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序
この度、伝統ある脊髄機能診断研究会の当番世話人を拝命し、平成29年

２月４日に第38回の本会を開催させていただきました。会員の皆様には39
題という多くの演題を応募、発表いただきまして誠にありがとうございまし
た。座長ならびに査読の労をお執りいただきました世話人の先生方にも心よ
り御礼申し上げます。また今回より開催会場を従来のイイノホールからエー
ザイ株式会社本社ホールに変更させていただきました。参加者の先生方には
交通の便などで不都合をお掛けいたしましたこと深くお詫び申し上げます。

今回は特別講演といたしまして、我が国の脊椎脊髄外科領域のリーダーの
お一人であられる筑波大学医学医療系整形外科教授の山崎正志先生から「脊
髄損傷に対する急性期治療の最近の動向」というタイトルでご講演いただき
ました。再生医療が現実味を帯びる現代においても、損傷した中枢神経の実
用的な治療には大きな障壁が立ちはだかっています。山崎先生からは最新の
脊髄損傷に対する急性期治療として、急性脊髄損傷の病態解明に関する最新
の知見、その診断および治療における研究の進歩についてご紹介いただきま
した。特に山崎先生が永年に渡りご研究に取り組んで来られた、神経保護・
脊髄再生を目的とする脊髄損傷治療についてご解説いただきました。さらに
実臨床における脊髄損傷治療として、現在多施設共同で臨床試験として行わ
れているG-CSFを用いた神経保護療法の有効性、将来性を含めてお話いただ
きました。山崎先生のお話からは、脊髄の障害を正確かつ詳細に捉えてその
治療につなげる大切さをご教授いただきました。現在でも脊髄損傷に対する
急性期治療としてはステロイド大量療法という治療手段しか認められていな
いのが現状ですが、G-CSF神経保護療法という基礎的研究に裏打ちされた新
たな治療法の開発は、脊髄損傷患者にとって福音となることと信じておりま
す。

さて今回で38回を数える本研究会は現在岐路に立たされております。前
回から記録集である「脊髄機能診断学」をPDF化し電子媒体で配布しており
ます。また、ダブル・パブリケーションの観点から、本学術誌をproceeding
という形で発行させていただきました。一昨年8月には「脊髄機能診断研究
会」ホームページを開設し、本サイトを通じて演題募集・プログラム抄録集・
記録集などの閲覧を可能にしております。そのため、今後の会のご案内に関
しては、これまでの郵送での案内を中止し、ホームページ・Eメール配信に
切り替えて参ります。脊髄電気生理の基礎から応用まで深く修得できる本会
には、私個人的にも只ならぬ思い入れがございます。何とか本会を現在の形
で存続できるように、会員の先生方にはご理解とご協力をいただきたく思っ
ております。今後も本会が脊髄機能の診断において、社会に貢献し、益々発



展することを祈念いたします。最後に今回も無事盛会のうちに終了できまし
たことを、参加者を代表いたしましてエーザイ株式会社に感謝の意を表し、
序とさせていただきます。

平成29年10月
第38回脊髄機能診断研究会当番世話人
広島大学整形外科（脊椎・脊髄外科）　
田中　信弘



Preface

　It is my great pleasure to be a host organizer of “The 38th Symposium on 
Functional Diagnosis of the Spinal Cord” to be held on February 4, 2017. I 
would like to express my gratitude and deep appreciation for your contribu-
tion presenting 39 papers at this symposium. I also thank committee mem-
bers who chair sessions of the symposium, and reviewers for preparing pro-
ceedings. Starting this year the venue of the symposium was moved from 
Iino Hole to Eisai Main Bldg. at Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo. We deeply 
apologize to all participants in the symposium for causing any inconvenience 
due to this change. 
　To our great joy, Professor and Chairman Masashi Yamazaki of Depart-
ment of Orthopaedic Surgery, University of Tsukuba gave us a special lec-
ture on “The recent trend of the acute treatment for spinal cord injury” this 
year. Professor Masashi who is one of the top leaders of spine surgery and 
regenerative medicine in Japan, gave us new information about the pathogen-
esis of the acute spinal cord injury and latest diagnostic methods for the inju-
ry. He emphasized the effectiveness of the neuroprotection therapy for acute 
spinal cord injury using G-CSF as their multi-center clinical trials. We believe 
that this therapy brings therapeutic effect for the patient of spinal cord injury 
in near future.
　This is the 38th year since we started the symposium in1979.  To gain the 
swiftness and minimize the expenditure, we began to digitalize the contents 
of the Symposium abstract book, “Functional Diagnosis of the Spinal Cord”, in 
PDF format last year and decided to publish them as proceedings to make 
double publication. We also established official website of “Conference of 
Functional Diagnosis of the Spinal Cord” in August last year.  Accordingly, all 
information, including call for abstracts, meeting program, proceedings, will 
be forwarded to members through this site instead of sending by post. We 
would greatly appreciate it if you could understand the situation and support 
us. 
　Finally, I would like to express my great thanks to Eisai Co., Ltd. for the 
success of this symposium on behalf of all the members.



October, 2017

Nobuhiro Tanaka
The chairman of the 38th Symposium of Functional Diagnosis of Spinal Cord
Department of Orthopaedic Surgery, Graduate School of Biomedical & Health 
Sciences, Hiroshima University
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パッチクランプ記録法と逆行性色素を用いた
下行性伝導性脊髄誘発電位の発生起源に関する研究
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The study of the origin of descending dorsal spinal evoked potential using the patch 
clamp recording technique and a retrograde tracer

Teruyuki Fukushima 1）, Yu Takemura 2）, Yuuichi Hori 1） 
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Abstract
  The spinal evoked potentials are recorded for a medical examination of the spinal cord 
functions or for monitoring the operation of the spinal cord and/or the dorsal vertebrae. The 
spinal evoked potentials contain not only segmental and descending components, but also 
the component of primary afferent depolarization. It is reported that primary afferent depo-
larization is evoked via serotonergic pathway from the nucleus raphe magnus（NRM）in the 
medulla oblongata to the spinal cord. Serotonergic neurons are found in several areas of the 
central nervous system, including the NRM in the brain stem, where they play an important 
role in the modulation of nociceptive information. To elucidate how the serotonergic path-
way contributes to the spinal evoked potentials, we performed the experiments. In an at-
tempt to visualize serotonergic neurons, we generated a bacterial artificial chromosome

（BAC）transgenic mouse in which enhanced green fluorescent protein（EGFP）is expressed 
in serotonergic neurons under the control of the tryptophan hydroxylase 2（TPH2）gene 
promoter. TPH2 is the rate-limiting enzyme that synthesizes serotonin. To label spinally 
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【序論】
　脊髄誘発電位は、脊髄機能の検査や、脊椎・
脊髄の手術のモニタリングのために使われてい
る。脊髄誘発電位の波形には、分節性及び下行
性の成分が含まれ、また、第一次求心性線維電
位（Primary Afferent Deporalization : PAD）
成分が含まれる事が知られている。下地等は、
末梢神経を刺激した際の分節性の脊髄誘発電位
を構成する成分を解析した 1-4。それらの解析に
よると、麻酔時に２番目の緩除な陽性電位を２
つに分ける陰性電位のノッチ（N-dip）成分は、
一旦、脊髄より上位の中枢をフィードバックし
てきたインパルスによって介在ニューロンが活
動した電位と考えられる。その分けられた陽性
電位の後半の P2S 成分は、求心性神経の終末端
に対する介在神経のシナプスを介した PAD に
よって発生する成分と想定される。
　そのフィードバックの発生起源としての経路
は不明だが、これらの下行性経路の中の一つの
候補として、延髄脊髄経路に着目した。ネコの
延髄内の縫線核を電気刺激すると脊髄背面電位
が発生する 5。以前の研究において、我々は、
ネコの腓腹神経を刺激し、セロトニンを脊髄に
投射する延髄縫線核の単一神経と脊髄後角の単
一神経から活動電位を細胞外記録し相関関係を
調べた 6。その結果、脊髄神経を抑制する縫線
核神経の経路と興奮する経路の両方がある事を
明らかにした。これらの背景を基に、延髄の縫
線核神経から脊髄へのセロトニン投射経路が下
行性の脊髄誘発電位にどのように関与している
かを明らかにするための実験を行った。

【方法】
1. TPH2-EGFP BAC 遺伝子改変マウスの作製
　実験には、C57BL/6J マウスを使用し、動物
実験委員会の許可を得た上で行った。動物の使
用は、アメリカ国立衛生研究所（NIH）と国際
疼痛学会のガイドラインに従った 7。
　延髄の縫線核にはセロトニン作動性ニューロ
ンが多く存在する。そこで、 セロトニン作動性
神経を同定するために、大腸菌毎に異なる断片
化した長い遺伝子が入っている、大腸菌人工染
色体（Bacterial Artificial Chromosome : BAC）
を使った 8。その大腸菌の中でも、セロトニン
合 成 酵 素 で あ る TPH2 の 遺 伝 子 を 持 つ 菌　

（RP23-151J17）を用いて、TPH2 プロモータの
コントロール下に、GFP の蛍光強度を強化し
た Enhanced GFP（EGFP）が発現できる遺伝
子組み換えマウスを作製した。 

2. 免疫組織化学的実験
　マウスをキシラジンとケタミンの腹腔注射に
て麻酔し、延髄を取り出した。4% パラフォル
ムアミドと 1% グルタルアルデヒドを含む PBS
の中で、延髄を 1 時間室温にて固定し、次に、
20% ショ糖を含む PBS の中で一晩置いた。そ
の後、Tissue-Tek O.C.T. Compound（Sakura 
Finetechnical, Tokyo, Japan）にて包埋した。
厚さ 20 μ m の凍結切片を、室温で 1 時間、
10% ヤギ血清を含む PBS の中でブロックし、
セロトニン合成酵素である TPH2（anti-TPH2, 
1:1000; Millipore） と GFP（anti-GFP, 1:400; 
Nacalai）に対する抗体を用いて 4℃で一晩、染
色した。二次染色には、TPH2 抗体に対する

projecting serotonergic neurons in the NRM, 1'-dioactadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocar-
bodyanine perchlorate（DiI）was injected into the spinal dorsal horn in the BAC transgenic 
mice. To characterize spinally projecting EGFP fluorescent neurons in the NRM, a tight-
seal whole-cell recording was made from the DiI-labeled GFP fluorescent neurons in the 
brain stem slices prepared from the mice. Substitution of the internal K+ with Cs+ inhibited 
the K+ currents and evoked a increase in a plateau component of an action potential. A de-
polarizing voltage pulse also induced an action current with a plateau component.
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Alexa Fluor 488 ヤギ ウサギ抗体 IgG（1:400; 
KPL）、GFP 抗体に対する Alexa Fluor 568 ヤ
ギ　ラット抗体 IgG（1:400; KPL）を用いた。
室温にて 1 時間、二次抗体を付加した後、切片
を PBS で洗浄し、封入剤 Gel Mount（Biomedia, 
Foster City, CA, USA）を使って、プレパラー
トを作製した。それらの標本を共焦点顕微鏡

（FluoView FV500; Olympus, Japan）下で観察
し、TPH2 と GFP 抗体の両方の蛍光が重なっ
ている（共染色）細胞の数を測定した。

3. 電気生理学的実験
　麻酔後、マウスから延髄を取り出した後、4 

℃のクレブス液 113 NaCl, 3 KCl, 25 NaH2PO4, 
2 CaCl2, 1 MgCl2, 11 D-glucose〈in mM〉に浸け、
マイクロスライサー（Dosaka EM, Japan）に
よって切断した。95% O2 と 5% CO2 との混合
ガスによるバブリングによって、pH を 7.4 に
保持した。1 時間 37 °C のクレブス液に置いた
後、EGFP と DiI の蛍光を検出するために延髄
スライスを蛍光共焦点顕微鏡（FV-300, Olym-
pus）のステージ上の記録用チャンバーに設置
し、クレブス液を継続的に灌流した。神経から
のパッチクランプ全細胞記録を行うため、赤外
線微分干渉（IR-DIC）装置と CCD ビデオカメ
ラ（IR-CCD 2741; Hamamatsu Photonics K.K., 

Fig. 1  Distribution of EGFP-positive neurons and colocalization of EGFP and TPH2 in double-stain-
ing immunohistochemistry.

（a） The sagittal section of the whole brain of a mouse.
（b） Low magnification of the sagittal section of the brain stem shows EGFP-positive neurons.
（c – e） Double-staining immunohistochemical analysis （e） with anti-TPH2 （c） and anti-EGFP 
（d） in the RVM of TPH2-EGFP BAC mice.
（f） The ratio of EGFP-positive cells to TPH2-positive cells.
（g） The ratio of TPH2-positive cells to EGFP-positive cells.
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Japan）を使用した。記録用のガラス電極の作
製には、マイクロピペット牽引装置 （P-97; Sut-
ter Instrument Co., USA）を使用した。電極内
液の組成は、140 K gluconate, 1 MgCl2, 1 KCl, 
10 Hepes, 9 NaCl, 0.2 EGTA〈in mM〉であった。
K+ チャネルをブロックするための電極内液の
組成は、140 CsCl, 9 Cs acetate, 0.4 EGTA, 8 
Na gluconate, 1 MgCl2 であった。pH を CsOH
によって 7.4 に中和した。電極内液を含んだ電
極の抵抗は、5–10 M Ωであった。電流と電位
を Axopatch 200B パッチクランプ増幅器（Mo-
lecular Devices, USA）を使って記録した。デー
タを Digidata 1230 インターフェイス（Molecu-
lar Devices）を使用し、10.0 kHz のレートに
てサンプリングした。pCLAMP 9.2（Molecular 
Devices）をデータ解析のために使用した。
 数値は、平均値 ± 標準誤差で表わす。特に記

述がない場合は、ウェルチの t 検定を用いた。

【結果】
　EGFP を発現する細胞が、セロトニン作動性
神経であることを確認するための二重染色実験
を行った。Fig. 1b において、EGFP が発光し
ている細胞を示す。脊髄にセロトニンを投射す
る縫線核を四角で囲み、Fig. 1c-e において拡大
図を示す。Fig. 1c は TPH2 の抗体染色、Fig. 
1d は EGFP の抗体染色、Fig. 1e は二重染色を
示 す。TPH2 を 発 現 し て い る 6 割 の 細 胞 が
EGFP を 発 現 し て い た（Fig. 1f）。 一 方 で、
GFP を発現している細胞のほぼ 100% が TPH2
を発現していた（Fig. 1g）。つまり、EGFP を
発現している細胞は、セロトニン作動性ニュー
ロンである事が確認された。
　次に、逆行性色素の DiI を脊髄後角に注入し、

Fig. 2  Retrograde labeling of spinally projecting serotonergic neurons in the NRM.
（a） A schematic illustration of DiI injection into the spinal dorsal horn.
（b – d） Double labeling analysis （d） with EGFP （b） and DiI （c） in the NRM of TPH2-EGFP 
BAC mice.
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延髄から脊髄に投射する神経を同定した。Fig. 
2a は、DiI 注 入 の 模 式 図 を 示 す。Fig. 2b は
EGFP による発光、Fig. 2c は DiI による発光
を示し、Fig. 2d の中心の神経では両方が発光
しており、延髄から脊髄にセロトニンを投射す
る神経とみなせる。

　染色された神経からパッチクランプ記録を
行った。DiI により染色されたセロトニン作動
性ニューロンでは、電極内液のセシウムによっ
て K+ チャネルを阻害した数分後、持続成分を
含む活動電流及び、活動電位が発生する事が明
らかになった（Fig. 3a, b）。対照的に、セロト
ニン作動性ではないニューロンでは、そのよう

な現象は観察されなかった（Fig. 3d, e）。

　次に、電極内液を変えて、K+ チャネルをブ
ロックしない場合の膜の電気的特性を比較する
ために、脊髄投射神経から記録した活動電位の
波形を解析した。その結果を Table 1 に示す。
特徴的な傾向として、非セロトニン作動性神経
に比べて、セロトニン作動性神経の活動電位の
閾値が高い事と後過分極がより深い事が挙げら
れる。

【考察】
　同じ脊髄に投射する神経の中でも、セロトニ
ン作動性神経において、K+ チャネルをブロッ

Fig. 3  The effect of CsCl in the electrode solution on action currents and potentials.
Prolonged action currents （a） and potential （b） evoked by stimulative pulses （c） recorded from 
the neuron double labeled with EGFP and DiI. Times （min） indicate the time periods after 
whole-cell recording formation. （c） Stimulative pulses.

（c – e） Action currents （d） and potentials （e） evoked by stimulative pulses （c） recorded from 
the neuron labeled with DiI.
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クした場合の活動電位の持続成分が観察された
事から、膜に存在するチャネルの種類や特性が、
非セロトニン作動性神経と異なる事が示され
た。次に、セロトニン作動性神経の活動電位の
閾値が高い事と後過分極がより深い事から、非
セロトニン作動性神経に比べて興奮しにくいの
で、発火頻度はセロトニン神経の方が少ない事
が予想される。
 ネコの延髄縫線核を刺激すると、連続する２
つの陰性の脊髄後根電位（Dorsal Root Poten-
tial : DRP）が発生する 9-10。セロトニン受容体
のアンタゴニストである cinanserin を投与す
ると、II 群の第一求心性神経に発生する１番目
の電位が２割程度増加し、I 群の第一求心性神
経に発生する２番目の電位が９割近くも減少し
た 9。さらに、GABA を枯渇させる semicar-
bozide によって、１番目の電位が著しく減少
し、２番目の電位が殆ど減少しなかった事から、
１番目は GABA による電位、２番目はセロト
ニンによる電位であると著者等は結論づけてい
る 10。その一方で、GABA 受容体のアンタゴニ
ストの bucuculline が１、２番目の電位の両方
を半分以上減少した事も同じ論文で報告してい
る。この一見矛盾した結果に対し、著者らは
bucuculline は、GABA 受容体よりも Cl- iono-
phore を阻害するという論文 11 を引用し考察し
ている。
　Zhang らは、逆行的にシナプスを乗り越え

て遺伝子を導入できるシステムをマウスに適用
し、皮膚感覚を伝える求心性神経の前終末端に
対して伝達物質を放出するシナプス前神経を
GFP により同定した 12。この報告によれば、求
心性神経の前終末端にシナプスを形成する介在
神経の８割が GABA とグリシンの両作動性で
あり、２割がグルタミン酸作動性であった。さ
らに、縫線核を含む延髄吻側の腹内側部（Ros-
troventromedial medulla：RVM）から求心性
神経の終末端に対する投射の 65% が GABA と
エンケファリンの両方であり、２割がセロトニ
ンであった。これらの結果は、皮膚感覚を伝え
る求心性神経の終末端に対する GABA の投射
には、延髄からの直接のものと介在神経を介す
るものの２つが存在する事を示す。また、延髄
から求心性神経の終末端にセロトニンを直接投
射するシナプスを示す。
　本研究において、DiI によって染色されたが、
GFP 発光を認められなかった脊髄投射神経の
中には、非セロトニン作動性神経も含まれると
考えられる。その中には GABA 作動性神経が
存在する可能性があり、直接求心性神経にシナ
プスを形成し PAD の発生に関与しているかも
しれない。その一方で、Proudfit らの報告は、
延髄からのセロトニンが GABA 作動性介在神
経を介さず、直接 PAD を発生させる可能性を
示唆するが 9-10、我々は、求心性神経にシナプ
スを形成しているかは不明だが、脊髄後角の
GABA、並びに、エンケファリン作動性介在神
経に３型のセロトニン（5-HT3）受容体が発現
している事を我々は明らかにしてきた 13-15。分
節性電位の P2S が、介在神経による電位ならば、
延髄からのセロトニンの投射により興奮した脊
髄内の介在神経にある 5-HT3 受容体の活性が
GABA やエンケファリンの放出を誘引し、P2S

の発生に寄与している可能性も考えられる。

【結語】
　我々は、下行性脊髄電位の発生起源の候補の
一つとして、縫線核脊髄経路の起始神経の電気
生理学的特性を調べ、セロトニン作動性神経か

Table 1  Action potential and passive membrane 
properties in serotonergic and non-serotoner-
gic spinally projecting NRM neurons
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否かによって特性が異なる事を明らかにした。
起始神経の膜特性（発火パターン等）の違いが
下行性脊髄電位の波形に何らかの影響を及ぼす
可能性がある。
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β-アラニンの脊髄後角第Ⅱ層におけるシナプス伝達に対する作用

清野　　豊1）　　大橋　宣子1）　　河野　達郎2）

新潟大学医歯学総合研究科　麻酔科学分野1）

東北医科薬科大学　麻酔科学2）

Effect of β-alanine on synaptic transmission in the lamina II neurons of the rat spinal 
dorsal horn 

Yutaka Seino1）, Nobuko Ohashi1）, Tatsuro Kohno2） 

1）�Division of Anesthesiology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental 
Sciences

2）Department of Anesthesiology, Tohoku Medical and Pharmaceutical University 

   Key Words :  β-alanine, spinal dorsal horn, synaptic transmission, glycine receptors, chlo-
ride current

Abstract
  β-alanine, which is structurally intermediate between glycine and γ-aminobutyric acid 
（GABA）, has been considered a neurotransmitter in the central nervous system. Previous 

studies showed that β-alanine is involved in inhibitory neurotransmission in several brain 
regions and the spinal cord. However, it is not known whether β-alanine affects synaptic 
transmission in substantia gelatinosa（SG）neurons. In the present study, we investigated the 
effect of β-alanine on synaptic transmission in adult rat SG neurons using whole-cell patch-
clump method. Bath application of β-alanine induced an outward current in a dose-depen-
dent manner at the holding potential of 0 mV. The concentration-response curve showed 
that the EC50 value of β-alanine was 0.97 mM. The plots of the current-voltage relationship 
revealed a reversal potential at around -70 mV, suggesting that an increase in chloride con-
ductance was responsible for β-alanine-induced currents. β-alanine-induced outward cur-
rent was suppressed by strychnine but not by bicuculline. This result shows that β-alanine 
affects inhibitory neurotransmission in SG neurons by activating glycine receptors, which 
indicates the involvement of β-alanine in antinociception.
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【はじめに】
　人の体内には多くのアミノ酸が存在している
が、その中には脳や脊髄において神経伝達物質
として機能しているものがある。興奮性伝達物
質のグルタミン酸はα - アミノ酸であり、抑制
性伝達物質のグリシンとガンマアミノ酪酸

（GABA）もそれぞれα - アミノ酸とγ - アミノ
酸であるが、β - アラニンはこのグリシンと
GABA の構造学的な中間に位置するβ - アミノ
酸である（Fig.�1）。
　β - アラニンは人の体内に元来存在している
内因性アミノ酸であり、血中や臓器、筋肉内な
どに豊富に存在するほか、脳脊髄液中にも存在
し、中枢神経系内でグリシンや GABA と同様
に神経伝達物質として機能していると考えられ
ている 1。これまでの過去の報告から、β - ア
ラニンは脳においてグリシン受容体や GABA
受容体を活性化させ、Cl- チャネルを介して膜
を過分極する作用があることがわかっている 2,3。
また、海馬では神経保護作用に関与しているこ
とや 4、網膜では視覚情報の伝達にも関与して
いることが報告されている 1,5。
　グリシンや GABA は、脳だけでなく脊髄で
も神経伝達物質として機能しており、特に痛覚
伝導路の脊髄後角において、主要な抑制性伝達
物質として疼痛制御に関与している。脊髄に存
在するβ - アラニンも Cl- チャネルを介して膜
を過分極する作用を持つことは報告されている 6。
しかし、脊髄後角でのシナプス伝達に対する作
用を検討した報告はなく、現在わかっていない。
β - アラニンの構造類似体であり、同じくβ -
アミノ酸のタウリン�（Fig.�1)�も、脊髄後角第Ⅱ
層ニューロンに作用し、抑制性シナプス伝達に
関与していることをこれまでに我々は報告した 7。
これらの結果から、β - アラニンもタウリンと
同じく抑制性シナプス伝達に関与する可能性が
ある。
　そこで本研究は、β - アラニンの脊髄後角第
Ⅱ層ニューロンに対する作用を解明することを
目的とした。成熟ラット脊髄スライス標本を用
いて脊髄後角ニューロンへホールセルパッチク

ランプ記録を適用し、電気生理学的に検討した。

【方法】
1. 脊髄横断スライスの作成
週齢 6 ～ 8 週の Wistar 系成熟雄性ラットを用
いて実験を行った。脊髄横断スライス標本の作
製は、過去の報告 8 を参考に行った。ウレタン
麻酔下（1 ～ 1.5�g/kg 腹腔内投与）に椎弓を切
除した後、腰仙部脊髄を切り出し、酸素 95%、
二酸化炭素 5% で飽和し冷却した Krebs 液中に
浸した。硬膜および前根と後根を除去した後、
溝を設けた寒天ブロックに脊髄を移し、マイク
ロスライサーを用いて厚さ 650�μ m の脊髄横
断スライス標本を作製した。このスライス標本
を記録用チェンバーに移して、35 ～ 36℃に加
温した Krebs 液を約 15�mL/min の速度で灌流
した。Krebs 液の組成は以下の通りである（単
位mM）：NaCl�117,�KCl�3.6,�CaCl2�2.5,�MgCl2�1.2,�
NaH2PO4�1.2,�NaHCO3�25,�D-glucose�11.5。

2. ホールセルパッチクランプ記録
　脊髄横断スライスの下部から透過光を当てる
ことにより、脊髄後角第Ⅱ層の膠様質は明るい
細胞帯として容易に視認可能である。その膠様
質ニューロンへ、先端抵抗が 5 ～ 10�M Ωのガ
ラス微小電極を使用し、実体顕微鏡下にブライ

Fig.�1��The�structural�fomula�of�β-alanine.
β-alanine� is� structurally� intermidiate�be-
tween�main� inhibitory�neurotransmitters-�
glycine�and� γ-aminobutyric�acid（GABA）,�
and�structural�analog�of�taurine.
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ンドホールセルパッチクランプ記録を行った。
ガラス微小電極内液の組成は以下の通りである

（ 単 位 mM）：Cs-sulfate�110,�CaCl2�0.5,�MgCl2�
2,EGTA�5,�HEPES�5,�TEA�5,�ATP-Mg�5。
　薬液は Krebs 液と同ラインを用い、速度、
温度を変えずに灌流投与した。得られた電流は、
Axopatch�200�B（Molecular�Devices 社製，米
国）で増幅し、Digidata�1322A により A/D 変
換しコンピュータに記録後、pCLAMP�10.4

（Molecular�Devices 社製，米国）を用いて解析
した。データは平均値±標準誤差で表記し、統
計学的解析には student の t 検定を用い、p 値
が 0.05 未満を有意とした。

【結果】
1. β - アラニンの灌流投与が脊髄後角ニューロ
ンの膜電流に与える影響
　膜電位を 0�mV に固定してβ - アラニンを灌
流投与すると外向き電流が誘起された。この誘
起電流は濃度依存性に振幅が増大することがわ
かった（Fig.�2A）。灌流投与するβ - アラニン
の濃度を 0.01�mM から 30�mM まで変化させ、

容量反応曲線から得られた Hill 係数は 1.21 で、
EC50 は 0.97�mM であった（Fig.�2B）。

2. β - アラニンは Cl- チャネルを活性化させる
　β - アラニンの誘起電流に関与するイオン
チャネルを特定するために、保持膜電位を−
120�mV から 0�mV まで変化させ、誘起電流の
変化を解析した。β - アラニン（0.3�mM）の
灌流投与により、保持膜電位が− 70�mV より
浅い電位では外向き電流が誘起され、深い電位
では内向き電流が誘起された。約− 70�mV 付
近でその極性が逆転したことから逆転電位は
Cl- イオンの平衡電位に近似しており、β - ア
ラニンの誘起電流は Cl- チャネルを介する電流
であることが示された（Fig.�3A,�B）

3. β - アラニンの誘起電流の薬理学的解析
　β - アラニンの誘起電流が関与する受容体を
特定するため、グリシン受容体アンタゴニスト
の strychnine と GABAA 受容体アンタゴニス

Fig.�2� �Current�response�of�SG�neurons�to� β
-alanine.

