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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭蓋を透過して大脳皮質運動野に磁気刺激を与えることにより脳血管障害による障害側
手指を回復させる脳機能リハビリテーション装置であって、
　健側運動野に低頻度の磁気刺激を与えるための磁気を発生する健側刺激コイルと、
　障害側運動野に前記健側刺激コイルよりも高い頻度で磁気刺激を与えるための磁気を発
生する障害側刺激コイルと、
　前記健側刺激コイルに低頻度刺激パルスを送出する健側刺激パルス発生手段と、
　前記障害側刺激コイルに高頻度刺激パルスを送出する障害側刺激パルス発生手段と、
　前記健側刺激パルス発生手段から送出する低頻度刺激パルスと前記障害側刺激パルス発
生手段から送出する高頻度刺激パルスとを同期かつ連続して送出させる制御を行う制御手
段と
　を備えることを特徴とする脳機能リハビリテーション装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記低頻度刺激パルスが０．５Ｈｚ以上１．０Ｈｚ以下であり、前
記高頻度刺激パルスが５．０Ｈｚ以上５０．０Ｈｚ以下である脳機能リハビリテーション
装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、前記脳血管障害が脳卒中である脳機能リハビリテーション
装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、脳血管障害患者、特に脳卒中等の慢性期脳血管障害患者の障害側手指の運動
訓練に用いられ、前記障害側手指の運動機能をより強く改善する効果を奏するとともに、
前記効果を長期間持続することができる脳機能リハビリテーション装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、頭蓋を透過して大脳皮質の機能領域に磁気的刺激を与えると、大脳皮質に悪影響
を及ぼすことなくその働きを変化させられることが知られており（非特許文献１）、例え
ば、経頭蓋磁気刺激（以下、「TMS」という。）が感情の機能を神経解剖学の面から探究
するために利用可能であることが示されている（非特許文献２）。
【０００３】
　一方、ＴＭＳを用いて、脳内疾患の治療または改善を目的とする装置が提案されている
。脳卒中後の機能回復は中枢神経系の再構築による可塑性に由来すると考えられており（
非特許文献３等）、適切な可塑性を引き起こし、機能回復を改善させる様々な方法が考え
られている（非特許文献４等）。例えば、特表２００４－５１１３１４号公報には、薬物
耽溺や鬱病のような神経生理的障害や心血管病態を治療するための磁気刺激装置が提案さ
れている（特許文献１）。
【０００４】
　一方、本発明者らによれば、周波数１．０Ｈｚという低頻度の連続ＴＭＳ（以下、「rT
MS」という。）を健側運動野に与えることにより、脳卒中患者の運動機能が改善されるこ
とが示されている（非特許文献５）。この非特許文献５には、低頻度のｒＴＭＳが大脳皮
質の興奮性を数分間程度にわたり変化させることができる非侵襲的な方法であることと、
低頻度のrTMSが刺激部位を抑制することとが示されている。
【０００５】
【特許文献１】特表２００４－５１１３１４号公報
【非特許文献１】J. Neuro psychiatry，1996 ; 8 : 373 記号382
【非特許文献２】Neurology, 1996 ; 46 : 499 ～ 502
【非特許文献３】Neuroscience, 2002 ; 111 : 761 ～ 773
【非特許文献４】Curr Opin Neurol 2005 ; 18 : 667 ～ 674
【非特許文献５】Stroke. 2005, vol.36, p2681 ～ 2686
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された発明は、側坐核のような脳の深部領域等の
領域に磁気刺激を与えることが可能であり、薬物耽溺や鬱病等の治療には有効であると記
載されているものの、具体的にどの領域に磁気刺激を与えることにより薬物耽溺や鬱病に
加えて、心血管病態の治療にまで有効であるかを特定しておらず、また、どの程度の刺激
