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臨床神経生理学

                         
 2003-12-18      脳研　臨床神経生理部門　飛松省三

Ｉ．臨床神経生理学的検査の重要性
     神経系機能の非非非非侵侵侵侵襲襲襲襲的的的的(non-invasive)、客観的検索

１）神経系疾患の病巣検出、病態把握

２）神経系の正常機能の検索：ヒトにおける脳高次機能の研究

II．種類
  Ａ．電気生理学的方法 electrophysiology

　１．脳波　ＥＥＧ(eletroencephalography)

　２．誘発電位 evoked potentials

　３．経頭蓋的磁気刺激　transcranial magnetic stimulation

　４．脳磁図　ＭＥＧ(magnetoencephalography)

　５．筋電図　ＥＭＧ(electromyography)

　６．伝導検査　conduction study

　７．眼電図　ＥＯＧ(electro-oculography)

　８．その他

  Ｂ．機能的脳画像法 functional brain imaging

　１．ＰＥＴ　positron emission tomography

　２．ＳＰＥＣＴ single photon emission computed tomography

　３．機能的磁気共鳴画像 functional MRI (functional magnetic resonance imaging)

　４．磁気共鳴スペクトロスコピー画像　MRSI (ＭＲspectroscopy imaging)

III．脳波　electroencephalography,ＥＥＧ
　１．概念：脳の自発的電気活動

　２．検査の意義：脳機能の総合的検査、全般性・限局性異常の区別、てんかん

　３．生理的機序

　　１）大脳皮質ニューロンより発生：多数のＥＰＳＰ，ＩＰＳＰの加重

　　２）視床にリズムのペースメーカー(広汎性視床・皮質投射系)→皮質

　　　　　ニューロン群の同期化 synchronization→リズム発生（10Hz）
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　４．検査法

　　電極配置　10-20 電極法 (頭皮上 19 個、両耳朶２個、計 21 個)(図 1、2) 　　　　　　　

　　導出法　１)　基準（単極）導出法 referential derivation

　　　　　　 ２）双極導出法　bipolar derivation (表 1)

５．脳波の構成成分：周波数によって分類(表 2)

　　　　　　　　　　　　　　　　
基準電極導出 双曲導出

振幅
大

絶対的振幅に近い

小

２電極間の電位差

波形の

歪み
少 大

見出しや

すい異常
汎発性異常 限局性異常

焦点の

決定法
最大振幅部 位相の逆転部

判読上の

注意

基準電極の活性化 ２電極間等電位に

よる脳波平坦化

波の種類 周波数

デルタ（δ）波

シータ（θ）波

アルファ（α）波

ベータ（β）波

0.5～3Hz

4～7Hz

8888～～～～11113333HHHHzzzz

14～30Hz   速波 fast wave

表１

徐波 slow wave

表２

　　　　図１　10-20国際法による電極配置
nasion（鼻根点）とinion（外後頭隆起点），および左
右の外耳孔をそれぞれ10等分し，さらに頭囲の半周を
10等分して，10％，20％の点に19個の電極を頭皮上に
配置する．C3，C4電極は中心溝上に位置している．
(Jasper, H. H.: The Ten-Twenty Electrode System of the
International Federation. The International Federation of
Society for Electroencephalography. Recommendation for
the Practice of Clinical Neurophysiology. p. 8, Fig 6, 1983,
Elsevierより改変）

基準電極導出と双極導出の比較

脳波の波の種類
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６．正常所見(図 3)

　特徴：(１)微小電位（50μV）,  (２)リズム形成（10Hzαリズム）,
            (３)部位による変化,  (４)覚醒・睡眠による変化,

            (５)年齢による変化

 ☆時間的・空間的変動性→多チャンネル(16 チャンネル）・長時間(20 分以上)記録

　正常成人の所見

　１）覚醒時：(１) 後頭部に約 10Hz のαリズム、(２)左右対称性
              (３) 開眼、その他の刺激によるαリズムの抑制
  ２）睡眠時：(１) αリズムの減少、徐波増加(入眠期)、
             （２）頭頂部鋭波 vertex sharp transient (I 期)、睡眠紡錘波 sleep

                   spindle(II 期)、高振幅δ活動の出現(III、IV 期)