（A）β-alanine� induces�outward�current� in�
a�dose-dependent�manner�in�SG�neurons.

（B）Concentration-response� relationships�
forβ-alanine� induced� outward� currents.�
The�EC50� values� forβ-alanine�were� 0.97�
mM（Hill�slope�:�1.21）.�Holding�potentials�=�
0�mV.

Fig.�3��Reversal�potential�of�β-alanine�induced�
current.

（A）Representativeβ-alanine（0.3�mM）in-
duced�current�at�different�voltages（range�
from�-120�to�0�mV）.

（B）Current-voltage� relationship�ofβ-ala-
nine�induced�current.�Reversal�potential�of�
β-alanine�induced�current�was�around�–70�
mV.
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トの bicuculline を灌流投与した。低濃度のβ -
アラニン（0.3�mM）灌流投与により誘起され
る電流は、コントロールの振幅が 128�±�38�
pA であったのに対し、bicuculline�（20�μ M）
存在下では 117�±�34�pA と有意な減少はみら
れなかったが（n�=�12，p�=�0.12）、strychnine（2�
μ M）を加えることにより振幅が有意に減少
した（9�±�7�pA�,�n�=�8，p�<�0.01）。さらに、
高濃度のβ - アラニン（3�mM）灌流投与によっ
て誘起される電流に対しても同様に解析を行っ
た。コントロールの振幅が235�±�58�pAであっ
たのに対し、bicuculline�（20 μ M）存在下では
振幅は 220�±�52�pA と有意な減少はみられな
かった�（n�=�18，p�=�0.11）。しかし、strych-
nine�（10�μ M）を加えることにより振幅が有
意に減少した（29�±�16�pA,�n�=�13，p�<�0.01）

（Fig.�4A,�B）。

【考察】
　本研究で我々は、β - アラニンの脊髄後角第
Ⅱ層ニューロンにおけるシナプス伝達に対する
作用を明らかにした。
　膜電位を 0�mV に固定してβ - アラニンを灌
流投与すると、外向き電流が誘起されたことか
ら、β - アラニンは脊髄後角第 II 層においても
膜を過分極させ、抑制性シナプス伝達を増強さ
せる作用をもつことがわかった。容量反応曲線
よりこの作用には濃度依存性があり、電流 - 電
圧曲線からこの誘起電流には Cl- チャネルが関
与していることがわかった。これらの結果は過
去の脳や脊髄内での作用と一致しており 2,6、脊
髄後角においても Cl- チャネルを介して膜を過

Fig.�4��Pharmacological�properties�of�β-alanine�induced�outward�current�at�different�concen-
trations.

（A）Currents�induced�byβ-alanine（0.3�mM）�were�completely�inhibited�by�strychnine（str,�2
μM,�n�=�8,�p�<�0.01）,�but�not�affected�by�bicuculline（bic,�20μM,�n�=�12）.

（B）Currents�induced�by�β-alanine（3�mM）�were�also�effectively�inhibited�by�strychnine（str,�
10μM,�n�=�13,�p�<�0.01）,�but�not�affected�by�bicuculline（bic,�20μM,�n�=�18）.
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分極作用をもつことが示された。
　一方で薬理学的実験では、β - アラニンの誘
起電流は GABAA 受容体アンタゴニストには影
響を受けず、グリシン受容体アンタゴニストに
より抑制された。これはβ - アラニンが脊髄後
角ニューロンでは GABAA 受容体には関与せ
ず、グリシン受容体を選択的に活性化させる作
用をもつことを示している。これまでの報告で、
脳脊髄液中のβ - アラニンは、グリシン受容体
のほかに GABA 受容体を活性化させる作用も
有することが知られているが 2,6,9、本研究では
脊髄後角において GABA 受容体への関与は示
さなかった。これには GABAA 受容体のサブユ
ニット構成の多様性が関係している可能性があ
る。GABAA 受容体は 5 つのサブユニットから
構成されているが、このサブユニットには少な
くともα 1 ～ 6、β 1 ～ 3、γ 1 ～ 3、ε、ρ 1
～ 3、 θ、 π の 19 種 類 が 存 在 す る。 同 じ
GABAA 受容体であっても、サブユニット構
成が異なるとリガンドの親和性が変化し受容体
の性質も変化することが知られている 10。これ
らのサブユニットの発現頻度は場所により異な
り、中枢神経系内ではα 1 β 2 γ 2 によるサブ
ユニット構成が最も多いが 11、脊髄後角ではα
1 サブユニットの発現は少なく、α 2 ～ 3、β
2 ～ 3、γ 2 といったサブユニットが多く発現
している 12。これらのサブユニット構成の違い
が結果に影響を与えていた可能性がある。
　本研究で薬理学的実験に使用したβ - アラニ
ンの濃度は、過去の報告 3,13 や EC50 が 0.97�mM
であったことを参考に、これより低い 0.3�mM
とした。脳脊髄液中のβ - アラニンの濃度は、
正常はおよそ 0.03~0.08�mM とされているが 1、
電気的興奮時には正常時と比べて濃度が大きく
上昇することが報告されている 4。このため、
本研究で使用した濃度は生理的濃度の範囲内で
あると考えられる。また、過去にタウリンは、
脊髄後角において低濃度ではグリシン受容体に
選択的に作用するのに対し、高濃度では
GABAA 受容体にも関与していたことを我々は
報告している。そのため、本研究でも、0.3�mM

の他に3�mMのβ-アラニンの作用も検討した。
しかし、β - アラニンはタウリンと違い、高濃
度でも GABAA 受容体には作用せず、グリシン
受容体だけに選択的に作用していた。
　脳内に存在するβ - アラニンは、抑制性シナ
プス伝達だけでなく興奮性シナプス伝達の制御
にも関与していることが報告されており 1、
NMDA 受容体の strychnine 非感受性グリシン
結合部位において、グリシンの結合を阻害する
ことで NMDA 受容体を抑制し、興奮性シナプ
ス伝達を抑制する作用ももつことが報告されて
いる 14。本研究では興奮性シナプス伝達への作
用については調べていないが、脊髄後角ニュー
ロンにおいても興奮性シナプス伝達の制御に関
与している可能性があり、今後検討の余地があ
る。
　脊髄後角第Ⅱ層は、一次求心性ニューロンを
介して伝えられた末梢からの侵害刺激を統合処
理し高位中枢に伝えるため、痛覚伝達に重要な
機能を果たす部位である。本研究により、β -
アラニンが脊髄後角第Ⅱ層において、抑制性シ
ナプス伝達に関与することが示され、これより、
β - アラニンは脊髄痛覚伝導路において疼痛制
御に関与している可能性がある。今後疼痛モデ
ルを用いた行動学的実験でその詳細も検討する
必要がある。

【結語】
　内因性アミノ酸のβ - アラニンは脊髄後角に
おいて、グリシン受容体を選択的に活性化し、
Cl- チャネルを開口させる。それにより、後角
ニューロンは過分極し、膜の興奮性は低下する
ことが明らかになった。このβ - アラニンはグ
リシンと同じく抑制性シナプス伝達の作用を有
しており、脊髄痛覚伝導路において鎮痛作用に
関与している可能性が示唆された。
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Abstract
  Many of endogenous analgesics such as opioids, nociceptin, adenosine, norepinephrine 
and serotonin produce a membrane hyperpolarization in spinal dorsal horn lamina II（sub-
stantia gelatinosa; SG）neurons that play a pivotal role in regulating nociceptive transmis-
sion from the periphery.  Transient receptor potential（TRP）channels in the peripheral 
terminal of dorsal root ganglion neuron receive nociceptive and temperature stimuli while 
those in the central terminal of the neuron in the SG play a role in modulating nociceptive 
transmission.  We have previously reported in a spinal cord slice preparation that the cen-
tral terminal TRP channels in the SG are activated by many plant-derived compounds.  
Among the compounds are there capsaicin, allyl isothiocyanate, cinnamaldehyde, allicin, 
piperine, zingerone, cineole, carvone, citral, eugenol, carvacrol and thymol.  The latter 
three compounds produced a membrane hyperpolarization, while the others did not.  Such 
a hyperpolarization is possibly involved in antinociception produced by the intraperitoneal 
administration of the plant-derived compounds.  In order to elucidate what chemical struc-
tures of the plant-derived compounds are important in the hyperpolarization generation, we 
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【はじめに】
　皮膚末梢に与えられた痛み刺激の情報は後根
に含まれる１次感覚ニューロンを通って脊髄後
角の第 II 層（膠様質）のニューロンへ伝えら
れた後に内因性の様々な神経修飾物質の働きに
より制御されるが 1、そのシナプスレベルの機
序の１つに膜の過分極がある 2。例えば、ノシ
セプチン（Fig. 1A）3、エンドモルフィン -1, 2

（Fig. 1B）4、アデノシン（Fig. 1C）5、ノルエ
ピネフリン（Fig. 1D）6, 7、セロトニン（Fig. 
1E）7,8 およびドーパミン 9 による膜過分極作用
である。これらはいずれも膠様質ニューロンに
発現している受容体の働きによるが、その他、
このニューロンに入力する１次感覚ニューロン
の中枢端に存在している transient receptor 
potential（TRP）チャネルも痛み伝達の修飾に
働いている。
　TRP チャネルは in vitro の脊髄スライス標本で

は様々な植物由来物質により活性化される 10, 11。
例えば、カプサイシン 12、アリルイソチオシア
ネート（Fig. 2A）13、シンナムアルデヒド（Fig. 
2B）13, 14、アリシン（Fig. 2C）13、ピペリン 15、
オイゲノール 16、ジンゲロン（Fig. 2D）17、カ
ルバクロール 18、チモール 19、1,8- シネオール

（Fig. 2E）20、(+)- カルボン（Fig. 2F）21、シトラー
ル 22 などである。これらの物質は TRP チャネ
ルを活性化して神経終末から膠様質ニューロン
へ起こるグルタミン酸の自発放出を促進する。
このなかでも TRP ankyrin-1（TRPA1）チャ
ネルを活性化するオイゲノール 16、カルバク
ロール 18 およびチモール 19 はこのチャネルと
無関係に膠様質ニューロンの膜を過分極させる

（以下参照）。カルバクロールによる外向き膜電
流は K+ チャネルの活性化によることが明らか
にされている 18。いくつかの植物由来物質は腹
腔内投与により鎮痛を起こすことが知られてい

examined the effects of guaiacol, vanillin, vanillic acid and p-cymene, all of which are sim-
ilar in chemical structure to eugenol, carvacrol and thymol, on holding current and sponta-
neous excitatory transmission at -70 mV by applying the blind whole-cell patch-clamp 
technique to SG neurons in adult rat spinal cord slices.  All of guaiacol（2-5 mM), vanillin
（1-5 mM), vanillic acid（2-5 mM）and p-cymen（1-2 mM）hardly affected the fre-
quency and amplitude of spontaneous excitatory postsynaptic current.  Vanillin and p-cy-
men produced an inward and outward current, respectively, while the other compounds had 
no effects on holding currents.  In all neurons tested, vanillin at 5 mM elicited an inward 
current having an averaged peak amplitude of 17 pA.  On the other hand, p-cymen at 2 mM 
produced an outward current in 24 % of the neurons examined and the remaining neurons 
did not do so.  The peak amplitude of the outward current averaged to be 7 pA.  Compari-
son of the chemical structure of eugenol with those of guaiacol, vanillin and vanillic acid 
indicates an importance of -CH2CH=CH2 in eugenol in the outward current production.  
The finding that p-cymene produces an outward current having peak amplitudes much 
smaller than those of carvacrol and thymol suggests a role of -OH in carvacrol or thymol in 
the outward current production.  In conclusion, the membrane hyperpolarization produced 
in SG neurons by some of the plant-derived compounds activating central terminal TRP 
channels requires a functional group existing in the compounds, such as -CH2CH=CH2 or 
-OH.
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るので、その作用に膜の過分極が関与する可能
性がある。
　本研究では、成熟ラットから脊髄横断スライ
ス標本を作製して膠様質ニューロンにパッチク
ランプ法を適用し、オイゲノール、カルバクロー
ルおよびチモールに類似した化学構造を持つ植
物由来物質が保持膜電流に及ぼす作用に注目
し、膜過分極を誘起するのに関与する化学構造
を考察した。外向き膜電流を誘起するチモール

Fig. 1  Outward currents produced by endoge-
nous analgesics in adult rat spinal substan-
tia gelatinosa（SG） neurons. （A-E） Chart 
recording showing a change in holding cur-
rent following superfusion of nociceptin（1 
μM; A）, endomorphin-1（1 μM; B）, ade-
nosine（1 mM; C）, norepinephrine（20μM; 
D） or serotonin（40 μM; E）.  In this and 
subsequent figures, the duration of drug 
superfusion is shown by a horizontal bar 
above the chart recording.  Since the out-
ward current is recorded at a holding po-
tential（VH） of -70 mV, this current corre-
sponds to a membrane hyperpolarization.  
The recordings in（A）-(C） were taken from 
Refs. 3, 4 and 5, respectively; ones in（D） 
and（E） from Ref. 7.

Fig. 2  Small inward current or no change in 
holding current following superfusion of 
plant-derived compounds that activate 
trans ient  receptor  potent ia l（TRP） 
ankyrin-1（TRPA1） channels in the SG, 
leading to the enhancement of spontaneous 
excitatory transmission. （A-F） Chart re-
cording showing a change in holding cur-
rent and spontaneous excitatory transmis-
sion enhancement following superfusion of 
allyl isothiocyanate（AITC; 100 μM; A）, 
cinnamaldehyde（CA; 100 μM; B）, allicin

（100 μM; C）, zingerone（2 mM; D）, 1,8-cin-
eole（5 mM; E） or（+）-carvone（1 mM; F）.  
Their chemical structures are shown above 
the chart recordings.  VH = -70 mV.  Re-
cordings in（A）-(C） were taken from Ref. 
13; ones in（D）,（E） and（F） were from Refs. 
17, 20 and 21, respectively.
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（Fig. 3A）に存在するベンゼン環がシクロヘキ
サン環になった (-)- メントールは TRP melasta-
tin-8 （TRPM8）チャネルを活性化するが外向
き膜電流を誘起しないので（Fig. 3B）20、ベン
ゼン環を持つ植物由来物質（グアイアコール、
バニリン、バニリン酸、p- シメン）の作用を
検討した。

【方法】
　本実験の計画は佐賀大学動物実験委員会で承
認された。
１. 脊髄スライス標本の作製
　脊髄横断スライス標本は、以前の報告と同様
に 18-22、Sprague-Dawley 系の成熟（6 〜 8 週齢）
雄性ラットから作製した。まず、ウレタン（1.2

〜 1.5 g/kg を腹腔内投与）で深麻酔したラッ
トを加温パッドの上で腹臥位とした。そして、
腰仙部の椎弓切除を行い、1.5 〜 2.0 cm の長さ
で切り出した L1 〜 S3 レベルの脊髄を酸素飽
和した人工脳脊髄液（2 〜 4 ℃）に浸した。実
体顕微鏡下で硬膜を除去した後、後根および前
根をすべて切除し、その後、クモ膜や軟膜を除
去した。このような脊髄断片を寒天ブロックに
設けた浅い溝の上に置き、マイクロスライサー

（堂阪イーエム社製 PRO10）を用い約 650 μ m
の厚さの脊髄横断スライスを作製した。切り出
したスライスを直ちに記録用チェンバー内のナ
イロンメッシュの上に置き、上から銀線に装置
した EM グリッドで軽く固定した後、酸素負
荷した人工脳脊髄液（36±1 ℃, 10〜15 ml/分） 
で両面を灌流した。人工脳脊髄液の組成（mM）
は、NaCl, 117; KCl, 3.6; CaCl2, 2.5; MgCl2, 1.2; 
NaH2PO4, 1.2; glucose, 11; NaHCO3, 25（pH = 
7.4）であった。

２. 脊髄膠様質ニューロンからのパッチクラン
プ記録
　実体顕微鏡下（20 〜 40 倍）において、脊髄
スライスへ下方から透過光を当てると、膠様質
は後角の灰白質部表層に位置する半透明なバン
ド状として視認可能である。以前と同様に 18-22、
膠様質ニューロンからブラインド・ホールセル・
パッチクランプ法により膜電位固定下で膜電流
を記録した。パッチ電極は入力抵抗が 10 〜 15 
M Ωのものを用い、その内液組成（mM）は、
K-gluconate, 135; KCl, 5; CaCl2, 0.5; MgCl2, 2; 
EGTA, 5; HEPES, 5; Mg-ATP, 5（pH = 7.2）
であった。自発性の興奮性シナプス後電流

（spontaneous excitatory postsynaptic current: 
sEPSC）は、-70 mV（Cl- チャネル電流の逆転
電位）の保持膜電位（VH）で記録した。この
膜電流はパッチクランプ用増幅器（Molecular 
Devices 社製 Axopatch 200B）により増幅し、
A/D 変 換（Molecular Devices 社 製 Digidata 
1322A）後、データ記録および解析用のソフト
ウェア（Molecular Devices 社製 pCLAMP 9.2）

Fig. 3  Thymol but not（-）-menthol produces an 
outward current in SG neurons. （A, B） 
Chart recording showing a change in hold-
ing current and spontaneous excitatory 
transmission enhancement following super-
fusion of thymol（A） or（-）-menthol（B; each 
0.5 mM）.  Their chemical structures are 
shown in the left-hand side of the chart re-
cordings.  Thymol and（-）-menthol activate 
TRPA1 and TRP melastatin-8（TRPM8） 
channels in the SG, respectively, resulting 
in spontaneous excitatory transmission en-
hancement.  VH = -70 mV.  Recordings in

（A） and（B） were taken from Refs. 19 and 
20, respectively.
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を用いてコンピューターにより記録・解析した。
実験結果は平均 ± 標準誤差（SEM）で表し、
検定は t-test で行い、危険率 5 %（P < 0.05）
をもって有意と判定した。n の値は記録した
ニューロンの数である。
　使用した薬物について、グアイアコールと
p- シメンは東京化成、バニリンとバニリン酸
は Sigma-Aldrich 社から購入した。これらの薬
物はすべてジメチルスルホキシド（DMSO）に
溶かしてストック溶液を作り、実験直前に人工
脳脊髄液で希釈して使用した。DMSO 自身が
sEPSC に影響する可能性があるため、その濃
度 は 1 % 以 下 に な る よ う に し た。1 % の
DMSO は sEPSC に影響しなかった。

【結果】
1. グアイアコールの作用
まず最初に、オイゲノール（Fig. 4A の左）の

ベンゼン環に結合した -CH2CH=CH2 基が存在
しないグアイアコール（2-methoxyphenol; Fig. 
4B の左 ; ユソウボクやブナなどに含まれる）23

の作用を調べた。膜電位を -70 mV に固定した
時、オイゲノール（5 mM）では外向き膜電流
を誘起すると共に sEPSC の発生頻度を増加さ
せたが（Fig. 4A の右の記録）、グアイアコー
ル（5 mM）を 3 分間灌流投与するとそれらの
変化は見られなかった（Fig. 4B の右の記録）。
保持膜電流の変化は投与前を 0 pA とすると
-1.8 ± 3.9 pA （n = 5; P > 0.05; 以下、すべて負
の値は内向き、正の値は外向きの電流変化を示
す）であった。投与開始後 3 分付近の sEPSC
の発生頻度と振幅はそれぞれ、投与前（コント
ロール : 7.8 ± 1.5 Hz, 10.2 ± 0.5 pA）の 101 
± 1 % （n = 5; P > 0.05）と 98 ± 1 % （n = 5; 
P > 0.05）であった。2 mM のグアイアコール
投与でも同様な結果が得られた。保持膜電流変
化は 0 pA（n = 3）、投与開始後 3 分付近の
sEPSC の発生頻度と振幅のそれぞれは、コン
トロール（7.4 ± 2.4 Hz, 11.5 ± 2.7 pA）の 93 
± 6 % （n = 3; P > 0.05）と 97 ± 2 % （n = 3; 
P > 0.05）であった。

2. バニリンとバニリン酸の作用
　次に、オイゲノールのベンゼン環に結合した
-CH2CH=CH2 基が -CHO 基（アルデヒド基）に
置換されたバ ニリン（4-hydroxy-3-methoxy-
benzaldehyde; Fig. 5B の左 ; バニラなどに含ま
れる）24 の作用を調べた。1 mM の濃度では保
持膜電流の変化は全く見られず（n = 4）、投与
開始後 3 分付近の sEPSC の発生頻度と振幅の
それぞれは、コントロール（7.2 ± 0.8 Hz, 9.4 
± 0.4 pA）の 102 ± 0 % （n = 4; P > 0.05）と
102 ± 4 % （n = 4; P > 0.05）であった。2 mM
の濃度では、1 つのニューロンで 13.8 pA の内
向き膜電流を誘起し、別のニューロンでは保持
膜電流は変化しなかった（Fig. 5Ba）。投与開
始後 3 分付近の sEPSC の発生頻度と振幅のそ
れぞれは、コントロール（3.0 Hz, 15.3 Hz; 18.7 
pA, 15.7 pA）の 102 %、101 % と 98 %、98 %

Fig. 4  Eugenol but not guaiacol produces an 
outward current in SG neurons. （A, B） 
Chart recording showing a change in hold-
ing current and spontaneous excitatory 
transmission following superfusion of euge-
nol（A） or guaiacol（B; each 5 mM）.  Their 
chemical structures are shown in the left-
hand side of the chart recordings.  Eugenol 
but not guaiacol activates TRPA1 channels 
in the SG.  A difference in chemical struc-
ture between eugenol and guaiacol is 
shown by an oval shape.  VH = -70 mV.  Re-
cording in（A） was taken from Ref. 16.
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であった。5 mM では Fig. 5Bb で示すように
調べたすべてのニューロン（n = 6）で内向き
膜電流が見られたが、sEPSC は変化しなかっ
た。その膜電流の振幅は 16.9 ± 3.0 pA（n = 6）、
投与開始後 3 分付近の sEPSC の発生頻度と振
幅のそれぞれは、コントロール（11.5 ± 2.8 
Hz, 13.3 ± 1.4 pA）の 103 ± 0 % （n = 6; P > 
0.05）と 100 ± 3 % （n = 6; P > 0.05）であった。
バニリンの -CHO 基が -COOH 基（カルボキシ
ル 基 ） に 置 換 さ れ た バ ニ リ ン 酸（4-hy-
droxy-3-methoxybenzoic acid; Fig. 6B の左 ; ト

ウキなどに含まれる）25 でもバニリンと同様に
外向き膜電流は誘起されなかったが、バニリン
酸では内向き膜電流も誘起されなかった（2 
mM で n = 2; 5 mM で n = 6）。投与開始後 3
分付近の sEPSC の発生頻度と振幅の変化も見
られず、それらはそれぞれ 2 mM でコントロー
ル（15.8, 15.6 Hz; 10.7, 10.6 pA）の 100 %、98 
% と 102 %、105 %、5 mM でコントロール（10.5 
± 1.8 Hz, 15.2 ± 2.5 pA）の 98 ± 3 % （n = 6; 
P > 0.05）と101 ± 3 % （n = 6; P > 0.05）であっ
た。

3. p- シメンの作用
　さらに、カルバクロール（Fig. 7A の左）の
ベンゼン環に結合している -OH 基（水酸基）

Fig. 5  Eugenol but not vanillin produces an 
outward current in SG neurons. （A, B） 
Chart recording showing a change in hold-
ing current and spontaneous excitatory 
transmission following superfusion of euge-
nol（5 mM; A） or vanillin（a: 2 mM; b: 5 
mM）.  Their chemical structures are 
shown in the left-hand side of the chart re-
cordings.  Eugenol but not vanillin activates 
TRPA1 channels in the SG.  A difference in 
chemical structure between eugenol and 
vanillin is shown by an oval shape.  VH = 
-70 mV.  Recording in（A） was taken from 
Ref. 16.

