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fNIRSの向かう道

檀一平太

中央大学 理工学部 人間総合理工学科

タイトル、大げさ
すぎない？
というか、自分の
趣味でしょ！

檀研非公認キャラ
脳々ボーイ

本日のメニュー
•fNIRS研究の契機

•fNIRSデータ解析手法の開発
– 空間的レジストレーション法開発

– （多重比較補正法へのアプローチ）

– （時間構造の活用）

•高次味覚研究への応用

•医工連携共同研究例（ADHD研究）

•今後のNIRS研究について
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Pandey, A. & Dan, I. et al., 
Oncogene (2002) 

MASK, apotosis
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J. Biol. Chem. (2002) 

MINK
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FEBS Letters (2000) 

MINK, negative selection
MacCarty,N. et al., 
Nature Immunol. (2005) 

線虫
ハエ
ヒト

Ste20グループキナーゼの網羅
的系統分類

元々は遺伝子の釣り師

２００2年よりfNIRS研究に強制参入

元々は、食品総合研究所で、乾物の開
発をする予定だった…
肉節、ハーブペーパー等を試作
（実際に、所属は製造工学研究室）

ダンくん、これからは脳の時代
だ。機械を買ったから、あとは
よろしく

鈴木建夫
食品総合研究所所長（当時）

島津製作所
OMM2000
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我が国におけるクレージーなfNIRS研究

１９９３ fNIRSの誕生
Kato et al., Hoshi&Tamura, Villringer et al., Chance et al.

１９９5 Multichannel化
Maki A, et al. Med Phys. 22:1997-2005 (1995). 

１９９8 言語優位半球同定
Watanabe E, et al. Neurosci Lett. 205:41-4 (1998).

１９９8 脳卒中患者の脳機能計測
Sakatani K, et al. Stroke. 29:1299-304 (1998).

2001 歩行者の脳機能計測
Miyai I,  et al. Neuroimage. 14:1186-92 (2001).

2004 リンゴの皮むき時の脳機能計測
Okamoto M,  et al.
Neuroimage. 21:1275-88 (2004).

http://www.appsterhq.com/blog/growth‐engines‐billion‐dollar‐startups

ポリシー：理解されない仕事が面白い
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マニアック志向の標的：
fNIRSにおける

空間的レジストレーション
の問題

補間による
画像再構築 舌の規則的運動

タスク
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一見それらしい結果に見えてしまう

しかし、測定点のレジストレーションはいい加
減な場合も多々ある

(視覚処理)

一次運動野

一次感覚野

頭頂連合野

(空間情報処理、
高次感覚処理)

側頭連合野
(聴覚、高次視覚処理)

二次運動野

前頭前野

(作業記憶、
行動の計画、
行動の抑制）

一次視覚野

脳機能マッピング

機能 構造

後頭連合野

脳は機能分化している
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機能 構造

脳は機能分化している

脳機能マッピング

現状のNIRSは
構造を計らず、
機能だけ計る
不完全な方法

問題解決：MRIへのレジストレーション

fNIRS計測 MRIによる構造画像計測 fNIRSデータのＭＲＩ上
へのレジストレーション

高価

時間が掛かる

fNIRSの利便性を損ねる
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確率的レジストレーション

•MRIなしへの対応

•多被験者への拡張

•NIRS測定点推定用の参照脳データ
ベースを作る

•仮想的なレジストレーションによっ
て、MNI標準脳空間に測定点を表現

Spatial registration of multichannel multi-
subject fNIRS data to MNI space without MRI.
NeuroImage (2005) 

他人の頭を
借りまくる

確率的レジストレーション

NeuroImage 27,842-851 (2005)
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Tsuzuki, D et al. NeuroImage 34, 1600-1611 (2007) 

３Ｄデジタイザー無、ＭＲＩ無
バーチャルレジストレーション

仮定：ホルダーの配置と変形に再現性あり
→シミュレーション

P3-10 ⼩児脳
MRI を対象とし
た頭表ランドマ
ークと脳特徴点
の対応に関する
検討 續⽊⼤介

結果はバーチャルレジストレーション
ライブラリーとして公開

≒50例程度 公開中
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AAL (Automatic Anatomical Labeling)

