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1. 研究目的 

 本研究課題では、中間周波における神経作用を明らかにすることを目的に、痛覚閾値の

客観的な評価および生物物理パラメータの抽出を行う．また、電磁気学と生物物理の統合

計算法を用いて、個々の被験者の医用画像から構成された人体モデル実験を実施、中間周

波磁界による刺激標的組織を明らかにするとともに、電気刺激の体内電界閾値を推定する。

最後に、刺激を誘導する体内外の電磁界の関係を明らかにし、国際基準の策定に有用なデ

ータを提供する。 

電磁界による生体影響は、100kHz 周辺を境界とし、それより低い周波数では刺激作用、

高い周波数では熱作用が支配的となっている。中間周波における安全性評価では、その双

方の側面から評価する必要がある。国際非電離放射線防護委員会(International Com-mission 

on Non-Ionizing Radiation Protection：ICNIRP )、IEEE によれば、刺激作用からの防護には体

内誘導電界、熱作用からの防護には比吸収率（Specific Absorption Rate : SAR）が指標とし

て用いられている。両者のガイドラインにおける科学的根拠はほぼ一致しているにもかか

わらず、中間周波における許容外部電磁界強度は 10 倍に及ぶ場合がある。 

外部電磁界からの安全性を念頭に入れた刺激閾値の検索はこれまでほとんど実施され

ておらず、接触電流によるいわゆる軽度の通電による刺激のみを評価している（感覚閾値）。

この問題点として、常に指先の面積の領域のみを刺激しており、ゆえに、熱作用を十分評

価できていない可能性がある。このため、防護ガイドラインで本来防護すべき「痛覚」の

閾値に関しては、まったく手つかずの領域と言っても過言ではない。 

国際的には、2016 年に IEEE International Committee on Electromagnetic Safety (ICES)が、

低周波（概ね 10MHz 以下）Research Agenda を発表した。しかしながら、IEEE ICES Research 
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Agenda の評価対象となる組織について検討を行う方法は確立されていない。また、ICNIRP

でも Data Gap の文書が策定されているが、両者の相違点に関する検証を含む形で議論して

いる。このような中、本研究課題では、以下の 2 点を成果目標とする。 

1. 皮膚における痛覚をつかさどる神経（C 繊維、Aδ 繊維）を選択的に刺激し、閾値を検

索することにある。その際、異なる入射波形での刺激を実現することにより、神経の

電気生理パラメータを抽出する。 

2. 外部磁界による刺激標的組織が、皮膚あるいは筋肉どちらかについて頭部磁気刺激実

験により明らかにする。その際の電気刺激閾値を推定、さらには対応する外部磁界を

推定する。 

具体的には、評価対象となる組織（皮膚あるいは筋肉）に対し、神経の選択的な刺激の

ための神経活性化モデルを改良、さらに電磁界解析と神経活性化モデルとの融合による評

価を行い、これらを有機的に結合することで、中間周波における痛覚閾値を明らかにし、

許容外部電磁界強度を推定する。 

平成 29 年度、浜松医科大学は研究課題である「頭部磁気刺激による人体痛覚閾値の検

索」に関して以下の内容を実施した。 

① 光学ナビゲーションシステム導入による頭部刺激方法の確立 

光学ナビゲーションシステムを導入し、個人の頭部 MRI に基づいた高精度での刺激部位

の同定方法を確立する。 

② 同一被験者内における痛覚閾値の再現性の検討   

同一被験者内における痛覚閾値の再現性を検討し、適切な実験パラダイムを構築する。 
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2. 頭部磁気刺激による 

痛覚閾値の検討 

 

経頭蓋磁気刺激法（transcranial magnetic stimulation: TMS）は、1985 年に Barker らによって

初めて研究が行われた手法[1]である（図 1 と図 2）。その原理は、電磁誘導の法則（Faraday

の法則）に基づいたものである。頭部近傍にコイルを配置し、そのコイルに電流を流した

際に発生する磁界の変化により脳内に電流を誘導し、それによって大脳皮質を刺激する手

法である（図 3 と図 4）。磁界を用いることにより、絶縁効果の大きな頭蓋骨などの影響を

ほとんど受けることなく、脳内に電流を流し、刺激することが可能となる。TMS のパルス

は中間周波に相当する。TMS が開発されて 30 年以上が経ち、現在臨床や基礎研究に広く

用いられている[2]。国内では中枢神経刺激による誘発筋電図検査として 2000 年に医療保

険が適応されている。また、うつ病などの精神疾患や脳卒中リハビリテーションにおける

機能的治療法として国内外で臨床研究も精力的に進められている。 

TMS は投薬や直接刺激と比べ、後遺症などの患者への負担が少ないと言われている一方

で、頭部の弱い痛覚が報告されている[3]。これは、刺激時に発生する渦電流によって頭皮

や筋の痛覚神経が刺激されるためと推測されている[3]。TMS による痛覚誘発に関しては、

「副作用として弱い痛覚が生じること」自体は広く知られているが、どの程度の刺激強度

で痛覚が発生するのか、TMS を行う頭部の位置により痛覚に違いはあるのか、なぜ痛覚が

発生するのかなど基本的なことが明らかになっていない。 

上述のとおり TMS のパルスは中間周波に相当し、かつ刺激強度によってはある程度の
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痛覚を誘発しうるため、本研究の目的である外部磁界の「中間周波による痛覚閾値」を明

らかにするうえで格好のモデルとなると考えられる。 

そこで本研究では、TMS によって生じる頭部痛覚の閾値およびその個人差を明らかにす

る。また、頭部構造 MRI によって、頭皮および筋の厚さ情報を抽出し分析することで、頭

皮および筋が磁気刺激による痛覚発生に関与しているかを明らかにする。 

平成 29 年度、浜松医科大学では頭部磁気刺激による痛覚閾値の調査に関して、実験パ

ラダイムの構築を行った。具体的には、（1）光学ナビゲーションシステムを導入し、個人

の頭部 MRI に基づいた高精度での刺激部位の同定方法を確立した。（2）同一被験者内にお

ける痛覚閾値の再現性を検討し、高い再現性を実現する実験パラダイムを構築した。また、

（3）しばしば混同され同一のものとして扱われている知覚閾値と痛覚閾値を明確に切り

分け、別々に評価するための験パラダイムを構築した。平成 30 年度以降に中間周波によ

る痛覚閾値を本格的に検討するためにいずれの項目も欠かせないものであり、初年度に実

施をした。 

なお、ここで紹介する全ての実験は、研究課題「経頭蓋磁気刺激により生じる頭部痛覚

の閾値に関する研究」として浜松医科大学倫理委員会の承認を得ており（研究番号 17-151）、

また UMIN 臨床試験登録システム（UMIN-CTR）にも登録済である（UMIN000029783）。 
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図 1 磁気刺激装置と磁気刺激コイル 

 

図 2 70mm ダブル磁気刺激コイルの拡大図 
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図 3：70mm ダブルコイルのおおよその電場プロファイル(Mgastim 説明書より引用) 

 

図 4：70mm ダブルコイルのおおよその磁場プロファイル((Mgastim 説明書より引用) 
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2.1. 研究対象者 