Fig. 6  Eugenol but not vanillic acid produces 
an outward current in SG neurons. （A, B） 
Chart recordings showing a change in hold-
ing current and spontaneous excitatory 
transmission following superfusion of euge-
nol（A） or vanillic acid（B; each 5 mM）.  
Their chemical structures are shown in the 
left-hand side of the chart recordings.  Eu-
genol but not vanillic acid activates TRPA1 
channels in the SG.  A difference in chemi-
cal structure between eugenol and vanillic 
acid is shown by an oval shape.  VH = -70 
mV.  Recording in（A） was taken from Ref. 
16.
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が存在しない p- シメン（Fig. 7B の左 ; クミン
やタイムなどに含まれる）の作用を調べた。p-
シメン（2 mM）を 3 分間灌流投与すると、調
べたニューロン（n = 21）の 24 % において、
カルバクロール（1 mM）と同様（Fig. ７A の
右の記録）、外向き膜電流が誘起され（Fig. 
7Ba）、その振幅は 6.8 ± 2.8 pA（n = 5）であっ
た。残りのニューロン（n = 16）では保持膜電
流の変化は見られなかった（Fig. 7Bb）。p- シ
メン（1 mM）は調べた 6 個のニューロンのう

ち 2 個のニューロンで 6.4 pA と 21.6 pA の振
幅を持つ外向き膜電流を誘起したが、残りの
ニューロンは応答を示さなかった。
　sEPSC の 発 生 頻 度 や 振 幅 は p- シ メ ン（2 
mM）により影響をうけず、投与開始後 3 分、
それらはそれぞれコントロール（11.7 ± 1.6 
Hz, 14.9 ± 0.9 pA）の 102 ± 2 % （n = 21; P > 
0.05）と 101 ± 3 % （n = 21; P > 0.05）であっ
た。p- シメン（1 mM）でも同様で、投与開始
後 3 分の sEPSC の発生頻度や振幅のそれぞれ
は、コントロール（9.7 ± 2.8 Hz, 14.4 ± 3.2 
pA）の 94 ± 4 % （n = 6; P > 0.05）と 101 ± 
1 % （n = 6; P > 0.05）であった。

【考察】
　我々はオイゲノール、カルバクロールおよび
チモールに類似した化学構造を持つグアイア
コール、バニリン、バニリン酸および p- シメ
ンが脊髄膠様質ニューロンの保持膜電流と自発
性興奮性シナプス伝達に及ぼす作用を調べた。
その結果、これらの植物由来物質はいずれも
sEPSC の発生頻度や振幅に影響を及ぼさず、2 
mM の濃度の p- シメンのみが調べたニューロ
ンの約 20 % において静止膜電位付近の -70 
mV で外向き膜電流（膜の過分極）を生じるこ
とが明らかになった。

1. 外向き膜電流を誘起するのに必要な植物由
来物質の化学構造
　膠様質ニューロンで外向き膜電流を誘起する
オイゲノールの -CH2CH=CH2 基が存在しない
グアイアコールでは外向き膜電流が誘起されな
いので（Fig. 4）、この基の存在が外向き膜電流
の発生に重要であることが分かる。-CH2CH=　
CH2 基が -CHO 基に置換されたバニリンあるい
は -COOH 基に置換されたバニリン酸は外向き
膜電流を誘起しなかった（Figs. 5, 6）。バニリ
ンの -CHO 基において炭素と酸素の 2 つの原子
の間の電気陰性度の違いによる電荷の分布の偏
り、また、溶液中で -COOH 基が -COO- になる
ことによる負の電荷の存在を考慮すると、グア

Fig. 7  Carvacrol produces an outward current 
while p-cymene does so only in a part of 
the SG neurons tested. （A, B） Chart re-
cordings showing a change in holding cur-
rent and spontaneous excitatory transmis-
sion following superfusion of carvacrol（1 
mM; A） or p-cymene（2 mM; Ba, b）.  Their 
chemical structures are shown in the left-
hand side of the chart recordings.  Carvac-
rol but not p-cymene activates TRPA1 
channels in the SG.  A difference in chemi-
cal structure between carvacrol and p-cy-
mene is shown by an oval shape.  VH = -70 
mV.  Recording in（A） was taken from Ref. 
18.
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イアコールに -CH2CH=CH2 基のような極性の
偏りのない置換基が付いたオイゲノールに比べ
て、-CHO 基や -COOH 基のような極性の偏り
がある、あるいは、荷電を持つ置換基が付くこ
とが外向き膜電流を誘起することの妨げになる
可能性がある。このことは今後さらに検討する
必要がある。
　膠様質ニューロンで外向き膜電流を誘起する
チモールやカルバクロールから -OH 基が取れ
たものが p- シメンであるが（Fig. 3A, 7）、p-
シメンは調べたニューロンの約 20 % でしか外
向き電流を誘起できずその振幅は小さかった。
そのため十分な大きさの外向き膜電流が生じる
ためには p- シメンに -OH 基が結合することが
必要であると言える。
　膠様質ニューロンで外向き膜電流を誘起する
チモール、カルバクロールおよびオイゲノール
の化学構造を比較すると、ベンゼン環にイソプ
ロピル基あるいは -CH2CH=CH2 基のような無
荷電の基が結合している一方、その基のメタ位
やパラ位に -OH 基と共に -OCH3 基あるいは
-CH3 基が結合していることがわかる。その無
荷電の基が取れたグアイアコール、あるいはそ
れが荷電を持つ（極性に偏りがある）ものに置
換されたバニリンやバニリン酸は外向き膜電流
を誘起することができないし、p- シメンのよ
うにベンゼン環に結合している -OH 基がなく
なると外向き電流を誘起する効力が弱くなると
考えられる。このような外向き膜電流を誘起す
る植物由来物質の化学構造は、Fig. 2 で示した
植物由来物質では見られなかった。
　今回、外向き膜電流を発生する植物由来物質
の化学構造に注目したが、本研究で使用した植
物由来物質のいずれも sEPSC の発生頻度の増
加つまり膠様質での TRP チャネルの活性化を
生じないことに気づくことは興味深い。何故な
ら膠様質で痛み伝達の修飾に関与する TRP
チャネルは様々な植物由来物質により活性化さ
れるからである 10,11,26。その修飾を支持する証
拠として、末梢で炎症が起こると膠様質で
sEPSC の 発 生 頻 度 の 増 加 に 関 与 す る TRP 

vanilloid-1 （TRPV1）チャネルの発現量が増え
ることが報告されている 27。今回の実験結果か
らグアイアコール、バニリン、バニリン酸およ
び p- シメンはいずれも膠様質で TRP チャネル
を活性化しないことが明らかになった。この結
果は植物由来物質が TRP チャネルを活性化す
るのに必要な化学構造を知るのに役立つと期待
される。

2. 外向き膜電流発生の生理的意義
　ノシセプチン 3、エンドモルフィン -1, 2 4、ア
デノシン 5、ノルエピネフリン 6,7、セロトニン 7,8

およびドーパミン 9 など、脊髄で鎮痛を起こす
内因性生理活性物質の多くは膠様質ニューロン
の膜の過分極（外向き膜電流）を起こす。これ
は膠様質ニューロンの膜の興奮性を抑えるため
に鎮痛に働くと考えられる。今回使用したグア
イアコール、バニリン、バニリン酸、p- シメ
ンのうち p- シメンのみが膜の過分極を生じた。
これは p- シメンの腹腔内投与による鎮痛 28 に
寄与するかもしれない。

【結語】
　膠様質において TRPA1 チャネルを活性化す
る植物由来物質が外向き膜電流を誘起するため
には特異的な化学構造が必要であると結論され
る。
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オレキシンBは成熟ラット脊髄膠様質ニューロンの
興奮性シナプス伝達を促進する
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Orexin B enhances excitatory transmission in adult rat spinal substantia gelatinosa 
neurons
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Abstract
  There is much evidence showing that a neuropeptide orexin B（hypocretin-2）originating 
from the hypothalamus inhibits nociceptive transmission in the spinal dorsal horn.  Howev-
er, it has not been fully examined yet how orexin B affects synaptic transmission in spinal 
dorsal horn lamina II（substantia gelatinosa; SG）neurons which play a pivotal role in regu-
lating nociceptive transmission from the periphery.  In order to elucidate a detail of cellular 
mechanisms for orexin B-mediated antinociception, we examined its effect on holding cur-
rent and spontaneous glutamatergic excitatory transmission by applying the blind whole-
cell patch-clamp technique to SG neurons in adult rat spinal cord slices.  In 17 % of the SG 
neurons examined（n = 129）, orexin B（0.05 μM）superfused for 2 min produced an inward 
current which was not accompanied by a change in spontaneous excitatory transmission.  
On the other hand, 19 % of the SG neurons did not alter holding currents while exhibiting 
an increase in the frequency of spontaneous excitatory postsynaptic current（sEPSC）.  Both 
of the inward current and sEPSC frequency increase were produced in 27 % of the SG neu-
rons.  The inward current had an averaged peak amplitude of 6.8 ± 0.3 pA（n = 57）, and 



脊髄機能診断学　Vol.38. No.1 2017

25

【はじめに】
　オレキシンにはオレキシン A（ハイポクレ
チン -1）とオレキシン B（ハイポクレチン -2）
があり、それぞれ 33 個と 28 個のアミノ酸残基
からなる。視床下部のオレキシン含有ニューロ
ンは脳の様々な部位に投射して食欲、睡眠・覚
醒および報酬系などに働くことはよく知られて
いる 1-3。一方、視床下部から下行性に脊髄後角
浅層部へ投射して痛み伝達を制御することを示
す実験結果も報告されている。例えば、（1）脊
髄後角浅層部に存在する C 線維への視床下部
のオレキシン B 含有神経の投射 4、（2）脊髄後
角におけるオレキシン A とオレキシン B を含
む神経線維の高密度な分布 5,6、（3）脊髄後角浅
層の軸索終末部におけるオレキシン B の局在 7、

（4）脊髄後角浅層部におけるオレキシン -1 受
容体とオレキシン -2 受容体の局在 8,9、（5）後
根神経節ニューロンにおけるオレキシン A と
オレキシン -1 受容体の存在 10、（6）オレキシ
ン A とオレキシン B の脊髄腔内投与による鎮
痛行動 11-13、が示されている。しかしながらオ
レキシンによる鎮痛作用のシナプスレベルの機
序はまだ十分に調べられていない。
　Grudt ら 14 は幼若ラットを用い、痛み伝達制
御に重要な役割を果たす脊髄後角第 II 層（膠
様質）ニューロン 15,16 のシナプス伝達に及ぼす
オレキシン B の作用を調べている。この結果、

そのペプチドは後根刺激誘起の興奮性シナプス
伝達の変化を伴わずに内向き膜電流（脱分極）
および自発性のグルタミン酸作動性の興奮性シ
ナプス伝達やグリシン作動性の抑制性シナプス
伝達の促進を起こすことを示している。これら
の結果はいくつかのニューロンで得られたもの
であり、何％のニューロンがオレキシン B 応
答を示すかは明らかにされていない。また、そ
の作用の薬理学的性質は検討されなかった。
　我々は最近、オレキシン A やオレキシン B
と同様な視床下部ペプチドであるオキシトシン
が成熟ラットの膠様質ニューロンのシナプス伝
達に及ぼす作用を調べ、興奮性シナプス伝達の
変化を伴わずに膜を脱分極することを明らかに
した（Fig. 1A, B）17。一方、Breton ら 18 は幼
若ラットの脊髄後角浅層ニューロンに及ぼすオ
キシトシン作用を調べて膜の脱分極ではなく自
発性興奮性シナプス伝達の促進を報告してお
り、成熟ラットと異なる結果であった。我々自
身も幼若ラットの膠様質ニューロンでオキシト
シン作用を調べ、その作用に生後発達があるこ
とを明らかにした 19。これらの結果より、膠様
質ニューロンにおけるオレキシン B 作用は、
生後発達を示して成熟ラットと幼若ラットで異
なる可能性が考えられる。本研究では、成熟（6
〜 8 週齢）ラットの膠様質ニューロンの保持膜
電流と自発性の興奮性シナプス伝達に及ぼすオ

sEPSC frequency around 2 min after the onset of orexin B superfusion averaged to be 188 
± 8 %（n = 59）of that before its superfusion, with no change in its amplitude.  Remaining 
neurons（n = 48; 37 % of the neurons tested）did not respond to orexin B.  Orexin B con-
centration-dependently produced the inward current and sEPSC frequency increase; their 
half-maximal effective concentration values were 0.020 and 0.053 μM, respectively.  The 
orexin B activities were resistant to a voltage-gated Na+-channel blocker tetrodotoxin and 
inhibited by orexin-2 but not orexin-1 receptor antagonist（JNJ10397049 and SB334867, 
respectively）.  These results indicate that orexin B produces a membrane depolarization 
and spontaneous L-glutamate release enhancement in SG neurons through orexin-2 recep-
tor activation.  Such actions of orexin B could contribute to its antinociceptive action in the 
spinal dorsal horn.
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レキシン B の作用とその薬理学的性質を検討
した。

【方法】
　本実験の計画は佐賀大学動物実験委員会で承
認された。
１. 脊髄スライス標本の作製
　脊髄横断スライス標本は、以前の報告と同様
に 17,19、Sprague-Dawley 系の成熟（6 〜 8　週齢）
雄性ラットから作製した。まず、ウレタン（1.2
〜 1.5 g/kg を腹腔内投与）で深麻酔したラッ
トを加温パッドの上で腹臥位とした。そして、
腰仙部の椎弓切除を行い、1.5 〜 2.0 cm の長さ
で切り出した L1 〜 S3 レベルの脊髄を酸素飽
和した人工脳脊髄液（2 〜 4 ℃）に浸した。実
体顕微鏡下で硬膜を除去した後、後根および前
根をすべて切除し、その後、クモ膜や軟膜を除
去した。このような脊髄断片を寒天ブロックに
設けた浅い溝の上に置き、マイクロスライサー

（堂阪イーエム社製 PRO10）を用い約 650 μ m
の厚さの脊髄横断スライスを作製した。切り出
したスライスを直ちに記録用チェンバー内のナ
イロンメッシュの上に置き、上から銀線に装置
した EM グリッドで軽く固定した後、酸素負
荷した人工脳脊髄液（36±1 ℃, 10〜15 ml/分） 
で両面を灌流した。人工脳脊髄液の組成（mM）
は、NaCl, 117; KCl, 3.6; CaCl2, 2.5; MgCl2, 1.2; 
NaH2PO4, 1.2; glucose, 11; NaHCO3, 25（pH = 
7.4）であった。

２. 脊髄膠様質ニューロンからのパッチクラン
プ記録
　実体顕微鏡下（20 〜 40 倍）において、脊髄
スライスへ下方から透過光を当てると、膠様質
は後角の灰白質部表層に位置する半透明なバン
ド状として視認可能である。以前と同様に 17,19、
膠様質ニューロンからブラインド・ホールセル・
パッチクランプ法により膜電位固定下で膜電流
を記録した。パッチ電極は入力抵抗が 10 〜 15 
M Ωのものを用い、その内液組成（mM）は、
K-gluconate, 135; KCl, 5; CaCl2, 0.5; MgCl2, 2; 

Fig. 1  Oxytocin（0.5 μM）produces an inward 
current without a change in glutamatergic 
excitatory transmission in adult rat spinal 
substantia gelatinosa（SG）neurons. （A）
Chart recording showing a change in hold-
ing current following oxytocin superfusion.  
In this and subsequent figures, the duration 
of drug superfusion is shown by a horizon-
tal bar above the chart recording.  Four 
traces of spontaneous excitatory postsyn-
aptic currents（EPSCs）for a period indicat-
ed by a short bar located below the chart 
recording are shown in an expanded scale 
in time. （B）Averaged traces of six consec-
utive monosynaptically-evoked primary-af-
ferent Aδ-fiber（upper）and C-fiber EPSCs

（lower）in the absence of oxytocin（Control）
and 1.5 min after the beginning of oxytocin 
superfusion（Oxytocin）.  Holding potential

（VH）= -70 mV.  These data were taken 
from Ref. 17.
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EGTA, 5; HEPES, 5; Mg-ATP, 5（pH = 7.2）
であった。自発性の興奮性シナプス後電流

（spontaneous excitatory postsynaptic current: 
sEPSC）は、-70 mV の保持膜電位（VH）で記
録した。この膜電流はパッチクランプ用増幅器

（Molecular Devices 社 製 Axopatch 200B） に
より増幅し、A/D 変換（Molecular Devices 社
製 Digidata 1322A）後、データ記録および解
析用のソフトウェア（Molecular Devices 社製
pCLAMP 9.2）を用いてコンピューターにより
記録・解析した。実験結果は平均 ± 標準誤差

（SEM）で表し、検定は t-test で行い、危険率
5 %（P < 0.05）をもって有意と判定した。n
の値は記録したニューロンの数である。
　使用した薬物について、オレキシン B は ペ
プチド研究所、テトロドトキシン（TTX）は
和光純薬、JNJ10397049 と SB334867 は Tocris
社から購入した。薬物はすべて蒸留水を溶媒と
して使用濃度の 1000 倍のストック溶液を作り、
実験直前に人工脳脊髄液で希釈して使用した。

【結果】
1. オレキシン B はシナプス後性とシナプス前
性の作用を示す
　膜電位を -70 mV に固定してオレキシン B

（0.05 μ M）を 2 分間灌流投与すると、調べた
ニューロン（n = 129）の 17 % において、自
発性興奮性シナプス伝達が変化せずに内向き膜
電流が発生した。一方、19 % においては、保
持膜電流や sEPSC の振幅に影響せずに、その
発生頻度を増加させた。27 % では、内向き膜
電流と sEPSC の発生頻度増加の両方が見られ
た。この記録の例を Fig. 2 に示している。その
内向き膜電流の平均振幅は 6.8 ± 0.3 pA（n = 
57）、その発生頻度はオレキシン B の投与開始
後 2 分において、投与開始前（コントロール : 
10.9 ± 0.8 Hz）の 188 ± 8 %（n = 59; P < 0.05）
であった。この増加は sEPSC の振幅の変化を
伴っていなかった［コントロール（9.8 ± 0.2 
pA）の 103 ± 1 %（n = 59; P > 0.05）］。残り
の 37 % のニューロンはオレキシン B に応答し

なかった。
　次に、オレキシン B（0.05 μ M）応答が繰
り返し見られるかどうか検討した。この応答は
すべてのニューロンで見られないので、まず、
内向き膜電流あるいは sEPSC の発生頻度の増
加を確認し、20 分後に 2 回目のオレキシン B

（0.05 μ M）投与を行った。Fig. 3 で示すよう
に 2 つのオレキシン B 応答は繰り返し見られ
た。1 回目と 2 回目の投与による内向き膜電流
の振幅は、それぞれ 7.0 ± 0.9 pA（n = 5）と 7.4 
± 0.2 pA（n = 5）であり両者は有意に異なっ
ていなかった（P > 0.05）。また、1 回目と 2 回
目の投与において、投与直前のコントロールに
対する sEPSC の発生頻度の相対値はそれぞれ
178 ± 17 %（n = 5）と 181 ± 14 %（n = 5）
であり、これらは有意に異なっていなかった（P 

Fig. 2  Orexin B（0.05μM）produces an inward 
current and an increase in the frequency of 
spontaneous EPSC（sEPSC）in an adult rat 
SG neuron. Recordings showing a change 
in holding current and sEPSCs following 
orexin B superfusion. In this and subse-
quent figures showing sEPSCs, a and b: 
traces of sEPSCs for a period indicated by 
short bars, a and b, respectively, located 
below the chart recording, which are 
shown in an expanded scale in time. VH = 
-70 mV.
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> 0.05）。そのコントロールにおける sEPSC の
発生頻度（振幅）は、1 回目と 2 回目のそれぞ
れで 7.1 ± 2.9 Hz（10.3 ± 0.9 pA）と 7.3 ± 3.2 
Hz（9.7 ± 0.9 pA）であった。
　次に、オレキシン B（0.05 μ M）作用に活
動電位の発生が関与しているかどうか知るため
に TTX（0.5 μ M）の効果を調べた。TTX 非
存在下におけるオレキシン B 投与開始後 2 分
前後の sEPSC の発生頻度と振幅は、それぞれ
コントロール（10.8 ± 3.0 Hz, 8.8 ± 0.3 pA； n 

= 8）の 158 ± 7 ％（n = 8）と 102 ± 2 ％（n 
= 8）であった。一方、同じニューロンにおけ
る TTX 存在下では、オレキシン B 投与開始後
2 分前後で sEPSC の発生頻度と振幅は、それ
ぞれコントロール（11.5 ± 3.6 Hz, 9.3 ± 0.4 
pA； n = 8）の 157 ± 6 ％（n = 8）と 102 ± 
2 ％（n = 8）であった (Fig．4）。これらの
TTX 非存在下と存在下における sEPSC の発生
頻度の増加の程度に有意な差はなかった（P > 
0.05）。オレキシン B による内向き膜電流も
TTX による影響を受けなかった。TTX の非
存在下と存在下 (Fig．4）におけるオレキシン
B 電流の振幅はそれぞれ 6.1 ± 0.2 pA（n = 8）
と 5.7 ± 0.3 pA（n = 8）であり、これらに有
意差はなかった（P > 0.05）。
　Fig. 5 はオレキシン B 作用の濃度依存性を示
している。この作用はすべてのニューロンで見
られないので、まず、オレキシン B（0.05 μ M）
を投与して内向き膜電流あるいは sEPSC の発
生頻度の増加を確認し、20 分後に別の濃度の
オレキシン B を投与して実験を行った。Fig. 
5A で見られるようにオレキシン B による

Fig. 3  Orexin B（0.05 μM）repetitively produc-
es an inward current and enhances sponta-
neous excitatory transmission in an adult 
rat SG neuron. （A, B）Recordings showing 
changes in holding current and sEPSCs fol-
lowing the first（1st; A）and second（2nd; B）
applications of orexin B, obtained from the 
same neuron.  VH = -70 mV.

Fig. 4  The orexin B（0.05 μM）activity is not 
affected by a voltage-gated Na+-channel 
blocker tetrodotoxin（TTX; 0.5 μM）.  Re-
cordings showing changes in holding cur-
rent and sEPSCs following orexin B super-
fusion in the presence of TTX.  VH = -70 
mV.
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sEPSC の発生頻度の増加は濃度の増加と共に
大きくなった。Hill プロットにより解析すると、
最大効果の半分を示す濃度である EC50 は 0.053 
μ M であった。Fig. 5B はオレキシン B によ
る内向き膜電流の振幅の濃度依存性を示してい
る。Hill プロットにより解析すると EC50 は 0.020 
μ M であることがわかった。

2. オレキシン B 作用はオレキシン -2 受容体の
活性化による
　オレキシン受容体にはオレキシン -1 とオレ
キシン -2 の 2 つの型が存在することが知られ
ているので 20、それぞれの阻害薬 21 である
SB334867 と JNJ10397049 がオレキシン B 作用
にどのような影響を及ぼすかを調べた。Fig. 6
で示すように SB334867（1 μ M）存在下でオ

レキシン B は応答を示した。SB334867 非存在
下では、オレキシン B 投与開始後 2 分前後の
sEPSC の発生頻度と振幅は、それぞれコント
ロール（8.2 ± 1.9 Hz, 11.5 ± 2.5 pA； n = 6）
の 147 ± 2 ％（n = 6）と 103 ± 2 ％（n = 6）
であった。一方、同じニューロンにおける
SB334867 存在下では、オレキシン B 投与開始
後 2 分前後で sEPSC の発生頻度と振幅は、そ
れぞれコントロール（6.3 ± 1.2 Hz, 8.9 ± 0.3 
pA； n = 6）の 154 ± 5 ％（n = 6）と 101 ± 
1 ％（n = 6）であった。これらの SB334867 非
存在下と存在下における sEPSC の発生頻度の
増加の程度に有意な差はなかった（P > 0.05）。
オレキシン B による内向き膜電流も SB334867
による影響を受けなかった。SB334867 の非存
在下と存在下におけるオレキシン B 電流の振

Fig. 5  The sEPSC frequency increase and inward current produced by orexin B were concentra-
tion-dependent. （A）The frequency of sEPSC under the action of orexin B, relative to those just 
before its superfusion, which was plotted against the logarithm of orexin B concentration.  These 
results were obtained from neurons where orexin B（0.05 μM）increased sEPSC frequency by 
more than 5 % [closed circle; control frequency: 11.1 ± 1.5 Hz（n = 23）].  This effect of orexin B 
was measured 0.5 min around 2 min after the beginning of its superfusion. （B）Peak amplitude of 
inward current elicited by orexin B at various concentrations, relative to that（closed circle）at 
0.05 μM（7.1 ± 0.7 pA, n = 15）, which was plotted against the logarithm of orexin B concentra-
tion.  The continuous curves in（A）and（B）were drawn according to the Hill equation [half-maxi-
mal effective concentration and Hill coefficient in（A）and（B）: 0.053 μM, 1.1 and 0.020 μM, 1.6, 
respectively].  Each point with vertical bars represents the mean values and S.E.M.; if the S.E.M. 
of the values except for data at 0.05 μM is less than the size of symbol, the vertical bar is not 
shown; value in parentheses indicates the number of neurons tested.  VH = -70 mV.
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幅は、それぞれ 5.0 ± 0.3 pA（n = 5）と 5.0 
± 0.9 pA（n = 5）であり、これらにも有意な
差はなかった（P > 0.05）。

　一方、Fig. 7 で示すように JNJ10397049（1 
μM）存在下でオレキシンB作用は抑制された。
JNJ10397049 非存在下では、オレキシン B 投
与開始後 2 分前後の sEPSC の発生頻度と振幅
は、それぞれコントロール（8.2 ± 1.4 Hz, 10.4 
± 1.0 pA； n = 9）の 153 ± 5 ％（n = 9）と
101 ± 1 ％（n = 9）であった。しかし、同じ
ニューロンにおける JNJ10397049 存在下では、
オレキシン B 投与開始後 2 分前後で sEPSC の
発生頻度と振幅は、それぞれコントロール（8.4 
± 1.6 Hz, 9.8 ± 0.7 pA； n = 9）の 98 ± 1 ％（n 
= 9）と 100 ± 2 ％（n = 9）であり、これら
の JNJ10397049 存在下における sEPSC の発生
頻度の増加は、その非存在下のものに比べて有
意に小さかった（P < 0.05）。オレキシン B に
よる内向き膜電流も JNJ10397049 により抑制
された。JNJ10397049 の非存在下と存在下にお
けるオレキシン B 電流の振幅は、それぞれ 6.1 
± 0.5 pA（n = 8）と 2.1 ± 0.7 pA（n = 8）で
あり、後者は前者に比べて有意に小さかった（P 
< 0.05）。以上の結果はオレキシン B 作用がオ
レキシン -2 受容体の活性化によることを示し
ている。

【考察】
　我々は、成熟ラットの脊髄膠様質ニューロン
において、オレキシン B が保持膜電流と自発
性の興奮性シナプス伝達に及ぼす作用を調べ
た。この結果、オレキシン B（0.05 μ M）は
調べたニューロンの約半数において、（１）
sEPSC の発生頻度の増加つまりシナプス前性
の促進作用と、（２）-70 mV の保持膜電位で内
向き膜電流（脱分極）を生じるシナプス後性の
促進作用が見られることを発見した。これらの
2 つの作用は TTX 抵抗性であることから活動
電位の発生を介さないオレキシン B の直接作
用であることが分かる。同様なオレキシン B
の 2 つの作用は幼若ラットの脊髄後角浅層
ニューロンで報告されている 14。すなわち、オ
キシトシン作用と異なり、オレキシン B 応答
は幼若ラットと成熟ラットの間で差が見られな

Fig. 6  The orexin B（0.05 μM）activity is not 
affected by an orexin-1 receptor antagonist 
SB334867（1 μM）.  Recordings showing 
changes in holding current and sEPSCs fol-
lowing orexin B superfusion in the pres-
ence of SB334867.  VH = -70 mV.

