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認知症発見のためのスキンラインを基準とした 
頭部 MRI 画像の位置合わせの研究 
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あらまし  認知症は発症すると持続的に認知機能が低下し、死にいたる病気である。しかし、未だに有用な治療方

法が確立されておらず、非薬物療法及び薬物療法を用いることで認知機能の低下を緩和することが治療の第一選択

とされている。そのため、早期の段階で認知症を発見することは重要である。本研究では脳が萎縮するという認知

症の特徴を利用し、同一患者の MRI 画像から経時差分画像を作成し、認知症診断のための支援システムの構築を行

った。 
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Abstract  The cognitive function decreases continuing when Dementia develop, and it's a sickness dying. A useful drug 
therapy is not yet establish, The decrease can be eased by using the drug therapy and nonpharmacologic therapy in cognitive 
function,  As a result, It is importance to discover me at an early stage. The dementia that the brain shrinks is used, The 
temporal subtraction image is made from same patient's MRI image, The support system was constructed for The dementia 
diagnosis. 
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1. はじめに  
1.1. 認知症  

認知症は高齢者で多く発症し、発症すると認知機能

を主として様々な生活機能が持続的に低下し、死に至

る病気である。そのため、超高齢化の進む日本におい

て、認知症患者の介護負担、QOL の低下が問題になっ

ている。現在、非薬物療法及び薬物療法を用いること

で、病状の進行を遅らせることは可能であるが、完治

することは難しく、有効な治療方法が確立されてない。

そのため、早期の段階で認知症を発見し、非薬物療法

及び薬物療法を用いて病状の進行を遅らせることが、

認知症治療の主流である  [1][2] 。その中で、認知症予

備群と言われる軽度認知障害（ MCI: Mild Cognitive 
Impairment）がある。この軽度認知障害患者の８割は

 



 

５年後に認知症に移行するといわれている [3]。  

 

 
1.2. 認知症の診断基準  

認知症の診断において、MMSE やかなひろいテスト

などの認知機能調査、MRI などの画像検査を用いて、

総合的に診断している場合が多い [4][5] 
。その中で画

像検査は、進行にともなって脳が萎縮するという特徴

を持つ認知症の診断には欠かせないものである [6][7]。
認 知 症 の 診 断 基 準 に は ICD-10 、 DSM- Ⅳ 、

NINCDS-ADRDA などがあるが、型認知症は数年をか

けて進行するため、病状がある程度進行していないと

確定診断を下すことは難しい [8][9][10]。  
 
1.3. コンピュータ支援診断  
 現 在 、 CT （ Computerized Tomography ） や MRI
（Magnetic Resonance Imaging）などの画像診断機器の

高性能化により、空間・時間分解能の高い医用画像を

得ることができる。この大量の医用画像をコンピュー

タにより解析し、医師が診断する際の判断基準の一部

として役立てるシステムをコンピュータ支援診断

（CAD:Computer-Aided Diagnosis）という。MRI は人

体の水素原子核密度、緩和時間、血流情報などから、

脳活性部位などの生化学的情報を得ることが可能であ

る。そのため、側頭葉とその内部の海馬を中心として

脳が萎縮するという特徴のあるアルツハイマー型認知

症診断において、頭部 MRI 画像を用いたコンピュータ

支援診断が一定の成果をあげている [11][12]。  

図１ 軽度認知障害患者の冠状断画像  
 

 
1.4. 目的  

現在、認知症診断は様々な診断基準をもとに行われ

ているため、医師の主観に強く依存している。本研究

ではコンピュータ支援診断を用いて、認知症の定量的

な診断情報を医師に提供するシステムを構築すること

を目的とする。今回はその前段階として、脳萎縮を観

察するための経時差分画像を作成した。  
 

2. 対象  

3. 方法  
本研究の処理手順を図２に示す。まず、前処理とし

てメディアンフィルタ処理と濃度値の正規化を行った。

そして、全スライス群からフーリエパワースペクトル

を求めた。そのフーリエパワースペクトルを用いて相

互相関を行い、相関値が一番高いスライス同士を同位

置とした。その後、脳実質領域の重心を用いてスライ

ス間のずれを補正した。最後にスキンラインを基準と

して局所ワーピングを行い、差分画像を作成した。  
 
 

メディアンフィルタ  
 

本研究の対象は、平成 18 年と平成 19 年に MRI 撮影

をすることが可能であった軽度認知障害患者 13 名で

あり、T１強調冠状断画像のスライス群を用いた。図

１に軽度認知障害患者の MRI 画像を示す。  
 
 
 
 
 
 
 

 
濃度値の正規化   

 
 

フーリエパワースペクトルによるスライス同定
 
 

スキンラインの検出   
 
 

局所的ワーピング  
 

画像の差分  
 
 
 

図２ 処理手順  
 
 

 



 

3.1 前処理  
 MRI 画像にはノイズが乗ってしまうため、画像のノ

イズ除去を行った。その後、全スライス画像の最大値

と最小値を用いて濃度値の正規化を行った [13]。図３

（ａ）に原画像、図３（ｂ）に前処理をした画像を示

す。  

 

（ａ）  原画像        （ｂ）前処理後の画像  
図３ 前処理をおこなった画像  

 

