
諸言

　Magnetic Resonance Imaging（MRI）は、今日の

画像診断において欠かすことのできない検査機器

となり、これまでにも様々な技術により新しい撮

像法が研究開発され、臨床の場に導入されてきた。

Diffusion Weighted Image（DWI）は脳の詳細な情

報を得るための撮像法として広く応用されている

[1][2]
。そして近年、DWI における Motion Probing 

Gradient（MPG）の増加や複数の b 値による撮像

によりデータ量は増加し 、撮像時間は延長傾向

にある。DWI は、不規則な運動をしている水分

子の信号を捉えている画像である。この不規則な

運動とはブラウン運動のことで水分子が自由拡散

する現象のことである。自由拡散する水分子は、

障壁にぶつかることなく拡散することが想定され

ている。しかし、人体の構造は単純ではなく、実

際には体内の水分子の拡散のほとんどは様々な

障壁に衝突していて拡散が制限された状態と言

える
[3][4]

。よって自由拡散を仮定している DWI や
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抄録

　一般的に使われているほとんどの Diffusion Weighted Image（DWI）は、“ 生体内の水分子は正規分布

する ” と仮定している。しかし、Diffusional Kurtosis Imaging（DKI）は非正規分布を仮定し、これより

生体内の新たな指標をもった画像法となることが期待されている。DKI の研究や臨床応用が盛んになっ

てきたが、DKI の定量値のばらつきや撮像精度についての報告はない。そこで、統計学的手法を用いて

DKI の撮像精度を検討した。装置は SIEMENS MAGNETOM Avanto1.5T を使用した。対象は健常人男

性 4 名で、一日 2 回、連続した 5 日間撮像した。元画像から各定量値画像（Kmean、Kaxi, Krad）を得て、

同じ元画像から DTI の定量値画像も計算し、FA、ADC、Daxi、Drad においても解析を行った。解析に

は MRIcro を用いて大脳、小脳の ROI を設定し、信号値の平均を求めた。平均値について分散分析で統

計学的評価を行い、日にち間の変動を調べた。全定量値画像において統計学的な有意差はなく、DKI の

定量値画像の P 値は 0.27~0.81 であり、安定した精度で画像を取得できた。

Diffusion Tensor Imaging（DTI）は、生体内の拡散

現象の特徴を表すことができるが、限界があると

言える。そこで近年、q Space Imaging（QSI）や

Diffusional Kurtosis Imaging（DKI）といった制限

拡散を表現できる手法を用いた報告が増えてき

た
[5][6]

。DKI は、水分子が自由拡散からどの程度

逸脱度しているかを定量的に表した画像で、DWI

よりも、実際の生体内の微細構造を評価すること

ができると言われている。また、QSI に比べて装

置への負荷が少なく、また数種類の b 値にて撮像

可能なため、より容易に非ガウス分布拡散解析

（non-Gaussian diffusion MRI）[7]
の臨床応用が行え

る。Raab らによる、DKI で神経膠腫の grade の

鑑別が可能であったという報告
[8]
もある。

1. 目的　

　今日多種のモダリティが開発され、臨床現場に

多く普及しているが、医用画像として様々な分解

能や再現性などが必要であり、それらが要求され



ている。

　DKI の研究や臨床応用が近年盛んになってきて

おり、臨床に応用した報告はいくつもでてきてい

る。しかしその値は正確なものなのか、そしてそ

もそも DKI 自体の精度は正確といえるのか。そ

ういった、DKI によって算出される定量値のばら

つきや撮像精度についての報告はない。そこで本

研究では統計学的手法を用いて DKI の撮像精度

を検討することを目的とした。

2. DKI

　自由拡散を仮定しているDWIから計算した見か

けの拡散係数（apparent diffusion coefficient:ADC）

や拡散異方性（fractional anisotropy:FA）は、拡散は

正規分布するという下記の Einstein-Smoluchowski

の式
[9]
を前提のもとで計算されている。

<x2>=2Dt

（ただし <x2> は平均 2 乗変位、D は拡散係数、t

は拡散時間を示す）

　これより、自由拡散においては拡散時間が長く

なればなるほど、水分子は離れた場所に移動して

いくこととなる。しかし生体内の微細構造はきわ

めて複雑であり、その細胞膜や細胞内小器官、神

経繊維などにより必ずしもそうはならない。水分

子はそれらに拡散途中で接して拡散が制限されて

しまい、前提であった上記の式から逸脱した挙動

を示している
[3][4]