Fig. 7  The orexin B（0.05 μM）activity is in-
hibited by an orexin-2 receptor antagonist 
JNJ10397049（1 μM）.  Recordings showing 
changes in holding current and sEPSCs fol-
lowing orexin B superfusion in the pres-
ence of JNJ10397049.  VH = -70 mV.
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かった。幼若ラットではオレキシン B 作用の
濃度依存性は調べられなかったが、我々は
sEPSC の発生頻度増加と内向き膜電流の発生
の EC50 値は、それぞれ 0.053 μ M と 0.020 μ
M であることを見出した。それらのオレキシ
ン B 作用の薬理学的性質について、そのシナ
プス前性と後性の作用は、いずれもオレキシン
-1 受容体の阻害薬 SB334867 に抵抗性である一
方、オレキシン -2 受容体の阻害薬 JNJ10397049
により抑制された。このため、それらのオレキ
シン B 作用はいずれもオレキシン -2 受容体の
活性化を介するといえる。この結果と一致して
成熟ラットの膠様質においてオレキシン -2 受
容体蛋白の存在が報告されている 8。本研究と
同様、Sakurai ら 20 はオレキシン受容体の強制
発現系を用いて、オレキシン B はオレキシン
-1 受容体に比べてオレキシン -2 受容体に強い
親和性を示すことを報告している。
　オレキシン B と同様、視床下部ペプチドで
あるオキシトシンは成熟ラットの膠様質ニュー
ロンで膜の脱分極を誘起した。このオキシトシ
ン応答にはホスホリパーゼ C と IP3 誘起 Ca2+

放出機構を介して K+ チャネルや Na+ チャネル
が関与することが明らかにされている 17。
Grudt ら 14 は、幼若ラットの脊髄浅層ニューロ
ンでのオレキシン B による内向き膜電流の振
幅が膜電位依存性を示さないことから複数のイ
オンの膜透過性の変化の関与を指摘している。
今後、成熟ラットのオレキシン B 応答発生の
イオン機序を明らかにする必要がある。
　脊髄腔内に投与したオレキシン A はオレキ
シン B よりも大きな鎮痛効果を示すこと 11,22 や
脊髄後角にオレキシン B ばかりでなくオレキ
シン A も分布していること 6 が報告されてい
る。また、Jeonら 23 は幼若ラットの膠様質ニュー
ロンがオレキシン A 応答を示すことを報告し
ている。今後、オレキシン A が成熟ラットの
膠様質ニューロンの保持膜電流や自発性興奮性
シナプス伝達にどのような効果を及ぼすか調
べ、オレキシン B の結果と比較検討する必要
がある。

【結語】
成熟ラットにおけるオレキシン B による膠様
質ニューロンでの膜の脱分極や神経終末から起
こるグルタミン酸の自発放出の増加は鎮痛に寄
与することが示唆される。

【謝辞】
本研究は、日本学術振興会から基盤研究（C）

（15K08673）の学術研究助成金の援助を受けて
行われた。

【文献】
1. de Lecea L, Huerta R : Hypocretin（orexin） 

regulation of sleep-to-wake transitions. 
Front Pharmacol 5 : 16, 2014

2. Gao X-B, Horvath T : Function and dys-
function of hypocretin/orexin: an energetics 
point of view.  Annu Rev Neurosci 37 : 101
－116, 2014

3. Giardino WJ, de Lecea L : Hypocretin（orex-
in） neuromodulation of stress and reward 
pathways.  Curr Opin Neurobiol 29 : 103－
108, 2014

4. van den Pol AN : Hypothalamic hypocretin
（orexin）: robust innervation of the spinal 
cord.  J Neurosci 19 : 3171－3182, 1999

5. Cutler DJ, Morris R, Sheridhar V, et al. : 
Differential distribution of orexin-A and 
orexin-B immunoreactivity in the rat brain 
and spinal cord.  Peptides 20 : 1455－1470, 
1999

6. Date Y, Mondal MS, Matsukura S, et al. : 
Distribution of orexin-A and orexin-B（hypo-
cretins） in the rat spinal cord.  Neurosci 
Lett 288 : 87－90, 2000

7. Guan J-L, Wang Q-P, Shioda S : Immuno-
electron microscopic examination of orex-
in-like immunoreactive fibers in the dorsal 
horn of the rat spinal cord.  Brain Res 987 : 
86－92, 2003

8. Cluderay JE, Harrison DC, Hervieu GJ : 



脊髄機能診断学　Vol.38. No.1 2017

32

Protein distribution of the orexin-2 receptor 
in the rat central nervous system.  Regul 
Pept 104 : 131－144, 2002

9. Hervieu GJ, Cluderay JE, Harrison DC, et 
al. : Gene expression and protein distribu-
tion of the orexin-1 receptor in the rat 
brain and spinal cord.  Neuroscience 103 : 
777－797, 2001

10. Bingham S, Davey PT, Babbs AJ, et al. : 
Orexin-A, an hypothalamic peptide with 
analgesic properties.   Pain 92 : 81－90, 
2001

11. Mobarakeh JI, Takahashi K, Sakurada S, et 
al. : Enhanced antinociception by intracere-
broventricularly and intrathecally-adminis-
tered orexin A and B（hypocretin-1 and 
-2） in mice.  Peptides 26 : 767－777, 2005

12. Yamamoto T, Nozaki-Taguchi N, Chiba T : 
Analgesic effect of intrathecally adminis-
tered orexin-A in the rat formalin test and 
in the rat hot plate test.  Br J Pharmacol 
137 : 170－176, 2002

13. Yamamoto T, Saito O, Shono K, et al. : An-
ti-mechanical allodynic effect of intrathecal 
and intracerebroventricular injection of 
orexin-A in the rat neuropathic pain model.  
Neurosci Lett 347 : 183－186, 2003

14. Grudt TJ, van den Pol AN, Perl ER : Hypo-
cretin-2（orexin-B） modulation of superfi-
cial dorsal horn activity in rat.  J Physiol 
538 : 517－525, 2002

15. Fürst S : Transmitters involved in antinoci-
ception in the spinal cord.  Brain Res Bull 
48 : 129－141, 1999

16. Willis WD Jr, Coggeshall RE : Sensory 
Mechanisms of the Spinal Cord, 2nd edition, 
Plenum Press, New York, pp 153－215, 1991

17. Jiang C-Y, Fujita T, Kumamoto E : Synap-
tic modulation and inward current pro-
duced by oxytocin in substantia gelatinosa 
neurons of adult rat spinal cord slices.  J 

Neurophysiol 111 : 991－1007, 2014
18. Breton J-D, Veinante P, Uhl-Bronner S, et 

al. : Oxytocin-induced antinociception in the 
spinal cord is mediated by a subpopulation 
of glutamatergic neurons in lamina I-II 
which amplify GABAergic inhibition.  Mol 
Pain 4 : 19, 2008

19. Jiang C-Y, Fujita T, Kumamoto E : Devel-
opmental change and sexual difference in 
synaptic modulation produced by oxytocin 
in rat substantia gelatinosa neurons.                    
Biochem Biophys Rep 7 : 206－213, 2016

20. Sakurai T, Amemiya A, Ishii M, et al. : 
Orexins and orexin receptors: a family of 
hypothalamic neuropeptides and G pro-
tein-coupled receptors that regulate feeding 
behavior.  Cell 92 : 573－585, 1998

21. Lebold TP, Bonaventure P, Shireman BT : 
Selective orexin receptor antagonists.  Bio-
org Med Chem Lett 23 : 4761－4769, 2013

22. Cheng J-K, Chou RC, Hwang L-L, et al. : 
Antiallodynic effects of intrathecal orexins 
in a rat model of postoperative pain.  J 
Pharmacol Exp Ther 307 : 1065－1071, 2003

23. Jeon Y, Park KB, Pervin R, et al. : Orexin-A 
modulates excitatory synaptic transmission 
and neuronal excitability in the spinal cord 
substantia gelatinosa.  Neurosci Lett 604 : 
128－133, 2015



脊髄機能診断学　Vol.38. No.1 2017

33

成熟ラット後根神経節細胞電位依存性Naチャネルに対する
局所麻酔薬の作用解析

歌　　大介1, 2）　　井本　敬二2, 3） 　　古江　秀昌2, 3）

富山大学大学院医学薬学研究部応用薬理学教室1）

生理学研究所基盤神経科学研究領域神経シグナル研究部門2）

総合研究大学院大学生命科学研究科生理科学専攻3）

Actions of local anesthetics of voltage-gated Na channels in adult rat dorsal root gan-
glion neurons.

Daisuke Uta1, 2）, Keiji Imoto2, 3）, Hidemasa Furue2, 3）

1） Department of Applied Pharmacology, Graduate School of Medicine and Pharmaceutical 
Sciences, University of Toyama

2） Department of Fundamental Neuroscience, Division of Neural Signaling, National Insti-
tute for Physiological Sciences

3）Department of Physiological Sciences, The Graduate University for Advanced Studies

   Key Words : DRG, Na current, pain, local anesthetic, whole-cell patch clamp recording

Abstract
  Although the single S（-） enantiomers ropivacaine and levobupivacaine of local anesthet-
ics have less toxic effect on the cardiovascular and central nervous systems, they are re-
ported to have lower anesthetic potency compared with a racemic mixture or R（+） enan-
tiomer. We have previously reported that S（-） enantiomers suppressed reversibly the action 
potential amplitudes of Aδ and C neurons using intracellular recording from adult rat dor-
sal root ganglion（DRG） neurons. However, they slightly inhibited action potentials of Aβ 
neurons at the same concentration. On the other hand, bupivacaine and lidocaine equally 
suppressed the action potential amplitudes of Aβ, Aδ and C neurons. These results show 
that pure S（-） enantiomers are capable of effectively inhibiting action potential conduction 
through Aδ and C fibers. In the present study, we investigated the effects of these local an-
esthetics on tetrodotoxin-sensitive（TTX-S） and tetrodotoxin-resistant（TTX-R） Na+ cur-
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【はじめに】
　アミド型局所麻酔薬である bupivacaine は、
S（-）と R（+）の鏡像異性体の混合物である。
現在までの研究から、心臓および中枢神経に対
するbupivacaineによる副作用が示されてきた1, 2。
そのような bupivacaine の心臓および神経毒性
効果は、主として R（+）鏡像異性体のためと
報告されている 3, 4。一方で、単一の S（-）鏡
像異性体であるropivacaineやlevobupivacaineは、
臨床研究において、bupivacaine に比べ心臓お
よび神経毒性が低いことが報告されている 4-7。
鎮痛効果においては、最近の研究において、S（-）
鏡像異性体が R（+）鏡像異性体より抑制作用
が同程度かそれ以上に強力であることが示され
ている 8。我々は以前、後根神経節（DRG）細
胞から細胞内記録を行い、S（-）鏡像異性体の
ropivacaine や levobupivacaine が痛覚を伝達す
る C および A δ線維に発生する活動電位を
bupivacaine と同程度抑制し、触覚を伝達する
A β線維誘起の活動電位を bupivacaine に比べ
抑制しにくいことを報告した 9。更にパッチク
ランプ記録を用いて脊髄後角細胞から記録を行
い、bupivacaine は A β、A δおよび C 線維
誘起の EPSC をほぼ同程度抑制するのに対し、
levobupivacaine や ropivacaine は痛覚を伝達す
る A δおよび C 線維誘起の EPSC を選択的に
抑制したことを見出した 10。しかし、この光学
異性による選択的抑制メカニズムの詳細は未だ
不明である。そこで本研究では、選択的抑制メ
カニズムの解明のため DRG 細胞における Na+

電流に対する各種局所麻酔薬の抑制効果をパッ
チクランプ法により解析した。

【方法】
1. 成熟ラット後根神経節（DRG）単離標本の
作製
　DRG 単離標本は Oda らと同様の方法を用い
て作製した（Fig. 1A）11。5 ～ 7 週齢の成熟
Sprague-Dawley 系雄性ラットをウレタン（1.5 
g/kg 腹腔内投与）によって深麻酔を施行した
後、胸腰髄レベルの椎弓切除を行い、L4 ～ L6
レベルの DRG を後根および前根を切除し取り
出し、コラゲナーゼ（2 mg/mL）、トリプシン（5 
mg/mL）を含む Tyrode 液（mM：NaCl 140, 
KCl 4.0, MgCl2 2.0, glucose 10, HEPES 10）に
移し 37℃で約 1 時間培養した。その後、酵素
を除いた Tyrode 液で洗い、記録用チャンバー
に細胞を撒き 37℃で 40 分ほど静置した。

2. DRG 細胞からのホールセルパッチクランプ
記録
　DRG 細胞からのホールセルパッチクランプ
記録は過去の方法 11 を参考にした（Fig. 1A）。
外液にはカドミウム（最終濃度 100 μ M）を含
んだものを使用し（mM：NaCl 25、tetrameth-
ylammonium chloride 75、tetraethylammoni-
um chloride 20、CsCl 5.0、CaCl2 1.8、MgCl2 1.0、
glucose 25、HEPES 5）、Cs 内液（mM：Cs2SO4 

110、tetraethylammonium 5、CaCl2 0.5、
MgCl2 2、EGTA 5、HEPES 5、ATP-Mg 5）
で満たした微小ガラス電極（電極抵抗 0.5–2 M
Ω）を用い、得られた電気応答をパッチクラン
プ 用 増 幅 器（HEKA electronic 社 製、EPC-9、
独国）により増幅し、データ取得・解析用ソフ
トウエア（HEKA electronic 社製、PULSE pro-

rents in rat DRG neurons using the whole-cell patch-clamp method. S（-） enantiomers re-
versibly suppressed the amplitudes of TTX-R Na+ currents. However, TTX-S Na+ currents 
were slightly inhibited by S（-） enantiomers. On the other hand, bupivacaine and lidocaine 
equally suppressed those of the both Na+ currents. The present results suggest that S（-） en-
antiomers preferentially blocked TTX-R Na channels over TTX-S Na channels. This could 
provide a desirable differential sensory blockade during epidural anesthesia using S（-） en-
antiomers levobupivacaine and ropivacaine.
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gram & Pulse Fit version 8.54）を用いコンピュー
タにて記録・解析を行った。全てのデータは、
mean ± S.E.M. で表示した。括弧内の n の値は
記録した DRG 細胞の数を示している。

【結果】
1. DRG 細胞からの Na+ 電流の記録と分類
　過去の報告 11 同様に、DRG 細胞からホール
セルパッチクランプを行い脱分極パルスを与え
Na+ 電流の記録を行った。得られた Na+ 電流は、
5 ms 以内に活性化し不活性化するような短い
内向き電流（Fig. 1B）と、20 ms 以上持続し
た内向き電流に分類された（Fig. 1C）。前者は、
200 nM の TTX によってほぼ完全に抑制される
ことから TTX に感受性を持つ TTX-sensitive

（TTX-S） の Na+ 電流に分類される（Fig. 1B）。
一方で後者は、200 nM の TTX ではほとんど
抑制されない TTX に抵抗性を持つ TTX-resis-
tant（TTX-R） の Na+ 電流に分類される（Fig. 
1C）。TTX-S の Na+ 電流は主に直径 35 μ m
以上の大型のDRG細胞から記録でき（56.5±4.8
μ m, n=6）、TTX-R の Na+ 電流は主に直径 30 
μ m 以下の小型の DRG 細胞から記録できた

（20.0 ± 3.0 μ m, n=6）。 本 研 究 で は、 記 録
DRG 細 胞 の 大 き さ と 得 ら れ た Na+ 電 流 に
TTX を灌流投与した際の Na+ 電流の変化を解
析し TTX-S の Na+ 電流か TTX-R の Na+ 電流
かを過去の報告に従い 11 分類した上で以下の実
験を行った。尚、TTX-R の Na+ 電流では TTX

Fig. 1  Characterization of Na+ current in dor-
sal root ganglion（DRG） neurons.

（A） Schematic illustrations of patch-clamp 
recording from DRG neurons.

（B） Typical trace of TTX-sensit ive
（TTX-S） Na+ current. Short-lasting current 
was completely blocked by 0.2 μM TTX.

（C） Typical trace of TTX-resistant
（TTX-R） Na+ current. Long-lasting current 
was only partly blocked by 0.2 μM TTX.

Fig. 2  Effect of local anesthetics on TTX-R 
Na+ current in DRG neurons.
Ropivacaine（30 μM）and lidocaine（1mM）
mostly suppressed the amplitude of TTX-R 
Na+ currents.
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存在下で実験を行った。

2. TTX- R の Na+ 電流に対する各局所麻酔薬の
抑制作用
　上記のように分類した小型 DRG 細胞から記
録された TTX-R の Na+ 電流に対し 30 μ M の
levobupivacaine、ropivacaine、bupivcaine お
よび 1 mM の lidocaine を投与すると可逆的に
TTX-R の Na+ 電流を著明に抑制した（コント
ロ ー ル に 対 し て の 抑 制 率、levobupivacaine 
53.3 ± 4.5 %（n = 2）、ropivacaine 46.1 ± 7.1 
%（n = 5）、bupivcaine 51.4 ± 5.9 %（n = 6）、
lidocaine 85.6 ± 3.4 %（n = 3）（Fig. 2, 4A）。

3.TTX- S の Na+ 電流に対する各局所麻酔薬の
抑制作用
　一方、大型細胞から記録された TTX-S の
Na+ 電流に対し同濃度の局所麻酔薬を投与した
と こ ろ、levobupivacaine や ropivacaine は
TTX-S の Na+ 電流をあまり抑制しなかったの
に対し（コントロールに対しての抑制率、
levobupivacaine 4.2 ± 0.9 %（n = 2）、ropiva-
caine 9.2 ± 1.1 %（n = 5）（Fig. 3, 4B）、bu-
pivcaine と lidocaine は TTX-S の Na+ 電 流 同
様に振幅を著明に抑制した（コントロールに対
しての抑制率、bupivcaine 48.4 ± 4.5 %（n = 
6）、lidocaine 81.9 ± 5.5 %（n = 3）、Fig. 3, 

4B）。この結果により、S 体のみで構成された
levobupivacaine や ropivacaine は TTX-S の Na
チャネルを選択的に抑制しにくいことを示唆し
ている（Fig. 4 B, 5）。

【考察】
　本研究では、パッチクランプ法を用いて後根
神経節（DRG）細胞から記録を行い、Na+ 電流
に対するアミド型局所麻酔薬の抑制作用につい

Fig. 3  Effect of local anesthetics on TTX-S 
Na+ current in DRG neurons.
Ropivacaine（30 μM）slightly suppressed 
the amplitude of TTX-S Na+ currents, but 
lidocaine（1 mM）quite suppressed the am-
plitude of TTX-S Na+ currents.

Fig. 4  Summary showing blocking effects of 
local anesthetics on TTX-R（A） and TTX-S 

（B） Na+ currents.

Fig. 5  Bupivacaine and lidocaine were almost 
equally inhibited TTX-R and TTX-S Na 
channels. On the contrary, levobupivacaine 
and ropivacaine suppressed TTX-R but not 
TTX-S Na channels.



脊髄機能診断学　Vol.38. No.1 2017

37

て 解 析 を 行 っ た。 そ の 結 果、ropivacaine、
levobupivacaine、bupivacaine、lidocaine 共 に
侵害受容情報の伝達を担う小型 DRG 細胞（A
δ /C 細胞）から記録される TTX に抵抗性を
持つ TTX-resistant（TTX-R） の Na+ 電流を
著明に抑制した（Fig. 2, 4A, 5）。更に、単一の
S（-）体である levobupivacaine や ropivacaine
は、ラセミ体である bupivacaine と比較して、
非侵害（触・圧）受容情報の伝達を担う大型
DRG 細胞（A β細胞）から記録される TTX
に 感 受 性 を 持 つ TTX-sensitive（TTX-S） の
Na+ 電流を抑制しにくいことが明らかとなった

（Fig. 3, 4B, 5）。つまり、ropivacaine と levobu-
pivacaine は、触覚を伝達に関与する大型 DRG
細胞（A β細胞）の Na+ 電流を選択的に抑制
しにくいことが示された（Fig. 5）。これらの結
果は、以前我々が報告した DRG 細胞からの細
胞内記録法による結果や、脊髄スライス標本か
らのパッチクラップ記録法による結果とも一致
した 9, 10。
　Bupivacaine は S（-）と R（+）の鏡像異性体
の混合物で長い間局所麻酔薬として使われてい
るが、副作用として心臓毒性や中枢神経毒性を
もたらすことが知られている 1。現在までの様々
な研究において、R（+）鏡像異性体がその毒性効
果を及ぼす原因であることが確認されている 3, 4。
それに対し、S（-）鏡像異性体の局所麻酔薬は、
bupivacaine に比べ心臓および中枢神経毒性が
極めて低いことが示されている 4-7。一方で、S（-）
鏡像異性体は R（+）鏡像異性体もしくはラセ
ミック混合物に比べそれほど強力な鎮痛作用を
示さないと報告されている 1, 12。しかしながら、
我々は、細胞内記録法を用いた DRG 細胞の活
動電位に対する実験において、単一の S（-）鏡
像異性体である ropivacaine と levobupivacaine
は、bupivacaine と同程度もしくはより強力に
痛覚の伝達を阻害する可能性があることを報告
し 9、更に、パッチクランプ記録法を用いた脊
髄後角細胞においても ropivacaine と levobupi-
vacaine が、bupivacaine と比較し痛覚伝達を
担う A δおよび C 線維誘起の興奮性シナプス

電流を同等に抑制することを報告した 10。局所
麻酔薬による感覚喪失のメカニズムは、一般的
に TTX-sensitive（TTX-S）のナトリウムチャ
ネルの阻害によるものと考えられてきたが、最
近の研究で、いくつかの局所麻酔薬は TTX-re-
sistant（TTX-R）のナトリウムチャネルを阻
害しうることが報告されている 13。末梢神経に
おけるこれらのチャネルの分布はかなり異なっ
ており、TTX-R のナトリウムチャネルは主に
痛覚伝達に関与する直径の小さい DRG 細胞に
多く発現しており、 TTX-S のナトリウムチャネ
ルは触覚伝達に関与する直径の大きい DRG 細
胞に発現していることが報告されている 14-16。
本研究では、各局所麻酔薬 DRG 細胞からホー
ルセルパッチクランプ記録を用い Na+ 電流を
記録し解析した結果、S（-）体である levobu-
pivacaine や ropivacaine は A β線維に発現す
る TTX-S のナトリウムチャネルチャネルに対
して抑制作用が弱いことが明らかとなった

（Fig. 3, 4B）。同様の手法を用いた過去の研究
においても ropivacaine は TTX-S の ナトリウ
ムチャネルと比較し、TTX-R のナトリウム
チャネルを選択的に遮断するという報告がなさ
れている 11。一方で、lidocaineやbupivacaineは、
TTX-R のナトリウムチャネルチャネルに比べ
TTX-S のナトリウムチャネルチャネルをより
強力に阻害することが報告されている 11, 17。今
回の我々の結果も lidocaine や bupivacaine は、
TTX-R の Na+ 電流と TTX-S の Na+ 電流の振
幅をほぼ同程度抑制していた（Fig. 2-4）。これ
らのことから、levobupivacaine や ropivacaine
による選択的抑制能の要因の一つとして、大型
DRG 細胞や A β線維に発現する TTX-S のナ
トリウムチャネルに比べ、小型 DRG 細胞や C
および A δ線維に発現する TTX-R のナトリウ
ムチャネルに対して選択的に作用し阻害するこ
とが考えられる（Fig. 5）。本研究によるナトリ
ウムチャネルに対する選択的抑制効果は、rop-
ivacaine や levobupivacaine が臨床においても
術後痛などの痛みを選択的に抑制できると考え
られる。
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各種磁気刺激法と全脊椎MRIを用いた全脊椎高位診断の試み 
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Abstract
［Objective］

  To measure central motor conduction time（CMCT）, cortico-conus conduction time
（CCCT）, and cauda equina conduction time（CECT）using various types of magnetic 
stimulation. In addition, to estimate if it is useful for spine level diagnosis by combination 
MEPs and whole spine Magnetic Resonance Imaging（MRI） in some patients.
［Methods］

  Motor evoked potentials （MEPs） were recorded from abductor digi mini （ADM）muscle 
and abductor hallucis（AH）muscle in health volunteers, using the double coil for upper leg, 
the double-cone coil for lower leg and Magnetic Augmented Translumbosacral Stimulation
（MATS）coil for lumbo-sacral stimulation. Whole spine MRI was maked out using NV coil 

and Spine coil.
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　目的は、各種磁気刺激装置を用いて健常者に
おいて CMCT、CCCT、CECT の正常値をも
とめ、身長との相関を検討すること。加えて、
患者において全脊椎 MRI と MEP のコンビネー
ションが脊椎レベル高位診断において有用か検
討すること。方法は、MEPs は、上肢導出に対
してはダブルコイルし ADM から記録、下肢導
出に対してはダブルコーンコイルを、また、腰
仙椎刺激では MATS コイルを使用し AH から
記録した。結果は、CMCT-ADM：4.7 ± 1.2 
ms、CMCT-AH：12.0 ± 2.3 ms、CCCT：12.0 
± 2.1 ms、CECT：3.2 ± 0.7 ms であった。身
長と相関は、CMCT-ADM（R=0.317 p < 0.05）、
CMCT-AH（R=0.53 p < 0.0001）、CCCT
（R=0.467 p < 0.05）、そして CECT（R=0.383 p 
< 0.05）といずれの因子も優位な相関を認めた。
結論として、各種磁気刺激装置を用いた MEPs
と全脊椎 MRI のコンビネーションは、脊椎高
位診断に有用な可能性がある。

【はじめに】
　MEP は、非侵襲的な脊髄及び神経根の運動
路評価として確立されてきた。
　近年、刺激コイルも円型コイルに加え、上肢
導出にダブルコイル、下肢導出にダブルコーン
コイル、さらに腰仙部専用刺激の MATS（Mag-
netic Augmented Translumbosacral Stimula-
tion）コイルが開発され 1、全脊椎レベルの評
価が可能となってきた。

【目的】
　今回の目的は、各種磁気刺激法を用いて算出

した各パラメータ［中枢運動伝導時間 - 小指外
転筋導出（central motor conduction time- ab-
ductor digit minimi：CMCT- ADM）、中枢運
動伝導時間 - 母趾外転筋導出（central motor 
conduction time- abductor hallucis：CMCT- 
AH）、大脳皮質脊髄円錐部運動伝導時間（Cor-
tico- conus motor conduction time：CCCT）、
馬尾伝導時間（cauda equine conduction time：
CECT）］の健常者の正常値を求め、身長との
相関を検討することである。また、症例に磁気
刺激法に加え、全脊椎 MRI を撮影し、全脊椎
レベルでの高位診断が可能か検討することであ
る。この検査ははりま病院倫理委員会の承認を
得て行った。

【対象】
　CMCT-ADM 算出においては、健常者 51 名
（男性 26 名）、平均年齢 44 歳（14 － 83 歳）、
平均身長 164.1 cm（149.5 － 180cm）である。
CMCT-AH、CCCT、ECT 算出は、健常者 47
名（男性 26 名）、平均年齢 38 歳（20 － 65 歳）、
平均身長 164.0 cm（145.3 － 181.3cm）である。

【方法】
　TC-MEPs は上肢導出に double coil、下肢導
出に double- cone coil を使用し、刺激強度 100%
として、右 ADM 及び右 AH より軽度隋意収
縮時に記録した。CMCT は、以下の式で算出
した。CMCT=（F 波最短潜時 -M 波潜時 -1）/ 
2。腰仙椎部刺激は、MATS コイルを使用し、
Th12/L1 及び L5/S1 レベルを透視下でマーキ
ングし、同部を刺激強度 100% で刺激後、右

［Results］
  CMCT-ADM was 4.7 ± 1.2 ms, CMCT-AH was 12.0 ± 2.3 ms, CCCT was 12.0 ± 2.1 ms, 
and CECT was 3.2 ± 0.7 ms. The body height had significant correlations with CMCT-
ADM （R=0.317 p < 0.05）, CMCT-AH （R=0.534 p < 0.0001）, CCCT （R=0.467 p < 0.05）, 
and CECT （R=0.383 p < 0.05）
［Conclusion］

  It may be useful to estimate for spinal level diagnosis using MEPs and whole spine MRI.
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AH から記録 した。Th12/L1 レベル刺激後潜
時、L5/S1 レベル刺激後潜時を求めた。大脳皮
質脊髄円錐部運動時間　（CCCT）は、経頭蓋
刺激潜時から Th12/L1 レベル刺激後潜時 をひ
いて算出した。また、馬尾伝導時間（CECT）は、
Th12/L1 レベル刺激後潜時から L5/S1 レベル
刺激後潜時 をひいて算出した。評価項目は、
中枢神経伝導時間（CMCT-ADM、AH）、大脳
皮質脊髄円錐部運動時（CCCT）、馬尾伝導時
間（CECT）であり、統計学的処理は、Spear-
son 順位検定を使用し、p 値が、0.05 以下を優
位差ありとした。

【全脊椎 MRI 撮像方法】
　1.5 テスラのフィリップス社製 MRI 機種を使

用した。撮影方法は、後頚部用 NV coil と脊椎
用 Spine coil を使用し、3 分割して（場合によっ
て 2 分割）撮影した。次に Stiching 作業でつ
なぎ合わせ、頚部から腰仙部までの矢状断画像
を作製した。画像の圧迫所見にあわせ病変部位
の横断像を撮影した（Fig. 1）。

【結果】
　CMCT-ADM は、4.7 ± 1.2 ms、CMCT-AH、

12.0 ± 2.3 ms、CCCT、12.0 ± 2.1 ms、CECT、
3.2 ± 0.7 ms で あ っ た。 身 長 と の 相 関 は、

CMCT-ADM（R=0.317、 P ＜ 0.05）、CECT
（R=0.383 、P ＜ 0.05）と弱い相関を認めた。
身 長 と CMCT-AH（R= 0.534 、p ＜ 0.0001）、
また CCCT（R= 0.467 、P ＜ 0.05）でいずれ
も正の相関を認めた（Fig. 2，Fig. 3，Fig. 4，
Fig. 5）。

Fig. 1  The method of taking the whole spine 
MRI
First we take the MRI sharing with 2 or 3 
parts film at whole spine, then we stich 
each films.