             （３）入眠期脳波に急速眼球運動 rapid eye movement (REM) の

　　　　　　       間欠的出現（ＲＥＭ期）
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正常小児の所見

 １）新生児期：低振幅で脳波活動に乏しい
 ２）小児期：高振幅徐波が多い。15 歳で

     成人のパターンに近づく（表 3）

年齢 脳波所見

３ヶ月

５ヶ月

１年

３年

５～６年

８年

１０年

１５年

２５年

４０年

６０年

後頭部律動性活動出現，3～4Hz

後頭部律動性活動　　5Hz

同上　　　　　　　  6～7Hz

同上　　　　　　　  7～8Hz

θ波とα波ほぼ同量，8Hz

α波が優勢，8～9Hz

10Hz リズムが優位律動

成人のパターンに近づく

ただし若年性後頭部徐波出現

成人脳波

側頭部散発性徐波（6～8Hz）

徐波（θ波）増加

表３

覚醒脳波の年齢別変化

　　　　　　　　　　　　図３　年齢による覚醒脳波所見の変化
a. 4歳，男
b. 34歳，男．小児例では後頭部の優位リズムは8～9Hzで，7Hzシータ活動やさらに遅い波（若年
　 性後頭部徐波）が混入している（01，02電極）．前半部にもシータ活動が散在している．成人
　例では，優位リズムは10Hzで，徐波の混入もほとんどみられない．
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７．異常所見(図 4、5）

　徐波：θ、δ活動

　異常波形：棘波 spike, 鋭波 sharp wave, 徐波群発 slow burst など

　左右差

　全般性異常 vs.限局性異常

　非突発性異常 vs.突発性異常

paroxysmal abnormality

８．異常脳波所見の臨床的意義

                      （表 4）

空間的要素

全般性異常 限局性異常

脳炎

代謝異常

中毒

変性

脳血管性障害

脳腫瘍

硬膜下血腫

脳腫瘍

全般性てんかん

　強直・間代発作

　欠神発作

　ミオクローヌス発作

　強直発作

　無動発作

　　　　　　　など

部分てんかん

　単純部分発作

　　運動，感覚

　　自律神経

　複雑部分発作

　　いわゆる“側頭葉

　　てんかん”

時
　
　
間
　
　
的
　
　
要
　
　
素

非
突
発
性
異
常

突
　
発
　
性
　
異
　
常

表４

　　　　　　　　図４　全般性徐波活動　多発性脳梗塞（60歳，女）
後頭部の優位リズムは7Hzで全体的に多くのシータ活動と，ときにデルタ活動が出現．左および
右の前頭部（Fp1,2， F3,4，F7,8 ）には独立性に限局性不規則デルタ活動もみられる（縦の点線）．

異常脳波の臨床的意義
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　　　　　　　　　　　　図５　　限局性突発性活動（焦点性棘波）

17歳，男．右前頭葉腫瘍摘出術後，左手から始まる焦点性痙攣発作，基準電極導出（A）
では，F8に限局する棘波と不規則徐波が出現し，双極導出（B）では2，4チャンネル間に
棘波と不規則徐波の位相の逆転がみられ，いずれの所見もF8に棘波と徐波の焦点がある
ことを示している．左前頭葉外側部のてんかん焦点と脳機能障害が示唆される．

IV．誘発電位 evoked potentials
１．概念：刺激によって誘発される神経系の電気的反応

　　　　　感覚の上行経路に沿って、末梢・中枢神経に発生（末梢神経、脊髄、

          脳幹、大脳）（図 5ー9）

２．検査の意義：感覚の種類別に上行経路の機能を部位別に検査

３．１）刺激法

　　２）記録部位

　　３）記録法　コンピュータによる加算平均法 averaging method（図 6、7）

４．種類　　体性感覚誘発電位  somatosensory evoked potentials, SEPs（図 8、9）

　　　　　　視覚誘発電位  visual evoked potentials, VEPs（図 10、11）

　　　　　　聴覚誘発電位  auditory evoked potentials, AEPs

　　　　　　脳幹聴覚誘発電位  brainstem auditory evoked potentials, BAEPs 検査法

　　　　　　　　　　　　　　　（図 12、13）



7

５．所見

　特徴：（１）微小電位：10μV以下（脳波よりさらに小さい）

　　　　（２）一定波形で複数の陽・陰性ピークが一定の潜時で出現(time-locked)