以下の選択基準を満たし、除外基準に当てはまらない健常成人を本研究の対象者とした。 

6 名（男 3女 3）が今年度で実施した実験パラダイムの確立に関する実験に参加した。6 名

全員が MRI 実験および TMS 実験に参加した。なお、この選択および除外基準は来年度以降

の本実験でも採用する予定である。 

選択基準 

① 生活歴上に精神・神経疾患の既往歴、現病歴の無い人 

② 同意取得時に 20歳以上 80歳未満の人 

③ 本研究参加にあたり十分な説明をうけた後、十分な理解の上、被験者本人の自由意思

による文書同意が得られた人 

除外基準 

① 頭部外傷の既往がある人 

② 脳に器質的な疾患の既往がある人 

③ 物質依存の既往あるいは現在症がある人 

④ 中枢神経作動薬を内服している人 

⑤ 意識混濁、けいれん発作、てんかんなどの既往がある人 

（熱性けいれんのみの既往は除外しない） 

⑥ 慢性的な頭痛の症状のある人 

⑦ MRI の試行にリスクが伴う人（下記） 

1. 心臓ペースメーカーを埋め込まれている人 

2. 金属属製の心臓人工弁を使用した手術を受けた人 

3. 人工内耳（移植蝸牛刺激装置）、人工耳小骨を使用している人 
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4. 神経刺激装置（深部脳刺激装置、ＴＥＮＳ装置）を使用している人 

5. 骨成長刺激装置を装着中の人 

6. 注入ポンプ等を使用している人 

7. 磁力により装着する義眼や磁力部分が着脱不能な義歯を装着している人 

8. 冠状動脈等に磁性体のステント挿入後２ヶ月未満の人 

9. 脳動脈瘤手術による金属クリップやコイル等を留置された人 

10. その他の金属が体内にある人 

11. 閉所恐怖症の人 

12. 入れ墨のある人 

⑧  TMS の試行にリスクが伴う人（下記） 

上記①②⑤⑥および 1,2,3,4,6,7,8,9,10 に加えて 

13. 失神の既往がある人 

14. 聴覚異常・耳鳴りのある人 

15. 家族にてんかんの既往がある人 

16. これまでの TMS検査で有害な副作用があった人 

⑨ 研究者が不適当と判断したもの 
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2.2. MRI撮像パラメータの検討 

経頭蓋磁気刺激実験では、刺激部位の正確な同定のために光学ナビゲーションシステムを

導入し、磁気刺激コイル位置のリアルタイムのモニタリングを行う。そのために頭部解剖

MR 画像が必要である。また、名古屋工業大学・平田研究室では、中間周波刺激による頭

部痛覚に関する標的組織を明らかにする目的で、個々の被験者から得られた頭部解剖 MRI

画像からリアル人体頭部モデルを構築する。特に脳など個人差の大きい部位への刺激につ

いては、外部からの電気・磁気刺激による誘導電界のばらつきが顕著であることが報告さ

れている[4]ため、個々人のモデルで検証する必要がある。上記の２つの目的のために、全

ての実験参加者について T1 および T2 頭部解剖画像が今後の研究に必要であり、そのため

に最適な撮像パラメータを検討した。 

 実験では、浜松医科大学医学部付属病院に設置されている 3 テスラ MRI 装置（Discovery 

MR750 3.0T, GE Healthcare）を用いた。T1 weighted image に関しては 3D T1 sagittal FSPGR

シークエンスを用いた。T2 weighted image に関しては T2 sagittal Cube シークエンスを用

いた。光学ナビゲーションシステムによる磁気刺激コイル位置のリアルタイムのモニタリ

ングでの使用を考慮し、撮像範囲は耳も全てカバーするように撮像を行った。当初高空間

解像度を最優先し、voxel size 0.5mm で Matrix 512 x512 での撮像を試みていたが、リアル

頭部モデル構築の際の組織ごとの segmentation プロセスにおいて該当のパラメータでは適

切に segmentation することが困難であることが判明した。したがって、voxel size は 1.0mm 

とし、Matrix は 256 x256 とするような撮像パラメータを基本とし、その他のパラメータの

検討を実施した。その結果、表 1 に示すような撮像パラメータに決定した。実際に撮像さ

れた画像の例を図 5 と 6 に示す。このパラメータで撮像された T1 weighted image に関し

て、各組織に分離する segmentation 処理が問題なく実施できるかを検討するため、脳画像

分析ソフトエアである Statistical Parametric Mapping 12 (SPM12)ソフトウエアを用いて分析
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を行った（http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/）。その結果、図 7 に示すように問題なく組織ご

とに分離できることが明らかになり、撮像パラメータの最適性が確認された。このパラメ

ータで撮像された MR 画像を用いて、来年度以降に図 8 で概略して示したような手続きに

従い、名古屋工業大学の平田研究室においてリアル人体頭部モデルの作成を実施する。 

 

 

表 1  MR 画像の撮像パラメータ 

 TR [ms] TE [ms] FA FOV [cm2] Voxel Size [mm] Matrix 

T1 7.2 minimum 15 25.6 1×1×1 256×256 

T2 2500 

Maximum 

(60-157) 

90 25.6 1×1×1 256×256 

＊撮像には 3 テスラ MRI 装置（Discovery MR750 3.0T, GE Healthcare）を用いた。T1 weighted 

image に関しては 3D T1 sagittal FSPGR シークエンスを用いた。T2 weighted image に関し

ては T2 sagittal Cube シークエンスを用いた。 
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図 5 研究で用いる T1 Weighted MR 画像の 1 例 

 

図 6 研究で用いる T2 Weighted MR 画像の 1 例 
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図 7 頭部および組織ごとの MR 画像 Segmentation 

 

 

図 8 リアル人体頭部モデルの生成アルゴリズム 

（平田晃正氏による本受託研究に関する平成 29 年度報告書より転載） 

Voxelized human

head model

Skin Bone Skull

Brain

FreeSurfer

Segmentation

Combine

Voxelize

Outer skullBrain
T1-weighted image

T2-weighted image

MaskingMRI
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2.3. 光学ナビゲーションシステムによる刺激

部位の同定 

中間周波の頭部磁気刺激による頭部痛覚閾値を明らかにする際、頭部のどの部位に対し

て磁気刺激を行ったかを正確にモニターすることが必須となる。そこで、今年度は光学ナ

ビゲーションシステムを新たに導入し、正確な頭部磁気刺激が可能な実験環境を構築した。

光学ナビゲーションシステムは TMS NAVIGATOR (LOCALITE 社)システムを用いた

（http://www.localite.de/en/products/tms-navigator/）。 

TMS NAVIGATOR システムでは、図 9 に示すとおり、磁気刺激コイルに設置された反射

マーカーにより磁気刺激コイルの位置を赤外線カメラを用いてリアルタイムでモニター

する。あらかじめ撮像しておいた参加者の頭部 T1 weighted image の空間座標と実空間にお

ける頭部の位置合わせを行うことにより、実空間上における磁気刺激コイルの位置を MR

画像上のコイルの位置と一致させることができる（図 10 と図 11）。これにより、画面上の

MR 画像を見ながら、リアルタイムかつ正確に磁気刺激コイルを誘導し、目的の部位を刺

激する事ができる。刺激部位、コイルの向き、コイルの角度を記録することができるので

再現性良く継続的に繰り返し同部位を刺激することが可能である。 
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図 9 磁気刺激コイルに設置されたトラッカー（反射マーカー）（左写真）と赤外線カメ

ラ（右写真）。反射マーカーにより磁気刺激コイルの位置を赤外線カメラを用いてリアル

タイムでモニターする。  
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図 10 MRI 画像上での磁気刺激コイル位置を正確にモニターする 

 

 

図 11 光学ナビゲーションシステムを用いた頭部磁気刺激の例。モニタに映し出された

コイルの位置を参照しながら正確に磁気刺激コイルを標的部位に誘導することが可能。 
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2.4. 痛覚閾値の再現性の検討 

痛覚閾値を適切に評価するための実験系を構築することが本年度の目標である。実験では、

計測の再現性が確保されていることが重要な要素のひとつである。したがって、痛覚閾値

の再現性という観点から、実験系の構築と評価を行った。また本研究では、痛覚を感じる

ぎりぎり最低の刺激強度を痛覚閾値と定義し、触覚をぎりぎり感じる刺激強度である知覚

閾値と実験的に区別できるかも合わせて検討した。 

 