Fig. 2  A correlation between body height and 
CMCT-ADM
There was slightly correlation between 
body height and CMCT-ADM. （R=0.317）

Fig. 3  A correlation between body height and 
CMCT-AH
There was significant correlation between 
body height and CMCT-AH. （R=0.534）
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【症例１】
　症例 1 は、75 歳女性である。主訴は、手指
巧緻運動障害で 、約 20 年前に頚椎手術の既往
があった。全脊椎 MRI では、頚椎部で C4/5
レベルから C6 レベルにかけて脊髄の圧迫がみ
られ、特に C5/6 局所後彎部で最狭窄を呈する。
腰椎部については、L3/4、4/5 レベルで椎間板
腔の狭小化と硬膜管の軽度の圧排がみられた
（Fig. 6）。これに対して、各種磁気刺激法を行っ
た。左 CMCT-ADM 12.4 ms、右 11.8 ms、左
CMCT-AH 18.1 ms、 右 15.9 ms、 左 CCCT 

17.7 ms、右 15.7 ms と遅延を認めた。CECT は、
左 3.1 ms、右 4.5 ms と遅延は認めなかった
（Table. 1）。以上より症状の責任高位は、頚椎
と診断した。

Fig. 4  A correlation between body height and 
CCCT
There was significant correlation between 
body height and CCCT. （R=0.467）

Fig. 5  A correlation between body height and 
CECT
There was slightly correlation between 
body height and CECT. （R=0.383）

Fig. 6  Case 1 75years old, Female
She had a disability of finger elaborate 
movement and she was performed cervical 
operation 20 years past. There was spinal 
compression in cervical lesion between 
C4/5 level and C6 level and local kyphosis 
at C5/6 level in whole spine MRI. In addi-
tion, there was lumbar stenosis at L3/4 and 
L4/5 lesion.

Table 1  CMCT, CCCT and CECT of the case 1
Lt CMCT-ADM was 12.4 ms, Rt CMCT-
ADM was 11.8 ms, Lt CMCT-AH 18.1 ms, 
Rt CMCT-AH was 15.9 ms, Lt CCCT was 
17.7 ms, Lt CECT was 3.1 ms, Rt CECT 
was 4.5 ms. CMCT-ADM was delayed and 
we diagnosed cervical lesion as the respon-
sibility level of illness.
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【症例 2】
　症例 2 は、77 歳男性、主訴は歩行困難で間
欠性跛行 100m である。既往歴として、糖尿病
（HbA1c 7.7%）である。全脊椎 MRI では、頚
椎に加え、腰椎 L3/4 及び L4/5 レベルで狭窄
を認めた（Fig. 7）。これに対して、各種磁気刺
激法を行った。左 CMCT-ADM 5.2ms、右 5.0 
ms、 左 CMCT-AH 13.3 ms、 右 13.8 ms、 左
CCCT 10.6ms、右 12.4 ms と遅延を認めなかっ
た。CECT は、左 5.7ms、右 4.5 ms と遅延し
ていた（Table. 2）。以上より症状の責任高位は、

腰椎と診断した。

【考察】
　CMCTの正常値について
　Claus ら 2 は円型コイルを使用し求め、CMCT-
ADM は、5.8 ms、CMCT-AH は、12.5 ms と
報告し、CMCT-TA は身長と相関したとして
いる。金子ら 3 は、同じ円型コイルを使用し、
CMCT-ADM は、4.2 ms、CMCT-AH は、11.1 
ms とした。それ以後の報告でも、今回の報告
と値は近く、下肢導出の CMCT-AH は、身長
と 相 関 す る と の 報 告 が 多 か っ た。（CMCT-
ADM、CMCT-AH： 高 橋 ら 4　6.2 ms、14.9 
ms、中西ら 5　7.2 ms、14.2ms）
　CECT、CCCTの正常値について
　Maccabee ら 6 は、8 の字コイルを使用し、
馬尾の近位遠位を刺激し TA から記録し馬尾
伝導時間は、2.3 ms と報告した。Özlem ら 7 は、
円型コイルを使用し、L1/2 及び L5/S1 レベル
を刺激、TA から導出では 1.96 ms、Glõez ら８は、
8 の字コイルを使用し、L1 及び S1 棘突起上を
刺激、AH から導出では、3.3 ms であった。
MATS コイルを使用した報告では松本ら 9 が、
L1 及び L5 棘突起上を刺激し、TA から記録し
た伝導時間は、2.6 ms であり、身長と相関があっ
たと報告している。現在までの報告では馬尾の
近位遠位の刺激点はさまざまで、今回我々は、
刺激点を基準化するために Th12/L1 及び L5/
S1 レベルに透視下のマーキングを行い刺激を
行った。同じ AH 導出の Gõlez らの報告の時間
とほぼ同じ時間であった。CCCT については、
松本らの報告では、11.5ms であり近い値であっ
た。
　全脊椎MRI について
　鴨川ら 10 は、全脊椎 MRI 検査の臨床的意義
について報告した。頚椎や腰椎病変の重複病変
の精査以外に、Stage の異なる骨折病変、脊椎
腫瘍や癌の脊椎転移などの腫瘍性病変、転落・
転倒の特に意識低下時の外傷精査、その他、神
経学的所見がとりにくい疾患（脳梗塞やパーキ
ンソン病合併例、透析や関節リウマチ、糖尿病

Fig. 7  Case2 77years old, male
He had intermittent claudication（100me-
ters）. There was compression in cervical 
lesion and in lumbar lesion of L3/4, 
L4/5level in whole MRI.

Table 2  CMCT, CCCT and CECT of the case 2
Lt CMCT-ADM was 5.2 ms, Rt CMCT-ADM 
was 5.0 ms, Lt CMCT-AH 13.3 ms, Rt 
CMCT-AH was 13.8 ms, Lt CCCT was 10.6 
ms, Rt CCCT was 12.4 ms. CECT was de-
layed and we diagnosed  lumbar lesion as the 
responsibility level of illness.



脊髄機能診断学　Vol.38. No.1 2017

45

や肥満、脳性麻痺による不随意運動で検査時抑
制が必要な場合、認知症患者、また脊椎外科初
診時の red flag、スポーツ外来やせぼねドック
に有用であるとしている。今回、我々も 2 症例
に検討したが、重複病変の検出が可能で、矢状
面アライメントもふくめ全体像を把握できた。
MEPs と末梢神経の評価に画像所見をあわせた
報告
　JIŘÍ ら 11 は、頭部、頚椎（C4-7）部、腰椎（L3）
部、 坐 骨 結 節 部 を 磁 気 刺 激 し、Quadriceps 
femoris muscle, anterior tibial muscle, exten-
sor digitorum brevis muscle から記録した。73
名の腰椎疾患で臨床症状と放射線所見（脊髄造
影検査）を行い、脊柱管狭窄のある症例が 43 名、
神経根圧迫がある症例が 30 名と報告した。脊
柱管狭窄のある症例のうち 28 名（65%）で少
なくとも１下肢のうちいずれかの筋導出の潜時
が遅延したと報告した。さらに末梢神経の評価
として F 波を記録し、脊髄造影検査とあわせ、
馬尾と根の conduction slowing の局在が診断で
きるとしている。我々は、各種磁気刺激法に加
え、非侵襲的な初期診断画像評価のツールとし
て MRI による全脊椎撮影を行った。これらの
combination による症例の検討で有用性が示唆
された。

【結果】
１、今回我々は、各種磁気刺激法を用い、健常

者における CMCT-ADM、CMCT-AH、CCCT、
CECT について検討した。

２、各パラメータの健常者値は、CMCT-ADM 
4.7ms、CMCT-AH 12.0ms、CCCT 12.0ms、
CECT 3.2ms であった。

３、身長と各パラメータの相関は、CMCT-
ADM、CMCT-AH、CCCT、CECT で み ら
れた。

４、今回提示した症例では、全脊椎 MRI によ
る重複病変に各種磁気刺激法をもちいた運動
路評価を行い診断に有用性が示唆された。今
後、さらに症例を増やし検討する。

【文献】
1.Matsumoto H, Octaviana F, Terao Y, et al：

Magnetic stimulation of the cauda equina 
in the spinal canal with a flat, large round 
coil. Journal of the Neurological Science 
284：46-51, 2009

2.Detlef Claus：Central motor conduction：
method and normal results：MUSCLE & 
NERVE 13：1125-113, 1990

3.Kaneko K, Taguchi T, Morita H, et al：
Mechanism of prolonged central motor con-
duction time in compression cervical my-
elopathy. Clin Neurophysiol 112：1035-40, 
2001

4.Nakanishi K, Tanaka N, Fujiwara, et al：
Corticospinal tract conduction block results 
in the prolongation of cenral motor conduc-
tion time in compressive cervical myelopa-
thy. Clin Neurophysiol 117 ：623-627, 2006

5.Takahashi J, Hirabayashi H, Ogihara N, et 
al：Assessment of cervical myelopathy us-
ing transcranial magnetic stimulation and 
prediction of prognosis after laminoplasty. 
Spine 33（1）：E15-20, 2008

6.P.j. Maccabee, M.E. Lipitz, T. Desudchit, et 
al：Amassian. A New method using neuro-
magnetic stimulation to measure conduc-
tion time within the cauda equina. Electro-
encephalography and clinical Neurophysiology 
101：153-166, 1996

7.Özlem Şenocak, Dilek Mete Hürel, Ufuk 
Şener, et al：Motor Conduction Time 
Along the Cauda Equina in Patients 　With
Lumbar Spinal Stenosis. SPINE 34（11）：
1410-1414, 2009

8.Ana Gõlez, Zoran Rodi：Stimulation of Cau-
da Equina With a Figure-of-Eight Magnetic 
Coil. Journal of Clinical Neurophysiology 32
（6）：501-504, 2015

9.Matsumoto H, Hanajima R, Shirota Y, et 
al：Cortico-conus motor conduction time



脊髄機能診断学　Vol.38. No.1 2017

46

（CCCT）for leg muscles. Clinical Neuro-
physiology 121：1930-1933, 2010

10. 鴨川　淳二、羽籐　泰三、加藤　修、他：
全脊椎 MRI 検査の臨床的意義―速く撮れ
て、全体がわかる―. 日立 MEDIX 59 ：9-13, 
2014

11.JIŘÍ DVOŘÁK, JÖRG HERDMANN, ROB-
ERT THEILER, et al：Magnetic stimula-
tion of motor roots for painless evaluation 
of central and proximal peripheral motor 
pathways normal values and clinical appli-
cation in disorders of the lumbar spine. 
Spine 16（8）：955-961, 1991



脊髄機能診断学　Vol.38. No.1 2017

47

頚髄症の歩行障害の病態　―JOACMEQを用いた検討―

平松　　武1）　　藤本　吉範1）　　田中　信弘2）　　中西　一義2）

山田　清貴1）　　中前　稔生1）　　亀井　直輔2）　　古高　慎司2）

安達　伸生2）

JA広島総合病院整形外科1）

広島大学大学院医歯薬学総合研究科展開医科学専攻病態制御医科学講座整形外科学2）

JOACMEQ reflect the pathology of cervical myelopathy patients of lower limb motor 
function. 

Takeshi Hiramatsu1）, Yoshinori Fujimoto1）, Nobuhiro Tanaka2）, Kazuyoshi Nakanishi2）,
Kiyotaka Yamada1）, Toshio Nakamae1）, Naosuke Kamei2）, Shinji Kotaka2）,
Nobuo Adachi2） 

1）Department of Orthopaedic Surgery, JA Hiroshima General Hospital
2）�Department of Orthopaedic Surgery Graduate School of Biomedical & Health Sciences, 

Hiroshima University

   Key Words : Knee joint position sense, cervical myelopathy, lower limb function,
                         JOACMEQ

Abstract
［Objectives］

  This study is to investigate the pathology of gait disturbance of cervical myelopathy and 
to assess the relationship between knee joint position sense（JPS）and kinesthesia and 
Japanese Orthopedic Association Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire（JOAC-
MEQ）.
［Methods］

  Twenty- two compressive myelopathy patients with a mean age of 67 years were studied. 
The measured values of JPS and kinesthesia were examined in relation to the following: 
lower limb motor function（JOACMEQ）and central motor conduction time（CMCT）. 
Measurements of the knee JPS followed the methods of Skinner et al. JPS is extended the 
knee joint to passively, and the average value of false positives angle to reproduce the angle 
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【はじめに】
　頚髄症は頚椎椎間板ヘルニア、脊椎症、後縦
靭帯骨化症、腫瘍性病変などにより脊髄の圧迫
に伴う脊髄圧の上昇によって引き起こされる。
頚髄症の臨床症状は、頚部痛や、四肢の感覚異
常、筋力低下、痙性、歩行障害などがあげられ
る。
　頚髄症患者の歩行障害は痙性運動障害、筋緊
張の変化、深部腱反射亢進、知覚や筋紡錘の障
害などの原因が考えられているが、深部腱反射
の亢進を伴わない失調性歩行を呈することも時
として認め、患者はふらつき感を主訴として歩
行のしにくさを訴える。
　頚髄症は、様々な歩行障害の原因があるが、
いずれの歩行障害も、脊髄上行性および脊髄下
行性機能障害に原因がある。脊髄上行性機能障
害では失調性歩行を引き起こし、その臨床的特
徴は、力は入るが立てない、歩行できないなど、
患者の立位、歩行に伴う不安感も大きいといっ
た特徴があり、脊髄性失調は、固有感覚障害に
よるものと考えられている。また脊髄下行性機
能障害では痙性運動障害、筋緊張の変化にとも
ない、歩行は困難となる。頚髄症患者の歩行障
害の病態を把握することは、効果的なリハビリ
への応用が可能となる可能性もあることから重

要と考えられる。
　脊髄上行性機能および下行性機能の評価法と
して、脊髄上行性機能は膝関節固有感覚検査に
て測定が可能であり、越智ら 1 は、前十字靭帯
損傷や変形性膝関節症などの膝障害における深
部感覚障害を、膝関節の位置覚と運動覚の膝関
節の関節固有感覚検査を行い評価した。一方、
脊髄下行性機能の評価は中枢運動伝導時間

（central�motor�conduction�time）、以下 CMCT
で評価が可能である 2。
　頚髄症患者の機能評価として、近年 JOAC-
MEQ�（Japanese�Orthopedic�Association�Cervi-
cal�Myelopathy�Evaluation�Questionnaire）が
用いられている。JOACMEQ は 24 項目の質問
票を頚椎機能、上肢機能、下肢機能、膀胱機能、
QOL の５つのグループに分類され各グループ
は 0-100 点の値を示し、値が大きいほど良好な
状態を示す。JOACMEQ は日本整形外科学会
頚髄症治療判定基準（JOA スコア）とよく相
関し、妥当性が高く、患者立脚で信頼性も高い
とされている 3。また JOACMEQ は JOA スコ
アと同様に、下肢機能を個別に評価できる評価
法である。
　本研究の目的は、頚髄症患者の下肢固有感覚
と CMCT を定量的に評価し、JOACMEQ との

the subject is memory, Kinesthesia is passively to move the knee joint at a rate of per sec-
ond 0.5 °, was defined as the average moving angle of up to recognize the movement. Low-
er limb function was evaluated in JOACMEQ lower limb function score. The correlation 
between the proprioceptive dysfunction and lower limb function, between CMCT and low-
er limb function were assayed using a correlation coefficient of spearman.
［Resultsu］

  Correlation between the proprioceptive dysfunction（JPS and kinesthesia）and CMCT 
was not found. Correlation between the JPS and lower limb motor function was not found. 
Kinesthesia was a significant correlation with the JOACMEQ lower limb function score. 
Correlation between the JOACMEQ lower limb motor function and CMCT was not found.
［Conclusions］

  In the study using a lower limb function score of JOACMEQ possibility that kinesthesia 
disorders are involved in gait disturbance of cervical myelopathy patients.
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関連性を検討し、頚髄症患者の歩行障害の病態
を解明することである。

【対象・方法】
　2011 年以降、手術を行った頚髄症患者 89 例
のうち、脳梗塞、糖尿病、胸腰椎疾患、頚椎手
術の既往、膝関節疾患を有する患者を除外した
22例を対象とした。平均年齢67.3歳、女性9例、
男性 13 例で、全例上肢、下肢に脊髄症の臨床
症状を呈し、MRI で頚髄の圧迫もしくは T ２
強調画像で脊髄内の高信号変化を認めた。疾患
は、頚椎症性脊髄症 15 例、頚椎後縦靭帯骨化
症５例、頚椎椎間板ヘルニア 2 例であった。平
均 JOA スコアは 11.6 点、平均 JOACMEQ 下
肢機能は 64.6 点であった（Table�1）。

　膝の固有感覚（位置覚、運動覚）の測定は、
コンピューター制御で作動する装置（固有運動
覚、固有位置覚運動測定装置、センサー応用社、

日本）を作成し 4、Skinner ら 5 の方法に従った。
アイマスクで視覚、ヘッドフォンで聴覚、エア
スプリントで足部の皮膚感覚を遮断し、椅子型
の測定装置に座位として測定を行った（Fig.　
1）。
　位置覚の測定は、膝を 90 度屈曲位とし、毎
秒 10°で他動的に可動させ 5-30°の間で 6 段階
に設定したうちの任意の角度で止め、5 秒間維
持ののち 90°屈曲位に戻し、被験者にその角度
を再現させ、誤認角度を測定し、6 回計測した
平均値を求めた。運動覚の測定は、毎秒 0.5°の
速度で他動的に可動させ、被験者が動きを認識
するまでの移動角度を計測した。15°と 45°屈
曲位で開始し、屈曲および伸展の運動方向で４
回測定を行い、平均値を求めた。左右の位置覚、
運動覚の平均値を算出し、位置覚、運動覚を定
量化した。
　下肢CMCTの測定はNicolet�Viking�（Nicolet　
Biomedical,� inc,�MadisonW1）を用いて Kimu-
ra ら 6 の方法に準じて測定した。経頭蓋刺激に
て母趾外転筋で導出し、運動誘発潜時を計測。
前脛骨筋刺激で母趾外転筋より導出し M 波と
F 波を計測し末梢潜時を計算。中枢運動誘発電
位潜時と末梢潜時の差より CMCT を算出し、
両下肢の CMCT の平均値を用いて検討した。
　検討項目は、１）CMCT と膝固有感覚（位
置覚、運動覚）の相関　、２）下肢運動機能と
膝固有感覚（位置覚、運動覚）の相関、３）下
肢運動機能と CMCT の相関とした。統計処理
は統計用ソフトウェア SPSS（21.0J）を用いて、
Spearman’s�correlation�coefficient�（r）にて解
析を行い、P<�0.05　を有意差ありとした。

【結果】
1）CMCT と膝固有感覚（位置覚、運動覚）の

相関
CMCT と固有感覚の相関については、
CMCT と位置覚（P�=�0.86,�r�=� -0.44）、運
動覚（P�=�0.8,�r�=�0.06）ともに有意な相関
は認めなかった（Fig.�2）。

2）下肢運動機能と膝固有感覚（位置覚、運動覚）

Table�1��patient�characteristics

Fig.�1��Measurements�of�the�knee�JPS�and�kin-
esthesia.�A�chair-type�instrument�designed�
to�move�the�lower�limbs�at�a�constant�rate.�
Patients�were�blindfolded,�wore�earphones,�
and� an� air-inflated� splint�was� installed�
around�the�patient’s�feet.
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の相関
JOACMEQ 下肢機能と膝固有感覚の相関に
ついては、位置覚と JOA 下肢機能の重症
度には有意な相関（P�=�0.14,�r�=� -0.34）は
認めなかったが�（Fig.�3）、運動覚と JOA 下
肢機能の重症度は、有意な逆相関（P�<�0.01,�
r�=�0.78）を認めた（Fig.�4）。�

3）下肢運動機能と CMCT の相関
JOACMEQ 下肢機能の重症度と CMCT の
相関については、有意な相関（P�=�0.68,�r�
=�-0.1）は認めなかった（Fig.�5）。

Fig.�2� �Association�between�CMCT�and�proprioceptive�dysfunction.�No�significant�correlation�
between�the�mean�inaccurate�angle�of�the�knee�JPS�and�the�CMCT�was�found,�and�there�
was�no�significant�correlation�between�the�mean�recognized�angle�of�the�knee�Kinesthesia�
and�the�CMCT.

Fig.�3��Association�between�JOACMEQ�lower�
limb�motor� function�and�JPS.� JPS�did�not�
significantly� correlate� to� the� lower� limb�
function�using�the�value�that�has�been�eval-
uated� by� JOACMEQ（lower� limb�motor�
function�score）.

Fig.�4��Association�between�JOACMEQ�lower�
limb�motor� function�and�Kinesthesia.�Rela-
tionship� between� kinesthesia� and� lower�
limb�motor� function�using�the�JOACMEQ.�
There�was� a� significant� correlation� be-
tween� the� recognized� angle� of� the�knee�
kinesthesia�and�the�JOACMEQ（lower�limb�
motor�function�score）.
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【考察】
　頚髄症患者の歩行障害は、脊髄上行性および
脊髄下行性機能障害による脊髄反射の機能障害
や、脊髄上行路の深部関節覚の小脳への伝道障
害、脊髄下行路である皮質脊髄路（錘体路、赤
核脊髄、前庭脊髄）網様体脊髄路（錐体外路）
の障害に起因するとの報告がある7-9。すなわち、
頚髄症の歩行障害の病態は、脊髄上行性および
脊髄下行性機能障害に起因する、増加した筋緊
張、下肢筋力低下、固有感覚障害が原因となる
ことが考えられる。その臨床的特徴は、増加し
た筋緊張に由来する痙性歩行では、膝が突っ張
り、自然な屈伸が減少し、つま先が十分に上が
らない歩様を特徴とする。一方、固有感覚障害
に由来した脊髄失調性歩行では、膝を必要以上
に高く上げ、前に放り出すように歩行すること
が多く、歩行速度は低下し、両足間の幅を広げ、
両足立脚期を増加させて歩行を安定化させてい
る 9。固有感覚障害のため、足をどれくらい上
げたら良いのか適切な判断ができず、立位、歩
行時に不安感を感じることが特徴である。
　頚髄症患者の歩行障害の病態を把握すること
は、効果的なリハビリテーションを行う上で重

要となることが考えられる。歩行障害の原因を
他覚的に評価することは、医療側の立場からは
リハビリテーションの計画を、患者側からはリ
ハビリテーションに対するモチベーションの維
持などに役立つと考えられ非常に重要である。
　本研究では、上行性機能障害を、膝固有感覚
検査を用いて定量的に評価を行い、下行性機能
障害はCMCTを用いて評価を行い、JOACMEQ
の下肢機能を用いて、頚髄症患者の歩行障害の
病態の評価を行った。
　本研究において、中枢運動伝導時間（CMCT）
と膝固有感覚の相関は認めなかった。脊髄下行
性機能を反映する CMCT と脊髄上行性機能を
反映する固有感覚検査が相関を認めない理由と
して、頚髄症による脊髄圧迫に伴う、脊髄上行
性および下行性の伝導路障害は一様ではない 11

ことが考えられた。
　頚髄症患者の歩行障害は主に脊髄後索障害に
起因するとの報告があり、奥田ら 10 は脊髄後
索障害に伴う、膝固有感覚の障害が頚髄症患者
の歩行障害の原因であり、位置覚・運動覚のう
ち位置覚が歩行障害と相関したと報告した。
Lee ら 9 は頚髄症患者の歩行障害は、固有感覚
の障害に伴う不安定感に起因し、体性感覚誘発
電位（後継骨神経）の異常の存在と頚髄症患者
の歩行障害との密接な関係を示した。
　本研究では、膝運動覚の重症度と頚髄症患者
の JOACMEQ 下肢機能の重症度に有意な相関
を認めた。しかし位置覚障害の程度と、JOAC
MEQ 下肢機能の相関は認めず、CMCT と下肢
運動機能の相関は認めなかった。すなわち頚髄
症患者の歩行障害の病態は、脊髄下行性機能障
害より、脊髄上行性障害のうち運動覚障害が密
接に関連していることが示された。運動覚は関
節運動の動きを察知するために重要な感覚であ
り、その障害が歩行時のふらつきに大きく影響
することが考えられた。膝関節固有感覚のうち
位置覚と運動覚のどちらがより sensitivity に
優れているかは不明である 12。本検査における、
位置覚測定は被験者が角度を再現する過程で、
脊髄上行性伝導路のみならず、脊髄下行性伝導

Fig.�5��Association�between�CMCT�and�JOAC
MEQ�motor�function.�CMCT�did�not�signifi-
cantly�correlate� to� the� lower� limb�motor�
function�using�the�value�that�has�been�eval-
uated�by�the�JOACMEQ（lower�limb�motor�
function�score）.



脊髄機能診断学　Vol.38. No.1 2017

52

路も関与することも考えられ、位置覚障害が頚
髄症患者の下肢機能と相関しなかった可能性も
示唆された。
　膝固有感覚検査は比較的容易に行える、非侵
襲的な検査であり、今まで評価が困難であった
固有感覚の定量評価を可能とした。歩行障害の
原因を、わかりやすい形で定量的に評価可能で
あり有用な検査法であると考えられた。しかし
本検査法は、変形性膝関節症などの膝疾患でも
固有感覚は低下することが報告されており 13、
末梢神経障害の合併でも低下することが考えら
れる。
　今後、脊髄後索障害を評価するために、重心
動揺を用いた評価法など、多方面な評価法を用
いての検討も必要であると考えられた。

【まとめ】
1.��頚髄症患者の歩行障害の病態を、下肢固有感

覚、CMCT、JOACMEQ を用いて評価した。
2.��頚髄症患者の歩行障害は運動覚障害が関連

していた。
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圧迫性頚髄症での上肢・胸椎部中枢運動伝導時間を
用いた重症度評価
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Abstract
［Objective］
  This study investigated the pathophysiology of compressive cervical myelopathy（CCM）
with prolonged central motor conduction time（CMCT）in the upper limbs（UL）rather than 
lower limbs（LL）and prolonged CMCT at the thoracic level（TL).

［Methods］
  Ninety-four patients（61 men, 33 women; age 28-87 years）with CCM who underwent cer-
vical laminoplasty participated. Fifty-three volunteers provided normal data on CMCT-UL 
and LL. CMCT-TL was calculated as CMCT-LL–CMCT-UL. We defined three groups：
group U, prolonged CMCT-UL rather than CMCT-LL（n=14); group E, prolonged CMCT-
UL and CMCT-LL equality（n=43); and group L, prolonged CMCT-TL（n=37). We evaluat-
ed intraoperative recording of spinal cord evoked potentials（SCEPs), neurological findings, 
and surgical outcomes.



