49.3 (2010),
2783‒90 .
[2]Vladimír Mlynárik and others, ʻLocalized Short-Echo-Time Proton MR Spectroscopy with Full Signal
Intensity Acquisition.ʼ, Magnetic Resonance in Medicine, 56.5 (2006), 965‒70.
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 一般演題
3.

Edited MRS 法を用いた in vivo 新生児脳の GABA 信号の定量化

○富安もよこ 1,2,3, 相田典子 2,3, 柴崎淳 3, 梅田雅宏 4, 村田勝俊 5, Keith Heberlein6, Mark A. Brown7, 清水
栄司 2, 辻比呂志 1, 小畠隆行 1,3
放射線医学総合研究所、2 千葉大学、3 神奈川県立こども医療センター、4 明治国際医療大学、

1
5

Siemens、6Biomedical Imaging Technology Center (USA)、7Siemens (USA)

【目的】γ - アミノ酪酸（GABA）は脳内において主要な神経抑制性物質である [1]。近年、1H-MRS
でのスペクトル差分法（edited-MRS）を用いた in vivo ヒト脳内 GABA レベル測定が行われているが、
新生児脳内 GABA の報告はなされていない。Edited MRS 法での GABA 信号（3ppm）は、高分子由
来の信号寄与があるため GABA+ とされ、また通常はクレアチン（Cr）や水（water）などを指標と
したピーク面積比（GABA+/Cr or GABA+/water）により評価が行われている [2]。しかしながら、Cr
や water の濃度や T1・T2 値は成長に伴い変化するため、ピーク面積比による新生児と他の年齢群と
の比較では正確な情報が得られない可能性がある。本研究は、臨床用 3T MR 装置（Siemens）を用い
た edited-MRS 法（MEGA-PRESS: TE/TR = 69/1500 ms[3]）で、新生児脳内 GABA レベルを調べること
を目的とした。
【方法】対象は新生児 38 名とし、対照児童群 12 名（10.2 ± 3.6 歳（平均± SD））と
比較した。データ処理には Gannet [4] および in house ソフトウエアを用いた。【結果】新生児群は児
童群と比較し、基底核・小脳共に有意に低い GABA+ レベルを示し、これは ex vivo GABA（検体、脳
脊髄液 [5,6]）の報告と傾向が一致していた。新生児小脳の Cr 濃度は児童群の約半分であった。
【考察】
新生児脳の GABA+/Cr 比の有意に高い値は、有意に低い Cr 濃度によることが考えられた。そのため
異なる年齢間での比較に Cr を指標として用いる場合は注意が必要であることが示唆された。
【結論】
新生児の脳内 GABA+ レベルは、児童群よりも有意に低いことが示された。
文 献 : 1. Neuroscientist. 2012;18:467‒486. 2. Prog Nucl Magn Reson Spectrosc. 2012;60:29‒41. 3.
NMR Biomed. 1998;11:266‒272. 4. J Magn Reson Imaging. 2014;40:1445‒1452. 5. J Neurosci
Res.1982;8(4):581‒594. 6. Electrophoresis. 2014;35:1181‒1187.
本研究は論文として発表されています :
NMR Biomed. 2017;30:e3666.
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 一般演題
4. 超短 TE STEAM MRS を用いた反復 4 連発磁気刺激法による神経化学的変化の経時的評価
○久保