Brodmann Area 
Labeling via MRIcro

標準脳座標系表現→解剖学的リソースへのリンク

利用可能なアトラス

AAL(Automatic Anatomical Labeling)

single-subject, MNI座標, SPMでは標準的
Tzourio-Mazoyer N, et al. (2002) Automated anatomical labeling of activations in SPM using a 
macroscopic anatomical parcellation of the MNI MRI single-subject brain. Neuroimage; 15: 273-289 

MRIcro Ｂrodmann
single-subject, MNI座標
Rorden, C., Brett, M., 2000. Stereotaxic display of brain lesions. Behav.
Neurol. 12, 191– 200.

Talairach Daemon
singel-subject, Talairach座標, 最もよく使われる
Lancaster JL, et al (2000) Automated Talairach atlas labels for functional brain 
mapping. Hum Brain Mapp; 10: 120-131 

LBP40
multiple-subject, MNI座標, 今後の主流か？
Shattuck DW et al., Construction of a 3D probabilistic atlas of human cortical 
structures, Neuroimage 39 (2007) 1064-1080. 
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Registration tools in POTATo

Platform for Optical 
Topography 
Analysis Tools (POTATo)
by Dr. Katsura et al. at 
Hitachi Ltd. Japan

-Suitable for discrete channel-wise analysis
-Highly flexible capacity for filtering in data-preprocessing
-Capability for sophisticated signal processing e.g. ICA, PRCA
-Suited for exploratory use (needs lots of thinking)
-Flexible design to incorporate other tools
-Batch process for 2nd level group analysis

Sutoko S, et al. Neurophotonics. (2016) 3:010801.

Registration tools in NIRS-SPM→ SPM toolbox for fNIRS

NIRS-SPM
by Drs. Ye & Tak
at KAIST, Korea

-Continuous 2D image 
data generated from any 
given discrete channel 
data
-Elaborated image 
reconstruction & FWEC 
by Sun’s tube formula at 
1st level

-Mostly automatic with high affinity to GLM regression

Tak S et al. J Neurosci Methods. (2016) 264:103-12.
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Registration tools in HomER (Atlas Viewer)

Hemodynamic 
Evoked Response
NIRS data analysis 
GUI
by Drs. Huppert & 
Boas at MGH, US

-Highly flexible channel design with excellent GUI
-Compatibility to common spatial platforms such as MNI, 
FreeSurfer
-Affinity to 3D DOT analyses 
-Flexibility and capability for expansion
-Suited for exploratory use (needs lots of thinking)

Our tools are available 
starting from HomER 2

Aasted CM et al. Neurophotonics. (2015) 2:020801
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多チャンネル化は様々な問題を伴う

•多チャンネル化による偽陽性出現の問題

– 多重比較の補正は必要

– Bonferroni補正は偽陰性が出やすい

– ほどよい補正法はないのか？

単チャンネル計測 多チャンネル計測

FDR補正
• FDR (False discovery rate) control

• FDRは賦活有りと判断されたチャンネル中、間違って賦活有りと判断
されたチャンネルの比率

• Bonferroniよりはゆるいが、Type II error（擬陰性）の回避にはよい

• Bonferroni：絶対に間違えない確率を５％以下

• FDR：間違えてもいいけど、その確率は平均5%以下にとどめる

• 方法：賦活を上から並べて、ｐ値をチャネル数で割り、賦活の順序を
掛ける

FDR

0.05
i

M
 

(i is the index of p-value)(i is the index of p-value)

This will control FDR at 5 %This will control FDR at 5 %
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関心領域(ROI)に頑健な統計手法

Exploring the false discovery rate in multichannel NIRS. 
NeuroImage (2006)