を与えることにより当該治療に有効であるかを特定していないという問題がある。
【０００７】
　また、上記非特許文献５に記載された発明は、健側運動野と同期させて障害側運動野へ
磁気刺激を与えるというものではなく、かつ、障害側手指の運動機能は一次的に改善する
効果を奏するものの、前記効果を長期間持続することができないという問題がある。
【０００８】
　本発明は、このような問題点を解決するためになされたものであって、脳血管障害患者
、特に脳卒中等の慢性期脳血管障害患者の障害側手指の運動訓練を簡単な構成で行うこと
ができ、障害側手指の運動機能をより強く改善する効果を奏するとともに、前記効果を長
期間持続することができる脳機能リハビリテーション装置を提供することを目的としてい
る。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る脳機能リハビリテーション装置の特徴は、頭蓋を透過して大脳皮質運動野
に磁気刺激を与えることにより脳血管障害による障害側手指を回復させる脳機能リハビリ
テーション装置であって、健側運動野に低頻度の磁気刺激を与えるための磁気を発生する
健側刺激コイルと、障害側運動野に前記健側刺激コイルよりも高い頻度で磁気刺激を与え
るための磁気を発生する障害側刺激コイルと、前記健側刺激コイルに低頻度刺激パルスを
送出する健側刺激パルス発生手段と、前記障害側刺激コイルに高頻度刺激パルスを送出す
る障害側刺激パルス発生手段と、前記健側刺激パルス発生手段から送出する低頻度刺激パ
ルスと前記障害側刺激パルス発生手段から送出する高頻度刺激パルスとを同期かつ連続し
て送出させる制御を行う制御手段とを有している点にある。
【００１０】
　ここで、本発明にいう「健側運動野」とは、脳血管障害のない側の大脳半球すなわち健
側半球の大脳皮質運動野をいい、「障害側運動野」とは、脳血管障害のある側の大脳半球
すなわち障害側半球の大脳皮質運動野をいう。また、「健側手指」とは、健側半球とは反
対側の手指をいい、「障害側手指」とは、障害側半球とは反対側の手指をいう。例えば、
大脳右半球に脳血管障害がある場合、健側運動野は大脳左半球の大脳皮質運動野と、障害
側運動野は大脳右半球の大脳皮質運動野と、健側手指は右手指と、障害側手指は左手指と
なる。
【００１１】
　また、本発明において、前記低頻度刺激パルスが０．５Ｈｚ以上１．０Ｈｚ以下であり
、前記高頻度刺激パルスが５．０Ｈｚ以上５０．０Ｈｚ以下であることが好ましい。
【００１２】
　また、本発明において、前記脳血管障害が脳卒中であることがより好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る脳機能リハビリテーション装置によれば、脳血管障害患者、特に脳卒中等
の慢性期脳血管障害患者の障害側手指の運動訓練を簡単な構成で行うことができ、障害側
手指の運動機能をより強く改善する効果を奏するとともに、前記効果を長期間持続するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る脳機能リハビリテーション装置１の実施形態について図面を用いて
説明する。図１は、本実施形態の脳機能リハビリテーション装置１の基本構成および使用
態様を説明する概念図である。図１に示すように、本実施形態の脳機能リハビリテーショ
ン装置１は、主として、送出する低頻度刺激パルスと高頻度刺激パルスとを制御するため
の制御装置２と、前記低頻度刺激パルスと前記高頻度刺激パルスとを発生するための刺激
パルス発生器３と、前記低頻度刺激パルスによって磁気を発生し、脳血管障害患者（以下
、「対象患者Ａ」という。）、特に脳卒中等の慢性期脳血管障害患者の頭蓋を経て磁気刺
激を大脳皮質の健側運動野に与える健側刺激コイル４と、前記高頻度刺激パルスによって
磁気を発生し対象患者Ａの頭蓋を経て磁気刺激を大脳皮質の障害側運動野に与える障害側
刺激コイル５とから構成されている。
【００１５】
　なお、脳機能リハビリテーション装置１によるリハビリテーションに際しては、対象患
者Ａの最適刺激部位を検出する装置として筋電図（図示しない）を、リハビリテーション
後の運動機能を評価する装置として対象患者Ａの障害側手指のピンチ力を計測するピンチ
計測器７や対象患者Ａの障害側手指の加速度を計測する加速度計８等が使用されるが、こ
れらの筋電図（図示しない）やピンチ計測器７、加速度計８等は本発明を構成するもので
はない。
【００１６】