均 1, 2)，村上

丈伸 3)，原田

雅史 4)，織内

昇 2)，竹之下

誠一 2)，矢吹

省司 1)，宇川

義一 3)
福島県立医科大学新医療系学部設置準備室 1)，先端臨床研究センター 2)，神経内科学講座 3) ，徳島
大学医歯薬学研究部放射線医学講座 4)
目的：反復磁気刺激 (rTMS) は脳における持続的なシナプス可塑性を誘導する手法であり，低頻度
刺激で抑圧効果，高頻度刺激で増強効果を得ることができる．当施設で開発された反復 4 連発磁気
刺激法 Quadripulse transcranial magnetic stimulation (QPS) は rTMS の一手法であり，定常的に強力
な長期効果を誘導することができる．Magnetic resonance spectroscopy (MRS) は非侵襲的に脳内神
経伝達物質の量を測定することができ，臨床でも使用されている．脳可塑性と神経化学的変化の関
係は，rTMS と MRS の組み合わせによっていくつか行われているが，これらのほとんどは rTMS の直
前直後の比較のみであり，rTMS 後の経時的変化の評価はほとんどなされていない．そこで，本研究
では QPS による経時的な神経化学的変化を超短 TE STEAM MRS を用いて評価した．
方法：対象は，5 名の健常ボランティアである．本研究は本学倫理委員会の承認を受け，全ての被
験者から同意を得た．使用 MR 装置はシーメンス社製 Biograph mMR で，12 チャンネル頭部用コイ
ルを用いた．手指タッピングの課題遂行型 fMRI で一次運動野 (M1) の同定を行った後，左 M1 に対し
て長期増強効果を誘導する QPS (QPS5ms.) と長期抑圧効果を誘導する QPS (QPS50ms.) を施行した．
超短 TE STEAM MRS は TR=3000ms., TE=6ms. で刺激側および対側の M1 に 8cm3 の VOI を設定し，65
分後まで経時的に測定した．スペクトル解析は LCModel を用い，Glx, GABA を含む 15 代謝物の量を
クレアチン比で標準化した．皮質脊髄路興奮性は motor evoked potentials (MEP) で測定した．全て
の手技後の測定データは，手技前のデータで標準化を行った．
結果・考察：65 分後の刺激側における QPS50ms. の
Glx は，QPS5ms. のに比して有意に高かった．反対側で
は，差は見られなかった．刺激側における QPS5ms. の
GABA は，QPS50ms. に比して有意に低かった．(Fig.1) こ
れらの結果は，過去の報告と矛盾しなかった．MEP 振幅
と GABA 量の間には，R2=0.425 で負の相関が観察された．
（Fig.2) GABA 作動性の阻害が QPS 後の MEP 振幅の低下の
一要因であることが示唆された．QPS と極短 TE STEAM
MRS の組み合わせで，神経可塑性誘導時の経時的な神経
化学的変化を観察することができた．
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 シンポジウム
1.

イメージングによる脳神経回路の発達とその障害の理解

○岡部繁男
東京大学大学院医学系研究科

神経細胞生物学分野

脳科学の研究は分子から個体までの階層性が存在するところにその特色がある。その中でも回路レ
ベルの研究は分子とシステムの間をつなぐという意味で要となる研究領域である。神経回路は特定
の領域や神経核に形成される局所回路と、異なった脳領域を相互に結び付ける遠距離の神経投射の
二つが組み合わさって形成される。複雑な神経回路の形成原理を明らかにする事が出来れば、脳の
発達と機能発現についての理解は飛躍的に深まることが期待される。また脳神経回路の機能を調節
する分子機構の発見は全く新しい疾患の診断法、治療法の開発にもつながる可能性がある。
神経回路の研究の中でも神経細胞間に形成されるシナプスの形成・維持・調節の分子メカニズムは、
その中核となる研究課題であり、また研究の進展が著しい分野である。本講演では、近年では回路
研究に必須の要素となっている神経回路のミクロレベルでのイメージング技術とその動物個体への
応用を例として、
（１）神経回路の発達とシナプス形成、
（２）シナプスの機能調節、
（３）脳の疾患
とシナプス機能障害の関連性、の三つに重点を置き、どのような研究上の技術革新が行われ、その
結果としてどのような分子機構が同定され、さらにその成果が脳の病気の診断・治療・予防に貢献
しうるのか、という点について概説する。
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 シンポジウム
2.

