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１．は じ め に

拡散テンソル画像（Diffusion tensor imag-

ing ： DTI）は，微細白質構造を捉えることがで

きる撮像手法であり，これまで手つかずであった

白質ネットワークの異常を検出できることから，

近年精神医学領域の研究でさかんに用いられ，さ

まざまな知見が集積しつつある。しかしながら，

検出された異常がどのような病態生理を反映して

いるのかの解釈がいまだ十分には定まっていると

はいえず，発展途上の技術であるともいえる。本

稿では，DTI の原理と特徴について述べた後，精

神医学領域での研究の動向を概観し，今後の方向

性を探ってみたい。

２．DTI の原理と特徴

DTI を算出するベースとなる画像は，拡散強調

画像（Diffusion Weighted Image ： DWI）であ

る。これは，脳内の水分子の拡散能を評価するの

に使用されてきた撮像手法で，急性期脳梗塞の画

像診断に用いられてきた。DWI では脳内水分子

の拡散能だけではなく，その方向性にも強い影響

を受ける 8）。脳において水分子の拡散方向は神経

線維の走行する方向によって決定される（図１）。

このような拡散異方性は軸索の細胞膜やミエリン

鞘など水の自由拡散を妨げる構造物が存在するた

めに生じる。拡散異方性の強さと方向の情報を

tensor と呼ばれる楕球体にフィッティングするこ

とで表現するのが diffusion tensor imaging（DTI）

である。DTI から得られる指標としては 2種類あ

り，ひとつは拡散異方性の程度を表す FA

（Fractional Anisotropy）であり，もう一つは見

かけの拡散の大きさを表す ADC（Apparent

Diffusion Coefficient）である。FAは 0 から 1 の

間の値をとり，脳脊髄液のように水が自由に拡散

できる部位では 0 に，白質のように拡散が制限さ

れる場所では 1 に近づき，灰白質ではその中間の

値をとる。ADC は異方性とは関係なく，脳脊髄

液では水が自由に拡散できるため大きな値をと

り，白質のように自由に拡散できない部位では小

さな値をとる（図２）。これら指標の変化に対応

する病態生理についてはいまだ解明が不十分では

あるが，表１のようにまとめることができる。

さらに，DTI で得られる異方性の強さや方向性
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の情報をもとにして隣接するピクセル同士に連続

性があるか否かを検討することで，巨視的な神経

線維の走行を同定する手法が開発されており，こ

れを fiber tracking や tractography と呼ぶ。一般

的に用いられるものには Mori らによる fiber

assignment by continuous tracking（FACT）と

呼ばれるアルゴリズムがある 6）。また，2 点間を

結ぶ tract を描出した上で，その tract の平均の

FA を求めることが可能である。Tract について

は，森による詳細なアトラスが日本語でも出版さ

れており，研究や臨床において tract を解剖学的

に同定するのに役立っている 7）。これら DTI の原

理と臨床応用については西村らの著書に詳しい 10）。

３．研究の動向

DTI の原理そのものが開発されたのは 1990 年

代初頭であるが，ヒトを対象とした臨床研究に応
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図１ 等方性拡散と異方性拡散。障害物のないところでは水分子は自由な方向に拡散運動する。

一方，神経線維などの障害物があると，それに沿った方向に拡散運動は制限される。

図２ FAとADCの脳構造間での変化
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用が始まったのは，1990 年代後半からでその歴史