方法 

①全ての実験で参加者は、同意取得、背景確認の後、構造 MRI 検査を受けた。浜松医科大

学付属病院の MRI を使用した（詳細は 2.2 を参照）。 

②実験では左半球の一次運動野上の頭部をターゲットとして磁気コイルを置いて刺激し

た場合の痛覚閾値・感覚閾値を検討した。磁気コイルの位置は、光学ナビゲーションシス

テムおよび MRI 画像に基づき同定を行った（詳細は 2.3 を参照）。 

③安全および磁気刺激強度のモニタリングのために、運動誘発電位(Motor evoked potential: 

MEP)を右拇指内転筋より計測した（図 12 および 13）。 

④知覚閾値を計測した。弱い磁気刺激強度からだんだんと強度を上げていき、少しでも頭

部に刺激を感じたら言語報告してもらった。その刺激強度で 10 回刺激を行い、10 回中 5

回刺激を感じた場合、その刺激強度を知覚閾値と定義した。もし 10 回中 5 回を上回った

り下回ったりしたら、それぞれ刺激強度を上下させ、同様の手続きで知覚閾値を探索した。

磁気刺激は約 10 秒に 1 回程度の刺激間隔で実施した。刺激に対し参加者の感覚が馴化し

閾値同定が困難な場合は、休憩を挟んで再計測した。 
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⑤次に痛覚閾値を検討した。弱い磁気刺激強度からだんだんと強度を上げていき、少しで

も頭部に痛覚を感じたら言語報告してもらった。その刺激強度で 10 回刺激を行い、10 回

中 5 回痛覚を感じた場合、その刺激強度を痛覚閾値と定義した。もし 10 回中 5 回を上回

ったり下回ったりしたら、それぞれ刺激強度を上下させ、同様の手続きで痛覚閾値を探索

した。磁気刺激は約 10 秒に 1 回程度の刺激間隔で実施した。刺激に対し参加者の感覚が

馴化し閾値同定が困難な場合は、休憩を挟んで再計測した。 

⑥全ての研究対象者について知覚閾値、痛覚閾値共に 1 回目の計測が終わってから 15 分

後に 2 回目の計測を実施した。15 分後の計測で再現性があるかを検討するためである。 

⑦全ての研究対象者について知覚閾値、痛覚閾値共に 1 回目の計測が終わってから 24 時

間以降に 3 回目の計測を実施した。24 時間以降の計測で再現性があるかを検討するためで

ある。 
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図 12 誘発筋電図計測システム(CED1401)と右拇指内転筋の筋電図計測 

 

図 13 頭部磁気刺激による運動誘発電位の例 
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痛覚閾値の結果 

痛覚閾値の実験結果を表2と図14に示した。1回目から三回目の痛覚閾値の平均値はそれぞ

れ53.8, 55.3, 53.0%であった。15分後の閾値計測で多少閾値が高くなる傾向があったが

有意な差ではなかった(p=.62)。各測定間でPearsonの相関係数を求めると、1回目と2回目

の相関係数は.84(p=.04)、1回目と3回目の相関係数は.93(p=.006)であり、いずれも高い相

関を示した。したがって、痛覚閾値に関しては、初回から15分後の計測、24時間以降の計

測のいずれでも高い再現性が示された。このことは構築した実験パラダイムにより信頼性

高く痛覚閾値が計測できていることを示している。 

 

表2 痛覚閾値の平均値と標準偏差（値は磁気刺激の最大出力を100％とした場合） 

 1 回目計測 2 回目計測 3 回目計測 

平均値 53.8 55.3 53.0 

標準偏差 9.93 12.4 11.1 

 

図 14 痛覚閾値の再現性（6 名の個人データと平均値） 
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知覚閾値の結果 

知覚閾値の実験結果を表3と図15に示した。1回目から三回目の知覚閾値の平均値はそれぞ

れ17.5, 20.9, 18.8%であった。15分後の閾値計測で閾値が高くなる傾向があり有意な差

があった(p=.012)。各測定間でPearsonの相関係数を求めると、1回目と2回目の相関係数

は.70(p=.12)、1回目と3回目の相関係数は.92(p=.009)であり、1回目と2回目の相関係数は

有意ではなかった。したがって、知覚閾値に関しては、初回から15分後の計測では馴化に

より閾値が上昇し再現性がやや得にくいことが示された一方、少なくとも24時間の間隔を

あければ再現性高く評価できることが示された。 

 

表3 知覚閾値の平均値と標準偏差（値は磁気刺激の最大出力を100％とした場合） 

 1 回目計測 2 回目計測 3 回目計測 

平均値 17.5 20.9 18.8 

標準偏差 4.1 5.2 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 知覚閾値の再現性（6 名の個人データと平均値） 
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2.5. 痛覚閾値と感覚閾値の比較検討 

1 回目のデータを利用し、6 名の対象者の痛覚閾値と知覚閾値の比較を行った。痛覚閾値

の平均値は 53.8%であったのに対し、知覚閾値の平均値は 17.5%であった（図 16）。この

差は有意であった。したがって、今回構築した実験系によって痛覚閾値と知覚閾値を分離

して評価できることが示された。 

 

 

 

図 16 痛覚閾値と知覚閾値の比較（6 名の平均値と標準偏差） 
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2.6. 異なった頭部での痛覚閾値の予備的検討 

筋や皮膚の空間分布の違いにより、異なった頭部領域で痛覚閾値が異なる可能性がある。

したがって、異なった頭部位間での痛覚閾値の違いを明らかにすることにより、痛覚の発

生に関与する標的組織が同定されると考えられる。そこで、（１）側頭筋が密に存在し（２）

言語障害で磁気刺激のターゲットとなるブローカ野の直上領域について痛覚閾値を検討

し、運動野直上付近を刺激した際の痛覚閾値との比較を行った。本研究は来年度以降の検

討課題であるが、一部先取りし 2 名の対象者で実施した。 

その結果、運動野直上を刺激した際の痛覚閾値に比べて、ブローカ野の直上領域を刺激

した際の痛覚閾値は、2 名とも明らかに低かった（図 17）。 

 

図 17 異なった頭部部位間での痛覚閾値の比較（2 名の個人データ） 
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3. 総括 

中間周波の外部磁界による痛覚閾値を明らかにするため、「頭部磁気刺激による人体痛

覚閾値の検索」に関して検討を行った。平成 29 年度では、以下の項目に対して調査研究を

実施した。以下に項目ごとの成果をまとめる。 

 

(1) 中間周波刺激による頭部痛覚に関する標的組織を明らかにする目的で、名古屋工業大

学平田研究室は個々の被験者から得られた頭部解剖 MRI画像からリアル人体頭部モデ

ルを構築することを目標の一つとしている。そのため、全ての実験参加者について T1

および T2 頭部解剖画像が今後の研究に必要であり、最適な撮像パラメータを検討し

た。検討の結果、表１の撮像パラメータ導入により、リアル人体頭部モデルの構築に必

要である、頭部を各組織に分離する segmentation のプロセスが問題なく実施できるこ

とを確認した（図 7）。 

 

(2) 中間周波の頭部磁気刺激による頭部痛覚閾値を明らかにする際、頭部のどの部位に対

して磁気刺激を行ったかを正確にモニターすることが必須となる。そこで、今年度は

光学ナビゲーションシステムを新たに導入し、正確な頭部磁気刺激が可能な実験環境

を構築した。 

 