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　図２は、本実施形態の脳機能リハビリテーション装置１の回路構成を説明するブロック
図である。図２に示すように、本実施形態の脳機能リハビリテーション装置１の制御装置
２は、主として、操作パネル２１と、刺激パルス発生器３が送出する刺激パルスを制御す
る送出パルス制御部２２と、送出パルス制御部２２において設定された、低頻度刺激パル
スに係る各種データのうち少なくともその頻度と送出時間を記憶する健側パルス記憶部２
３と、送出パルス制御部２２において設定された、高頻度刺激パルスに係る各種データの
うち少なくともその頻度と送出時間を記憶する障害側パルス記憶部２４とから構成されて
おり、刺激パルス発生器３は、主として、健側刺激パルス発生部３１と、障害側刺激パル
ス発生部３２とから構成されている。
【００１７】
　なお、脳機能リハビリテーション装置１は、対象患者Ａの脳血管障害の状況を調べるた
めに、脳を非侵襲的に造影する方法を併用してもよく、例えば、磁気共鳴画像（MRI）や
陽電子射出断層撮影（PET）等を併用してもよい。
【００１８】
　以下、各構成手段についてより詳細に説明する。制御装置２の操作パネル２１は、例え
ば液晶パネルやキーボード等からなり、キー操作により手動刺激または自動刺激の選択や
各種データの設定等の入力を行うことにより、送出パルス制御部２２を操作するものであ
る。送出パルス制御部２２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等から構成され、図
示しないプログラム記憶部にインストールされたパルス発生制御プログラムを実行させる
ことにより、刺激パルス発生器３が送出する刺激パルスの頻度や刺激パルス発生器３の駆
動時間を制御するものである、
【００１９】
　本実施形態において、送出パルス制御部２２は、健側刺激パルス発生部３１から送出す
る刺激パルスを所望の低頻度の周波数に設定する健側パルス頻度設定部６１と、前記健側
刺激パルス発生部３１から送出する低頻度刺激パルスの送出時間を設定する健側パルス送
出時間設定部６２と、障害側刺激パルス発生部３２から送出する刺激パルスを所望の高頻
度の周波数に設定する障害側パルス頻度設定部６３と、前記障害側刺激パルス発生部３２
から送出する高頻度刺激パルスの送出時間を設定する障害側パルス送出時間設定部６４と
を有している。
【００２０】
　すなわち、送出パルス制御部２２は、健側刺激パルス発生部３１より発生される刺激パ
ルスを低頻度に設定調節し、障害側刺激パルス発生部３２より発生される刺激パルスを高
頻度に設定調節し、かつ、健側刺激パルス発生部３１と障害側刺激パルス発生部３２の駆
動時間を自在に設定調節し得る結果、前記低頻度に設定調節された低頻度刺激パルスと前
記高頻度に設定調節された高頻度刺激パルスとを同期かつ連続して送出させる制御を行う
ことができる。なお、送出パルス制御部２２は公知のパーソナルコンピュータを利用する
ことができる。
【００２１】
　制御装置２における健側パルス記憶部２３および障害側パルス記憶部２４は、ハードデ
ィスクやＲＡＭ（Random Access Memory）等から構成されており、各種のデータを記憶す
るものである。本実施形態において、健側パルス記憶部２３は、送出パルス制御部２２に
接続されており、健側パルス頻度設定部６１において設定された低頻度刺激パルスの頻度
を記憶する健側パルス頻度記憶部６５と、健側パルス送出時間設定部６２において設定さ
れた低頻度刺激パルスの送出時間を記憶する健側パルス送出時間記憶部６６とを有してい
る。
【００２２】
　また、本実施形態における障害側パルス記憶部２４は、送出パルス制御部２２に接続さ
れており、障害側パルス頻度設定部６３において設定された高頻度刺激パルスの頻度を記
憶する障害側パルス頻度記憶部６７と、障害側パルス送出時間設定部６４において設定さ
れた高頻度刺激パルスの送出時間を記憶する障害側パルス送出時間記憶部６８とを有して
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いる。
【００２３】
　刺激パルス発生器３は、送出パルス制御部２２に接続されており、健側刺激コイル４に
低頻度刺激パルスを、障害側刺激コイル５に高頻度刺激パルスをそれぞれ送出するもので