髄鞘制御不全による情報処理異常の可視化

○和氣弘明
神戸大学大学院

医学研究科

システム生理学分野

情動・認知といった高次脳機能に障害を呈する精神・神経疾患の病態解明・治療法の開発が現代
社会で早急に求められている。近年イメージング技術の革新からグリア細胞がその生理機能で神経
回路活動の恒常性を維持し、グリア細胞の生理機能の破綻によって精神・神経疾患を引き起こす可
能性のあることが報告されてきている。そのグリア細胞の中でもオリゴデンドロサイトは髄鞘を形
成し神経伝導速度を制御し、約 50 倍程度まで速めることができる。この機能によって活動電位の
到達時間を制御し、シナプスの発火タイミングを調節することが可能になり、情報伝達を効率化す
る役割を持っていると考えられる。髄鞘化された軸索は中枢神経系で白質を形成し、異なる脳領域
を繋ぐケーブルのような役割を果たしている。この白質はヒトの fMRI を用いた研究によって発達期
および学習時に信号が変化することが知られている (Scholz et al., Nat Neurosci, 2009)。また近年、統
合失調症の患者のスクリーニングの結果、髄鞘タンパク質の発現に差を認めることがわかり、髄鞘
の制御不全と情報処理異常の関わりが着目されてきた。そこで今回はこの髄鞘の恒常性が損なわれ
ているモデルマウス（PLP-tg）を用いて髄鞘化の学習時における神経回路活動への寄与を検証した。
PLP-tg はこれまで２ヶ月齢においてわずかな神経伝導速度の低下を認めることが知られており、さ
らに行動実験によって統合失調様の表現系を持つことが知られている。私たちは PLP-tg マウスの運
動学習が損なわれていることを明らかにし、その原因となるような神経回路基盤を示すために、こ
のマウスの神経細胞の発火パターンをウィルスによるカルシウム感受性蛍光タンパク質の発現と２
光子顕微鏡を組み合わせることによって可視化した。２光子顕微鏡下で学習行動を行わせることで
学習時の神経細胞の発火パターンを正常群と比較した結果、正常に比して PLP-tg は自発活動の増加
を認めた。この自発活動の増加は活動電位の伝搬の時間的分散によって生じる。さらに麻酔下では、
自発活動の増加は認めないことから、行動依存的に生じる自発活動の増加であることが明らかとなっ
た。さらに光遺伝学によるオプトジェネティックス法を用いて、この時間的分散を補正すると損な
われた運動学習効率が回復することを明らかにした。本研究により髄鞘の恒常性が損なわれた際に
おきる運動学習がどのような神経回路の異常によって起きるのかを明らかにし、オリゴデンドロサ
イトによる髄鞘の恒常性維持機構の破綻による学習障害、情報処理異常の可能性を提案したい。
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 シンポジウム
3.

脳発生障害の分子病態と構造異常

○ 加藤光広
昭和大学医学部小児科学講座

ヒトの脳の発生には他の臓器に比べてより多くの分子が関与し、より複雑な機構が働いている。大
脳および小脳は胎内での生存には必須の臓器ではないため、分子レベルでの発生障害の違いに応じ
て、さまざまな脳の構造異常が生じ、出生後に疾患として認識されることになる。とりわけ 1980 年
代以降、MRI の開発と普及により脳の構造異常が生前にマクロレベルで診断される機会が急速に増加
し、脳形成異常の分類は病理解剖から画像診断に基づいて行われるようになった。さらに 1990 年代
以降、古典型滑脳症の原因遺伝子として LIS1(PAFAH1B1), DCX が同定され、大脳皮質の層構造形成に
欠かせない神経細胞移動の分子機構が明らかにされるようになった。2000 年代には小頭症の原因遺
伝子同定によって、ヒトへの進化に重要な役割を果たす脳容積増大の分子機構が明らかにされ、科
学界全体の脚光を浴びた。このように脳発生障害の分子病態を明らかにすることは脳の発生機構を
明らかにすることにつながり、ヒトとは何かを明らかにすることにつながる。脳形成異常の分類も
これまでの形態に基づく分類から原因遺伝子毎の分子病態に基づくようにパラダイムシフトが起き
始めている。2010 年代になり次世代シーケンサーが出現し、原因遺伝子の同定があらゆる疾患で急
速に増加し、脳発生障害も例外ではない。本シンポジウムのテーマのようにマクロ（構造異常）と
ミクロ（分子機構）の解析が融合する時代になり、臨床への応用もさらに進むと考えられる。複雑
な神経ネットワークで構築される大脳においては、構造異常と機能異常の関連性が他の臓器に比べ
て未解明な部分が多いが、脳発生の分子機構の解明が両者の関連性を明らかにする一助となる。
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 シンポジウム
4.

先天奇形の画像診断

○丹羽 徹
東海大学 医学部 専門診療学系画像診断学

脳先天奇形は一般的には、正常発生を考慮し、背側誘導、腹側誘導、神経細胞の増殖、神経細胞遊走、
皮質形成といった各発生過程に基づく異常として主に分類される。これらの分類は、画像や遺伝子
解析の結果などの基づき行われてきた。先天性奇形は多岐にわたり、
それぞれの病巣部位が異なるが、
これらの分類に則して先天奇形を把握すると、ある程度理解が進む。一方、脳の各部位の発生は同
時期に進行することや多発した奇形もあり、発生との関連は複雑で、どの段階で発生したかわかり
にくいものも少なくない。
画像診断においては、胎児期〜新生児期〜乳児期など児の生理的な環境や正常像が刻々と変わり、
検査方法を児の状態に合わせて施行する必要がある。また、得られた画像の正常像も刻々と変化す
るため、正常 / 異常の判断に迷うことは少なくない。よって、奇形の画像評価は、通常、分解能が高く、
コントラストがよく、多方面から観察可能な MRI が適している。近年の MRI では S/N、分解能の向
上により、形態的な異常を多方向より詳細に観察することが可能となっていきてる。また、形態の
みならず、近年の Diﬀusion tensor imaging の手法にて、Joubert 症候群や Hemimegalencephaly など、
脳形成異常における異常な線維路も知られるようになった。
奇形の発生においては、いくつかの奇形が合併してみられることは珍しくない。血管性病変や先天
感染との関連や、髄膜や骨の異常との合併や関連が知られるものもあり、脳のみならず、周囲の構
造に関しても画像で評価する必要がある。
本講では、主に胎児期から乳児にみられる脳奇形の MRI 診断に関して、正常像や他の合併などの
関連に触れつつ、述べる。
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 シンポジウム
5.