　　　　　　　末梢＝短潜時、中枢＝長潜時

　評価法：波形、各ピーク潜時、振幅

　病的所見：潜時延長、低振幅、波形成分の一部欠如、反応消失（図 9、11）

　　　　　　　　　　　図６　脳波と大脳誘発電位
A：通常の脳波記録法でみた脳波と誘発電位．誘発
　　電位は脳波にかくれて明確でない．
　　St：体性感覚刺激．
B：脳波と加算誘発電位の模式図．振幅と時間的経
　　過の相違に注意．

　　　　　　　図７　加算平均法の原理を示す模式図
A，B：脳波に隠された誘発電位．
C：加算平均された誘発電位（A+B）
下記の数字は図の各曲線を時間経過にしたがって振幅を数値化したもの．
図の縦線：振幅，横幅：刺激からの時間経過
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図８　右正中神経刺激による体性感覚誘発電位（SEP）の記録法（左）と正常波形（右）
導出部位が刺激点から離れるに従って頂点潜時が延長していることに注意．
PR：刺激と反対側の手の感覚野，Fz：前頭正中部，Ear：耳朶，SC：頸椎棘突起上，
Erb：鎖骨窩，St：正中神経手関節部の刺激部位．PR-Ear導出のみ時間，振幅のスケール
が異なることに注意．

　　

                             図９　体性感覚求心路における病巣とSEP所見
A. 大脳半球内視床，内包付近の病巣　　1. 病巣側の皮質反応（感覚障害側刺激）は消失，
     P1のみ出現．　2. 非病巣側（健側刺激）の皮質反応は正常．F2を基準電極とする
　 導出では，病巣側半球のN20消失，N13，N9は正常．
B. 脳幹部（中脳，橋）病巣　　N20頂点潜時遅延，N13，N9頂点潜時正常，N13-N20
    頂点潜時（中枢伝導時間）延長．
C. 下部脳幹，脊髄病巣　　N13，N20頂点潜時遅延，N9頂点潜時正常．
D. 末梢神経病巣　　N9，N13，N20頂点潜時すべて遅延，障害が強いときは低振幅化ま
　 たは消失．　
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　　　　　図１１　視覚求心路の病巣とVEP検査
a. 視神経病巣: 患側眼の視力低下を生じる。健眼側を遮蔽し、
　患眼側のみを刺激。刺激は全視野でよい。障害の程度に応
　じてP100の頂点潜時の延長，または振幅低下～消失がみら
　れる。健側眼刺激では正常のVEPが得られる。
b. 視交叉部病巣: 両耳側半盲を生じる。いずれか一方の眼球を
　遮蔽し、刺激眼の視野耳側部(欠損部)のみを刺激する。VEP
　の低振幅化、消失がみられる。視野鼻側部の刺激では正常
　波形がみられる。
c. 視交叉後病巣: 同名半盲を生じる。いずれか一方の眼球を
　遮蔽し、視野欠損側を刺激するとVEPの振幅低下、反応消
　失がみられる。視野正常側の刺激では正常VEPが得られ　
　る。

図１０　視覚誘発電位の発生機序（a）と図形反転視覚誘発電位の正常波形（b）
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　　図１２　脳幹聴覚誘発電位の正常波形

刺激後10msec以内に7個の陽性頂点（Ⅰ～Ⅶ波）
を認める．Ⅰ，Ⅲ，Ⅴ波がもっとも安定しており，
臨床応用上重要である．

　　　　　

　 図１３　聴覚求心路とABRの発生源(Stockard ら, 1977)
 I波は聴神経, II波は蝸牛神経核, III波は上オリーブ核, IV波は
外側毛帯, V波は下丘と推測されている。ABRは刺激耳と同
側の異常を反映することが多い。

V．経頭蓋的磁気刺激法 transcranial magnetic stimulation
１．概念：体表面に電気コイルを置いて磁気を発生させ、神経組織に生じる電流変

　　　　　化によって、脳や神経根を刺激する（図 14）。

　　　　　深部にある神経組織も刺激可能。無痛性、無侵襲性。
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　　　円形コイルよりも 8の字コイルの方が局所刺激が可能なため、臨床的によ 　　

　　　く使われている。

　　　　　　　