数十～百数十チャネルのデータ
はどうする？

MチャネルxN人のデータ

チャネル同士のデータは似ているので、
重複している部分の多重性を調整する

MxMの相関行列

M個の固有値ベクトルを並べる

Mではなくて、補正した
Meffでp値を調整する

Uga et al. Neurophotonics (2015)
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Meff法による適切な補正
多チャンネルデータでも適切な補正ができる

e.g. 44chデータの実行多重性は10-15程度

Uga et al. Neurophotonics (2015)

※対応のあるt検定以外のデザインは、検討中

タスク20秒ーレスト30秒を交互に5ブロ
ック反復した。
Hemodynamic response 
function(HRF)を作成し、oxy-Hbに対し
てGLM解析（peak delay 6s)を行った。

時間情報を活用する 呼称課題中の脳活動Oxy-Hb

呼称課題中の脳活動Deoxy-Hb

Uga et al. Neurophotonics (2014 )
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DeoxyHbにHRFを最適化

・fMRIで用いられるHRF
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・各変数の役割
t: 時間
τp: 第1ピークの遅延時間（通常は6s)
τd: 第2ピークの遅延時間（通常は10s)
A: 第1、２ピークの強度比（通常は6)

0 50 100 150 200 250

τpを6-56sまで段階的に変化

Uga et al. Neurophotonics (2014 )

最適なτp
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全チャネル、全被験者のt値を検
索。平均を算出。
τpはoxyHbで６s、deoxyHbで
17sが最大。

Uga et al. Neurophotonics (2014 )
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機能解析の結果

・ブローカーの活動検出は良好
・oxyとdeoxyは類似
・Adaptive GLMは有望
・Deoxy-Hbは初期のノイズ成
分の影響を受けにくいので、反
応の遅れを適切に設定すれば、
鋭敏なパラメタ-になり得る

Uga et al. Neurophotonics (2014 )

P3-7 情報秘匿時の脳血流動態反応に
関するadaptive GLM解析 新岡陽光

32

臨床応用研究例

fNIRSによるADHD児の脳機能モニタリング研究

with

国際医療福祉大学/自治医科大学

門田研究室
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注意欠如多動症とは
（Attention Deficit Hyperactivity Disorder；ADHD）

• ADHDは発達に関わる脳機能障害

• ADHDの中核症状は、 不注意、多動性、衝動性

• 有病率は5 %以上1

– 気管支喘息(5.2 %) 、食物アレルギー (2.6 %)2

1) Kambayashi Y.: Child Psychiatry Hum Dev 25: 13-29, 1994
2) 学校生活管理指導票 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/dl/jouhou01-06-0002.pdf

34

4 歳

8 歳

思春期

成人

ADHDの中核症状：
年齢に不相応な不注意、多動性、衝動性

不登校・いじめ

二次障害を予防：就学後早期のタイミング
に診断、治療評価が必要

なぜADHDが問題か？

他の精神病態の合併
（うつ病等）6 歳
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不注意症状：
「課題や活動を整理することができない」
→「あふれる好奇心」の副産物

ADHDは問題ばかりなの？

多動・衝動性症状：
「衝動に駆られて突き動かされるような感じがして、
じっとしていることができない」
→「迅速な行動力」の副産物 研究者にも多い

All from Wikipedia

36

５ factor-性格因子：
誠実性、神経質傾向、外向性、調和性、開放性

ADHD症状は性格との相関あり

ADHD症状との関係：
不注意は、誠実性と負の相関、神経質傾向と正の相関
多動性は、誠実性、外向性と正の相関
衝動性は、調和性と負の相関 Knouse et al., J Nerv Ment Dis. (2014)

ＡＤＨＤの性格的な部分は、個性として温存し、問題とな
る行動特性をテーラーメイド的に治療できないか？

そのためには、早期にＡＤＨＤに関する脳機能の客観的
なモニタリングはできないか？
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従来の
ＡＤＨＤ診断方法