ある。本実施形態において、刺激パルス発生器３は、健側刺激パルス発生部３１と障害側
刺激パルス発生部３２とから構成されている。前記健側刺激パルス発生部３１は、送出パ
ルス制御部２２により低頻度の周波数に設定された低頻度刺激パルスを所定の設定時間に
わたって送出するように制御される。また、障害側刺激パルス発生部３２は、送出パルス
制御部２２により、高頻度の周波数に設定された高頻度刺激パルスを発生し、所定の設定
時間にわたって送出するように制御される。なお、健側刺激パルス発生部３１と障害側刺
激パルス発生部３２とは、一体型に構成してもよいし、別体として構成してもよい。
【００２４】
　健側刺激コイル４は、刺激パルス発生器３の健側刺激パルス発生部３１から送出された
低頻度刺激パルスに基づいて磁気刺激を発生する構成を備えており、障害側刺激コイル５
は、刺激パルス発生器３の障害側刺激パルス発生部３２から送出された高頻度刺激パルス
に基づいて磁気刺激を発生する構成を備えている。
【００２５】
　なお、健側刺激コイル４および障害側刺激コイル５は、円形、８の字型、四角形、花弁
形、および、らせん形等、多様な形状に作製してもよい。なお、後述する実施例において
は８の字型コイルを用いている。
【００２６】
　また、健側刺激コイル４および障害側刺激コイル５は、発生する磁気刺激を健側運動野
または障害側運動野に与えるために、収束型の磁気刺激を発生する構成であってもよく、
または、図示していない支持装置を使用して対象患者Ａの頭部の適切な位置に圧接して密
着させてもよい。また、前記支持装置は公知の構成のものを使用することができる。
【００２７】
　つぎに、本実施形態の脳機能リハビリテーション装置１の作用について、図面を参照し
つつ説明する。
【００２８】
　本実施形態の脳機能リハビリテーション装置１を用いて対象患者Ａの障害側手指の運動
訓練を行う場合、まず、対象患者Ａの健側半球の頭蓋外部に健側刺激コイル４を配置し、
障害側半球の頭蓋外部に障害側刺激コイル５を配置する。このとき、対象患者Ａの健側運
動野が刺激されるように健側刺激コイル４を、対象患者Ａの障害側運動野が刺激されるよ
うに障害側刺激コイル５を配置する。本実施形態では、健側刺激コイル４および障害側刺
激コイル５を第一背側骨間筋（以下、「FDI」という。）の最適刺激部位に配置している
。
【００２９】
　前記ＦＤＩの最適刺激部位は筋電図を用いて検出され、具体的には、閾値よりやや強い
磁気刺激によって最も大きな運動誘発電位（Motor evoked potential ; 以下「MEP」とい
う。）がＦＤＩに誘発される部位を前記ＦＤＩの最適刺激部位としている。
【００３０】
　ここで、本発明にいう「低頻度」とは、障害側運動野に与えられる磁気刺激の周波数よ
りも低い頻度をいい、０．５Ｈｚ以上１．０Ｈｚ以下の周波数であることが好ましい。本
実施形態では、周波数が１．０Ｈｚの頻度を最適な低頻度としている。また、本発明にい
う「高頻度」とは、健側運動野に与えられる磁気刺激の周波数よりも高い頻度をいい、５
．０Ｈｚ以上５０．０Ｈｚ以下の周波数であることが好ましい。本実施形態では、周波数
が１０．０Ｈｚの頻度を最適な高頻度としている。
【００３１】
　つづいて、制御装置２の操作パネル２１において、キー操作により手動刺激または自動
刺激の選択や各種データの設定等の入力が行われる。そして、操作パネル２１を介して健
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側刺激コイル４へ送出する低頻度刺激パルスの周波数データが入力されると、健側パルス
頻度設定部６１によって当該低頻度の周波数データが健側パルス頻度記憶部６５に記憶さ
れる。また、前記操作パネル２１を介して障害側刺激コイル５へ送出する高頻度刺激パル
スの頻度データが入力されると、障害側パルス頻度設定部６３によって当該高頻度の周波
数データが障害側パルス頻度記憶部６７に記憶される。これにより、健側刺激パルス発生
部３１と障害側刺激パルス発生部３２から送出される刺激パルスの頻度が制御されるため
、それぞれ入力された所望の低頻度刺激パルスと高頻度刺激パルスが送出しうる状態にな
る。
【００３２】
　また、操作パネル２１を介して健側刺激コイル４へ送出する低頻度刺激パルスの送出時
間が入力されると、この送出時間が健側パルス送出時間設定部６２によって健側刺激パル
ス発生部３１の駆動時間として健側パルス送出時間記憶部６６に記憶される。また、操作