 　　　　　　　　図１５　８の字コイル
2つの円形コイルを組み合わせ、逆向きに電流を流すと、
生体内ではコイルの交点で最大の誘起電流が惹起される。

２．検査の意義：脳や神経根の刺激により支配筋の収縮が起るので、筋電図記録に

　　より運動系の検査をすることができる（運動誘発電位 motor evoked potentials,

　　ＭＥＰs)

３．検査法（図 16、17）

　（１）頭皮上から皮質運動野付近を刺激→上肢または下肢からＭＥＰ記録

　　　　皮質脊髄路の機能検査

　（２）背部脊椎棘突起上の皮膚を刺激→同レベルの神経根刺激→ＭＥＰ記録

　　　　末梢運動神経の近位側から遠位側までの機能検査

　（３）上記検査でＭＥＰ潜時(1)-(2)＝皮質運動野から脊髄根までの伝導時間

　　　　　　　　中枢運動伝導時間 central motor conduction time (CMCT)

図１４　パルス磁気発射システム
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上肢MEP 下肢MEP

CMCT

CMCT

 　　　　　　　　　　　　　図１６　上下肢MEPの正常波形
上肢MEPでは運動神経遠心路(Elbow, Erb, Cervical, Scalp)刺激により標的筋からMEPが記録される。
頸部刺激MEPと運動野MEPの立ち上がり潜時の差は中枢運動伝導時間(central motor conduction time,
 CMCT)として使われる。ただし、頸部刺激では近位部神経根が刺激されるので、CMCTは厳密な
意味では、錐体路の伝導時間ではない。正確にCMCTを求めるにはF波潜時を測定し、運動野MEP
から引けばよい。同様に下肢MEPではlumbar MEPとscalp MEPの潜時差がCMCTとして使われる。

Scalp

Cervical

Erb

Scalp

Cervical

Erb

Scalp

Cervical

Erb

Scalp

Cervical

Erb

A

B

C

D

 　　　　　　図１７　運動神経遠心路における病巣とMEP所見
A. 大脳半球皮質、内包付近の病巣: 病巣側半球のscalp MEP消失、cervical MEP、
　Erb MEPは正常。非病巣側(健側刺激)のscalp MEPは正常。
B. 脳幹部(中脳, 橋)病巣: scalp MEPの潜時遅延、cervical MEP、Erb MEPは正常、
　scalp-cervical MEPの立ち上がり潜時差(中枢運動伝導時間)延長。障害が強い
　時はscalp MEP消失。
C. 脊髄病巣: scalp、ervical MEPの潜時遅延,、Erb MEP潜時は正常。障害が強い
　時はcervical、scalp MEP消失。
D. 末梢神経病巣: すべてのMEPが遅延, 障害が強いときは低振幅化または消失。

大脳皮質運動野

内包(後脚)

中脳(大脳脚)

延髄(錐体)

錐体交叉

脊髄前角細胞

外側皮質脊髄路

橋

脊髄神経根

A

B

末梢神経

D

C
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VI．事象関連電位　event-related potential（図 18）
　課題に対する認知機能の客観的評価の指標。オドボール課題による潜時約 300ms

の陽性波(P300)が代表的。提示頻度の異なる 2種類の刺激(1000 Hz と 2000 Hz の純

音)をランダムに提示し、提示 頻度の少ない刺激(提示確率を 10～20%)の回数を数

えさせる。

VII.脳磁図 magnetoencephalography, ＭＥＧ
１．概念：脳の電気的活動に付随して発生する磁場変化を頭皮上から計測する方法

　　　　（図 16）。

     著しく微小な磁場変化( 地磁気の１０億分の１ないし１億分の１）

　　　　　　　→ＳＱＵＩＤ（superconducting quantum interference device）で検出

２．検査の意義：磁場は脳内発生源から頭皮までの間にある容積導体（volume

　　　　conductor, 髄液、頭蓋骨、頭皮など）による変化を受けないので、脳内の

　　　　電気活動発生源（等価電流双極子, equivalent current dipole）を三次元的に

　　　　正確に推定することができる。

A：20歳男性．聴覚刺激（上段）と体性感覚刺激
　（中段）によるP300の正常波形．
B：30歳男性．視覚刺激（下段）によるP300の正
　常波形．Oddballパラダイム，カウント課題，記
　録Pz，標的刺激（rate）に対してのみP300が出現．
　〔音成（1989）を改変〕