38
DSM-Ⅳ-TR 精神疾患の診断・統計マニュアル. 医学書院, 2004. より改変

DSM (now 5)
米国精神医学会が定めた精神障害の診断と統計の手引き

（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders）

従来のADHD診断方法

不注意、および/または多動性‐衝動性の症状が少なとも6カ

月間持続したことがあり、その程度は不適応的で、発達の水準
に相応しない （以下省略）

（例）

不注意：ケアレスミスが多い、忘れ物が多い 等

多動性‐衝動性：しゃべりすぎる、順番待ちが苦手である 等
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従来の重症度や治療評価方法
ADHD Rating Scale：

評価対象とな
る中核症状

評価項目例

（他16項目あり）

ない
もしくは
ほとんどない

ときどき
ある

しばしば
ある

非常にしばし
ばある

多動性
衝動性

手足をそわそわ
と動かし、
すわってもじも
じする

０点 1点 2点 3点

不注意 精神的努力の
持続を要する課
題を避ける

０点 1点 2点 3点

重症軽症

＜問題点＞
• 評価者が、父、母、祖父母、担任の先生など
• カットオフ値なし（絶対評価ではない）

ｰ個人内の比較に用いる

客観的な
評価法が必要

40

脳機能による
客観的な

ＡＤＨＤ診断法の
可能性
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中心病態：抑制機能低下

ADHDのメカニズム (Barkley, 1997 )

作業記憶感情の自己調整
行動の組み立て
優先順位付け

実行機能

ADHDの中核症状：
不注意/多動性、衝動性

42

抑制機能課題の中枢は
右前頭前野

【ADHD群におけるfMRI＋認知機能検査結果のメタ解析】
(Aron et al., 2005 )
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ｆＭＲＩではＡＤＨＤの計測は困難

・拘束性の高い検査は、症状に多動が
あるADHD児では困難
・離脱率は50%
・６歳以下の計測は極めて希

44

fNIRS
理想的・・・ではないが、
現実的な妥協
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fNIRSの計測位置

頭の上からは脳の位
置は分からない

頭の外形から脳の構造を
確率的に予測する方法を
開発済み
Okamoto et al. NeuroImage (2004)

被引用数750回！

46

ｆＮＩＲＳ脳機能検査
ＡＤＨＤ vs 定型発達児

６－１４歳
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0s 348

Response:  ゾウ以外 →     ボタン押す
Inhibition： ゾウ → ボタン押さない（運動抑制）

教示3秒

Go/Nogo
response

24秒（24試行）

inhibitionresponse response

Go（baseline）

24秒（24試行）

Go/NoGo課題（行動抑制課題）

48

ト
ラ

ト
ラ

ゾ
ウ

ト
ラ

ゾ
ウ

ゾ
ウ

押す

Go block Go/Nogo block

• Go/Nogo課題は抑制課題として多くの研究で使用
• fMRIの先行研究では課題中に右前頭前野が活性

運動反応 運動反応

抑制
この差を脳活動
としてとらえる

Go/NoGo課題（行動抑制課題）

押す
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10

Go Go/Nogo

Go/Nogo

右前頭前野にのみ強い活性あり

定型発達（集団解析） *

No activationActivation

Ch 10

ES
1.15Ch 10

P値
0.0003

Go（Monden et al., NeuroImage: Clinical, 2012）

抑制課題中の脳活動

50

Go/Nogo

ADHD児では、右前頭前野に
脳活動は認められなかった

ADHD（集団解析）

No activation

Ch 10

Go Go/Nogo

ES
0.01Ch 10

P値
0.900

Go（Monden et al., NeuroImage: Clinical, 2012）

抑制課題中の脳活動
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51Go/Nogobaseline

定型発達児

Go/Nogobaseline

ADHD

カットオフ値: 0.004

6
10

群間比較
定型発達児＞ADHD

カットオフ値
0.004

右前頭前野の脳活動で判別可能（個人）

特異度・
感度 80%

Monden et al., 
NeuroImage: 
Clinical, 2015

oxyHb値

(mM・mm)

52

ADHDｖｓTD比較の
結論
・抑制課題中の右前頭前野の
脳活動はＡＤＨＤと定型発達の
バイオマーカー
・個人レベルでの診断が可能
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ｆＮＩＲＳ脳機能検査
による