脊髄機能診断学　Vol.38. No.1 2017

54

【目的】
　Magnetic Resonance Imaging（MRI）は、
脊髄の圧迫性病変の同定が可能であるため、頚
部圧迫性脊髄症（Compressive Cervical My-
elopathy：CCM）の診断に有用である。しか
し、MRIではしばしば無症候性の脊髄圧迫像を
認めることがあり1、脊髄の形態異常評価は可
能でも脊髄機能評価は困難である。電気生理学
的評価は脊髄機能評価が可能であるため、この
ような場合に非常に有用な検査方法である。経
頭蓋磁気刺激（Transcranial Magnetic Stimu-
lation：TMS）は、非侵襲的な外側皮質脊髄路
評価方法である2,3。中枢運動伝導時間（Central 
Motor Conduction Time：CMCT）の測定は、
CCMでの外側皮質脊髄路の電気生理学的機能
評価に有用であり、過去様々な報告がある4－6。
　CCM で は 一 般 的 に、 上 肢、 下 肢 と も に
CMCT の遷延を認め 4,7,8、上肢 CMCT、下肢
CMCT はそれぞれ術前の CCM 重症度指標と
して有用である 9 － 11。しかしながら、上肢優位
の CMCT 遷 延 を 認 め る 場 合 や 下 肢 優 位 の
CMCT 遷延を認める場合も存在する。そこで、
術前上下肢 CMCT を用いて、CCM を上肢優
位 CMCT 遷延、上下肢同等 CMCT 遷延、下
肢優位 CMCT 遷延の 3 群に分類し、各群の病

態生理を神経学的所見および電気生理学的所
見、臨床成績を用いて検討し、CMCT の術前
評価指標としての有用性を検討した。

【対象と方法】
　対象は、2008 年から 2014 年に山口大学医学
部附属病院で頚椎椎弓形成術を施行した CCM 
94 例（男性 61 例、女性 33 例、平均年齢 68 歳［28
－ 87 歳 ］、 平 均 身 長 159cm［138 － 185cm］）
である（Table 1）。CCM 診断はホフマン徴候
陽性を含む深部腱反射の亢進、上下肢の感覚障
害、および明らかな MRI における頚髄圧迫所
見に基づいて行った。全例で術前に CMCT、
術中に脊髄誘発電位（Spinal Cord Evoked Po-
tentials：SCEPs）を計測した。脳疾患や末梢
神経障害の既往例、頚椎再手術例、胸椎や腰椎
部での圧迫性病変合併例は除外した。術前神経
学的所見、術前 CMCT、術中 SCEPs、術前頚
椎（Japanese Orthopedic Association：JOA）
スコア、術後 1 年時頚椎 JOA スコア、JOA ス
コア改善率を評価した。
　CMCT 計測は、小指外転筋（abductor digit 
minimi：ADM）と母趾外転筋（abductor hal-
lucis：AH）に皿電極を belly tendon 法に準じ
て設置し、誘発筋電位（motor evoked poten-

［Results］
  Control mean CMCT-UL was 5.2 ± 0.7 ms, CMCT-LL was 11.8 ± 1.1 ms, and CMCT-TL 
was 6.6 ± 1.2 ms. SCEPs results were significantly different between CCM patients in 
group U and L（P <0.01). Almost all patients in three groups showed hyperreflexia of the 
patellar tendon reflex, but great toe position sense was abnormal in most patients in group 
L only. Japanese Orthopedics Association（JOA）scores improved postoperatively in all pa-
tients. There was significant difference in recovery rate of the JOA score between group L 
and other groups（both P <0.05).

［Conclusion］
  Multimodal SCEPs, clinical findings, and surgical outcomes showed that patients with 
CCM and prolonged CMCT-TL had substantial disorders of the gray matter, lateral cortico-
spinal tract, and posterior funiculus. Spine surgeons should be aware that prognosis may be 
poor even after surgery in patients with severe myelopathy such as prolonged CMCT-TL.
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tials：MEPs）を計測した。4 回の TMS を行い、
最短の MEPs 潜時を記録した。複合筋活動電
位（Compound muscle action potentials：
CMAPs）潜時と F 波潜時は手関節部の尺骨神
経最大上刺激もしくは足関節部の脛骨神経最大
上刺激を 16 回行い最短の潜時を記録した。末
梢運動伝導時間（peripheral motor conduction 
time：PMCT）は、CMAPs 潜時と F 波潜時を
加え 1 を引いたものを 2 で除して算出した。上
肢 CMCT は ADM の MEP 潜時から ADM の
PMCT を引いて算出した。下肢 CMCT は AH
の MEPs 潜時から AH の PMCT を引いて算出
した。胸椎部 CMCT は下肢 CMCT から上肢
CMCT を引いて算出した。胸椎部 CMCT を用
いて CCM を 3 群、すなわち上肢優位 CMCT
遷延群（U 群）：上肢 CMCT が正常値 +2SD
以上かつ胸椎部 CMCT が正常値－ 2SD 以下。
上 下 肢 同 等 CMCT 遷 延 群（E 群 ）： 上 肢
CMCT が正常値 +2SD 以上かつ胸椎部 CMCT
が正常値± 2SD 未満。下肢優位 CMCT 遷延群

（L 群）：上肢 CMCT が正常値 +2SD 以上かつ
胸椎部 CMCT が正常値 +2SD 以上もしくは下

肢 CMCT 計測不能、に分類した（Fig. 1）。なお、
身長と年齢を適合させた健常者 53 例（平均年

Table 1  Summary of patients with CMCT data

Fig. 1  Thoracic level（TL）central motor con-
duction time（CMCT）was calculated as 
CMCT in lower limbs（LL）－ CMCT in up-
per limbs（UL). We defined prolonged 
CMCT-UL rather than CMCT-LL as 
CMCT-UL ≥6.6 ms and CMCT-TL ≤4.2 ms 
and prolonged CMCT-TL as CMCT-UL 
≥6.6 ms and CMCT-TL ≥9.0 ms.
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齢 62 歳［50 － 85 歳］、平均身長 160cm［145
－ 184cm］）において CMCT を計測し、正常
値とした 12。SCEPs は正中神経刺激（MN）－
SCEPs、経頭蓋電気刺激（TES）－ SCEPs、
脊髄刺激（Spinal）－ SCEPs を術中に記録した。
術前神経学的所見は、膝蓋腱反射（patellar 
tendon reflex：PTR）、Romberg 徴候、母趾位
置覚異常を評価した。
　統計解析には The software JMP®11 を用い
た。3群間のPTR亢進率、Romberg徴候陽性率、
母指位置覚異常率、SCEPs 異常率に関して
Bonferroni 法を用いたχ2 検定を行った。3 群間
の術前頚椎 JOA スコア、術後頚椎 JOA スコア、
頚椎 JOA スコア改善率に関して、Bonferroni
法を用いた Mann － Whitney U 検定を行った。
P<0.05 を統計学的に有意差ありと判断した。

【結果】
　健常群の上肢 CMCT 平均値は 5.2 ± 0.7ms、
下 肢 CMCT 平 均 値 は 11.8 ± 1.1ms、 胸 椎 部
CMCT は 6.6 ± 1.2ms であった。U 群は 14 例、
E 群は 43 例、L 群は 37 例であった。各群の
CMCT を Table 1 に示す。
　SCEPs に 関 し て は、U 群 で は、MN －
SCEPs 異 常 14 例（100%）、TES － SCEPs 異
常 14 例（78%）、Sp － SCEPs 異常 5 例（28%）
であった。E 群では、MN － SCEPs 異常 14 例

（100%）、TES － SCEPs 異常 40 例（93%）、Sp
－ SCEPs 異常 29 例（67%）であった。L 群では、
MN － SCEPs 異 常 37 例（100%）、TES －
SCEPs 異常 37 例（100%）、Sp － SCEPs 異常
28 例（76%） で あ っ た。 症 例 は、MN －
SCEPs 異常のみを認める上肢知覚障害型、MN
－ SCEPs と TES － SCEPs 異常を認めるが Sp
－ SCEPs は 正 常 の 後 外 側 障 害 型、 全 て の
SCEPs 異常を認める横断障害型の 3 型に分類
可能であった。U 群と他群間での SCEPs 異常
型は有意差を認めた（Fig. 2）。
　術前神経学的所見に関しては、U 群では、
PTR 亢進 13 例（93%）、Romberg 徴候陽性 4
例（29%）、母趾位置覚異常 2 例（14%）であっ
た。E 群では、PTR 亢進 43 例（100%）、Rom-

berg 徴候陽性 30 例（70%）、母趾位置覚異常
11 例（26%）であった。L 群では、PTR 亢進
36 例（97%）、Romberg 徴候陽性 36 例（97%）、
母趾位置覚異常 27 例（73％）であった。PTR
亢進率は各群間で有意差を認めなかった。
Romberg 徴候陽性率は各群間で有意差を認め
た。母趾位置覚異常率は L 群と他群間で有意
差を認めた（Fig. 3）。
　JOA スコアに関しては、U 群では、術前頚
椎 JOA スコア 10.0 ± 1.8、術後 1 年時 14.6 ± 1.5、
平均改善率 67% であった。E 群では、術前頚
椎 JOA スコア 9.7 ± 2.5、術後 1 年時 13.8 ± 2.1、
平均改善率 58% であった。L 群では、術前頚
椎 JOA スコア 8.9 ± 2.4、術後 1 年時 12.8 ± 2.2、
平均改善率 46% であった。術前頚椎 JOA スコ
アは各群間で有意差を認めなかった。術後頚椎
JOA スコアと改善率は、L 群と他群間で有意
差を認めた（Fig. 4）。

【考察】
　CMCT は、CCM での中枢運動系、特に外側
皮質脊髄路の客観的評価に有用である 8,10。
TMS によって大脳が刺激され、descending 

Fig. 2  Upper limbs sensory type was seen 
most in group U, and transverse type was 
seen most in group L. The results of spinal 
cord evoked potentials measurements were 
significantly different between the patients 
in group U and E （P =0.02）, and U and L 

（P <0.01）. N.S., not significant.
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volley が下向路に生じる。そして前角細胞が発
火し末梢神経に伝達し筋肉が反応して MEPs
が記録される。CCM 患者において、CMCT が
遷延しても TES － SCEPs の潜時延長はなく振
幅低下を来していたことから、CMCT 遷延の
機序は、大径の速い単シナプス線維が早期に障
害されることで生じる伝導ブロックを反映し
descending volley の減少により時間的空間的
加算が延長し前角細胞の発火遅延によると報告
されている 13 － 15。通常、CCM では上下肢とも
に CMCT が遷延し 4,7,8、我々の研究でも同様の
結果であった。CCM で上下肢 CMCT が遷延
していない例は外側皮質脊髄路の障害が軽度で
あり、保存的加療を推奨する報告もある 11。
　しかしながら、本研究や過去の報告の CCM
の中にも、上肢のみ CMCT が遷延した例や、
下肢よりも上肢優位の CMCT 遷延例、上肢よ
りも下肢優位の CMCT 遷延例が存在する 16,17。
しかしながら、このような病態に関する報告は
過去にない。当科では過去に、C3/4 単椎間障
害 CCM 例での multimodal SCEPs 所見より、
まず楔状側が障害され、続いて外側皮質脊髄路、
最後に薄束の順で障害が生じると報告した 18。
本研究において下肢優位 CMCT 遷延例の大半
が、MN-SCEPs、TES-SCEPs、Sp-SCEPs 全て
で異常を認める横断型であった。また、神経学
的所見においても、Romberg 徴候陽性率や母
趾位置覚異常率は L 群で有意に高い結果であ
り、SCEPs 所見と神経学的所見を併せると、
下肢優位 CMCT 遷延例では薄束の障害が強い
ことが明らかとなった。
　CCM の障害進展様式に関して、一般的には
初期には前角と中間体における萎縮と神経脱落
を含み、外側と後方の伝導路に及んでいくと報
告されている 19。更に、過去の脊髄バイオメカ
ニズムによる研究で、外側皮質脊髄路のより中
心から応力上昇が進むことが明らかになってお
り 20,21、上肢優位の CMCT 遷延の病態として、
前角と楔状側、外側皮質脊髄路のより中心の頚
髄成分のみが主体として障害された状態が考え
られた。

Fig. 3  Rates of positivity of Romberg’s sign 
and abnormal position sense of the great 
toe were significantly different （both P 
<0.01）, but hyperreflexia of the patellar 
tendon reflex was not significantly different 
between the patients in group L and other 
groups. N.S., not significant.

Fig. 4  Japanese Orthopedic Association 
（JOA） scores improved postoperatively in 
all patients. There were significant differ-
ences in 1-year postoperative JOA scores 

（both P <0.01） and recovery rate of the 
score （both P <0.05）. However, preopera-
tive JOA scores were not significantly dif-
ferent between patients in groups U, E, and 
L. N.S., not significant.
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　先述の如く、CMCT 遷延の機序は、大径の
速い単シナプス線維が早期に障害されることで
生じる伝導ブロックにより時間的空間的加算が
延長し前角細胞の発火遅延による 13-15。外側皮
質脊髄路のシェーマを Fig. 5 に示すが、上肢優
位 CMCT 遷延時には、外側皮質脊髄路のより
内側に位置する頚髄成分の大径単シナプス線維
のみが障害された状態にある。そして外側皮質
脊髄路全体の大径単シナプス線維が減少してく
ると、上下肢同等 CMCT 遷延の状態となる。
更に、大径単シナプス線維の障害が高度で、小
径の伝導が遅い単シナプス線維主体となった状
態では、下肢の方が上肢に比べて脊髄伝導距離
が長いため、相対的に下肢 CMCT の遅延程度
が大きくなる。また、小径の単シナプス線維ま
で障害された場合には、前角での時間的加重が
不能となり、MEPs が導出不能となる。すなわ

ち、上肢優位 CMCT 遷延例では、灰白質、楔
状束と外側皮質脊髄路の頚髄成分が主に障害さ
れ、上下肢同等 CMCT 遷延例では、そこに外
側皮質脊髄路全体と、薄束の障害が加わり、下
肢優位 CMCT 遷延例では、その障害が高度と
なり脊髄全体へ及ぶと考えられた（Fig. 6）。
　術後成績に関して、上肢優位 CMCT 遷延例
および上下肢同等 CMCT 遷延例では一般的な
CCM の術後成績 22-24 と同等であったが、下肢
優位 CMCT 遷延例では有意に劣っていた。一
般的には頚椎 JOA スコアが 12 点未満であった
場合に頚椎手術が推奨される 25,26 が、本研究で
は、術前の頚椎 JOA スコアに有意差はなかっ
たにも関わらず、術後成績は下肢優位 CMCT
遷延例で有意に劣っていた。術後成績が良好で
あるため、脊椎外科医は、上肢優位 CMCT 遷
延例や上下肢同等 CMCT 遷延例での手術を検
討すべきである。下肢優位 CMCT 遷延を認め
るような重症の CCM 例においても手術が必要
であるが、その術後成績は不良であるかもしれ
ない。胸椎部CMCTによる評価は、非侵襲的で、
術後予後予測可能な評価方法である。

Fig. 5  In group U, disorder of fast monosyn-
aptic neurons in the medial part of the lat-
eral corticospinal tract （LCT） caused pro-
longed central motor conduction time 

（CMCT） in the upper rather than lower 
limbs. In group L, severe disorder of fast 
monosynaptic neurons in the whole LCT 
and maintenance of slow monosynaptic 
neurons caused prolonged thoracic level 
CMCT. C, LCT cervical component; T, 
LCT thoracic component; L, LCT lumbar 
component; S, LCT sacral component.

Fig. 6  Group U patients had disorders of the 
gray matter, the lateral posterior funiculus, 
and cervical component of the lateral corti-
cospinal tract （LCT）. Group E patients ad-
ditionally had disorders of the whole LCT 
and medial posterior funiculus. Group L pa-
tients additionally had substantial disorders 
of whole spinal cord. Other abbreviations 
as in Fig. 5.
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【結語】
　下肢優位 CMCT 遷延群では、広範かつ重度
の外側皮質脊髄路障害ならびに後索障害を認め
る例が多く、術後成績不良であった。術後成績
お よ び ADL の 改 善 度 予 測 に、 術 前 胸 椎 部
CMCT 評価は有用である。
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経頭蓋刺激誘発筋電位波形の成分分析
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Abstract
Muscle action potentials induced by transcranial electrical stimulation （Br（E）-MsEP） 

are well used to know the impairment of motor function under general anesthesia. Though 
the components of waveforms are not known. We analyzed the origin or meaning of Br（E）
-MsEP waveforms. All data were obtained from gastrocnemius with a pair of needle 
electrodes （belly-tendon method） during six times spinal surgeries （intramedurally tumor 
5, disk herniation 1）. Waveforms consisted of the initial negative spiky wave complex 

（INSWC） and the dull wave of the latter half （LHDW）. The smallest negative peak 
amplitude （SNPA） had positive correlation with the average of other negative peak 
amplitudes among the initial wave complex. And SNPA is not affected by the fluctuation of 
positive waveforms. SNPA seemed to be suitable for the indicator of intraoperative 
monitoring. Furthermore, there was a positive relationship between SNPA and the positive 
peak amplitudes of LHDW. LHDW seemed to show the difference of electrical potentials 
that resulted from the shortening of gap distance while the muscle contracted. Br（E）-MsEP 
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waveform may consist of major 2 parts at least. INSWC is electrical activity around EC 
junctions. LHDW is mechanical activity of muscle contractions. These findings are helpful 
to evaluate and assess Br（E）-MsEP precisely. Furthermore, we conducted the elimination 
and the extraction of a certain frequency band from Br（E）-MsEP waveforms and pushed 
forward a waveform analysis. The wave within the frequency band from 50 to 100 Hz 
seemed to include potentials by the contraction of other muscles that were not target and 
end-plate potentials. On the 50-100 Hz band eliminated waveforms showed peaky shape 
and each peak and the crossed point to the baseline became clarify. This band elimination 
method can be executed with the notch filter intraoperatively. For the identification or proof 
of the waveform elements the removal of specific potential by the collision method or to 
deactivate specific source tissues or cells by chemical methods or biological fashions. In 
these means, this study of ours may looks like a theoretical guess. Therefore, we named the 
analysis of waveform in this study “factorization” in the title of this article. At the 
presentation of February 4, 2017, we reported two titles at a good balance with the 
presentation time. Two presentations were based on one study. Therefor one article we 
described.

【背景】
経頭蓋電気刺激運動誘発電位は、筋運動に関

わる神経経路を脊髄前角細胞より上位で電気刺
激し、その神経経路の末端で刺激された筋の誘
発電位を記録している。その誘発筋電位波形の
変化をベンチマークとし、全身麻酔下手術中で
の筋運動に関わる神経経路の促通性（健全性）、
障害程度の評価に適応されている。この経頭蓋
電気刺激運動誘発電位の臨床上の成績評価が盛
んに議論されてきた一方で、この電位の生成過
程や起源については本研究会の俎上にもほとん
ど登ってこなかった。波形成分が明確になれば

（例えば心電図波形のように）、経頭蓋電気刺激
運動誘発電位の検査精度を高めることに役立つ
と思われる。さらに、波形の定量評価の障害に
なっている変動性を軽減できるかもしれない。
また、生物がほぼ唯一、一次的に制御できる筋
収縮（筋活動）の一端をみている可能性のある経
頭蓋電気刺激運動誘発電位が透徹して洞察され
ることは神経生理学において意義深いと思われ
る。

誘発筋電位波形の起源が正確に特定されるた
めには、電位発生部位の失活や、伝導経路のコ
リージョンなどが必要なことが想像される。そ
れには動物実験が適しており、臨床での実行は
容易ではない。私達は従来どおりの方法で手術
中に記録された波形から、主に波形の内部構造
を対比することで幾つかの事実を見出した。そ
れらについてのご意見を戴きたく、今回の本研
究会でその一端を報告する。

Br（E）-MsEP波形変化と臨床症状との対応で
はなく、私達はあえて波形の内部構造の対応を
検討した。それはあたかも数式の因数分解の様
な作業であった。本論文の英題名中で「分析」
に”factorization”という単語を当てたのはその
ためである。

【目的】
Br（E）-MsEP波形成分の形態学的分別（分類）

を行い、分類された各成分の潜時順位や振幅の
対比から発生機序を推定する。その上で、術中
のモニタリングの関心波形成分として妥当なも
のはなにか分析、検討する。さらに波形分析過
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程では至適なフィルター条件を検証する。

【方法】
対象

近年当相模原病院で行われた手術で、Gas-
trocnemiusで記録のあった手術症例を選択。対
象となったのは4症例だが、その内の2症例で
は、2回の手術（意図的二期手術）が行われた。
6回分の手術で得られたデータを検討した。対
象症例の診断は、髄内腫瘍と椎間板ヘルニア。
病変局在は、頚胸髄、胸髄。腫瘍髄節より下位
の髄節支配筋が手術中のモニター対象筋とされ
た。その中で正確なbelly-tendon	methodになっ
ている筋Gastrocnemiusを対象にし、ノイズの
大きいもの、電位が非常に小さいものは除外し
合計11個のGastrocnemiusからのデータを解析
した。また、その拮抗筋であるTibialis	anteri-
orも同時に解析した。

症例の特徴、診断、観察対象筋、術前後の筋
力はTable	1に示した。

被検者は全身麻酔下で腹臥位とされた。腫瘍
摘出術はすべて脊髄後正中溝侵入法にて行われ
た。すべて同じ術者による手術である。

刺激条件
連発（高頻度）、高電圧の電気刺激はMulti-

pulse	stimulator	model-D185（Digitimer社製）に
て生成。刺激電極は、直径11mmの皿電極を用
い、被検者頭皮C3、C4に設置。C3をcathode、
C4をanodeとした。接地電極は術野の妨げにな
らない範囲で胸背部正中に設置。刺激条件は電
流値が1A以上を保てかつBr（E）-MsEP波形振
幅が最大となる様に設定した（600	V前後）。こ
れは、充分な刺激強度で手術中に刺激閾値を下
回ることがないようにとの配慮からである。ま
た手術中に強度変更はしない。interstimulus	
interval	（ISI）	2ms、pulse	number	5を1.5秒間
に３回 繰 り 返 す2	Hzのtriple	stimulation1を
行った。

記録電極は、２本の単極針電極（Medtronic社
製　短極針	（model	number	8227301）を用い、
belly-tendon	methodでGastrocnemiusから記録
した。同時に記録のTibialis	anteriorでは、少
なくとも一本の電極が対象筋の筋腹内にあるよ
うに刺入した。１対の針電極間電位を記録する。
手術中には同時に多チャンネルで他の腫瘍髄節
以下の髄節支配筋でも記録を行った。

電気生理学的モニタリング
Br（E）-MsEP測定は、必要に応じて手術中の

任意時に行われたが、脊髄に対しての侵襲を評
価するために、硬膜切開直前（腫瘍摘出前）での
compound	muscle	action	potential	（CMAP）か
らのデータを前値、硬膜閉鎖後（腫瘍摘出後）で
のデータを後値として手術中前後の総括的評価
と手術進行中の波形変化を逐次観察、評価した。

感度、フィルター条件
刺激増幅器（Neuropack	MEB-2200）の設定は

針筋電図検査で標準の設定に準拠したものを用
い た（sensitivity,	10	to	50	 μV/division;	filter	

Table	1		Subjects
This	table	shows	the	subjects	of	this	study.	
All	 participants	were	 treated	with	 same	
one	operator	and	in	the	same	institute	（Na-
tional	 hospital	 organization	 Sagamihara	
hospital）.	Case	1	and	Case	2	were	same	pa-
tient.	Also,	Case	4	and	Case	5	were	same.	
On	the	same	two	patients	two	staged	oper-
ation	was	 performed.	 In	 this	 study,	 the	
data	obtained	from	6	times	surgeries	were	
analyzed.	Gastrocnemius	（GA）	or	Tibialis	
anterior	（TA）	were	picked	up,	though	sev-
eral	other	muscles	 that	belonged	to	 lower	
and	same	myelomere	of	tumor	were	moni-
tored	during	surgeries	actually.
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setting,	between	30	Hz	and	3	kHz.）。波形はモ
ニター（オシロスコープ）上に描画され、波形の
経時的変化を観察できるようにした。すべての
波形はハードディスク上に記録保存し、後の再

生を可能とした。

麻酔条件
完全静脈麻酔、筋弛緩剤の使用は導入時のみ。

BIS	（Bispectral	Index	of	EEG）値を参照に麻酔
深度を一定に保つようにした。

本研究での波形の配置と判読
全てのBr（E）-MsEP波形を初期陰性型に統一

して配置し判読を行った。
前述の記録条件で描画されたBr（E）-MsEP波

形は、主に周波数帯域の大きく異なる二つの部
分に分けることができる。前半は周波数の高い

（1000	Hz以上）spiky	waveの集合体（complex）
で、後半は比較的周波数の低い（30	Hz程度）	
dullなwave	となっている。（波形によっては
dull	waveは振幅値を減衰しながら、その後2-3
個続くこともある。）	このような２つの異なる
周波数帯域の波形の合成になっている波形の特
徴は、gastrocnemiusからの記録に限らず、全
ての骨格筋に共通した特徴である（Fig.	1）。顔
面表情筋や肛門括約筋などでは同じパターンで
はない。

電位の周波数による発生源分類
Br（E）-MsEP波形は幾つかの電位発生源から

の電位の合成とみなされる。波形のフーリエ変
換（FFT）で周波数スペクトルを現し、特定の
周波数スペクトルの波形のみ抽出し、逆フーリ
エ変換（iFFT）で特定周波数帯域の波形を分離
描出した。この計算の際の窓関数にはRectan-
gularを用いた。周波数帯域による波形編集は、
Neuropack	（MEB-2200）にて行った。

統計解析
JMP	9.0.3	（SAS	Institute	Inc.）をデータの統

計解析に用いた。

本研究での波形分析のコンセプト
我々は、変化するBr（E）-MsEPで、その振幅

（peak-to-peakかそれ以外）が観察筋の筋力に関

Fig.	1		reference points of Br（E）-MsEP wave-
form
This	 representative	waveform	was	 ob-
tained	from	Lt.	Gastrocnemius	of	Case	1	at	
17:34	 o’clock	 during	 surgery.	We	 chose	
some	apexes	to	conquer	waveform	charac-
teristics	and	named	them	（shown	below）.
T	（terminal）;	The	point	where	a	waveform	
arose	from	the	baseline
N1	（smallest	negative	peak	of	 initial	nega-
tive	 spiky	wave	complex）;	 	The	number	
was	assigned	to	ranking	of	each	top	ampli-
tude	value.	The	sum	of	peak	numbers	was	
not	more	 than	 five	 in	 any	 cases	 of	 this	
study.
B	（base）;	The	point	where	a	 initial	wave-
form	returned	to	the	baseline
P	（positive）;	The	maximum	positive	peak	
following	the	initial	negative	wave	complex.	
It	was	usually	 following	point	B.	 It	seems	
to	be	one	of	 the	part	of	 initial	wave	com-
plex.
F	（fundus）;	The	maximum	positive	peak	of	
the	dull	wave	 that	 is	at	 the	 latter	half	of	
waveform
H	（hill）;	The	smallest	negative	peak	of	the	
dull	wave	that	is	at	the	latter	half	of	wave-
form
C	（closing）;	The	closing	point	of	the	whole	
waveform.	There	was	no	component	after	
this	point.
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係していることを見出しており2、それに基づ
いて術後の筋力予測を行っている。この場合は、
観測筋で運動経路への手術侵襲を評価している
ことになると思われるが、Br（E）-MsEP波形は
運動経路への手術侵襲以外の理由でも変動す
る。その原因として運動経路への障害、麻酔の
影響、内在する変動性などが挙げられている。
手術中の波形変動に特定の仕様、特性をみつけ、
Br（E）-MsEPの性質を探ろうとするものであ
る。

【結果】
特定周波数抽出による波形変化の概観

CASE1の左Gastrocnemiusから手術中の１７
時３４分に記録されたBr（E）-MsEP波形におい
て特定の周波数帯域を除去した波形を示す。
100	Hz毎に削除帯域を増やし、3000	Hzまでを
縦断的に計算し、各描画波形を並べた。除去さ
れた波形帯域に従って波形形状の変化するさま
を示した	（Fig.	2）。帯域除去が200	Hzまでの
波形（Fig.	2では赤字で表記）では、周波数	30	
Hz程度のdullな波形が、認識できる波形複合体
の全域に及んで存在している。それ以上の帯域
除去波形ではスパイクが先鋭化して鮮明に描出
されるようになる。代表波形として示したこの
症例筋以外でも同様の波形編集を行ったが、す
べての対象症例で同様の傾向を認めた。

smallest	 negative	 peak	 amplitudeとInitial	
negative	wave	complexとの関係	

Initial	negative	peaksで、基線Tとの距離で
示される振幅値の内、上位５つのピークでの振
幅値を検証した。垂直軸のスケールを2mv/
div.	水平軸のスケールを10ms/div.で明確な陰
性ピークとして識別できるものを厚かった。今
回対象にしたどの筋でも、ピークは５つ以内
だった。最大振幅値であるTN1のnegative	
peakのlatencyは一定ではなく、いくつかのTN	
peak中で、TN1出現の順位も一定ではなかっ
た（Table	1）。

手術中にサンプリングされたN1T	amplitude

値（smallest	negative	peak	amplitude）と、N2	
amplitudeからN5T	amplitudeの平均値	（N2T-
N5T	amplitude	average）の関係はほとんどの
筋で正の相関関係を認めた	（Fig.	5	（a）,	（b）,	
Table	2）。同様の検討は特定の周波数除去波形
ではより鮮明に現れていた（Table	2）が、この
旨は特定周波数体位除去で改めて触れる。

Initial	negative	spiky	wave	complexのduration
Initial	negative	spiky	wave	complexのdura-

tionがほぼ一致していた。Initial	negative	wave	
complexの立ち上がり点（T）から基線に復する
までの時間は、9.2	msから15.6	msの間（差6.4	

Fig.	2		Br（E）-MsEP waveforms processed by 
a notch filter
These	waves	were	 converted	 from	 the	
original	waveform	that	was	recorded	from	
lt.	gastrocnemius	of	CASE	1	at	17:34.	The	
waveforms	that	were	deleted	 the	specific	
frequency	band	are	displayed.	The	deleted	
frequency	band	are	shown	at	the	left	edge	
of	this	graph.	The	range	of	deleted	frequen-
cy	 band	was	 changed	 by	 100	Hz	 from	
50Hz.	Due	to	the	specification	of	the	（FFT	
and	iFFT）	analyzer,	the	deleted	frequency	
number	could	not	be	set	as	a	round	cut-off	
point.	And	the	round	numbers	were	shown	
with	in	the	parenthesis.	*1	line;	The	deleted	
frequency	range	is	from	0	Hz	to	200	Hz.	*2	
line;	The	deleted	frequency	range	is	from	0	
Hz	to	1000	Hz.
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msec）にあった（CASE	1	 左Gastrocnemius）。
次述のend-plate	potential	周波数帯域除去波形
ならその傾向は更に強かった（19.3	ms	から23.6	
ms、差4.3	msec）。

特定周波数帯域除去
同心円針電極による臨床検査における終板電

位	（end-plate	potential）	は非随意収縮時（安静
時）の神経終末の刺激で興奮した筋繊維活動電
位とされている。このpotentialの本質は、筋収

縮に関わらないsingle	motor	unitの散発で、そ
の周波数は50-100	Hzとされている3。このend-
plate	potentialが存在する周波数帯域をニュー
ロパックのデジタルフィルターを用いて除去も
しくは抽出し、Br（E）-MsEP波形の性質変化を
観察した	（Fig.	3,	4）。

50-100	Hz	rejectedの波形においても、初期
陰性スパイク波複合と後半のdull	waveの結合

Fig.	3		Changes of waveforms in specific band 
range passed and rejected （1） 
These	waveforms	were	obtained	at	 the	4	
representative	points	 during	 surgery	 in	
Case	 1	Lt.	 Gastrocnemius.	The	 original	
waveforms	that	were	obtained	under	 the	
standard	electrical	filters	are	shown	in	the	
left	 line.	The	waveforms	that	were	within	
the	 frequency	range	between	50	Hz	and	
100Hz	were	extracted	and	 shown	 in	 the	
middle	 line.	Besides,	 in	 the	right	 line,	 the	
waveforms	that	were	excepted	the	wave-
forms	within	the	frequency	range	from	50	
Hz	to	100	Hz	are	shown.	The	potential	of	
myoneural	junction	may	be	included	in	the	
waveform	that	appears	 from	25	to	30	ms.	
The	 transaction	power	supply	noise	such	
as	 spreading	whole	 time	 is	 not	 present.	
The	waveform	that	50-100	Hz	band	elimi-
nated	is	shown	in	the	right	line.	This	wave-
form	was	analyzed	and	depicted	with	Neu-
ropack	MEB-2200	and	not	 recorded	with	
the	notch	filter.