図１３　事象関連電位の正常波形
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３．検査法

　　　　磁気シールドルーム

　　　　神経磁気検査装置：ＳＱＵＩＤ 37-100 チャンネル

４．現在の応用法

　　　　各種誘発電位・自発電位、てんかん棘波などの電源の三次元推定

　　　　一次感覚野の同定など

VIII．筋電図 electromyography, EMG
　針筋電図  needle ＥＭＧ

　表面筋電図 surface ＥＭＧ

　誘発筋電図 evoked ＥＭＧ

Ａ．針筋電図

１．�概念：一個の運動単位に属する筋線維群の活動電位を集合的に観察できる

　　　　(運動単位電位 motor unit potential, ＭＵＰ)(図 17)

図１６　大脳皮質内の電流dipoleが作る電位（脳波）と磁界（脳磁図）
細胞内電流の３時限的位置を
計測できる．
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２．検査の意義：運動神経、筋肉の機能検査

　　筋萎縮・脱力の原因鑑別　神経原性 neurogenic vs.筋原性 myogenic (図 18、19)

３．検査法と所見(表 5）

　１）電極刺入時：一瞬間の筋放電

                   （insertion activity)

　　　異常：筋放電の消失または

                      延長(筋炎など）

　　　

　　☆自発性筋活動持続：ミオトニー

　　　　　　　　　　　　　　　(図 20)

   

　２）安静時：筋放電なし

　　　　異常活動　線維攣縮電位 fibrillation potential

　　　　(図 21)　　陽性鋭波 positive sharp wave

　　　　　　　　 線維束攣縮電位 fasciulation potential

　　　これらは脱神経 denervation を示す(神経原性)

　３）弱収縮時：一個のMUP を分離して観察できる

　　　　正常MUP　振幅 0.5-2.5 mV, 持続 5 ｰ 10 msec, 2-3 相性

　　　   異常 MUP　長持続（10 msec 以上）・高振幅（giant MUP）・多相性：神

　　　　 経原性 (図 18, 19)、短持続・低振幅：筋原性

　４）最大収縮時：多数のMUP が重なって出現（干渉波 interference pattern (図 20）

　　　　異常所見　干渉波（＋）（運動単位数正常）：正常所見または筋原性

　　　　　　　　　干渉波（－）（運動単位数減少）：神経原性

神経原性 筋原性

安静時

　繊維攣縮電位

　陽性鋭波

　繊維束攣縮電位

+

+

-
（あるいは+）

-
軽度収縮時MUP

　振幅

　

　持続

高

（巨大電位）

長

低

短

最大収縮時

　干渉パターン

- +

（低振幅）

表５

図１７　運動単位と筋電図の発生機序
運動単位は1個の脊髄前角細胞と，それが
支配する複数の筋線維から成る．
前角細胞が興奮すると，運動単位に属する
筋線維がそれぞれほとんど同時に活動電位
を生じる（右図a～f）．これらの筋線維の
近くに針電極を挿入して電気現象を記録す
ると，各活動電位が加重された運動単位電
位（図右下段MUP）を記録できる．

神経原性および筋原性筋萎縮の筋電図所見比較
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　　　　　　　　　　　　図１９　安静時の異常筋活動
a.　代表的な安静時放電　　時間は右端に示す．振幅：線維攣縮電位と陽性鋭波では
　　2目盛=20μV．線維束攣縮電位では2目盛=500μV．前二者の振幅は著しく小さい
　　ことに注意．
b.　ミオトニー放電　　時間は右下に示す．時間スケールがaより著しく圧縮されてい
　　るのに注意．振幅：2目盛=500μV．

　

　　　　図１８　正常および異常（神経原性と筋原性）MUP波形の発現機構
(a)：正常，(b)(b')：神経原性変化，(c)：筋原性変化．中空と点線は障害（変性）を示す．
1，2はそれぞれ運動単位（MU）とそれに対応するMUPを指し，1+2は，1と2の2つのMUP
の干渉したものを示す．各MUは，2回ずつ放電している．1'，2'も同じことを指す．
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　　　　　　　　図２０　随意収縮時の筋電図所見
a.　軽度随意収縮時　　個々の運動単位電位（MUP）
　　を観察できる．左より正常MUP（2目盛=0.5mV），
　　巨大電位（2目盛=1mV），多相性MUP（2目盛=
　　1mV），筋原性MUP（2目盛=0.5mV）を示す．
　　時間は右端に示す．詳細は本文参照．
b.　最強随意収縮時　　西条では干渉波パターンを示
　　す（2目盛=0.5mV）．神経原性異常では干渉波パ
　　ターンを示さない（2目盛=1mV）．筋原性異常で
　　は干渉波パターンを示すが，低振幅である（2目盛
　　=0.5mV）．時間は右上に示す．