は浅い。過去 5 年間の研究の動向を調べるため，

PubMed（http://ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/）に

て DTI を検索語として検索を行った結果を図３

に示す。論文数は年々増加し，それにつれて精神

科関連の疾患に適用した研究も増えてきている。

対象疾患は，統合失調症が圧倒的に多く，躁うつ

病 14），薬物依存 12）といった他の疾患への適用が広

がってきている。われわれも，強迫性障害 9）に適

用し，患者群で健常者と比較して半卵円中心から

島皮質下白質にかけて両側性の FA上昇と左内側

前頭前皮質での ADC 上昇を見出した。これは，

これまで新しい画像技術が導入された時と同様の

傾向であり，今後対象がその他の精神疾患にも広

がっていくものと予想されるが，研究の数はまだ

まだ少なく，他の技術と比較して発展途上の技術

表１ さまざまな病変におけるFAとADCの変化

図３ DTI を用いたヒトを対象とする研究論文の年次推移（2009 年は 1月から 6月まで）

認知症とてんかんは精神科関連から除いている。



であることがわかる。

用いられる解析法については，当初用いられて

いたRegions of Interest 法からVoxel-based 法に

解析法が移り，さらにその結果を functional MRI

（fMRI）や，Voxel-based Morphometry と組み合

わせて検討する手法が見られるようになってい

る。白質の異常を検出できることから，それぞれ

の精神疾患で提唱されている神経ネットワークの

障害を検証する形で研究が進んでいる。また，ア

ルツハイマー病 1）や多発性硬化症 11）などの各種神

経疾患での DTI 研究もさかんに行われており，

FA や ADC といった指標がどのような神経線維

の状態を反映するのかについても今後さらに明ら

かになっていくものと思われる。

精神疾患の中でもっとも多くの研究が行われて

いる統合失調症では，2005 年の時点ですでにレビ

ュー論文が出版されている 3）。その時点では，

個々の研究のサンプルサイズは小さく，手法も

ROI 法を用いて，ばらばらの部位を測定しており，

結果も不一致なものが多かった。しかしながら，

2008 年に出版されたレビュー論文 4）では，40 も

の論文がピックアップされ，その多くは Voxel-

based の解析法を用いており，結果は前頭葉と側

頭葉の白質の異常を報告するものが多い。

４．新しい解析法

今後，DTI による精神疾患の研究に応用するこ

とで発展が期待される新しい解析法について紹介

する。TBSS（Tract-based Spatial Statistics）13）

と呼ばれる手法で，オックスフォード大学の

Smith らにより開発された，DTI のデータをボク

セル毎に解析するための手法である。

DTI を精神疾患に応用する場合，健常被験者と

比較する関係上，解剖学的正規化と平滑化を避け

て通れない。しかしながら，こういった過程を，

灰白質濃度を比較する VBMと同様に行ってよい

かは議論の余地がある。まず，解剖学的正規化に

よって被験者毎の神経線維束が同じ位置に揃って

いるかどうかについて保証がない。また，平滑化

のパラメーターの値によって統計解析の結果が変

化することが報告されており，理想的なパラメー

ターについて結論は出ていない 2）。TBSS はこの

ような問題を解決するために開発されたソフトウ

ェアで，線維に平行な方向では FA値の変化が少

なく，垂直の方向では急速に変化することを利用

して筒状，もしくはシート状のスケルトンを全被

験者のFA map から作成し，その後個々の被験者

の FA map をこのスケルトンに合わせて正規化

し，統計解析に持ち込む方法である。開発者らは，

従来の方法に比べて線維束の位置合わせが正確に

行え，統計解析の際に問題となる Gaussianity も

改善することを報告している。現時点では，線維

束が折れ曲がる箇所での比較が行えないことなど

問題点も残るが，従来の手法と比較して格段に信

頼性が増していることは間違いない。この TBSS

は，FSL（FMRIB Software Library － www.

fmrib.ox.ac.uk/fsl）からフリーでダウンロードす

ることができる。

５．今後の方向性（他の撮像法との融合）

次に，最近増加しつつある，他のMRI 撮像法

と融合した解析法を用いた研究を紹介したい。ま

ず，VBM との融合であるが，白質の障害がどの

ように灰白質体積の減少と関係しているかは当然

興味のあるところである。Miyata らは，最近統

合失調症を対象に上述したTBSS を用いて FAの

低下部位を同定し，その低下の程度と相関して灰

白質体積が減少している部位を報告している 5）。

その報告によれば，TBSS で同定された FA低下

部位は，左前頭前野皮質下白質と左後頭領域で，

それぞれの部位の FA値は島や尾状核，扁桃体な

ど多くの皮質下構造物と，上側頭回や中側頭回と

いった皮質領域の灰白質体積の減少と相関してお

り，オーバーラップはあるものの，互いに異なっ

ていた。著者らはこの結果から，左前頭前野皮質

下白質の異常については基底核視床回路と，左後

頭領域の異常については言語処理に関わる回路と

関連しているのではないかと考察している。

次に fMRI との融合であるが，DTI の白質の異

常を捉えるという性格上，functional MRI により

測定したある領域間の functional connectivity と

DTI で捉えた神経線維の構造的 connectivity との

196 Brain Science and Mental Disorders Vol.20, No.3, 2009



関係を検討してみたいと考えるのは自然な流れで

ある。実際そのような試みが，健常者，精神疾患

を対象に始まっている。ユトレヒト大学の van

den Heuvel らは，安静時に相関して活動する

default mode network に含まれる内側前頭皮質と

後部帯状回の間のネットワークについて検討し，

二つの部位間を結ぶ帯状束の平均 FA 値と fMRI

により計測した二つの部位間の functional connec-

tivity が正の相関をすることを健常者で示した 15）。

一方，中国のグループは，統合失調症患者では健

常者と比較して，脳弓の平均FA値が有意に低く，

海馬の活動との相関が後部帯状回や両側の海馬傍

回，右の上側頭回と左の側頭極で有意に低いこと

を報告している 16）。この手法により，DTI で検出

された微細白質構造の異常が機能にどのように反

映されるかを同一被験者で検討することができ

る。今後は，これら multimodal な手法により，

従来の神経画像研究により構築された精神疾患の

神経ネットワーク障害仮説の検証が進むことが期

待される。

６．お わ り に

DTI の原理と課題，研究の動向と新しい解析法

について述べた。DTI は，FA や ADC の解釈や

データ解析に課題を持つものの，他の手法では評

価し得ない微細白質構造を評価できる点で，精神

疾患の神経ネットワーク障害研究において重要な

地位をしめると考えられる。今後，神経疾患にお

ける研究や統計学的手法の進歩，他の撮像法との

融合により，さらなる発展が期待される。
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