胎児脳の発達と早産児脳障害

○城所 博之
名古屋大学

小児科

周産期医療の進歩に伴い超早産児の生命予後は飛躍的に向上した。しかし、生存率の向上とは裏
腹に約 50% の超早産児に現在でも運動障害、自閉症スペクトラム障害や知的障害、注意欠陥・多動
性障害、学習障害を含む神経学的後障害が観察される。低酸素虚血性障害や脳出血が、運動障害（脳
性麻痺）や知的障害の原因となることは古くから知られるが、これら粗大な脳病変は今日減少傾向
にある。他方、脳画像検査で粗大な脳病変が指摘されない大多数の超早産児には、高率に知的障害
や自閉症スペクトラム障害を認めるが、その病態生理は未解明である。超早産児は、脳成熟に極め
て重要な胎児期を様々なストレスや感覚喪失が加わる子宮外環境に晒されることで、正常な脳発達
が阻害され変容を遂げた結果、知的障害や発達障害が発症すると想定されている。
したがって、胎生期脳の構造的あるいは機能的発達を理解することは、超早産児が抱える今日的後
障害の病態理解に必須である。近年、MR 検査はヒトの胎生期脳構造の発達を理解する上で欠かせ
ない情報をもたらしている。拡散テンソル画像は白質線維束の発達を明らかにし、安静時機能的 MR
画像はデフォルトモードネットワークをはじめとする脳内神経ネットワークの初期発達を明らかに
しつつある。surface-based analysis を通じて脳回・脳溝の発達過程が、病理を見ずして詳細に評価
可能となった。
本講演では、1) 様々な撮像法や解析技術が胎生期の脳構造の発達過程をどのように解き明かして
きたか、2)

超早産児の脳にはどのような特徴があるのかを整理する。
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 特別講演
1.

ネットワーク解析からみた脳

○花川 隆
国立精神・神経医療研究センター 脳病態統合イメージングセンター 先進脳画像研究部

1995 年 Biswal らが，課題を行わない安静時においても，BOLD 信号の低周波ゆらぎ（0.08 Hz 以下）
が，運動野ネットワーク内で相関して変動していることを初めて示した．当時，
BOLD 信号の低周波 “ ゆ
らぎ ” は生理的ノイズであると考えられており，結果の意義が明確でなかったことから大きな注目は
集めなかった．しかしその後，同様の安静時 BOLD 信号の “ ゆらぎ ” の相関が，様々な認知課題中に
BOLD 信号または脳血流が低下するネットワークである default mode network（DMN）を含め多く
の安静状態ネットワーク（RSN）内に発生していることが再現性を持って示されたことから，課題な
し機能的 MRI または安静時機能 MRI を用いた研究が飛躍的に広まった．さらに 2004 年に Greicius ら
が，認知症のバイオマーカーを計測する手段として無課題機能的 MRI が有用である可能性を例示し
て以来，課題なし機能的 MRI の精神・神経疾患への臨床応用が急速に広まった．実際，医療者にも
患者にも負担の少ない課題なし機能的 MRI により意義のある精神・神経疾患のバイオマーカーが抽
出できれば，精神・神経疾患の診断が大きく変わる可能性がある．とりわけ課題なし機能的 MRI は，
同じ計測法で様々な精神・神経疾患に応用できる点で，従来の課題あり機能的 MRI と比較して有利
である．
RSN から信号を抽出するためには，選択的あるいは網羅的な関心領域を用いる手法，独立成分分
析（ICA）などブラインド信号処理を用いる手法などが提案されている．精神・神経疾患のバイオマー
カーとしての特徴量として，単純にはピアソンの相関係数による functional connectivity（FC）ある
いは偏相関などが用いられる．さらに複数の FC を組み合わせた特徴量を抽出するためには，人工知
能（機械学習）が用いられ始めている．
このような課題なし機能的 MRI を，複数の精神・神経疾患への応用した経験を紹介しながら，課
題なし機能的 MRI を用いた多疾患研究について，今後の展望を議論する。
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