Ｂ．表面筋電図

　表面電極（円盤電極）２個を皮膚に装着して記録

　複数のＭＵＰを集合的に記録

　多数の筋肉から多チャンネル的に記録→随意運動、不随意運動の分析に有用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（図 21, 22）

　相反性神経支配（reciprocal innervation）の有無

　　振戦以外の不随意運動は相反性神経支配なし

Ｃ．誘発筋電図

　運動神経の電気刺激→表面筋電図による筋活動記録（Ｍ波）

　運動神経伝導検査（伝導速度）：各種ニューロパチー

　神経・筋接合部機能検査：重症筋無力症、Eaton-Lambert 症候群
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　図２２　ヒョレアとバリスムの筋電図
A:ヒョレア. 上から左前腕筋筋, 前腕伸筋,
前脛骨筋,下腿三頭筋続いて右側の同じ筋群
の同時記録. 各筋がバラバラに収縮する.
B: ヘミバリスム. 上から大腿内転筋, 大腿屈
筋, 大腿四頭筋, 前脛骨筋, 下腿三頭筋の同時
記録. 全筋が同期した収縮が規則的に繰り返
す基本パターンにまじって, その間にときお
り下腿三頭筋が収縮する(矢印).

　　　図２１　振戦の筋電図
頸部と上肢筋の記録. A: パーキソソソ病、
安静位で群化放電が目立ち、上肢挙上で消
える. B: 本態性振戦. 安静位では前腕伸筋
(最下段)にわずかな群化放電がみられ, 上肢
挙上で上肢の全筋に群化放電が出現する.
AとBは記録の速度が異なることに注意.

IX．伝導検査 conduction study
Ａ．末梢神経伝導速度 peripheral nerve conduction velocity,ＣＶ

　１．種類　運動神経伝導速度　motor nerve ＣＶ，ＭＣＶ

　　　　　　感覚神経伝導速度    sensory nerve ＣＶ，ＳＣＶ

　２．検査の意義　末梢神経機能の検査、ニューロパチー

　　　　　　脱髄性ニューロパチーでＣＶ低下、軸索障害では振幅低下

  ３．検査法

     ＭＣＶではＭ波、ＳＣＶでは感覚
      神経活動電位 sensory nerve action

      potential (ＳＮＡＰ)を指標とする

　　　同一神経を２点で刺激し、その

　　　潜時差と刺激点距離からＣＶを

　　　計算（m/sec）（図 23、24）

４．所見

　　　正常値　神経によって異なる。ほぼ 40-80m/sec（表６）

     ニューロパチーで遅延、とくに脱髄性の場合

運動神経伝導速度 感覚神経伝導速度

正中神経

尺骨神経

腓骨神経

脛骨神経

腓腹神経

45～75

45～75

40～65

40～65

-

45～75

45～75

-

-
40～70

末梢神経伝達速度の正常値（m / sec）

表６
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Ｂ．末梢神経伝導検査

　　末梢神経の近位部から遠位部まで複数の小区間に分けて刺激を行い、各区間で

　　の伝導性の有無、伝導速度を検討

　　ある区間での伝導性欠如：conduction block

　　ある区間での伝導速度遅延：節性脱髄 segmental demyelination

図２３　運動神経伝導速度の測定法（正中神経）
a.　記録用皿電極（R）を短母指外転筋上に
　　置き，近位部の電極を増幅器のグリッド
　　1（G1），遠位部の電極をグリッド2（G2）
　　につなぐ．刺激は正中神経走行上の皮膚
　　で手関節部（S1）と肘関節部（S2）で行
　　い，いずれも遠位部側の電極を刺激器の
　　－側に接続する．E：アース
b.　S1，S2刺激で得られるM波（M1，M2）．
　　M1とM2の潜時差（t）が2つの刺激電極間
　　（距離D）の伝導に要する時間である．S1，
　　S2間の伝導速度（V）は次式で求められる．

D(mm)

t(msec)
=V(m/sec)