(3) 痛覚閾値を適切に評価するための実験パラダイムを構築した。同一参加者内での痛覚

閾値の再現性を検討することで、実験パラダイムの信頼性を評価した。6 名の成人健常

者が研究に参加した。実験の結果、痛覚閾値は、初回計測から 15分後の計測、24時間
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以降の計測のいずれでも高い再現性が示された。このことは構築した実験パラダイム

により信頼性高く痛覚閾値が計測できていることを示している。また、知覚閾値に関

しては、初回計測から 15 分後の計測ではり閾値が上昇し再現性がやや得にくいことが

示された一方、少なくとも 24時間の間隔をあければ再現性高く評価できることが示さ

れた。したがって、平成 30年度以降の本実験では、仮に同一部位の閾値を検討する場

合は、知覚閾値に関しては 24時間の間隔を空ける必要があることが示唆された。 

 

(4) 触覚をギリギリ感知する閾値を「知覚閾値」、痛覚をギリギリ感知する閾値を「痛覚閾

値」として定義し、それぞれ別々の閾値として本実験パラダイムで評価することがで

きるかを検討した。実験の結果、痛覚閾値は知覚閾値に比べて明確に閾値が高くその

差は有意であった（図 16）。したがって、今回構築した実験パラダイムによって痛覚閾

値と知覚閾値を分離して評価できることが示された。 

 

(5) 筋や皮膚の空間分布の違いにより、異なった頭部領域で痛覚閾値が異なる可能性があ

る。前頭前野直上の頭部領域について痛覚閾値を検討し、運動野直上付近を刺激した

際の痛覚閾値との比較を行った。本研究は来年度以降の検討課題であるが、一部先取

りし 2 名の対象者で実施した。その結果、運動野直上を刺激した際の痛覚閾値に比べ

て、前頭前野の直上領域を刺激した際の痛覚閾値は、2 名とも明らかに低かった（図

17）。来年度以降、データ数を加算して統計的に有意であるかを明らかにするとともに、

名古屋工業大学と連携し、頭部内誘導電界を計算し、筋肉の厚みの違いによる誘導電

界分布の変化と痛覚閾値との関連性を明らかにする。 
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まとめると、来年度以降、本格的に中間周波による痛覚閾値を検討していくための実験パ

ラダイムを確立することができた。今後の課題として、被験者数を増やしていくことで頭

部磁気刺激による痛覚閾値とその個人差を明らかにすること、痛覚閾値の男女差を明らか

にすること、痛覚閾値の年齢依存性を明らかにすること、異なった頭部部位間の痛覚閾値

の違いを明らかにすることが挙げられる。いずれも本年度に構築した実験パラダイムを用

いて検討することが可能である。 

また、MRI データと閾値データを平田研究室と共有することにより、モデルによる解析

と実験結果との比較による痛覚閾値の検索などに研究を展開していきたい。  
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1. 研究目的 

 本研究課題では，中間周波における神経作用を明らかにすることを目的に，皮膚におけ

る痛覚をつかさどる神経（C繊維，Aδ繊維）を選択的に刺激することにより，刺激閾値の

客観的な評価および生物物理パラメータの抽出を行う．また，電磁気学と生物物理の統合

計算法を用いて，個々の被験者の医用画像から構成された人体モデル実験を実施，中間周

波磁界による刺激標的組織を明らかにするとともに，電気刺激の体内電界閾値を推定する．

最後に，刺激を誘導する体内外の電磁界の関係を明らかにし，国際基準の策定に有用なデ

ータを提供する． 

電磁界による生体影響は，100kHz 周辺を境界とし，それより低い周波数では刺激作用，

高い周波数では熱作用が支配的となっている．中間周波における安全性評価では，その双

方の側面から評価する必要がある．国際非電離放射線防護委員会(International Com-mission 

on Non-Ionizing Radiation Protection：ICNIRP )，IEEEによれば，刺激作用からの防護には体

内誘導電界，熱作用からの防護には比吸収率（Specific Absorption Rate : SAR）が指標とし

て用いられている．両者のガイドラインにおける科学的根拠はほぼ一致しているにもかか

わらず，中間周波における許容外部電磁界強度は 10倍に及ぶ場合がある． 

外部電磁界からの安全性を念頭に入れた刺激閾値の検索はこれまでほとんど実施され

ておらず，接触電流によるいわゆる軽度の通電による刺激のみを評価している（感覚閾値）．

この問題点として，常に指先の面積の領域のみを刺激しており，ゆえに，熱作用を十分評

価できていない可能性がある．このため，防護ガイドラインで本来防護すべき「痛覚」の

閾値に関しては，まったく手つかずの領域と言っても過言ではない． 

国際的には，2016 年に IEEE International Committee on Electromagnetic Safety (ICES)が，
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低周波（概ね 10MHz以下）Research Agenda を発表した．しかしながら，IEEE ICES Research 

Agenda の評価対象となる組織について検討を行う方法は確立されていない．また，ICNIRP

でも Data Gap の文書が策定されているが，両者の相違点に関する検証を含む形で議論して

いる．このような中，本研究課題では，以下の 2点を成果目標とする． 

1. 皮膚における痛覚をつかさどる神経（C繊維，Aδ繊維）を選択的に刺激し，閾値を検

索することにある．その際，異なる入射波形での刺激を実現することにより，神経の

電気生理パラメータを抽出する． 

2. 外部磁界による刺激標的組織が，皮膚あるいは筋肉どちらかについて臨床データより

明らかにする．その際の電気刺激閾値を推定，さらには対応する外部磁界を推定する． 

具体的には，評価対象となる組織（皮膚あるいは筋肉）に対し，神経の選択的な刺激の

ための神経活性化モデルを改良，さらに電磁界解析と神経活性化モデルとの融合による評

価を行い，これらを有機的に結合することで，中間周波における痛覚閾値を明らかにし，

許容外部電磁界強度を推定する． 

平成 29年度は，以下の 2点の内容を検討，実施した． 

① C 繊維を選択的に刺激する方法を検討し，電気刺激の強度を変化させた場合の閾値の

ばらつきについて調査を行う．また，ばらつきに関する脳活動を明らかにする． 

② 神経モデルとの効率的な融合を目的とした人体頭部モデル構築アルゴリズムを開発

し，筋肉組織の厚み調節や，導電率の異方性を考慮した電磁界解析を行う．  
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2. C繊維の選択的刺激法の確認 

痛覚の情報を伝える神経には，直径が太い有髄 Aδ 繊維と直径が細い無髄 C 線維の 2 種

類がある．Aδ繊維が，侵害刺激を受けた直後に感じる鋭い痛み（一次痛）を伝えるのに対

して，C 繊維は，少し遅れて感じるうずくような痛み（二次痛）を中枢神経系に伝えてい

る．痛みは生体に対する警告信号としての意味を持ち，これを定量的に評価することがで

きれば，疾病の診断や治療効果の判定に有用である．しかしながら，Aδ 繊維と C 繊維を

選択的に刺激する方法は未だ確立されていない． 

研究協力者である生理学研究所の乾らは，皮膚表層における末梢神経を刺激する電極

（針電極）の開発に取り組んでおり，脳機能計測と反応時間を用いて末梢神経の選択刺激

に取り組んできた[1]．名古屋工業大学では，針電極に様々な入射波形の電流を提示するこ

とで，C 繊維を選択的に提示できる方法を検討した．実験内容については，名古屋工業大

学の生命倫理審査委員会に申請し，承認を得た後に実験を遂行した（課題番号 29-014，課

題名：末梢神経刺激の選択的刺激法の確立と脳反応の計測）． 

本実験で末梢神経を刺激するために用いた針電極（NM-983W）は，直径 1.3mm の円筒

の中心部に針部が円筒よりも 0.02mm 突き出た構造となっており，電極間距離が 6mm 離

れた状態で 3つの同心円電極が配置されている（図 2.1）． 電気刺激装置（STG4004）は，

4 チャンネルの刺激が可能であり，チャンネル毎に自由自在に刺激のパターンを構成する

ことが可能であるため，Aδ 繊維や C 繊維を選択的に刺激するための最適パターンを検証

することが可能である（図 2.2）． 
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図 2.1 針電極（NM-983W）と電極部の拡大図 