Table	2		The relationship of maximum nega-
tive peak amplitude and the average of 
negative peaks’
In	11	Gastrocnemius	muscles,	the	statistical	
relationship	between	N1T	amplitudes	and	
N2-N5	amplitude	 average	was	 examined	
and	 the	 interpretation	of	 each	coefficient	
value	were	 shown	 in	 left	 2	 lines.	 In	 the	
named	revised	 line,	 the	coefficient	values	
that	were	examined	on	the	50	Hz	to	100	Hz	
band	rejected	waveforms	were	displayed.	
Even	with	the	original	waveforms,	the	coef-
ficient	values	showed	over	0.5	in	eight	cas-
es	except	 two.	Besides	 the	coefficient	val-
ues	became	increase	with	the	50	to	100	Hz	
band	rejected	waveforms.	The	 statistical	
relationship	between	N1T	amplitudes	and	
FT	amplitudes	average	was	examined.	And	
the	coefficient	values	were	obtained	and	
shown	 in	 the	right	 line	of	 the	 table.	With	
the	original	waveforms,	 the	coefficient	val-
ues	showed	over	0.5	 in	eight	cases	except	
four	（more	than	half	muscles）.
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といった、Br（E）-MsEP波形の骨格ともいえる
基本構築は保たれていた。初期陰性スパイク複
合体の陰性頂点はoriginal	（reject前）に比べ、
一つ一つが際立ち、山としての認識がし易く
なっている。reject前に比べ、陰性頂点の山の
数が増えている。波形が基線に復する点が1点
となっている（後半dull	waveとの重なり合いが
減っている）。後半のdull	waveの波形形状、性
質（特徴）に大きな変化はない。dull	waveの頂
点潜時にはほとんど変化がないように見える。
50-100	Hz	rejected波形のTN1	amplitude	（TN1	
amplitude	revised）と元の波形のTN1	ampli-
tude	（TN1	amp	original）の手術中の変化過程
は、似ている。しかし、TN1	amplitude	origi-
nalほどTN1	amplitude	revisedの変動が大きく
ない。TN1	amplitude	originalは手術開始時値
より大きな値が手術中に記録されるような奇異
な値を示す場合があったが、TN1	amplitude	

Fig.	4	Changes of waveforms in specific band 
range passed and rejected （2）
The	waveform	that	were	not	ejected	or	ex-
tracted	 any	 frequency	waveforms	 are	
shown	 in	 the	upper	 line	and	named	origi-
nal.	 In	 the	middle	 line,	 the	waveform	was	
extracted	under	50	Hz	 from	the	original.	
The	waveform	that	was	rejected	under	50	
Hz	are	shown	in	the	lower	line.	
*1;	the	negative	dull	wave	at	the	early	peri-
od	（appears	before	 spike	negative	wave-
forms）
*2;	the	positive	dull	wave	at	the	early	peri-
od
There	is	a	phase	reversal	relation	between	
*1	and	*2.

Fig.	 5	 	The relationship between maximum 
negative peak amplitudes and averages of 
negative peak amplitudes
The	evaluated	 relationship	between	N1T	
amplitudes	and	N1T	amplitudes	were	shown	
in	 this	 figure.	These	 examples	were	 ob-
tained	from	the	data	of	Case	1	rt.	Gastroc-
nemius.	In	this	study,	N1T	amplitude	means	
the	Smallest	negative	peak	amplitude.	The	
average	of	negative	peak	amplitude	except	
the	smallest	（N1T	amplitude）	is	described	
as	the	average	negative	peak	amplitudes.
	（a）Smallest	negative	peak	amplitude	values	
and	the	average	of	each	negative	peak	am-
plitude	 values	 from	 the	 second-place	 to	
5-place.	There	was	a	positive	 relation	be-
tween	the	two	values.	The	statistical	analy-
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revisedではそのようなことは認められなかっ
た（Fig.	6）。
smallest	negative	peak	amplitude	of	INSWCと
positive	peak	amplitude	of	LHDWの関係

前半波形のTN1	amplitudeと後半波形のFT	
amplitudeと前半波形のTN1	amplitudeと後半
波形の陽性成分のFT	amplitudeとの間にはほ
とんどの筋で強い正の相関関係を認めた（Fig.	
7,	Table	2）。

smallest	negative	peak	amplitude	of	INSWCと
negative	peak	amplitude	of	LHDWの関係

前半波形のTN1	amplitudeとHT	amplitude
との関係を見た。

TN1	amplitudeとantagonist	 であるTibialis	
anteriorから同時に記録されたHT	amplitudeと
の間には正の相関が見られた。しかしながら、
相関係数としては決して高くなかった（Fig.	
8）。

【考察】
１）Initial	negative	spiky	wave	complexの特徴

手術中にサンプリングされたN1T	amplitude

sis	was	done	with	JMP	ver.9	（Statistical	An-
alyze	software）.	The	statistical	values	were	
inserted	within	the	graph.

（b）The	 representative	waveform	was	
shown.	This	was	one	of	 the	original	wave-
forms	of	Case	1	rt.	Gastrocnemius.	

（c）On	the	waveforms	that	were	excepted	
the	waveforms	within	the	 frequency	range	
from	50	Hz	to	100	Hz,	 the	correlation	be-
tween	Smallest	 negative	peak	amplitude	
values	and	 the	average	of	 each	negative	
peak	amplitude	values	from	the	second-place	
to	5-place	was	shown.	Each	statistical	value	
that	showed	the	positive	relation	between	
them	became	improve	previously.

（d）This	waveform	was	one	of	the	waveforms	that	
were	rejected	specified	band	（50-100	Hz）	wave.

Fig.	 6	 	Transition of negative peak ampli-
tudes all through the operation
	 	 SNPA	（N1T	amplitude）	values	which	
were	obtained	during	a	surgery	were	plot-
ted	in	the	time	when	there	were	recorded.
	（a）The	 values	 of	N1T	 amplitude	 that	
were	obtained	 from	CASE	1	 lt.	gastrocne-
mius	were	plotted.	The	blue	colored	dot	
and	 line	 is	N1T	amplitude	of	 the	original	
waveforms.	The	orange	colored	is	of	the	50	
to	100	Hz	band	rejected	waveforms.	The	
behavior	of	both	was	similar	in	this	case.

（b）The	values	of	N1T	amplitude	that	were	
obtained	 from	CASE	4	 rt.	gastrocnemius	
were	plotted.	The	blue	colored	dot	and	line	
is	N1T	 amplitude	 of	 the	 original	wave-
forms.	The	orange	colored	 is	of	 the	50	 to	
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値と、N2	amplitudeからN5T	amplitudeの平均
値	（N2T-N5T	amplitude	average）の関係はほ
とんどの筋で正の相関関係を有していた	（Fig.	
5,	Table	2）。Initial	negative	wave	complexを
形成する個々の筋活動電位がほぼ同じ位相で、
大多数が発火したことの現れであると解釈でき
る。一定の経頭蓋刺激により興奮した一定の1
次ニューロンの興奮が、一定の数の前角細胞数
を興奮させるが、その際、発火するmotor	unit
を分散させる機構の存在を思わせるInitial	
negative	spiky	wave	complexだいたい同じと
ころから始まり、だいたい同じところで基線に
戻って終わる。そしてそれは、誘発刺激の間隔
である約8msの間中に最大となるTN1が出現
している（Fig.	10）。誘発されたmotor	unit数が
一定でも、電極からの距離が毎回異なるために
このような分散（変動）起きるのではないかと推
測される。いわゆるニューロンプールの仮説の
実証を見ているのだろうか。motor	unitが隣接
を避けるように同一motor	unitの筋線維が配置
されているように4、（骨格）筋において機能の
分散化は相当大切な問題のように見える。

Digitimerから生成された5連発のtrain刺激
は、一回で約8msを要するが、いずれのTN1
もその時間内に生じている	（Fig.	10）。Br（E）
-MsEPとして誘発された波形の生成過程には一
定の経路の一定の伝導時間が定まっているのは
当然のようであるが、波形の発生源推定のため
の一つの証拠になるかもしれない。また、この
TN1波形が一定潜時範囲に収まる性質を正常

Fig.	7	 	The relationship between maximum 
negative peak amplitudes and amplitudes 
of dull waves of the latter half
The	relations	with	the	dull	wave	in	the	lat-
ter	half	and	the	 first	negative	wave	com-
plex	 is	 shown	 in	 these	graphs.	With	 the	
measured	 data	 of	 lt.	 Gastrocnemius	 of	
CASE	1,	the	relationship	between	N1T	am-
plitude	 and	FT	amplitude	was	 shown	 in	
the	left	graph.	In	the	right	graph	the	rela-
tion	between	N1T	amplitude	and	HT	am-
plitude.	There	was	strong	positive	correla-
tion	（r^2=０.919,	p<0.001）	between	N1T	
amplitude	and	HT	amplitude.	Though,	 the	
statistical	 positive	 relation	was	 not	 so	
strong	between	N1T	amplitude	 and	FT	
amplitude	（r^2=0.589,	p<0.001）.

100	Hz	band	rejected	waveforms.	 In	each	
value,	 the	 amplitude	 value	 reached	 the	
minimum	at	15:52	and	did	increase	（recov-
er）	at	16:55.	Though	after	 that	 recovery	
point,	there	was	the	difference	of	behavior.	
Fluctuation	of	amplitude	was	smaller	in	the	
frequency	band	rejected	wave.	Moreover,	
in	 the	 frequency	band	rejected	wave,	 the	
highest	 value	 did	 not	 become	 over	 the	
base-line	（initial）	values.
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な状態と考えられ、運動経路の障害時の変化と
対応させれば一つのモニター指標になるかもし

れない。

２）end-plate	potential除去の可能性
FFT、iFFTの説明も入れた方がいいだろう。
MEPには神経筋接合部以降の電位が記録さ

れる可能性が推測できる。そうだとすると、筋
繊維収縮に関与しなかったend-plate	potential
はBr（E）-MsEP波形のノイズ成分になっている
可能性がある。単純に50-100	Hz周波数帯域の
波形を除去しただけで、end-plate	potentialが

Fig.	 9	 	The relationship between maximum 
negative peak amplitudes and dull wave 
amplitude of the latter half （2）

（a）	 The	crossed	relation	between	the	ag-
onist	and	the	antagonist	muscle	 in	Br（E）
-MsEP	was	depicted.	The	paired	needle	
electrodes	are	 inserted	 into	the	muscle.	 In	
this	study,	we	 focused	Gastrocnemius	but	
at	 the	same	time	Br（E）-MsEP	waveforms	
of	Tibialis	anterior	were	obtained.	We	de-
fined	the	distance	between	each	electrode	
inserted	 into	 target	muscles	as	 interelec-
trode	distance	（id,	e.g;	idGA,	idTA）.

（b）	 There	 is	 the	antagonistic	action	be-
tween	GA	and	TA.	When	 idGA	became	
shorter,	idTA	was	stretch.	Then	the	resis-
tance	of	paired	electrodes	leads	to	decrease	
the	potential	HT	amplitudes	of	TA.	This	
crossed	effect	in	each	muscles	GA	and	TA	
was	depicted.

Fig.	 8	 	The relationship between maximum 
negative peak amplitudes and dull wave 
amplitude of the latter half （1）
		In	this	scatter	diagram,	the	data	obtained	
from	Gastrocnemius	and	Tibialis	anterior	
of	CASE	1	was	plotted.	Left	graph	shows	
the	correlation	between	Lt.	Gastrocnemius	
N1T	amplitude	and	Lt.	Tibialis	anterior	HT	
amplitude.	Each	value	had	 the	 statistical	
positive	correlation	but	 it	was	not	strong	

（r=0.499605,	P<0.001）.	On	the	other	hands,	
right	graph	shows	the	correlation	between	
Lt.	Gastrocnemius	HT	amplitude	and	Lt.	
Tibialis	 anterior	N1T	 amplitude.	But	 in	
each	value,	 there	was	not	strong	positive	
relation.
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どのように存在していたかを証明できてはいな
い。end-plate	potentialの存在を確かめるため
には、end-plate	potentialにcollisionするような
spikeを負荷するような別の実験方法が必要だ
と思われる。

３）50-100	Hz帯域除去波形のモニター波形とし
てのメリット、計測上の有効性

本論文中では、Br（E）-MsEPのモニター指標
としてnegative	peak	amplitudeを対象にして
いるが、この値の挙動が特定周波数（50-100	
Hz）の波形を除去した場合に軽減され、手術中
の指標として適していることを示した（Fig.	
6）。特定周波数帯域除去を行っても、negative	
peak	amplitudeの増減挙動に対しては特定周波
数を除去しない場合と変わっていない。特定周
波数帯域除去波形は、波形に自動的マークさせ
るような機械的な判読にも適したものだと考え
られる。

50-100	Hz周波数帯域波形の発信源が特定で
きていないのに実際の波形判読に適応してしま
うことに問題がないわけではないが、これだけ

臨床現場に浸透しているBr（E）-MsEPにおいて
は大きな問題ではないのかもしれない。特定周
波数帯域除去後の波形をモニター指標にするこ
との有効性の一端は示せたと思う。今後の検証
が要されることは言うまでもないが、Br（E）
-MsEP波形判読の新技術としてこのようなノッ
チフィルターの活用は有望で期待できると考え
られる。

４）Br（E）-MsEP波形が（少なくとも）2つの構成
成分から構成されていると推測できる理由

Br（E）-MsEP波形にはINSWC	（initial	nega-
tive	spiky	wave	complex）	、LHDW	（the	dull	
wave	of	 the	 latter	half）	、2パターンの波形
INSWC	、LHDWが現れる理由を臨床検査の筋
電図検査やその周辺の研究結果をもとに考察し
た。筋電図の発火に30	msから100	ms程度遅れ
て筋収縮が観察されることが知られている3,	5,	6。
随意収縮や末梢神経の幾つかの刺激条件による
が、このelecromechanical	delay	（EMD）ない
し興奮収縮連関に相当する状態がBr（E）-MsEP
においても存在すると考えられる。筋線維内で
の興奮収縮連関に要する時間に機械的筋活動の
時間が加わったものがBr（E）-MsEPの全景なの
だと思われる。INSWC以前には波形は誘発さ
れていないため、検査対象の筋で最初に記録さ
れるINSWCは、終板電位や筋活動電位が合成
されたものと考えられる。

INSWCは、1/10	msec程度の短いdurationの
波形が多数合成された波形のようである（Fig.	
1,	2）。波形が多数合成されたものがINSWCで
あると推測している。それに対し、LHDWは
50	Hz前後の（程度の）単相性の波形であり、1
回の筋収縮と弛緩が表現されたBr（E）-MsEPで
の骨格筋の活動に相応すると考えられる。筋の
機械的運動が記録されるわけは、Br（E）-MsEP
に特有の記録電極の設置方法にあると思われ
る。Br（E）-MsEPは2極間の電位差を記録した
ものなので、筋収縮時には電極間距離が短縮し
抵抗値が低下し、そのため電圧（電位）上昇が起
こると考えている。基線に対して上昇した電圧

Fig.	10		onset of smallest negative peak with-
in the initial spiky wave complex
The	 train	 stimulation	generated	by	Digi-
timer	stimulator	needs	approximately	8ms	
at	once.	And	every	smallest	negative	peak	

（TN1）	within	 the	 initial	 spiky	wave	com-
plex	（INSWC）	occurred	within	that	period.	
These	waveforms	were	recorded	in	Case	1	
Lt.	Gastrocnemius	during	surgery.
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値の変動がFT	amplitudeとして表現されてい
ると思われる。対して、筋の弛緩時に電極間距
離が延長すれば抵抗値が上昇し、電位が低下す
ると思われる。これがHT	amplitudeとして表
現された波形であると思われる（Fig.	9）。

negative	 peak	 amplitude	（SNPA,	 NT1	
amplitude）の手術中の変化（変動）時、同じ筋で
のFT	amplitude	（dull	wave	of	 the	 latter	half	

（LHDW））の陽性振幅も比例して変化していた	
（Fig.	7,	Table	2）。1個のBr（E）-MsEP波形中に
比例関係をもつ2成分が含まれていることは大
変興味深く、Br（E）-MsEP波形成分が前半は終
板電位および筋活動電位、後半が機械的筋収縮
に起因した電位であることの間接的証拠と考え
られる。

５）検査対象筋の拮抗筋からの波形の包含
Br（E）-MsEP	 波形の最後に出現するのが

LHDWの陰性成分である。この陰性に振れる
波形は、記録電極間距離の縮小つまり安静時（非
活動時）より筋肉長が伸張されることを意味す
る（Fig.	9）。そのような状態は拮抗筋による作
用筋である記録対象筋の伸展であることが推測
される。その推測をもとに、Gastrocnemius

（GA）とTibialis	anterior（TA）での電位振幅を
検討した。代表症例Case	1においては、同側
拮抗筋のTAのSNPA	（N1T	amplitude）とGA
のLHDHの陰性成分振幅（HT	amplitude）の間
には決して強くはないが正の相関が観察され
た。 加 え て にGAのSNPAとTAのHT	ampli-
tudeにも正の相関が認められている（Fig.	8，9）。
GAとTAの収縮、弛緩、伸張の関係は、足関
節を軸にした回転運動で制限されているが、力
を伝達する素材が弾性をもった腱、結合織、筋
繊維のため、作用筋の発生させた全ての張力が
即時的に対側筋に作用するためではない、いわ
ゆる「遊び」からと考えられた（Fig.	9）。また、
TAにおいては筋の脛骨への起始部面積が広い
ため、正確なbelly-tendon様式での電位に正確
になっていなかった可能性があり、このことも
相関の弱い原因になった可能性も考えられた。

筋、腱、結合織における張力伝達における干渉
については、末梢神経刺激時、随意筋収縮時の
実験として報告されたものがある7。記録電極
を設置した観察対象筋において、別の拮抗筋の
影響が現れていることが推定された。このこと
は実に興味深く、運動経路の上位を刺激し、多
数の下位の支配筋での電位を同時に観察する
Br（E）-MsEPに特徴的な所見の一つと考えられ
る。Br（E）-MsEPには、四肢関節運動時の作用
筋と拮抗筋の強調調節をみる可能性が残されて
いるのかもしれない。本論文中では、拮抗筋波
形の包含については1症例のみでの検討に過ぎ
ない。それゆえ、考察の一項に添えるにとどめ
た。作用筋のBr（E）-MsEP波形に拮抗筋の影響
が及んでいる件については更に症例を重ね検証
していきたい。

【結語】
Br（E）-MsEP波形の構成要素を手術時に観測

されたデータをもとに推測した。神経接合部の
電位、筋の活動電位の複合が波形前半のspiky	
wave	complexとして表現されること。波形後
半は筋の収縮・弛緩によって生じた記録電極間
距離の変動が記録されたものであることが推定
された。Br（E）-MsEP波形内部の2つの異なる
成分に比例関係が存在することわかり、波形成
分推定の一助になった。波形成分分析過程で用
いた、波形の周波数分析は、Br（E）-MsEP波形
の解釈の深化、活用の拡大に有用であることを
示した。
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Abstract
  Muscle motor evoked potentials is widely used for intraoperative spinal cord monitoring 
to minimize “preventable paralysis”. But there are so many reports of muscle motor evoked 
potentials about variety of spinal and spinal cord diseases. We report the usefulness of mus-
cle motor evoked potentials for high-risk spinal operations.
  We performed intraoperative spinal cord monitoring using transcranial electrical stimula-
tion motor evoked potentials in 2432 cases of spinal deformity, ossification of posterior 
longitudinal ligament（OPLL）or spinal cord tumor between 2010 and 2014. A 70% de-
crease of amplitude was set as alarm point. Transcranial electrical stimulation motor 
evoked potentials variability and the pre- and postoperative motor deficit were analyzed.
  Postoperative motor deterioration cases were a little above the rescue cases among thorac-
ic OPLL and intramedullary spinal cord tumor cases. And rescue cases were more frequent-
ly than postoperative motor deterioration cases among scoliosis, cervical OPLL and extra-
medullary spinal cord tumor cases.  
  We recommend transcranial electrical stimulation motor evoked potentials for intraopera-
tive spinal cord monitoring of high-risk spine surgery. We should take care of operative 
techniques during thoracic OPLL and intramedullary spinal cord tumor surgery to mini-
mize neurological deteriorations.

