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FLAIR画像の平均信号強度比（signal intensity ratio：SIR）と非造影CT画像の Net Water Uptake
（NWU）は、虚血に伴う脳組織の時間的な信号強度を示すImaging Biomarkerであり、定量的評価が可能とさ
れている。本研究は、発症時間が明確な虚血性脳卒中の41例を対象に、SIRとNWUの発症から4.5時間以内の推
定能力について、ROC解析を行い、統計学的に比較検討を行った。SIRとNWUのAUC値は、0.927（95％ CI：
0.842-1）と0.982（95％ CI：0.951-1）、cut-off値は1.24と9.35％であった。多変量ROC曲線のAUC値間の
P値は0.261であった。虚血性脳卒中における発症から4.5時間以内の推定に関してSIRとNWUは、高い推定能
力を有していた。
The signal intensity ratio (SIR) on FLAIR images and Net Water Uptake (NWU) on non-contrast CT
images are Imaging Biomarker of temporal signal intensity of brain tissue associated with ischemia and
are considered to be quantitatively assessable. In this study, we performed ROC analysis and statistically
compared the estimated ability of SIR and NWU within 4.5 hours of onset in 41 cases of ischemic stroke
with a well-defined time of onset. AUC values of SIR and NWU were 0.927 (95％ CI: 0.842-1) and 0.982
(95％ CI: 0. 951-1) and cut-off values were 1.24 and 9.35％. The p-value between AUC values in the
multivariate ROC curve was 0.261.
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であり、AUCは0.91であった。虚血性脳
卒中における発症から4.5時間以内の推
定に関してSIRとNWUは、高い推定能力
を有していた。患者を正確にトリアージ
し適切な治療を選択するために、各々の
図1 関心領域の概要
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