 

 

図 2.2 電気刺激装置（STG4004）と作成可能な刺激パターン 
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右手の手背部に針電極を装着し（図 2.3），入射波形のパターンは先行研究における報告

を参考にして，電気刺激の立ち上がりと立下りが 500 μs の三角波[2]，5Hzのサイン波[3]，

刺激の通電時間が 100 μsの矩形波を用いた（図 2.4）．三角波，矩形波では，針電極の円筒

部を陰極に，針部を陽極として刺激を行った．被験者には各条件について，電流刺激の強

度を徐々に上昇させて行き，痛みを感じたときに出来るだけ素早く左手拇指でスイッチを

押すように教示した． 

 

図 2.3 右手背部に装着した針電極 
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図 2.4 針電極への入射波形パターン（A：三角波，B：サイン波，C：矩形波） 

サイン波と矩形波の条件では，電流刺激強度を上昇させながら反応時間を計測すると，

両条件ともに刺激提示後から約 500ms の反応時間が得られた．また，刺激強度をさらに上

昇させても反応時間の延長はみられなかった．三角波の条件では，微弱な電気刺激提示時

には，反応時間は 1000ms を越えていたが，強度をさらに上昇させると反応時間は約 500ms

に短縮することが明らかとなった．C 繊維の伝導速度は 1m/s 程度であることが知られて

いる．そのため，手背部からの痛覚情報が C繊維によるものであった場合には，計算上で

は反応時間が 1000ms を越えることが想定され，実験結果より針電極に三角波を通電する

ことで C線維を選択的に刺激していたことを示している．他の条件でみられた 500ms 前後

の反応時間は Aδ 繊維による痛覚情報であると考えられる．また，被験者の内省報告にお
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いても，三角波における痛みは，針で触れられているような痛みや灼熱痛を報告しており，

C繊維による痛みに関する先行研究と一致しているものであった． 

以上の結果から，針電極の針部を陽極，筒部を陰極として，三角波を提示することによ

って，C 繊維を選択的に刺激できることが明らかとなった．今後の課題としては，三角波

は刺激の立ち上がりと立下りの時間の操作することが可能であるため，刺激のパラメータ

を操作することで，C繊維を効率的に刺激することが可能な条件の調査が挙げられる． 

 



10 

 

3. 人体頭部モデル構築 

 近年，医療分野において脳組織を非侵襲的かつ局所的に刺激することに関心が高まっ

ている．その一つの手法として，経頭蓋磁気刺激法（Transcranial Magnetic Stimulation : TMS）

が挙げられる．TMS は 1985 年に Barker らによって初めて研究が行われた手法[4]であり，

その原理は，電磁誘導の法則（Faradayの法則）に基づいたものである．頭部近傍にコイル

を配置し，そのコイルに電流を流した際に発生する磁界の変化により脳内に電流を誘導し，

それによって大脳皮質を刺激する手法である．磁界を用いることにより，絶縁効果の大き

な頭蓋骨などの影響をほとんど受けることなく，脳内に電流を流し，刺激することが可能

となる．TMSは刺激時の生体反応を観測することで脳機能の診断が可能であり，複数回の

パルスを連続的に入力し刺激する手法である rTMS は，うつ病などの脳障害を持つ人のリ

ハビリテーション方策などで有効性が示されている[2-3]． 

TMSは投薬や直接刺激と比べ，後遺症などの患者への負担が少ないと言われている一方

で，特に発話や言語機能を有する位置を刺激した際に，被験者が顔の筋肉や喉，顎などに

痛みや不快であると感じる例が報告されており[4-5]，施術を続行できない場合がある．こ

の原因は，TMSによって側頭筋にある三叉神経の一つである下顎神経が刺激されることに

よるものであると指摘されている[9]． 

名古屋工業大学では，この TMS による刺激時の痛みについての検討を行うためのモデ

ル構築を行った．具体的には，従来，本研究グループで利用していたリアル人体頭部モデ

ルに対し，筋繊維の異方性の考慮および筋肉組織の厚みを調整した．このモデルを用いる

ことで，今後，筋繊維に関わる神経刺激に関する研究へと応用することが可能となる．ま

た，言語機能を持つブローカ野付近をターゲットとした時の TMS による誘導電界を計算

し，筋肉組織に誘導される電界について検討する． 
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3.1. 数値人体モデル構築手法 

 今年度はパイロットスタディとして，個々人の差異を考慮するため，MR画像

（http://insight-journal.org/midas/collection/view/190）より構築したリアル人体頭部モデルを

解析に用いる．このMR画像は General Electric 社製の 3T スキャナにより撮像されたもの

であり，撮像環境は表 3.1に示すとおりである．なお，共同研究先である浜松医科大学

においても，MR画像の撮像条件等の予備的検討が行われていることを付記する． 

脳など個人差の大きい部位への刺激については，外部からの電気・磁気刺激による誘

導電界のばらつきが顕著であることが報告されている[10]ため，個々人のモデルで検証す

る必要がある．リアル人体頭部モデルの作成は本研究グループが開発したソフトウェア

[11]を使用しており，その概略図を図 3.1に示す．まず， MR画像の T1強調画像よりフ

リーソフト FreeSurfer[12]を用いて灰白質や白質と行った脳内組織の表面メッシュデータ

を作成する．この時，T2強調画像を用いて，あらかじめ図 3.1に示すように T1強調画

像にフィルタリングを行うことで，FreeSurfer によるメッシュデータ作成の精度の向上を

図っている．また， T1，T2強調画像を使用し，ソフトウェアライブラリ[13]のような手

続きをすることで，皮膚，頭蓋，脳骨髄液といった頭部内のその他の組織のメッシュデ

ータを作成する．最後に，これらのメッシュデータを組み合わせ，内部を埋めることで

ボクセルモデルを生成する．図 3.2に構築した数値人体モデルの例を示す．構築モデル

の分解能は 0.5 mmであり，13種類の組織から構成されている． 
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表 3.1 MR画像の撮像環境 

 TR [ms] TE [ms] TI FOV [cm2] Voxel Size [mm] Matrix 

T1-weighted 7.4 3 600 25.6 1×1×1 256×256 

T2-weighted 2500 80 - 25.6 1×1×1 256×256 

 

 

図 3.1 リアル人体頭部モデルの生成アルゴリズム 
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head model
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図 3.2 数値人体モデル構築例 
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3.2. 筋肉組織の厚み調整 

皮膚痛覚の閾値を検索するに当たり，実際の人体において筋繊維の向きによる電流の流

れやすさを考慮する必要がある．また，神経モデルを用いた解析を行うには，現実に即し

た筋肉組織のモデル化が必要となる． 

筋肉組織は，T1強調画像から組織の同定を行うが，頭部の筋肉は薄いため，単純なしき

い値による MR 画像のコントラスト（T1強調画像において，筋肉：暗い，脂肪：明るい）

によっては明確に組織を判別できないこともある．また，筋肉の厚みは単純な個人差や，

筋肉の水分含有量の時間変化によっても多少の差が生じるため，図 3.3 に示したように，

従来作成していたモデルでは，筋肉組織が連続して存在していない部位があった．そこで，

筋肉組織のより詳細なモデル化を行うため，数値モデル構築時の厚みに関するパラメータ

について検討を行う．具体的には，図 3.3に示すように，T1強調画像から筋肉の組織を決

定する際のしきい値を人体モデルごとに固有に変更することで， 筋肉組織の厚みの変更

を行った．従来のパラメータを使用し作成したモデルに加え，筋肉組織を約 1 mm，2 mm

厚くしたものを解析に用いる．  

 