パネル２１を介して障害側刺激コイル５へ送出する高頻度刺激パルスの送出時間が入力さ
れると、この送出時間が障害側パルス送出時間設定部６４によって障害側刺激パルス発生
部３２の駆動時間として障害側パルス送出時間記憶部６８に記憶される。したがって、健
側刺激パルス発生部３１と障害側刺激パルス発生部３２より送出される刺激パルスの送出
時間が制御されるため、それぞれ入力された所望の低頻度刺激パルスの送出時間と高頻度
刺激パルスの送出時間の設定ができ、これにより低頻度刺激パルスと高頻度刺激パルスと
を同期かつ連続して送出しうる状態になる。
【００３３】
　以上のような健側パルス記憶部２３と障害側パルス記憶部２４に記憶された刺激パルス
の頻度や送出時間等のデータは、自動刺激データとして格納され、自動刺激を選択する場
合に用いられる。
【００３４】
　つづいて、操作パネル２１を介して脳機能リハビリテーション装置１の駆動指令が入力
されると、送出パルス制御部２２が図示しないパルス発生制御プログラムを読み出し、こ
れに従って起動する。つまり、送出パルス制御部２２が健側パルス記憶部２３および障害
側パルス記憶部２４にアクセスし、低頻度刺激パルスおよび高頻度刺激パルスの頻度デー
タと送出時間データをそれぞれ読み出し、これらのデータを制御信号として健側刺激パル
ス発生部３１と障害側刺激パルス発生部３２に出力する。前記これにより低頻度刺激パル
スと高頻度刺激パルスとが同期かつ連続して送出される。
【００３５】
　そして、制御信号を受けた健側刺激コイル４では、刺激パルス発生器３の健側刺激パル
ス発生部３１より送出された低頻度刺激パルスによって低頻度の磁気が発生し、これによ
り健側運動野が刺激される。また、制御信号を受けた障害側刺激コイル５では、刺激パル
ス発生器３の障害側刺激パルス発生部３２より送出された高頻度刺激パルスによって高頻
度の磁気が発生し、これにより障害側運動野が刺激される。このようにして高頻度の磁気
および低頻度の磁気がそれぞれ同期かつ連続して対象患者Ａの所定の運動野に照射される
。
【００３６】
　以上のように健側運動野に低頻度の磁気刺激を、障害側運動野に高頻度の磁気刺激を同
期かつ連続して与えることにより、脳血管障害患者、特に脳卒中等の慢性期脳血管障害患
者の障害側手指の運動機能がより強く改善され、長期間持続することができる。なお、こ
のメカニズムは明らかにされていないが、本発明者は以下のように考えている。つまり、
大脳左右半球の対立モデルから鑑みて、脳血管障害患者の障害側手指の運動麻痺は、障害
側半球における直接的な障害による興奮の減少に加え、健側運動野からの障害側運動野に
対する脳梁抑制が相対的に過剰な状態であるため障害側運動野の機能がさらに低下してい
ることに由来すると考えられ（Arch Neurol 2004 ; 61 : 1844 ～ 1848等）、障害側運動
機能の改善は障害側半球における興奮の増加、健側半球における興奮性の低下によって得
られると本発明者は考えたのである。
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【００３７】
　すなわち、本発明の脳機能リハビリテーション装置１により、健側運動野へ低頻度ｒＴ
ＭＳが与えられて健側運動野の興奮が抑えられ、脳梁抑制が減少するとともに、同期に障
害側運動野へ高頻度ｒＴＭＳが与えられて障害側運動野の興奮が増加することにより、前
記脳梁抑制の減少による間接的な活性化と相俟って障害側運動野が活性化し、錐体路への
連絡機能が増加した結果、障害側手指の運動機能が改善されたと考えられるのである。図
３に当該メカニズムの模式図を示す。
【００３８】
　一方、他のメカニズムとして、本発明者は、本発明の脳機能リハビリテーション装置１
により、健側運動野へ低頻度ｒＴＭＳが与えられ、同期に障害側運動野へ高頻度ｒＴＭＳ
が与えられた結果、運動野の脱抑制を引き起こしたとも考えた。具体的には、抑制の減少
は潜在する病変周囲の神経回路を活性化させ、皮質の再構築に関与するとの報告（Neuros
cience, 2002 ; 111 : 761 ～ 773）や、運動野への１．０Ｈｚの ｒＴＭＳは対側半球の
運動野の脱抑制を引き起こしたとの報告（Neurology 2004 ; 62 : 91 ～ 98）があること
から、健側運動野への１．０Ｈｚの ｒＴＭＳによって脳梁抑制が減少し、障害側運動野