　　　　　　　　　　　　　　図２４　感覚神経伝導速度の測定法
a.　正中神経（順行刺激）第2，3指遠位部（この部分は感覚神経のみが存在）を電気刺激（S）し，正中神経
手関節部（R1），および肘関節部（R2）から活動電位を記録する．Sは近位部を刺激器の－側に接続する．
D1：SとR1間距離，D2：R1とR2間距離，E：アース，t1：R1の潜時，t2：R1とR2の潜時差
b.　腓腹神経（逆行性刺激）腓腹筋の腱移行部（S1），および下腿中央部（S2）で腓腹神経を刺激し，外顆
後方（R）より記録する．D1：S1とR間距離，D2：S1とS2間距離
いずれの場合も，遠位分の伝導速度（D1間）をV1，近位部のそれ（D2間）をV2とすると，次式からそれぞれ
の伝導速度が得られる．

V1(m/sec)=
D1(mm)

t1(msec)
V2=

D2
t2
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Ｃ．Ｈ波とＦ波（図 25）

          

　　　　　図２５　誘発筋電図の方法および刺激と誘発波の関係
(A)　刺激と記録の方法
　　 E. S. ：電気刺激，R. ：記録
(B)　H波とT 波の潜時
　　 打腱器による誘発波(T)の潜時は電気刺激による誘発波(H)の潜時より
　　 長い．calibration：2mV．
(C)　各種誘発波の発現様式
　　 弱い刺激では直径の大きい知覚（求心性Group Ia）線維のみ興奮し
　　 α運動細胞を発火させる．最大閾値以下の強い刺激では知覚線維と
　　 α運動繊維も興奮する(M)．運動線維を逆行性に上行した興奮は知
　　 覚線維によって発火した反射性誘発波(H)と衝突してH波の下行は遮
　　 断消失する．最大閾値以上の刺激では運動線維の逆行性興奮は求心
　　 性インパルスを圧倒してα運動細胞を発火させ，F波を誘発させる．

F

H

H

T

M

D．中枢伝導時間　central conduction time

  感覚誘発電位および運動誘発電位の潜時差から中枢神経内の上行および下行路の

伝導時間を計算し、その機能を評価する方法

　　例：正中神経手関節部刺激－頚部導出　Ｎ１３

　　　　　　　　　　　　　　  頭部導出　Ｎ２０　　頚髄→皮質伝導時間

  　　　総脛骨神経刺激－腰部導出 　

　　　　　　　　　　　　頚部導出　　　腰髄→頚髄伝導時間

　　　　視覚刺激－網膜電図導出 　

　　　　　　　　視覚誘発電位導出　　網膜→皮質伝導時間

　　　　頭皮上磁気刺激－短母指外転筋ＭＥＰ導出 　

　　　　  頚椎磁気刺激－短母指外転筋ＭＥＰ導出 　　　　　　　　　　　　　　　　　 

                                      皮質→頚髄伝導時間 　　  
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X．眼電図 electro-oculography,ＥＯＧ
１．発生機序と検査法

　　角膜は網膜に対して陽性に荷電。眼球運動に伴い眼窩周囲に陽性電位の変動が

　　生じる。眼球周囲に表面電極を装着して検査。

２．検査の意義

　１）随意的眼球運動機能

　　　　滑動性追従運動　smooth pursuit eye movement（図 26）

　　　　衝動性眼球運動　saccadic eye movement（図 27）

　２）眼球運動麻痺の検査

　３）不随意眼球運動の検査：眼振 nystagmus など

　４）眼球運動のモニター：覚醒・睡眠脳波記録時等

　　　

　　図２６　小脳障害の視標追跡調査
小脳障害の例では，身体に失調があるごとく眼
球運動にも失調が認められる．

　　　　

　　　　　　　　図２７　眼球のdysmetria
視角10°の2点を交互に注視させたとみられるovershootを示してい
る．この症例では右方へのovershoot（　　）が左方へのovershoot
（　　）より著しい．
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XI．ＰＥＴ positron emission tomography
１．概念：ポジトロン（陽電子）発生核種を化学物質に標識して体内に投与し、体