図 3.3 筋肉の厚み変更  

 

T1-weighted MR image previous +1 mm +2 mm

: other tissues: muscle
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3.3. まとめ 

 近年，わが国の医療は急速な進歩を遂げている．その中でも，大脳の組織を非侵襲的か

つ局所的に電気刺激する方法は世界的にも非常に注目を集めている．その方法には様々な

ものがあるが，経頭蓋磁気刺激法（Transcranial Magnetic Stimulation: TMS）は，頭部近傍に

コイルを配置し，そのコイルに電流を流した際に発生する磁界の変化により脳内に電流を

誘導し，大脳皮質を刺激する手法である．TMSは投薬や直接刺激と比べ，後遺症などの患

者への負担が少ないと言われている一方で，特に発話や言語機能を有する位置を刺激した

際に，被験者が顔の筋肉や喉，顎などに痛みや不快であると感じる例が報告されており[4-

5] ，これは脳と同時に下顎神経が刺激されているとの指摘がある[9]．本研究では，TMSに

より筋肉に誘導される電界を計算機状でシミュレーションし，この算出された電界を用い

て下顎神経の応答について検討を行う．特に，神経の存在する筋組織について詳細な検討

が必要であるため，個々人の MR 画像より作成した人体モデルの高精度化が必要となる． 

本章では， MR画像に基づく個々人に対応した人体頭部モデル構築アルゴリズムについ

て述べた．また，筋肉組織の厚みを変更することで，今後の神経刺激応答の検討にも対応

可能な頭部モデルを作成した． 
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4. 電磁界解析手法 

本研究では，TMS による脳刺激法に伴い脳内に誘導される電流を計算機上でシミュレー

ションし，筋肉に誘導される電界を評価する．準静近似が有効とされる 10 MHz以下の周

波数帯において，電磁界ばく露は，電界ばく露と磁界ばく露に分けて考えることが可能で

ある[14]．本シミュレーションにおいて発生する変位電流等は，定常電流に対して非常に

微弱であるので，この近似は有効である． 

本章では，まず準静近似に基づく 2段階解析手法，SPFD法[15]のアルゴリズムおよび多

重格子法[16]の概要について述べる．次に，本論文でモデル化する 8 の字型コイルモデル

について述べ，最後に解析条件について示す． 

4.1. 準静近似に基づく 2段階解析手法 

準静近似が有効である周波数帯において，電磁界ばく露は電界ばく露と磁界ばく露に分

けて考えることが可能となり，その解析は飛躍的に簡易となる．特に準静近似が有効であ

る周波数帯において，生体組織は良導体として振る舞い，かつ，電磁界の波長が人体より

も十分に長く，誘導電流による二次磁界の影響を無視することが可能となる．つまり，磁

界分布は人体の存在により変化しないため，極低周波におけるドシメトリでは，この仮定

に基づき解析が行われている．準静近似に基づく 2 段階解析手法[14]は，人体が存在しな

い場合における磁気ベクトルポテンシャルもしくは電流分布を計算し，得られた磁気ベク

トルポテンシャルを等価的に波源としてドシメトリを行う手法である． 

本研究では，まず，モーメント法に基づく商用ソフト FEKO を用いて，8 の字型コイル

により自由空間中に発生する磁気ベクトルポテンシャル分布の計算を行う．次に，スカラ
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ーポテンシャル有限差分（Scalar Potential Finite Difference: SPFD）法[15]を用いて電磁界の

体内誘導量の計算を行う．また，体内誘導量を導出する際の反復解法として逐次加速緩和

方（Successive Over-Relaxation: SOR）法を適用しており，これに多重格子法[10]を適用する

ことで，計算時間の高速化を図る． 

4.1.1. スカラーポテンシャル有限差分法 

SPFD法[15]とは，スカラーポテンシャルを差分することによって電界を求める方法であ

る．計算対象とする生体を複数の 3次元の立方体セルでモデル化し，セルの各辺にエッジ

コンダクタンス s，各ノードにスカラーポテンシャルを想定する．式(4.1)のような接点方

程式を連立させて解くことにより，ノードに生じるスカラーポテンシャルを求める． 

 図 4.1 のような立方体セルに磁界 Bx，By，Bz が入射され，それらによりセルの各ノー

ドにスカラーポテンシャルが生じる． 
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ここで，A0nはボクセルの辺の外部磁気ベクトルポテンシャル，l はセルサイズ，n はノー

ド位置ラベル（1~6）である．また，エッジコンダクタンス snは，式(4.2)で表される． 

 
n

n n

n

a
s

l
   (4.2) 

ここで，anはボクセルの 1 面の表面積， n は辺 n を共有する 4 ボクセルの平均の導電率

である． 

 1次の内部電界 E と外部磁界 Bは人体の内部で微分方程式 

  
0j B  E   (4.3) 
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 0  B E   (4.4) 

 

図 4.1 立方体モデル 

が成り立つ．外側に向いた単位正規ベクトルを n̂とした時，人体表面での境界条件は， 

 ˆ 0n  E  (4.5) 

である．ベクトルポテンシャル 

 
0 0B A   (4.6) 

を導入し，式(4.3)に代入すると 

  0 0j  E A   (4.7) 

が成り立つ．括弧内の項はスカラーポテンシャルの負の勾配として表されるので，電界

は式(4.8)で表される． 

 
0j   E A   (4.8) 
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 また，このスカラーポテンシャルは， 

 
0

ˆ ˆn j n    A   (4.9) 

を境界条件とした微分方程式 

    0j       A   (4.10) 

を満足する． 

 実際の数値計算では，スカラーポテンシャルはノードで定義される．また，与えられた

ノードでの方程式(4.10)による有限差分近似は，発散定理の適用によってつくられること

ができる．発散定理より 

 
V S

dV d   A A S   (4.11) 

式(4.11)に式(4.10)を代入すると 

    0
V V

dV j dV        A  (4.12) 

   0
S S

d j d        S A S  (4.13) 
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     (4.14) 

となる．ここで，σrar=srlrとなり，図 4.2に示すように，目標ノードを 0として，+x，- x，

+ y，- y，+ z，- z，方向に移動したノードを 1 から 6のように定義することで式(4.1)を導く

ことができる． 

式(4.1)のような連立一次方程式の代表的な反復解法として逐次加速緩和法が挙げられる．

緩和式は次式で表される． 
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         new

0i, j,k i, j,k i, j,k i, j,k         (4.15) 

図 4.2 基本配置 

ここで，は緩和係数であり，12とする．ここで式(4.1)を0について解くと式(4.16)で

表される． 
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(4.16) 

また，残差を以下のように定義する． 

      
6 6 6

1

0

1 1 1

1
n

n n n n n n

n n n

i, j,k S i, j,k S j S l A   


  

 
    
 
     (4.17) 

式(4.16)と式(4.17)を，式(4.15)に適用させることで，式(4.18)を導くことができる． 
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(4.18) 

これを真値と残差の相対誤差が十分小さくなるまで更新を繰り返し，得られたスカラーポ

テンシャルとベクトルポテンシャルから人体内部に誘導される電界を求める． 
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4.1.2. 多重格子法 

式(4.1)のような連立一次方程式の代表的な反復解法である SOR法は，連立方程式を解く

際の計算を，常に同じサイズのグリッドを用いて行っており，十分な精度を得るのには解

析時間を要する．一方，多重格子法[10]では，計算をサイズの異なるいくつかのグリッド

を用いて行うことで，誤差を効率的に減衰させる． 

多重格子法では，まず細かいグリッドを用いて SOR法等の反復計算を数回程度行い，近似

解 uhを得る．ただし hはボクセルの 1辺の長さである． 

 
h h hA u b   (4.19) 