の脱抑制を引き起こしたと考えたのである。
【００３９】
　すなわち、健側運動野へ低頻度ｒＴＭＳが与えられ、同期に障害側運動野へ高頻度ｒＴ
ＭＳが与えられることにより、健側運動野へ１．０Ｈｚの ｒＴＭＳを与えた場合よりも
より強い障害側運動野の脱抑制を引き起こした結果、隠れた神経回路が活性化され、麻痺
側手指の運動機能が改善したと本発明者は考えたのである。
【００４０】
　つぎに、本発明に係る脳機能リハビリテーション装置の実施例について説明する。なお
、本発明の範囲は、これらの実施例によって示される特徴に限定されない。
【実施例】
【００４１】
　本実施例では、本発明に係る脳機能リハビリテーション装置を用いて運動訓練を行うこ
とにより、得られる障害側手指における運動機能改善効果が、健側運動野へ低頻度ｒＴＭ
Ｓを与えたのみの場合および障害側運動野へ高頻度ｒＴＭＳを与えたのみの場合の、それ
ぞれの障害側手指における運動機能改善効果と比較して、どの程度効果が強く、どの程度
効果が持続するかを確認するための実験を行った
【００４２】
＜方法＞
　１２名の初発の脳梗塞患者で、発症から６ヶ月以上経過した慢性期にある皮質下梗塞の
患者を対象とした。前記患者全員のミニメンタルステート検査（Mini-mental State Exam
ination）スコアは正常であった。ランダムに、健側運動野へ低頻度ｒＴＭＳを与えたの
みの群（４人）、障害側運動野へ高頻度ｒＴＭＳを与えたのみの群（４人）、健側運動野
へ低頻度ｒＴＭＳが与えられるとともに同期に障害側運動野へ高頻度ｒＴＭＳが与えられ
る群（４人）の３群に分けて実験を行った。以下、健側ｒＴＭＳとは健側運動野へ低頻度
ｒＴＭＳを与えるのみのこと、障害側ｒＴＭＳとは障害側運動野へ高頻度ｒＴＭＳを与え
るのみのこと、および、両側ｒＴＭＳとは健側運動野へ低頻度ｒＴＭＳが与えられるとと
もに同期に障害側運動野へ高頻度ｒＴＭＳが与えることをいう。なお、本実験は北海道大
学倫理委員会での審査を受け、患者全員より書面による同意を得て行った。
【００４３】
＜実験デザイン＞
　ｒＴＭＳを与える前（以下、「Pre-rTMS」という。）、ｒＴＭＳを与えた後（以下、「
Post1」という。）、その後の運動訓練後（以下、「Post2」という。）、およびｒＴＭＳ
の7日後（以下、「Post3」という。）に障害側運動機能を評価することにより、運動機能
改善効果とその持続性を確認した。障害側運動機能の評価は障害側手指のピンチ力と加速
度を計測することにより行った。図４に、ｒＴＭＳを与える前（Pre-rTMS）、ｒＴＭＳを
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与えた後（Post1）、その後の運動訓練後（Post2）、およびｒＴＭＳの7日後（Post3）に
障害側運動機能を評価した比較実験の時間的経過を示す。
【００４４】
＜TMS評価＞
　ｒＴＭＳの付与は直径７０ｍｍの８の字コイルとMagstim Rapid stimulator（Magstim 
Co. Ltd.）を用いて行った。運動野の刺激部位はＦＤＩの最適刺激部位に８の字コイルを
置いて刺激を与えた。最適刺激部位は閾値よりやや強い刺激にて最も大きなＭＥＰがＦＤ
Ｉに誘発される部位とし、この部位にマークをして実験した。筋電図は塩化銀電極をＦＤ
Ｉに置くことによって計測を行った。電気信号は増幅（MP110-10-301、メディセンス）お
よびフィルター後、コンピュータ（Neuropack、日本光電）上にて処理を行った。１０回
中５回以上５０μＶ以上のＭＥＰが誘発される最小強度を安静時閾値（以下、「rMT」と
いう。）と定義した。
【００４５】
＜rTMSと運動訓練＞
　健側ｒＴＭＳは１．０Ｈｚの頻度にて９０％ｒＭＴ、５０秒５０刺激を行った。このセ
ッションを１０秒間の休憩をはさみ２０回施行することで計１，０００刺激を行った。障
害側ｒＴＭＳは１０．０Ｈｚの頻度で９０％ｒＭＴ、５秒５０刺激を行った。このセッシ
ョンを５５秒間の休憩をはさみ２０回施行することで計１，０００刺激を行った。両側ｒ
ＴＭＳは前記健側ｒＴＭＳの計１，０００刺激と前記障害側ｒＴＭＳの計１，０００刺激
とを同期に行った。その後、運動訓練としてピンチのタスクを１５分間行った。ピンチの
タスクは障害側手指の人差し指と親指をメトロームのペースに合わせ０．３～０．５Ｈｚ
の周期で行った。
【００４６】