3.2 スライスの同定  

3.3 脳実質領域の抽出  
 フーリエパワースペクトルを用いて、同定した画像

から脳実質領域を抽出し、その重心を基準に画像内で

の位置を補正した。脳実質領域の抽出の際には、大津

の判別二値化処理をしたあと、ラベリング処理を用い

て最大の面積となる領域を脳実質領域とした [15]。ま

た、脳蓋領域と脳実質領域が隣接することで起きる抽

出失敗を避けるために、オープニング処理を行った。

オープニング処理とは対象領域を一層分細くする収縮

処理を n 回行った後、対象領域を一層分太くする膨張

処理を n 回行う処理のことである。本研究では n=1 と

して実行した。図 4（ａ）に二値化した画像、図 4（ｂ）

に抽出された脳実質画像を示す。  

  

 現在の画像と過去の画像を比較すると被写体の撮影

状況が異なるために、画像の位置にズレが生じる。そ

のため、スライス番号が同じだからといって、同位置

の画像であるとは限らない。このことから、スライス

同士の位置合わせを行う必要がある。本研究では、フ

ーリエパワースペクトルを用いて、各スライスに対応

する画像を決定する [14]。まず、フーリエ変換を用い

て全画像からフーリエパワースペクトルを求める。こ

のスライス群間において相互相関を行い、相関係数が

一番大きいスライス同士を基準として、スライスの同

定を行った。フーリエ変換を式 (1)に、フーリエパワー

スペクトルを式 (2)に示す。ただし、画像を f(x,y)、フ

ーリエ変換を F(u,v)、フーリエパワースペクトルを p
とする。また、相関係数を式 (3)に示す。ただし、R が

相関係数、平成 18 年の画像を f(x,y)、平成 19 年の画

像を s(x,y)とする。  

（ａ）二値化した画像     （ｂ）抽出脳実質画像  
図４ 抽出された脳実質領域  

 

3.4 局所的ワーピング  
 ワーピングとは、ある基準領域を基にし、画像を対

象領域の形状へと変形させる処理のことである。軽度

認知症患者の脳は萎縮によって、形状が変化している

可能性が高いため、普遍領域であるスキンラインを基

準領域として用いた。このスキンラインとは脳蓋領域

の外側にある皮膚の領域で、全く萎縮することのない

領域である。  
 原画像から脳実質領域を消去し、大津の判別二値化

処理を行った後、ラベリング処理を用いて面積が最大

となる領域を脳蓋領域とした。脳蓋領域を抽出する際

に、脳蓋領域が途切れることで起きるエラーを回避す

るため、クロージング処理を用いて脳蓋領域の拡張を

おこなった。クロージング処理とは膨張処理を n 回行

った後、収縮処理を n 回行う処理のことである。本研

究では n=1 として実行した。その後、境界線追跡を用

いて、一番外側のラインをスキンラインとした。なお、

図５に抽出された脳蓋領域を示す。  
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図５ 抽出された脳蓋領域  図６  差分画像  

  

5. 考察  スキンラインを抽出したあと、脳実質領域から求め

られた重心の座標をもとに領域を 4 分割し、それぞれ

の領域に対してワーピング処理を行った。また、ワー

ピング処理を行った際に隙間が出来た場合、周囲８近

傍の濃度値の平均を取ることで線形補完した [16] [17]。
ワーピング処理後の座標変化を式（４）に示す。ただ

し、変換前の画像を（x，y）、変換後の画像を（u，v）、
縦の変化率をａ、横の変化率をｂとした。また、変化

率ａとｂを式（５）に示す。  

経時差分画像を作成して検討した結果、認知症の前

段階とされる軽度認知障害において、脳萎縮の状態が

確認できた。しかし、本手法には改良しなければなら

ない点がある。MRI のみにならず画像診断機器におい

て、アーチファクトや被写体の状態が一定ではないた

め、正確な画像を得られないことがある。このとき、

医用画像には不要な情報が混在し、スライス群間の同

位置を推定できない可能性がある。そのため、前処理

の段階でこのようなエラーを補正し、除去することが

必要になると考えられる。  
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
y
x

b
a

v
u

　　　　
0

0
 

（４）  また、脳萎縮の程度は確認できたが、脳萎縮の程度

と MMSE などの認知機能との関連性についてはまだ

検討していない。そのため、脳萎縮の程度と示し、差

分画像から今後の認知機能予想を可能にしたいと考え

ている。これにより、医師へ軽度認知症診断の有益な

情報を提供できると考えられる。  
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6. まとめ   
本研究では、頭部の MRI 冠状断画像を対象に、不変

領域であるスキンラインを基準としたワーピング処理

を行い、画像の位置合わせを行った。不変領域である

スキンラインを基準とした位置合わせを行うことで、

高い信頼性で脳の萎縮を確認することができる。今回

はノイズや軸ずれの少ない対象画像であったが、今後、

症例数を増やし、ノイズや軸ずれの対策方法を考える

必要がある。  

4. 結果  
目視による検討を行った結果、スライスの同定と脳

実質の抽出では全対象で成功した。また、ワーピング

処理においては、平成 18 年度の画像から平成 19 年度

の画像の濃度値を差分したところ、脳実質領域が萎縮

していることを全ての差分画像で確認した。図６に差

分画像例を示す。  
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