次に，得られた近似解 uhに対する残差 rhを計算する． 

 
h h h hr b A u    (4.20) 

さらに，残差 rhを一段階粗いグリッドに補間（制限補間）し，この残差 r2hに関する残差方

程式である式(4.21)に対して再び反復計算を行うことで，残差 r2hに対する誤差 e2hを計算す

る． 

 
2 2 2h h hA e r   (4.21) 

そして，残差方程式の解として得られた誤差 e2h を一段階細かいグリッドに補間（延長補

間）し，近似解 uhの補正を行う． 

 
h h hu u e    (4.22) 

これらの操作をさらに粗いグリッドを用いて行うことで，計算に掛かる時間を減少させる．

本研究では 6層のグリッドで計算を行っている． 
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4.2. 筋線維の異方性の実装 

痛覚閾値の検索をする際，神経の向きに沿う方向に電位差が大きくなると神経細胞が発

火するため，誘導電流の向きが重要となる．神経束は繊維状になっており，繊維の接線方

向には電流が流れやすく，垂直方向には電流が流れにくいという異方性を有している．し

かし，顔・頭部の筋肉は約 20種類ほど存在し，互いに有機的かつ複雑に絡み合っているた

め，筋繊維方向を全て考慮することは困難である．そのため，本研究では TMS中の痛み・

不快感に関するいくつかの事例を踏まえ，刺激された事例の多い側頭筋と眼輪筋に着目し，

それらに導電率異方性を実装した．  

3.2節では，数値モデル構築時の筋肉の厚みに関するパラメータについて検討を行い，筋

肉組織の詳細なモデル化を行った．リアル人体頭部モデルの分解能は 0.5 mm だが，今後

取り組む神経刺激の領域では µm オーダーで解析を行うため，神経や筋肉の繊維束からの

影響は無視できないものと考えられる．そのため，本節では，さらに筋繊維の異方性を考

慮する．表 4.1に，電磁界解析で用いたモデルの電気定数を示す．簡易的ではあるが，側

頭筋の筋繊維は z軸方向に伸びていると仮定して，z軸方向の導電率を 3.5 倍し，筋繊維の

異方性を考慮する[17]． 
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表 4.1 モデルの電気定数 

Tissues Conductivity [S/m] 

Blood 0.7  

Bone(Cancellous) 0.08  

Bone(Cortical) 0.02  

Brain(cerebellum) 0.15  

Brain(gray matter) 0.13  

Brain(white matter) 0.08  

Cerebrospinal fluid 2.0  

Dura 0.5  

Fat 0.04  

Muscle 0.36 (z-direction: 1.26) 

Muscous membraine 0.07  

Skin 0.00045  

Vitreous humor 1.5  
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4.3. 解析条件 

3 章で作成したリアル人体頭部モデルを用い，頭部近傍に配置したコイルによる体内誘

導電界を算出する．図 4.3に 8の字型コイルと人体頭部モデルの配置図を示す．ターゲッ

トは，左脳のブローカ野（運動性言語中枢）とした．コイルは一般的に臨床や治療で使用

される 8 の字型コイル[18]を模擬したものを用いる．模擬したコイルは 2 個の 1 回巻き円

形コイルから構成されており，直径はそれぞれ 70 mmとしている．このコイルに 1 Aの電

流を入力とした際の自由空間に生じるベクトルポテンシャル分布をモーメント法に基づ

く商用ソフト FEKOを用いて算出し，体内誘導量の計算に用いる．コイル直下 25 mmの位

置におけるベクトルポテンシャル分布を図 4.4に示す．ここでは，最大値を 1として規格

化を行っている．また，図 4.3に示すようにコイルの回転角を定義し，それぞれの場合の

誘導電界強度分布を求めた．  
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図 4.3 コイル配置図 

 

図 4.4  xy 平面におけるコイルのベクトルポテンシャルの強度分布 
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4.4. まとめ 

本研究では，TMS による脳刺激法に伴い脳内に誘導される電流を計算機上でシミュレー

ションし，筋肉に誘導される電界を評価する．本シミュレーションにおいて発生する変位

電流等は，定常電流に対して非常に微弱であるので，準静近似が有効とされる．  

本章では，まず数値解析手法である準静近似に基づく 2 段階解析手法の概要，SPFD法，

および多重格子法について述べた．次に，今後の研究内容である痛覚閾値の検索を見据え，

筋繊維の異方性の実装について述べた．最後に，TMSで用いられる 8 の字型コイルを再現

したモデルの概要，およびコイルの回転角の定義等を含めた解析条件について述べた． 
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5. 頭部内誘導電界分布 

5.1. 筋肉組織の厚み変化による誘導電界分布

の比較 

図 5.1 に筋肉組織の厚みの変化による誘導電界分布を示す．ただし，導電率は等方性と

しており，コイルの回転角を 0度とした時の図 3.3と同一の平面での誘導電界分布である．

また，最大誘導電界値は，ボクセルモデルの特性による特異点を排除するため，誘導電界

の 99.9%ile 値を新たに最大値とした．図 5.1より，従来のモデルでは筋組織がつながって

いない部分もあり，電界値を評価するのが困難であったが，筋肉を増やすことにより評価

が可能となった． 

これにより，神経がより深い位置にある場合についても検討することが可能となった． 

 

図 5.1 筋肉に誘導される電界分布（厚みの変更） 
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0
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5.2. 筋繊維導電率の等方性・異方性による誘

導電界分布の変化 

図 5.2に，等方性・異方性を考慮した際の誘導電界分布を示す．ただし，筋肉は 3.2 節で

+2 mm厚くしたモデルを用いた． 図 5.2 (a)に示すように，電界分布に関しては，等方性・

異方性ともに分布に大きな変化は見られないが，異方性を考慮した場合は，等方性の場合

に比べ最大値が小さくなることを確認した． 

また，三叉神経から派生する下顎神経が興奮すると顎の筋肉のれん縮を誘発し，痛みの

一因となると考えられる．下顎神経はおおよそ z軸方向すなわち鉛直方向に平行であるた

め，本節では電界の z成分強度の絶対値を取り，等方性と異方性の場合を比較した．図 5.2 

(b)に z軸方向の電界の絶対値を取った分布を示す．その結果，異方性を考慮したモデルは

等方性の場合に比べ，z 軸方向の電界が小さくなることを確認した．これは，異方性を考

慮することで，筋繊維方向に電流が流れやすくなり，電位差が小さくなるためである．特

に，電流が筋繊維方向に強く電流が誘導されるコイルの方向となる，回転角が 90 度とな

るときは，z 方向の電界の最大値に大きな影響が確認できた．また，全ての結果に共通し

て，目周辺の電界強度が強くなる傾向が得られた．これは，眼輪筋等の目の動きに関する

筋肉が集中しているためだと考えられる． 
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(a) 電界分布 

 

(b) 絶対値を取った z成分の電界分布 

図 5.2 等方性・異方性による誘導電界分布の比較 
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5.3. まとめ 

本章では，TMSの際の痛み・不快感を検討するための基礎研究として，言語中枢の一つ

であり発話能力を司るブローカ野をターゲットにした際の TMS による誘導電界を算出し

た．特に，筋肉組織の厚みによる誘導電界の変化，筋繊維の導電率異方性を実装した際の

筋肉内誘導電界の変化について，従来のモデルを用いた際の筋肉内誘導電界と比較，考察

した． 

その結果，筋肉組織の厚みを変更することで，従来断続的に分布していた筋肉が，連続

的に分布し，筋肉内誘導電界もより現実に即した分布になっていることを確認した．また，

筋肉の厚みの増加により，わずかではあるが電界値の強度が小さくなることを確認した．

また，筋繊維の導電率異方性を実装したモデルでは，電界が方向に依存することを確認し，

異方性が正しく実装できていることを確認した． 
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6. 総括 