　　　　　内からの放射能を体外で計測して、ＣＴと同一原理で断層画像を作成す

　　　　　る方法。

　　　　　脳の局所的エネルギー代謝量、血流量、神経伝達物質・受容体機能など

　　　　　を測定できる。

　　　　　局所的脳活動、脳機能を画像的および定量的に検査できる。

２．種類：

　１）脳エネルギー代謝　糖代謝　18F-fluorodeoxyglucose

　　　　　　　　　　　　酸素消費量　15O-O2

　２）血流量　　　15O-H2O

　３）神経伝達物質機能

　　　　ドパミン代謝（シナプス前機能）18F-fluoro-dopa

　　　　ドパミン受容体機能（シナプス後機能）11C-methylspiperone

　　　　ベンゾジアペジン受容体機能 11C-flumazenil

３．方法

　ポジトロン発生核種（短半減期）15O（２分）、11C（20 分）、18F（110 分）

　サイクロトロン

　測定装置

４．検査の意義：ヒトにおける脳活動、脳機能の無侵襲的計測（図 28）

　脳機能の生理学的機序の研究（高次脳機能）

　脳疾患の病態解析→診断、治療

XII．ＳＰＥＣＴ single photon emission computed tomography
１．概念：シングルフォトン放出核種を化学物質に標識して体内に投与し、体内か

　　　　　らの放射能を体外で計測して、ＣＴと同一原理で断層画像を作成する方

　　　　　法。脳の局所的血流量を測定できる。

２．種類：123I-N-isopropyl-p-iodoamphetamine(123I-IMP)

　　　　　99mTc-hexamethyl propyleneamine-oxime(99mTc-HMPAO)

３．特長と欠点

    特長　１）既製の標識物質を使用できるので、検査が迅速、かつ比較的簡単

              にできる。

　　　　　２）99mTc-HMPAO は静注後数時間は脳内に固定されるので、てんか

              ん発作中または直後の血流量、脳活動を観察できる

                                                    （てんかん焦点の同定）
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　   欠点　１）空間分解能が低い

　　　     ２）血流量絶対値の測定が困難

３）代謝量、神経伝達物質機能測定が困難

４．検査の意義

　　　ＰＥＴと同様

　　図２８　脳機能を解析するための代表的な手法の適用限界
ERP（event-related potential：事象関連電位），MEG（magnetoencephalo-graphy：脳磁場法），PET
（positron emission tomography：ポジトロン断層撮影法），fMRI（functional magnetic resonance
imaging：機能的磁気共鳴画像法）．単一ニューロン記録法（single unit recording）は最高の時間分解
能と空間分解能をもつが，きわめて侵襲性が強いので，ヒトへの適用は脳外科における深部記録に限
られている．高い時間分解能をもつ光学的色素法（optical dyes）も侵襲性が強く，いまのところ動物
実験に限られている．色素を用いずに，内因性信号（intrinsic signals）による可視光の反射率の変化を
検出する方法はfMRIとほぼ等しい分解能があり，脳外科の手術の際に適用した例が報告されている
が，光学的色素法と同様に露出した皮質表面からしか信号が得られないという欠点がある．fMRIの空
間分解能を生かせば，大脳皮質の機能コラムを検出できるようになるのも時間の問題である．

XIII．機能的磁気共鳴画像 functional ＭＲＩ
１．概念：脳活動によって局所的に酸素消費量と血流量が増えるが、血流量増加の

          方が酸素消費量よりも相対的に多いので、静脈血中の酸化ヘモグロビン

          量が増加し、これがＭＲ信号を増加させる。これを画像としてとらえる。

２．特長と欠点

　　特長　時間分解能、空間分解能ともにＰＥＴより高い。

　　欠点　方法論的に十分に実用化されていない。

　　　　　高磁場発生装置が必要（1.5 テスラ-4 テスラ）
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XIV．磁気共鳴スペクトロスコピー　ＭＲＳ
１．概念：脳活動または脳の病的変化によって生じるニューロンやグリア細胞構成

          化学物質の微小な変化を測定し、画像化する方法。まだ十分に実用化さ

　　　　　れていない。

２．種類

１）�phosphorusMRS：燐化合物（pH,無機燐、燐クレアチン，ＡＰＴ、燐酸エス

　　テルなど）の定量的測定と画像化。てんかん焦点で pH、無機燐増加、燐酸

　　モノエステル減少。

２）�proton MRS：コリン、クレアチン、N-acetyl-L-aspartate(NAA)の定量的測定

　　と画像化。ＮＡＡはニューロンに存在するので、ニューロン脱落で減少。