＜運動機能評価＞
　運動機能評価のためピンチ力と加速度を計測した。障害側手指のピンチ力はピンチ計測
器（Pinch Meter SPR-641、酒井医療）にて計測した。被験者は親指と人差し指のみで１
０回のピンチ力を計測し平均化を行った。加速度は加速度計（MP110-10-101、メディセン
ス）を親指につけることによって計測を行った。電気信号は増幅器（MP110-10-301、メデ
ィセンス）にて増幅し、コンピュータ（Neuropack、日本光電）上にて処理を行った。加
速度は１５回計測を行い平均化した。なお、本実験を行う前日、この運動機能評価になれ
るために事前練習を行っている。
【００４７】
＜データ解析＞
　データ処理はブラインドにて行った。データ値は市販の統計ソフト（StatView、SAS In
stitute）を用いて重複測定分散分析を行い、分散分析の結果が有意であった場合はＢｏ
ｎｆｅｒｒｏｎｉの方法による多重比較検定を行った。すべてのデータはｒＴＭＳを与え
る前（Pre-rTMS）のパーセントにて表示した。
【００４８】
＜結果＞
　本実験中、ｒＴＭＳによる副作用は認められなかった。図５に加速度とピンチ力のデー
タを、図６に健側ｒＴＭＳ、障害側ｒＴＭＳ、および両側ｒＴＭＳのそれぞれの加速度デ
ータのグラフを、図７に健側ｒＴＭＳ、障害側ｒＴＭＳ、および両側ｒＴＭＳのそれぞれ
のピンチ力データのグラフを示す。
【００４９】
　重複測定分散分析において、時間要因と条件要因の交互作用における加速度｛F（6,27
）= 4.130, p = 0.005｝およびピンチ力｛F（6,27）= 6.831, p < 0.001｝にて有意差が
認められた。さらに時間要因における加速度｛F（3,27）= 7.377, p < 0.001｝およびピ
ンチ力｛F（3,27）= 21.216, p < 0.001｝において、共に有意差が認められた。
【００５０】
　つぎに、多重比較試験において、両側ｒＴＭＳ後における加速度の有意な改善が認めら
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れた（Pre-rTMS vs. Post 1; p < 0.001）。両側ｒＴＭＳ後の運動訓練により、加速度の
さらなる改善は認められなかった（Post 1 vs. Post 2; p = 0.327）が、前記加速度の有
意な改善はｒＴＭＳ後一週間継続した（Pre-TMS vs. Post 3; p < 0.001）。
【００５１】
　なお、多重比較試験において、両側ｒＴＭＳ直後のピンチ力の改善は認められなかった
が（Pre-rTMS vs. Post 1; p = 0.051）、両側ｒＴＭＳ後の運動訓練によりピンチ力の改
善が認められた（Pre-rTMS vs. Post 2; p < 0.001, Post 1 vs. Post 2; p < 0.001）。
この改善は、両側ｒＴＭＳ後における加速度の有意な改善と同様、ｒＴＭＳ後一週間継続
した（Pre-rTMS vs. Post 3; p < 0.001, Post 1 vs. Post 3; p < 0.002）。
【００５２】
　一方、健側ｒＴＭＳ群では、多重比較試験において、ｒＴＭＳ後における運動機能改善
の有意差は認められなかったが（Pre-rTMS vs. Post 1; 加速度 p = 0.150, ピンチ力 p 
= 0.228）、健側ｒＴＭＳ後の運動訓練によりピンチ力の改善が認められた（Pre-rTMS vs
. Post 2; 加速度 p = 0.249, ピンチ力 p = 0.007）。しかしながら、この改善は両側ｒ
ＴＭＳ群とは異なり、ｒＴＭＳ後一週間継続しなかった（Pre-rTMS vs. Post 3; p = 0.0
68）。
【００５３】
　また、障害側ｒＴＭＳ群においては、多重比較試験において、ｒＴＭＳ後および運動訓
練後の変化は認められなかった（Pre-rTMS vs. Post 1; 加速度 p = 0.363, ピンチ力 p 
= 0.793, and Pre-rTMS vs. Post 2; 加速度 p = 0.447, ピンチ力 p = 0.613)。
【００５４】
　以上の結果、両側ｒＴＭＳ後に運動訓練を行った場合は、健側ｒＴＭＳ後および障害側
ｒＴＭＳ後に運動訓練を行った場合よりも、麻痺側手指機能が改善したことが明らかとな