本研究課題では，皮膚における痛覚をつかさどる神経（C繊維，Aδ繊維）を選択的に刺

激することにより，刺激閾値の客観的な評価および生物物理パラメータを抽出，電磁気学

と生物物理の統合計算法を用いて，個々の被験者の医用画像から構成された人体モデル実

験を実施，中間周波磁界による刺激標的組織を明らかにするとともに，電気刺激の体内電

界閾値を推定し，中間周波における神経作用を明らかにし，国際基準の策定に有用なデー

タを提供することを目的としている． 

平成 29 年度では，以下の項目に対して調査研究を実施した．以下に項目ごとの成果を

まとめる． 

はじめに，C 繊維を選択的に刺激する方法について検討した．その結果，電気刺激を三

角波状にして提示することで C繊維が選択的に刺激できることを確認した．なお，C繊維

を選択的に刺激していたことに対する確証は、被験者の内省報告（痛覚に関する被験者の

報告）と反応時間から得た．  

次に， MR画像に基づく個々人に対応した人体頭部モデル構築アルゴリズムを開発し，

パイロットスタディとして n=3 の頭部モデルを作成した．特に筋肉組織に着目し，数値モ

デル構築時の厚みに関するパラメータの最適化を試みた．その結果，今後の神経刺激応答

の検討にも対応可能な，物理解析と親和性の高い頭部モデルを半自動で構築可能とした．  

また，痛覚閾値の検索を見据え，電磁界解析において筋繊維の導電率異方性を実装した．

頭部内誘導電界を計算し，筋肉の厚みの違いによる誘導電界分布の変化を確認した．その

結果，従来モデルにくらべ，筋肉を厚くすることで，電界分布が安定し，電解による評価

が可能となることを確認した．次に，筋繊維の異方性を考慮した場合の電界分布について
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検討し，解析結果の有効性について確認した． 

今後の課題として，被験者数を増やすことによる被験者間の誘導電界のばらつきの定量

化，得られた誘導電界を入力とした神経活性化モデルによる解析と実験結果との比較によ

る痛覚閾値の検索などが挙げられる．そのためにも人体組織の各種パラメータや神経の方

向，位置，長さについても検討を重ねる必要がある． 

  



33 

 

参考文献 

[1] K. Inui, X. Wang, Y. Qiu, B. T. Nguyen, S. Ojima, Y. Tamura, H. Nakata, T. Wasaka, T. D. 

Tran, and R. Kakigi, “Pain processing within the primary somatosensory cortex in 

humans.,” Eur. J. Neurosci., vol. 18, no. 10, pp. 2859–2866, 2003. 

[2] J. Motogi, M. Kodaira, Y. Muragaki, K. Inui, and R. Kakigi, “Cortical responses to C-fiber 

stimulation by intra-epidermal electrical stimulation: An MEG study,” Neurosci. Lett., vol. 

570, pp. 69–74, Jun. 2014. 

[3] K. Koga, H. Furue, M. H. Rashid, A. Takaki, T. Katafuchi, and M. Yoshimura, “Selective 

activation of primary afferent fibers evaluated by sine-wave electrical stimulation,” Mol. 

Pain, vol. 1, pp. 1–13, 2005. 

[4] A. T. Barker, R. Jalinous, and I. L. Freeston, “Non-invasive magnetic stimulation of human 

motor cortex.,” Lancet (London, England), vol. 1, no. 8437, pp. 1106–1107, May 1985. 

[5] P. B. Fitzgerald, S. Fountain, and Z. J. Daskalakis, “A comprehensive review of the effects 

of rTMS on motor cortical excitability and inhibition,” Clin. Neurophysiol., vol. 117, no. 12, 

pp. 2584–2596, 2006. 

[6] G. Thut and C. Miniussi, “New insights into rhythmic brain activity from TMS–EEG 

studies,” Trends Cogn. Sci., vol. 13, no. 4, pp. 182–189, Apr. 2009. 

[7] C. M. Epstein, J. J. Lah, K. Meador, J. D. Weissman, L. E. Gaitan, and B. Dihenia, 

“Optimum stimulus parameters for lateralized suppression of speech with magnetic brain 

stimulation,” Neurology, vol. 47, no. 6, pp. 1590–1593, 1996. 

[8] T. Schuhmann, N. O. Schiller, R. Goebel, and A. T. Sack, “The temporal characteristics of 

functional activation in Broca’s area during overt picture naming,” Cortex, vol. 45, no. 9, 

pp. 1111–1116, 2009. 

[9] P. E. Tarapore, A. M. Findlay, S. M. Honma, D. Mizuiri, J. F. Houde, M. S. Berger, and S. 

S. Nagarajan, “Language mapping with navigated repetitive TMS: Proof of technique and 

validation,” Neuroimage, vol. 82, pp. 260–272, Nov. 2013. 

[10] I. Laakso and A. Hirata, “Fast multigrid-based computation of the induced electric field for 



34 

 

transcranial magnetic stimulation,” Phys. Med. Biol., vol. 57, no. 23, pp. 7753–7765, 2012. 

[11] I. Laakso, S. Tanaka, S. Koyama, V. De Santis, and A. Hirata, “Inter-subject variability in 

electric fields of motor cortical tDCS,” Brain Stimul., vol. 8, no. 5, pp. 906–913, 2015. 

[12] B. Fischl, “FreeSurfer,” Neuroimage, vol. 62, no. 2, pp. 774–781, Aug. 2012. 

[13] S. M. Smith, “Fast robust automated brain extraction,” Hum. Brain Mapp., vol. 17, no. 3, 

pp. 143–155, Nov. 2002. 

[14] A. Hirata, F. Ito, and I. Laakso, “Confirmation of quasi-static approximation in SAR 

evaluation for a wireless power transfer system,” Phys. Med. Biol., vol. 58, no. 17, pp. 241–

249, 2013. 

[15] D. Trevor W and M. Stuchly A., “Analytic validation of a three-dimensional scalar-

potential finite-difference code for low-frequency magnetic induction,” Appl. Comput. 

Electromagn. Soc. J., vol. 11, pp. 72–81, 1996. 

[16] K. Stüben and U. Trottenberg, “Multigrid methods: Fundamental algorithms, model 

problem analysis and applications,” Springer Berlin Heidelberg, 1982, pp. 1–176. 

[17] T. W. Dawson and M. A. Stuchly, “Effects of skeletal muscle anisotropy on human organ 

dosimetry under 60 Hz uniform magnetic field exposure,” Phys. Med. Biol., vol. 43, no. 5, 

pp. 1059–1074, May 1998. 

[18] S. Ueno, T. Tashiro, and K. Harada, “Localized stimulation of neural tissues in the brain by 

means of a paired configuration of time-varying magnetic fields,” J. Appl. Phys., vol. 64, 

no. 10, pp. 5862–5864, 1988. 



35 

 

関連業績 

(1) 国内会議発表 

[1] 青沼新大，酒井 隆志，イルッカ・ラークソ，平田晃正，“TMS による神経刺激のた

めのモデル構築”，電子情報通信学会技術報告書，EST2017-100，Vol.117，No.408 pp.143-

148，2018年 1月. 


	PDF結合時表紙
	【浜松医大】平成29年度研究成果報告書 中間周波における神経作用（痛覚閾値）の調査 - コピー
	【名工大】平成29年度研究成果報告書 中間周波における神経作用（痛覚閾値）の調査 - コピー