ＡＤＨＤの薬効評価

54

【ADHDの治療薬 いずれも第一選択薬】
①アトモキセチン（ATX）： 有効率70 %

選択的ノルアドレナリン再取り込阻害薬

②塩酸メチルフェニデート（MPH)： 有効率70%
ドパミン再取り込阻害薬

【方法】 二重盲検プラセボ研究

fNIRS脳機能検査による
ADHD治療薬の効果検討

・治療薬の効果検討も行動観察に依存していた
・客観的治療効果の検討が必要
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ADHD群

NeuroImage:Clinical
Nagashima et al. (2014)

アトモキセチン
ATX

NeuroImage:Clinical
Monden et al. (2012)

行動抑制に対する
両薬剤の薬理効果

ADHD群

塩酸メチルフェニデート
MPH

定型発達群

56

ト
ラ

ト
ラ

ゾ
ウ

ト
ラ

ト
ラ

ト
ラ

Baseline block Oddball block

Blue

• オドボール課題は注意課題として頻繁に用いられる
• fMRIの先行研究では前頭前野や頭頂葉が活性

運動反応 運動反応

注意（Target検出）
この差を脳活動
としてとらえる

Blue Red

オドボール課題（注意課題）
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ADHD群

Neurophotonics
Nagashima et al. (2014)

Neurophotonics
Monden et al. (2012)

注意低下に対する
両薬剤の薬理効果

ADHD群

アトモキセチン
ATX

塩酸メチルフェニデート
MPH

定型発達群

ドーパミン経路

Ventral
tegmentum

Striatum

Nucleus
accumbens

Prefrontal cortex←Ventral tegmentum

Substantia
nigra

Striatum←Substantia nigra 

Nucleus accumbens←Ventral tegmentum

Prefrontal

Hyman EH & Nestler EJ.: The Molecular Foundations of Psychiatry: 74-79, 1993.



30

ノルアドレナリン経路

Prefrontal←Locus ceruleus

Parietal←Locus ceruleusPrefrontal ←Parietal

Locus 
ceruleus

ParietalPrefrontal

Hyman EH & Nestler EJ.: The Molecular Foundations of Psychiatry: 74-79, 1993.

ADHD児の薬物治療効果：解釈

ドーパミン経路
腹側被蓋野ー前頭前野

ノルアドレナリン経路
青斑核ー前頭前野・頭頂葉

ノルアドレナリン経路
頭頂葉ー前頭前野

Hyman & Nestler, (1993)前提
・MPHはドーパミンの再取り込み阻害
・ATXはノルアドレナリンの再取り込み阻害
・Go/Nogo課題は前頭前野を賦活
・Oddball課題は前頭前野と頭頂葉を賦活

結果の解釈
・MPHはドーパミン系に作用。Go/Nogo, Oddballとも前頭前野を賦活
・ATXはノルアドレナリン系に作用するが、前頭前野に関与する
Go/Nogo課題では、前頭前野のみ賦活。
・前頭前野と頭頂葉に関与するoddball課題は、両者を賦活。
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ADHD薬効評価研究
の結論
・脳活動パターンでＡＤＨＤの薬
効評価が可能

・どの薬が効くか、適切かが分
かる

ここで初心に戻るべし
fNIRSデータは波である

もっとADHDの病態

を反映する情報があ
るのでは？
ADHDとラベルづけ

するのではなく、
もっとテーラーメイ
ド（or個性）を定量
化できるのでは？

MPH, Go/Nogo
TD

ADHD

Monden et al. NeuroImage:Clinical, (2012)
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日本のfNIRS研究の強み＝医工連携

・単純に楽しい。医者は忙しいが、命を救う賢者
・応用あってこそ、方法論は活きる
・海外と比べると、比較的、参入障壁は小さい

ただし、著者順については多少、融通する余裕は必要

医工に限らず、異分野連携は
イノベーションの源

ある分野での常識は、異分野の知恵
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