。

　DKI ではこういった正規分布に従わない制限さ

れた拡散が、正規分布からどれだけ逸脱している

かを統計量として示したものである。MRI によ

る信号強度は下記の式により定義されている。

　Sexp={η2+[S0exp(-bDapp+－ b2D2
app×Kapp)]2}1⁄2　　　 [6]

　Kapp=― ∑ ∑ ∑ ∑ ninjnkniWijkl　　
[10]

　　　　　　　　　i=x,y,z j=x,y,z k=x,y,z l=x,y,z

（ただし、ηはRician noise、Dappは見かけの拡散係

数、Kapp は見かけの拡散尖度係数、MD は Mean 

diffusivity、ninjnknlは方向ベクトル n の成分、Wijkl
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は拡散尖度の成分を示す）

　また、DKI におけるテンソルは４階の高階テン

ソルであり 34=81 の成分を有し、対称性を考慮す

ると最低 15 の独立成分によって計算が可能であ

る。よって DKI を撮像するためには MPG が 15

軸以上必要になる
[6][11][12]

。

　DKI を臨床応用した一部の報告として、脳梗塞、

神経膠種、多発性硬化症、パーキンソン病、注意

欠陥・多発動性障害などの疾患に利用されたもの

がある
[13][14][15]

。

　Fig.1 がその拡散の変位確率を表したものであ

る。正規分布をなすものに比べ、水分子の拡散が

体内構造などにより制限されるほど、拡散による

距離は短くなる確率が増える。よって横軸中心付

近、つまりあまり動くことのできない水分子の割

合が増えて、ピークの鋭い、より尖った形の図に

なり、拡散尖度は高くなる。

3. 使用機器、方法

　使用した装置は SIEMENS MAGNETOM Avanto 

1.5T、対象は健常人男性 4名（年令：24～35歳）。撮

像条件はsingle-shot SE-EPI、FOV=24.5*24.5[cm2]、

matrix size=98*98、slice thickness=2.5[mm]、slice 

gap=0[mm]、slice sections=60, TR/TE=6100/88ms、

δ/Δ＝32.7/37.4ms、MPG directions＝30、b-value＝

0,1000,2000 [s/mm2]、GRAPPA acceleration factor:2, 

average:1 とし、同日 2 回ずつ連続した 5 日間の

Fig.1 Diffusion Displacement Probabilily
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計10回（全てで各定量値画像につき40データ）撮

像した。得られた元画像から各定量値画像である

平均拡散尖度（Kmean）と拡散尖度テンソルの長、

短軸方向における拡散尖度（Kaxi, Krad）を得た。

DKI は最低 3 つの b 値にて撮像することより、定

量値画像を計算することができるが、DTI は最低

2 つの b 値で計算できるため、上記の撮像条件か

ら得られた元画像から同時に DTI により得られ

る定量値画像も得るようにし、FA、ADC、拡散

テンソルの長、短軸方向における拡散係数（Daxi、

Drad）も解析に使用した。

　解析は MRIcro（by Dr.Chris Rorden:http://www.

mccauslandcenter.sc.edu/mricro/index.html）を用い

て行った。まず、脳脊髄液の信号が除外されて実

質部分との境界が把握しやすい trace 画像を用い

て、大脳実質全体、小脳実質全体それぞれの関心

領域（Region of interest:ROI）をとった。同時に

得られた各定量値画像の大脳と小脳それぞれにお

ける ROI 部分の平均信号値を求めた（Fig.2）。そ

して平均値について 1 要因の要因分散分析である

One-way factorial ANOVA を用いて統計学的評価

を行った 。この分散分析により日にち間の変動

を調べた。

　また、本研究は、東京大学医学部附属病院の倫

理委員会の承認を得て、同意を得たもののみを対

象とした。

4. 結果

　まず、全ての定量値画像において統計学的な有

意差は認められなかった。DKI で計算できる定量

値画像については 0.27～0.81 の範囲で P 値をと

り、安定した信号値が計測できた（Fig.3）。

　大脳と小脳を比較すると、小脳の方がより低い

P 値を示す傾向にあった。DKI と DTI を比較する

と、DKI の定量値画像の方が高い P 値を示す傾

向にあった。Daxi や ADC の小脳において、個々

被験者の値としては P<0.05 となるものもあった。

5. 考察

　DKI における各定量値画像で統計学的な有意差

が認められなかったことから、腫瘍の grade の鑑

別に用いるために得た値も信用することができる

といえる。

　大脳に比べて小脳の P 値が小さくなった原因

Fig.2　解析の流れ

trace 画像から ROI を作成し、各定量値画像に当てはめ、ROI 部分の平均値を算出した。
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として、小脳の解剖学的な位置関係より磁化率の