った（両側rTMS vs. 健側rTMS; 加速度 p = 0.001, ピンチ力 p = 0.001, and 両側rTMS 
vs. 障害側rTMS; 加速度 p < 0.001, ピンチ力 p < 0.001）。
【００５５】
　以上のような本実施形態によれば、
１．脳血管障害患者、特に脳卒中等の慢性期脳血管障害患者の障害側手指の運動訓練を簡
単な構成で行うことができる。
２．運動訓練に用いることにより、障害側手指の運動機能をより強く改善する効果を奏す
る。
３．障害側手指の運動機能改善効果を長期間持続することができる。
【００５６】
　なお、本発明に係る脳機能リハビリテーション装置は、前述した実施形態に限定される
ものではなく、適宜変更することができる。例えば、本実施形態では、制御装置２および
刺激パルス発生器３を別体として構成し、電気的に接続しているが、一体型の装置として
構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本実施形態の脳機能リハビリテーション装置の基本構成および使用態様を説明す
る概念図である。
【図２】本実施形態の脳機能リハビリテーション装置の回路構成を説明するブロック図で
ある。
【図３】本実施形態の脳機能リハビリテーション装置により障害側手指の運動機能が改善
するメカニズムの想定図である。
【図４】ｒＴＭＳを与える前（Pre-rTMS）、ｒＴＭＳを与えた後（Post1）、その後の運
動訓練後（Post2）、およびｒＴＭＳの7日後（Post3）に障害側運動機能を評価した比較
実験の時間的経過を表した図である。
【図５】ｒＴＭＳを与える前（Pre-rTMS）、ｒＴＭＳを与えた後（Post1）、その後の運
動訓練後（Post2）、およびｒＴＭＳの7日後（Post3）に障害側運動機能を評価した比較
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実験に係る加速度とピンチ力のデータである。
【図６】ｒＴＭＳを与える前（Pre-rTMS）、ｒＴＭＳを与えた後（Post1）、その後の運
動訓練後（Post2）、およびｒＴＭＳの7日後（Post3）に障害側運動機能を評価した比較
実験に係る健側ｒＴＭＳ、障害側ｒＴＭＳ、および両側ｒＴＭＳの加速度データのグラフ
である。
【図７】ｒＴＭＳを与える前（Pre-rTMS）、ｒＴＭＳを与えた後（Post1）、その後の運
動訓練後（Post2）、およびｒＴＭＳの7日後（Post3）に障害側運動機能を評価した比較
実験に係る健側ｒＴＭＳ、障害側ｒＴＭＳ、および両側ｒＴＭＳのピンチ力データのグラ
フである。
【符号の説明】
【００５８】
　１　脳機能リハビリテーション装置
　２　制御装置
　３　刺激パルス発生器
　４　健側刺激コイル
　５　障害側刺激コイル
　７　ピンチ計測器
　８　加速度計
　２１　操作パネル
　２２　送出パルス制御部
　２３　健側パルス記憶部
　２４　障害側パルス記憶部
　３１　健側刺激パルス発生部
　３２　障害側刺激パルス発生部
　６１　健側パルス頻度設定部
　６２　健側パルス送出時間設定部
　６３　障害側パルス頻度設定部
　６４　障害側パルス送出時間設定部
　６５　健側パルス頻度記憶部
　６６　健側パルス送出時間記憶部
　６７　障害側パルス頻度記億部
　６８　障害側パルス送出時間記憶部
　Ａ　　対象患者
　



(11) JP 5037230 B2 2012.9.26

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(12) JP 5037230 B2 2012.9.26

【図６】

【図７】



(13) JP 5037230 B2 2012.9.26

フロントページの続き

(56)参考文献  特表２００８－５１８６７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００８－５４３４１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００６／０１９９９９２（ＵＳ，Ａ１）　　
              特表２００４－５１１３１４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｎ　　　２／００－２／１２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