影響を受けやすいためだと推測した。磁化率が原

因として起こりえる歪みの影響を受けにくいシー

ケンスによる撮像で改善が見込まれる。

　今回は DKI により Kmean など尖度を求めるこ

とに特化した撮像条件を使用したため、DKI の定

量値に比べて DTI の定量値や拡散係数の P 値が

小さくなったのではないかと考えられる。そして

特に今回の ADC は b=0,1000, 2000 の 3 つの b 値

を使用したプロットのため、信号雑音比（signal 

noise ratio:SNR）がより低い b2000 の影響を受け、

ばらつきが大きくなり、被験者によっては有意差

が生じる場合もあったと推測した。よって ADC

は通常よく臨床において使用される b=0,1000 に

て再計算する余地がある。

6. 結論

　各定量値画像は統計学的に有意差が認められな

いということになり、特には今回の撮像条件で算

出した DKI は安定した精度で信号値、画像を得

ることができると言える。

　これより DKI は視覚的な判断だけでなく、同
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一患者による経過を見る場合や正常と疾患の差を

検討する場合にも信頼性が高い定量値画像を得る

ことができる撮像法である可能性が示唆された。

　今後は症例数を増やしての検討、ADC などの

再計算による検討が課題として挙げられる。
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The Study of Imaging Accuracy of Diffusion Kurtosis Imaging with statistical 
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Summary

　Clinical diffusion MRI assumes the Gaussian distribution in vivo water molecules. However, DKI is assumed 

non-Gaussian distribution, and expected be a new method of evaluation.

　Clinical application and research of DKI has become popular. But, there are no reports of the imaging accuracy 

and variability of quantitative value (QV) of DKI. Therefore, our goal is to examine the imaging accuracy of the 

DKI using statistical methods.

　All MR imaging was performed on a 1.5T MR scanner (MAGNETOM, Avanto, Siemens). Number of scan 

is 40 (2 times a day for 5 consecutive days, 4 persons). Imaging protocols were TR/TE=6100/88 [ms], δ/

Δ=32.7/37.4 [ms], MPG directions=30, b-value=0, 1000, 2000 [s/mm2]. The QV images of DKI (Kmean; the 

average of diffusional kurtosis, Kaxi; kurtosis of the long-axis direction of the tensor, Krad; that of the short-axis) 

were calculated from the original images. And calculated QV images of DTI (FA; fractional anisotropy, ADC; 

appearance diffusion coefficient, Daxi; diffusion coefficient of the long-axis direction of the tensor, Drad; that of 

the short-axis) as well as DKI. We performed the whole brain analysis by using MRIcro and ROIs were placed at 

the cerebrum and the cerebellum plus midbrain (the cerebellum). We measured the average of each quantitative 

value with ROIs. (Fig.2). Furthermore, we analyzed statistically day-to-day variation from the averages using 

ANOVA.

　There was no statistically significant difference in all QV images (Fig.3). P value of QV image of DKI was 0.27 

to 0.81, therefore, it was suggested that these calculated values were stable. P value of cerebellum tended to be 

lower than P value of cerebrum. P value of the QV of DKI tended to be higher than that of DTI. In a few case of 

individual, there were statistically significant difference in ADC and Daxi of the cerebellum.

　We guessed that P value of cerebellum was lower than P value of cerebrum because of the influence of magnetic 

susceptibility. In this study, the protocol was suitable for determining for kurtosis, therefore we guessed that P 

value of QV of DTI was smaller than that of DKI. In particular ADC, low signal noise ratio of DWI using b=2000 [s/

mm2] induced variability between subjects.

　There was no statistically significant difference in each QV image. The result of this study suggested that DKI 

could obtain images with stable accuracy. 
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