【はじめに】
　Br（E）-MsEPのアラームポイントの精度を検
証するため多施設研究を行っている。疾患の差
異による、モニタリング波形変化と術後神経所
見の解析を行った。2010年4月から2016年3月
までに本グループ関連施設で術中モニタリング
を行った症例のうち、脊髄腫瘍、後縦靭帯骨化

症、側弯症の2432例を対象とした。側弯症手
術と頚椎OPLL手術ではそれぞれTrue positive 
15 例、4例、レスキュー 24例、25例と、より
多く症例でレスキューが可能であった。しかし、
胸椎OPLL や脊髄腫瘍摘出例ではレスキュー例
をTP例が上回り、術後麻痺が回避不可能な症
例が多かった。Br-MsEPのアラームポイント
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は様々な報告があるが、振幅低下70 ％をアラー
ムとした場合に良好なモニタリング精度が得ら
れた。側弯症手術と頚椎OPLL 手術ではモニタ
リングは麻痺の回避に有用であったが、胸椎
OPLL や脊髄腫瘍摘出術例では術後麻痺の悪化
例が多く、手術手技に注意が必要と考えた。

【背景】
　脊椎脊髄手術における神経合併症の発生率
は、2011年の日本脊椎脊髄病学会全国調査1に
よると1.4 ％であり、硬膜損傷（2.1 ％）に次いで
高い発生率であった。また神経合併症の発生率
は、手術疾患により大きく異なる。神経合併症
率が高い手術疾患としては、脊髄腫瘍や脊柱変
形、脊柱後縦靱帯骨化症（Ossification of the 
posterior longitudinal ligament: OPLL）などが
挙げられるが、特に髄内腫瘍の神経合併症率は
31 ％、胸椎OPLLは26 ％、頚椎OPLLは7.1 ％
と高く報告されている。 
　術中脊髄機能モニタリングは、手術における
“防ぎ得た麻痺（Preventable paralysis）”を、で
きる限り減らすことを目的としている。過去の
我々の検討2では、振幅70 ％低下をアラームポ
イントとした場合、モニタリングの精度は高く、
有用であることが示された。しかし手術疾患に
より神経合併症リスクは変わるため、疾患毎に
モニタリングが有用であったか検討する必要が
あった。そこで、神経合併症のハイリスク脊椎
手術において、術中脊髄機能モニタリングが“防
ぎ得た麻痺”を減らせているかどうかを疾患毎
に検証することにした。

【対象と方法】
　本研究では、日本脊椎脊髄病学会脊髄モニタ
リングワーキンググループ関連施設16施設を
対象とし、多施設研究のハイリスク脊椎手術症
例を後ろ向きに解析した。 　　　　
　2010年4月から2016年3月までにハイリスク
脊椎手術症例である、脊柱後縦靭帯骨化症、脊
髄腫瘍、側弯症手術を行い、術中モニタリング

（経頭蓋電気刺激筋誘発電位：Br（E）-MsEP、

経頭蓋電気刺激脊髄誘発電位：Br（E）-SCEP、
体性感覚誘発電位：SSEP）を行った。各モダリ
ティによりアラームポイントを設定した。Br

（E）-MsEPは振幅の70 ％低下、Br（E）-SCEPは
振幅の50 ％低下、SSEPは振幅の50 ％低下、
潜時の10 ％延長をアラームポイントとした。
アンケートを各施設に送付し、6年間における
モニタリング症例を調査した。全16施設から
アンケートを回収し、集計した2432例を対象
とした。アンケート項目は、疾患名及びその数、
導出筋・筋数、波形変化があった症例、疾患名、
術式、術前・術後の徒手筋力テスト（MMT）で
あった。　　　　　　　　　　　
　モニタリング精度は、手術最終波形（閉創時）
と術後麻痺の程度の関係を調査した。最終波形
まで波形変化があり、術後MMT1段階以上の
麻痺悪化があった症例をTrue positive（TP）、
最終波形まで変化したままであったが、術後
MMT1段階以上の麻痺悪化がなかった症例を
False positive（FP）、最終波形まで波形変化が
なく、術後MMT1段階以上の麻痺悪化があっ
た症例をFalse negative（FN）、最終波形まで波
形変化がなく、術後MMT1段階以上の麻痺悪
化もなかった症例をTrue negative（TN）、術中
にアラームがあったが、最終波形が回復し、術
後麻痺悪化がなかった症例をレスキュー症例と
した。

【結果】
　対象疾患は2432例中、脊髄腫瘍 817例と側
弯症 868例、OPLL 747例であった。ハイリス
ク手術疾患である髄内腫瘍は182例（9 ％）、胸
椎OPLLは219例（10 ％）であった（Fig. 1）。
　モニタリングを施行した2432例中TPは97
例、FPは199例、FNは6例であった。レスキュー
症例は123例あった（Fig. 2）。したがってモニ
タリングの精度は感度94.2 ％、特異度90.6 ％、
陽性的中率32.8 ％、陰性的中率99.7 ％、偽陽
性率9.4 ％、偽陰性率5.8 ％であった。つまり、
ハイリスク脊椎手術2432例中296例（12.2 ％）に
アラームがあり、波形回復がなかった。そのう
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ち術直後に麻痺が出現したのは97例（32.8 ％）、
麻痺増悪しなかったのは199例（67.2 ％）であっ
た。 
　TP症例は、髄内腫瘍の頻度が高く182例中

29例（15.9 ％）であった。髄外腫瘍は635例中24
例（3.8 ％）、胸椎OPLLは219例中20例（9.1 ％）、
頚 椎OPLLは528例 中4例（1.1 ％）、 側 弯 症 は
868例中15例（1.7 ％）であった。FNであった 6
例のうち4例は頚髄腫瘍例であり、いずれの症
例も一過性麻痺の後に完全回復した。
　術中波形回復する割合が高かった疾患は側弯
症と頚椎OPLLであり、側弯症は波形変化が
あ っ た39例 中 波 形 回 復 が あ っ た の は24例

（61.5 ％）、 頚 椎OPLLは29例 中25例（86.2 ％）
に回復が見られた。一方で術中波形回復する割
合が低かった疾患は胸椎OPLLと髄内腫瘍で
あった。胸椎OPLLは波形変化があった36例中
16例（44.4 ％）、髄内腫瘍は42例中13例（31.0 ％）
に回復があった。
　

【考察】
　ハイリスク脊椎手術症例に対して術中脊髄モ
ニタリングBr（E）-MsEPの振幅70 ％低下をア
ラームポイントとし、良好なモニタリング精度
が得られた。False negative 4例はいずれも頚
髄腫瘍例であり、手術の際に脊髄に一様でない

Fig. 1  Patients disease
EMSCT：Extramedullary spinal cord tu-
mor
IMSCT：Intramedullary spinal cord tumor
C. OPLL：Ossification of the posterior lon-
gitudinal ligament of the cervical spine
T. OPLL：Ossification of the posterior lon-
gitudinal ligament of the thoracic spine

Fig. 2  Result of the monitoring with 70% de-
crease of amplitude criteria
TP：True positive
FP：False positive
FN：False negative
TN：True negative
RS：Rescue cases

Fig. 3  True Positive and Rescue Cases with 
High-Risk Spine Surgery
EMSCT：Extramedullary spinal cord tu-
mor
IMSCT：Intramedullary spinal cord tumor
C. OPLL：Ossification of the posterior lon-
gitudinal ligament of the cervical spine
T. OPLL：Ossification of the posterior lon-
gitudinal ligament of the thoracic spine
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侵襲がかかり、選択的に脊髄障害が起こったと
考えられた。複数の髄節支配をうけている筋は、
障害されていない残存髄節を迂回して筋電位が
導出された結果、術中に予見できなかったと考
える。
　神経合併症は脊椎脊髄手術で重篤な合併症の
ひとつであり、回避すべく何らかの対策が必要
である。術中脊髄機能モニタリングは“防ぎ得
た麻痺”を最低限にするために非常に有用であ
る。最近の報告では、モニタリングのMulti-
modalityが推奨され、その成績も良好である3 。
とりわけBr（E）-MsEPは運動路を監視すること
ができ、さらにSSEPやD-waveに比較し感度が
良いモニタリング法と報告される。ただし疾患
によって脊髄に対する侵襲が異なっていること
が問題となっている。とくに本研究では髄内腫
瘍症例や胸椎OPLL症例では、TP例がレス
キュー例を上回り、手術侵襲に対する脊髄の予
備能が低いと考えられ、手術時には注意が必要
と考えた。また側弯症例や頚椎OPLL、髄外腫
瘍例ではレスキュー例が麻痺例を上回り、モニ
タリングの意義が特にあったと考えた。 

【まとめ】
　術中脊髄モニタリングBr（E）-MsEPを解析す
ると、ハイリスク脊椎手術2432例では術中
12 ％に神経障害が予見できた。そのうちの
67 ％の症例で術後麻痺を回避した。ハイリス
ク脊椎手術における、術中脊髄モニタリング

（Br（E）-MsEP）の有用性を示した。
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Abstract
  Recently muscle evoked potential after electrical stimulation to the brain［Br（E）-MsEP］is 
utilized widely for intraoperative spinal cord monitoring during the surgery spine and spi-
nal cord. However ‘muscle MEP fade’ is the major problem that should be resolve. Despite 
stable anesthesia, muscle MEPs tend to exhibit gradually falling amplitudes and rising 
thresholds during the hours of surgery. Fade varies from none to marked and may be great-
er with antecedent myelopathy. It seems likely that fade reflects falling LMN excitability. 
During the surgery we have to decide whether muscle MEP fade or neurological injury 
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【はじめに】
　近年脊椎脊髄外科の進歩により、よりinva-
siveな操作が施行されるようになってきており
術中脊髄機能モニタリングの重要性が高まって
きている。最近では麻酔方法の進歩によって大
脳電気刺激・筋誘発電位［Br（E）-MsEP］を比較
的容易に記録することが可能となったため、モ
ニタリングにはBr（E）-MsEPが用いられること
が主流となってきている。しかしながらBr（E）
-MsEPを記録する際には脊髄に障害が加わって
いなくとも電位が低下する‘muscle MEP fade’1

が生じることが報告されている。一方過去には、
脊髄を電気刺激することにより四肢の筋から誘
発筋電位を記録する手法2-7 が用いられた時期が
あった。今回我々は、この脊髄電気刺激・筋誘
発電位［Sp（E）-MsEP］とBr（E）-MsEPを用いて
術中脊髄機能モニタリングを施行し、この2つ
の電位の術中波形変化と術後神経症状の変化と
の関係を比較しSp（E）-MsEPの有用性を明らか
することを本研究の目的とした。

【対象および方法】
　対象は2016年4月から2016年10月の間に当
科で脊髄機能モニタリング下に手術を施行した
脊椎疾患10例である。性別は男性5例、女性5
例であり、手術時年齢は51歳から74歳（平均
67.9歳）であった。疾患の内訳は頚椎症性脊髄
症1例、胸椎後縦靭帯骨化症1例、胸椎黄色靱

帯骨化症3例、胸椎椎体骨折2例、腰部脊柱管
狭窄症3例であった。
　術中脊髄モニタリングにはBr（E）-MsEP と
Sp（E）-MsEPを使用した。

　Br（E）-MsEP
　刺激はCzから外側5 ㎝、前方2 ㎝に左右対称
に頭皮下に挿入したコークスクリュー型電極を
用 い た。 電 気 刺 激 は 刺 激 強 度150mAか ら
200mAの定電流刺激とし、刺激幅0.5ms、ISI 
2msの5連発刺激を加え、5回の平均加算を行っ
た。記録は四肢筋にtendon-belly法で設置した
表面電極から電位を記録した。麻酔方法はSp

（E）-MsEPを記録する際と共通で、propofolと
remifentanylで維持をした。また、筋弛緩剤は
挿管時にのみ使用し、腹臥位になった後拮抗剤
を投与した。

　Sp（E）-MsEP
刺激は術野の頭側硬膜外腔へ挿入したカテーテ
ル型双極電極から施行した。刺激強度は10mA
から40mAの定電流刺激とし、刺激幅0.2ms、
ISI 2msの5連発刺激を加え、加算は１回から
５回とした。記録にはBr（E）-MsEPの記録と共
通の表面電極を用いた。
電位の変化は手術終了時にBr（E）-MsEP 、Sp

（E）-MsEP共に振幅がコントロール値の30 ％
以下に低下した場合を有意な電位変化とした。

when the amplitude of evoked potentials show decrement of amplitude. On the other hand 
muscle evoked potential after electrical stimulation to the spinal cord［Sp（E）-MsEP］was 
used before to monitor motor function of the spinal cord during surgery.
  In this study we compared Br（E）-MsEP and Sp（E）-MsEP during spine surgery of 10 pa-
tients. All patients showed no postoperative neurological deteriorations. There were no pa-
tients that showed decrement of Sp（E）-MsEP. However 3 patients showed significant dec-
rement of the amplitude of Br（E）-MsEP at least one muscle at the end of surgery. Therefor 
false positive rate was 30% of Br（E）-MsEP. 
  In this study revealed that Sp（E）-MsEP is stable and reliable evoked potentials to monitor 
motor function of the spinal cord during spine surgery.
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【結果】
　術後神経症状が悪化した症例は認めなかっ
た。また、Sp（E）-MsEPが低下した症例はなかっ
たが少なくとも1筋以上でBr（E）-MsEPが低下
した症例は3例認められ、Br（E）-MsEPに限れ
ばfalse positiveは30%存在した。

【症例】
症例１．79歳男性

　頚椎症性脊髄症に対し頸椎椎弓形成術を施行
した。手術終了時は両側のAHから記録したBr

（E）-MsEPの振幅が優位に低下したが、Sp（E）
-MsEPは明らかな振幅の低下は認められなかっ
た（Fig. 1, 2）。また、術後神経症状の悪化も見
られなかった。
症例2 ．51歳女性
　胸椎後縦靭帯骨化症、黄色靱帯骨化症に対し
後方除圧固定術を施行した。左AH以外のBr（E）
-MsEPは優位に低下したもののSp（E）-MsEPに
は電位の有意な低下は認められなかった（Fig. 3, 

Fig. 1  Preoperative MRI
MRI shows multilevel spinal cord compres-
sion at cervical spine.

Fig. 2  Intraoperative monitoring with Br（E）
-MsEP and Sp（E）-MsEP
There were significant decrements of the 
amplitude of Br（E）-MsEP at AH muscle.
However the amplitude of Sp（E）-MsEP at 
AH muscle is stable.

Fig. 3  Preoperative MRI
MRI shows spinal cord compression at tho-
racic spine by OLF and OPLL.

Fig. 4  Postoperative XP
This patient underwent decompression and 
fusion surgery of thoracic spine.
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4, 5）。更に術後神経症状の悪化は認めなかった。

【考察】
　Sp（E）-MsEPを術中脊髄モニタリングに応用
した臨床研究や基礎実験の報告2-7は過去には散
見されるが、最近での報告はみられない。Sp（E）
-MsEPが実際の臨床で用いられなくなって来た
理由として、刺激装置の発展によりBr（E）
-MsEPが比較的容易に記録可能となったこと
と、Sp（E）-MsEPは運動路ではなく感覚路を経
由する電位であるとの意見があることによるも
のと考えられる。しかしながらBr（E）-MsEPは
安定した麻酔下で、神経障害が生じなくとも電
位が低下するいわゆる‘fade’現象が生じること
があるとされており、Br（E）-MsEPが低下した
際に‘fade’であるのか、実際に神経障害が生じ
ているのかの鑑別が必要になってくる。本研究
の結果ではBr（E）-MsEP は30%の症例にfalse 
positiveが生じたが、Sp（E）-MsEPはfalse posi-
tiveもなく‘fade’現象も生じなかった。Sp（E）

-MsEPに‘fade’現象が生じない理由としては硬
膜外電極により脊髄に十分な電気刺激を加える
ことができることと、刺激と記録の間の距離が
Br（E）-MsEPに比べ短いため運動路を伝導する
電位にtemporal dispersionが生じる程度が少な
く、前角細胞を発火させやすいことが推測され
る。
　一方、Sp（E）-MsEPの伝導路に関する報告の
1つには、後索を逆行して下降する電位が前角
細胞を興奮させる一種の反射によるものとのし
ている8 。しかしながら、他の報告では脊髄を
連発刺激して下肢から記録される筋電位が後索
切断によっても電位の低下は生じないため、脊
髄内運動路を経由するとされている4,7 。
　今後Sp（E）-MsEPの伝導路の解明に関しては
更なる基礎研究が必要であるが、現時点では
Br（E）-MsEPを補完することができる電位であ
る可能性が高いと考える。

Fig. 5  Intraoperative monitoring with Br（E）-MsEP and Sp（E）-MsEP
At all muscles of lower extremities except for left side AH muscle, Br（E）-MsEP showssignifi-
cantly decrement of amplitude. However the amplitudes of Sp（E）-MsEP show no significant dec-
rement of amplitude.
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【結語】
Sp（E）-MsEPはfade現象もなく安定した電位が
記録でき有用なモニタリング方法である。
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モニタリング（p-MEP）を必要とするのはどのような症例か？
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Abstract
  We reported a new technique for transcranial electrical stimulation of motor evoked 
potentials （TES-MEP） recording called “p-MEP” in which TES-MEP amplitude can be 
enlarged by tetanic stimulation of peripheral nerve before transcranial stimulation in 
comparison with that of conventional TES-MEP （c-MEP）. The purpose of this study is to 
clearify what kind of case needs post tetanic TES-MEP （p-MEP） during spinal surgery.
  137 patients undergoing elective spinal surgery in 2014 were enrolled in the study. c-MEP 
was performed throuthout the operation in each patient. p-MEP was performed when 
amplitude was less than 50 μv. For recording c-MEPs, transcranial electrical train of five 
pulses stimulation with an interstimulus interval of 2 milliseconds was performed and 
compound muscle action potentials were bilaterally recorded from deltoid, abductor 
pollicis brevis, quadriceps femoris, tibialis anterior, gastrocnemius muscle, and abductor 
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【はじめに】
　術中の経頭蓋電気刺激筋誘発電位（TES-
MEP）は脊椎脊髄手術において術中の脊髄損傷
を防止し、安全に手術を遂行する方法として普
及してきている。しかしながら、得られるモニ
タ リ ン グ 筋 か ら の 複 合 筋 活 動 電 位（ 以 下
CMAP）は麻酔薬・筋弛緩薬の影響や、患者の
基礎疾患により容易に抑制される1-8 。実際にモ
ニタリング可能な波形が得られないと、信頼で
きるTCE-MEPが施行できない。我々は、波形
を増幅させる手法として末梢神経をテタヌス刺
激後に筋誘発電位をとる脊髄モニタリング手法

（以下p-MEP）を行っており、これにより簡便に
CMAPを 増 幅 さ せ、 従 来 のMEP法（ 以 下
c-MEP）に比べ、波形検出率ならびにモニタリ
ングのreliabilityが上昇することを過去に報告
し た 9,10 。 し か し な が ら、 実 臨 床 に お い て
p-MEPを必要とするような術前背景因子は明
らかではない。

【目的】
　本研究の目的は、どのような術前背景因子を
含む症例にp-MEPが必要なのかを明らかにす
ることである。

【対象と方法】
　2014年に当院でTES-MEPを施行した脊椎脊
髄手術症例137例を対象とした。
　モニタリングには、32チャンネルまで導出

可能な日本光電社製MEE1232を用いた。記録
筋は左右の三角筋（Del）、短母指外転筋（APB）、
大腿四頭筋（Quad）、前脛骨筋（TA）、腓腹筋

（GC）、母趾外転筋（AH）を用いた。
　c-MEPの経頭蓋刺激は、最大上刺激条件下
に定電圧刺激（500V）にて行った。経頭蓋刺激
装置はSEN-4100（Nihon Koden, Tokyo, Japan）
を用い、刺激条件は、Train 5連発　Duration 
50μsec　刺激間隔は2msec、フィルターは：
Low cut 2Hz ― 3KHz、記録時間：100 ～ 200 
msecである。加算は行っていない。p-MEPは、
テタヌス刺激（50 Hz, 50 mA, 5 sec）を左正中神
経と両側脛骨神経の3か所に同時に行い、その
1秒後に従来と同様の経頭蓋刺激とCMAPの測

hallucis. For recording p-MEPs, tetanic stimulation （50 Hz, 50 mA, 5 sec） was applied to 
the left median nerve and bilateral tibial nerves 1 second before transcranial stimulation 
and compound muscle action potentials were recorded from the same muscles. Cases which 
needs p-MEP were called “p-MEP group” and the others were called “c-MEP group”. 
Disease, age, sex, disease duration, surgical site, and preoperative muscle weakness （MMT 
less than 3） were compared between p-MEP and c-MEP. 
  As a result, the number of cases which had preoperative muscle weakness in p-MEP group 
were significantly greater than that in c-MEP group. Other items did not significantly differ 
between both groups.

Fig. 1  Technique to record post-tetanic Br（E）
-MsEP（p-MEP）and conventional Br（E）
-MsEP.
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定を行った （Fig. 1）。基本的にc-MEPをすべて
の患者で実施し、術中にCMAPの振幅が50μ
v未満の場合にp-MEPを実施した。
　検討する術前背景因子は、（1）疾患名、（2）年
齢、（3）性別、（4）罹病期間、（5）手術部位、（6）
術前筋力低下（MMT 3以下と定義）とした。最
後までc-MEPのみで対処できた症例（c-MEP群）
とp-MEPを必要とした症例（p-MEP群）に分け
て比較検討した。統計はカイ二乗検定・Fisher 
exact test・Mann-Whitney U testを用い、有
意水準5%未満を有意差ありとした。

【結果】
　年齢中央値は64歳、男：女＝83:54である。
術前筋力低下の症例はp-MEP 群で有意に多

かった（Odd 3.3 （95%CI: 1.4-7.7））。疾患名、年
齢、性別、罹病期間、手術部位に関しては両群
間で有意差を認めなかった（Table 1, 2）。

【考察】
　Vedantamらは、脊髄腫瘍の切除を行う患者
での下肢TES-MEP測定に関して検討し、術前
Nurick gradeの高い患者や下肢筋力低下のある
患者はCMAPの測定が困難であることを報告
した 11 。El-Hawaryらはneural axis abnormali-
tiesをもつ脊柱変形患者は、AIS患者に比べて
SSEP、MEP共にCMAPの検出率が低いが、脊
髄損傷を検出する精度には差を認めなかったこ
とを報告した 12 。当院で実施しているp-MEPを
用いた脊髄モニタリングでは、CMAPの検出
率が上昇することに加え、筋力低下を認める症
例においても脊髄損傷を検出する精度に差を認
めないことを報告しており10、筋力低下症例
においてもp-MEPは有用であると考えられる。
また、術中刺激による体動が大きい症例に対し
てp-MEPを用いることにより、有効なCMAP
の振幅を維持しつつ刺激強度を下げることが可
能となり、術中の体動を減らすことができる。
　本研究では、術前に下肢筋力低下を認める症
例はp-MEP群で有意に多かった。これは過去
の報告と同様に術前筋力低下のある症例は
c-MEP単独ではCMAPの検出が困難なことが
多く、結果として波形増幅効果のあるp-MEP
を要したためと考えられる。
　本研究の限界として、症例数が少ない疾患が
あること、術前の脊髄障害に関する評価が筋力
低下のみであることが挙げられる。今後はJOA 
scoreなどの評価も加えることで、CMAPの検
出が困難となる術前背景因子をより詳細に明ら
かにできる可能性がある。

【結語】
　術前にMMTが0-3の筋力低下を示す症例に
p-MEPは必要であることが明らかとなった。

Table 1  comparison of background in c-MEP 
and p-MEP recording

Table 2  comparison of desease in c-MEP and 
p-MEP recording
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Abstract
  Generally, we believe that transcranial stimulation predominantly stimulates the brain on 
the anode side, evoking large muscle evoked potentials on the contralateral side. Then, in 
conventional monophasic stimulation, it is necessary to switch the polarity of stimulation 
（from right anode–left cathode to right cathode–left anode）to study muscle responses on 

both sides. However it is still unknown whether constant current stimulation and constant 
voltage stimulation show similar pattern of recording regarding CMAP waves under mono-
phasic stimulation. This study was preliminary prospective study. Our results showed that 



脊髄機能診断学　Vol.38. No.1 2017

89

【はじめに】
　当院はmonophasic刺激での経頭蓋刺激MEP

（以下TcMEP）を施行している。一般にmono-
phasic刺激では陽極刺激側を右にした場合、左
側上下肢のCMAP振幅が大きくなるとされる1,2 。
しかしながら、これまでに定電流刺激と定電圧
刺激でのmonophasic刺激下にて、そのCMAP
波形の検出率に差が生じるかどうかについて検
討した研究は渉猟しえた範囲ではない。

【目的】
　刺激装置の最大刺激を用い、定電流刺激

（200mA）と定電圧刺激（500V）での左右CMAP
波形検出の成功率を検討し、定電流と定電圧刺
激での違いを明らかにすることである。

【対象と方法】
　対象は、定電流と定電圧刺激の両方を用いて、
右陽極・左陰極と右陰極・左陽極のそれぞれの
monophasic刺激を施行した連続する20症例で
ある。平均年齢60.7歳、男：女＝12:8、頚椎疾
患5例、腰椎疾患10例、その他5例である。20
例中、術前に上肢あるいは下肢のいずれかに
MMT 0-3の筋力低下を認める症例は6例で
あった。
　50μV以上の波形検出を成功と定義した。定
電流刺激と定電圧刺激下での上下肢CMAPの
検出率について、左右の同じ筋で比較しその検
出率に関して有意差があるかどうかを検討し
た。
　Pattern 1: 右陽極、左陰極でのmonophasic 
刺激下に定電流刺激と定電圧刺激の両方にて
TcMEPを施行し、左右の上肢と下肢のCMAP
の波形検出を確認した（Fig. 1）。

　Pattern 2: 右陰極、左陽極でのmonophasic刺
激下に定電流刺激と定電圧刺激の両方にて
TcMEPを施行し、左右の上肢と下肢のCMAP
の波形検出を確認した （Fig. 2）。刺激電極は頭
蓋のC3,C4に設置して行った（Fig. 3）。
Pattern1 とPattern 2の両条件下で左右の波形
検出率について比較検討した。統計にはカイ二
乗検定を用い、有意水準5 ％未満を有意差あり
とした。
　モニタリングには、32チャンネルまで導出
可能な日本光電社製MEE1232を用いた。記録
筋は左右の三角筋（Del）、短母指外転筋（APB）、
大腿四頭筋（Quad）、前脛骨筋（TA）、腓腹筋

（GC）、母趾外転筋（AH）を用いた。
　経頭蓋刺激装置に関して定電流刺激には、
MS-120B （Nihon Koden, Tokyo, Japan）を用い
て最大刺激（200mA）で行い、定電圧刺激には

there were no statistically significant differences between right and left sides under constant 
voltage with supramaximal stimulation. Although there were no significant differences in 
success rate between right and left side, constant current stimulation under monophasic 
stimulation showed that the success rate of the contralateral side against anode side showed 
always high.

Fig. 1  Pattern 1, Right anode and Left cathode
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SEN-4100 （Nihon Koden, Tokyo, Japan）を用い
最大刺激（500V）で行った。刺激条件は、定電
流刺激は、Train 5連発　Duration 0.2msec刺
激間隔は2msec, フィルターは：Low cut 2Hz 
― 3KHz、記録時間：100 ～ 200 msecで行い、
定電圧刺激はTrain 5連発　Duration 50μsec
刺激間隔は2msec, フィルターは：Low cut 
2Hz ― 3KHz、記録時間：100 ～ 200 msecと
した（Table 1）。加算は行っていない。

【結果】　
　Pattern 1（右陽極、左陰極）: 定電流刺激、定
電圧刺激ともに左右の検出率についてはいずれ

の筋も有意差を認めなかった （Table 2）。ただ
し、定電流刺激の方が左＞右で検出率が高くな
る傾向を示した。
　Pattern 2（右陰極、左陽極）: 定電流刺激では
右の検出率が高くなる傾向を示し、Del、GCに
おいては有意に右の検出率が高くなった （Ta-
ble 3）。一方定電圧刺激ではQuadで左が有意
に検出率が高い結果を示したが、それ以外の筋
に有意差を認めなかった。

【考察】　
　本研究では、Ukegawaら3の報告と同様に定
電流刺激での最大上刺激（200mA）では陽極刺
激側の反対側で波形検出率が常に高くなる傾向
を示した。しかしながら、最大刺激での定電圧

Fig. 2  Pattern 2, Right cathode and Left anode

Fig. 3  The location of stimulation

Table 1  The condition of the stimulation in our 
hospital

Table 2  The success rate of CMAPs（Pattern 
1）
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刺激（500V）では定電流刺激と比較し、陽極刺
激の反対側で常に検出率が高くなる傾向は認め
られなかった（Table 2, 3）。
　Rothwell Jら 4 は定電圧刺激を用いて、経頭
蓋刺激の強度と得られるD waveの潜時を調査
し、さらに脳幹刺激で得られるD waveの潜時
について比較検討を行い、強い刺激強度で得ら
れるD wave潜時パターンと脳幹刺激で得られ
るD waveの潜時パターンが同じであることを
見出した。つまり、経頭蓋の刺激強度が強いほ
ど錐体路交叉に至るまでの刺激が可能となり、
大脳皮質を飛び越えて脳幹から皮質脊髄路に刺
激が加わることを報告した。Rothwell Jらの報
告と、我々の定電流刺激の最大刺激と定電圧刺
激の最大刺激での結果を単純に比較することは
難しいが、本研究の結果から、最大刺激での定
電圧刺激の方が定電流刺激よりも刺激強度が強
く、そのために経頭蓋刺激がより深部に到達し、
運動皮質路を活性化させた可能性が高いと考え
られる。
　本研究より、臨床でのTcMEPの使用におけ
る波形検出を考えた場合、定電流刺激下での
CMAP検出には刺激電極の陽極と陰極の左右
の認識が重要となる。Ukegawaら3が報告して
いるように、biphasicでの経頭蓋刺激も考慮す
る必要があるかもしれない。一方で最大刺激で

の定電圧刺激下でのCMAP検出にはmonopha-
sicでの刺激でも明らかな波形検出に対する左
右差はなく、刺激電極の陽極、陰極の左右の認
識はあまり重要とならない可能性を示した。
　本研究の限界は第1に、2つの刺激方法間で
実際に刺激部位からどの深度まで刺激が伝わっ
ているかを直接調査したわけではなく、左右の
波形検出率から考察した結果であることがあげ
られる。次に、検討した症例数が20例と少な
いことなどがあげられる。第3に、左右の波形
検出率での比較検討であり、得られた波形の振
幅そのものの比較ではないことがある。今後症
例を増やし、波形検出の成功率ならびにその振
幅についても比較検討する必要性があると考え
ている。第4に術前筋力低下を示した症例が同
じような動向を示すのかについては検討をして
いないことがあげられる。

【結語】
　最大刺激での定電流刺激では陽極刺激の反対
側でのCMAP検出率が高くなる傾向を示した。
しかし最大刺激での定電圧刺激では左右の
CMAPが同等に検出される傾向を示した。
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Abstract
  We started monitoring of external anal sphincter muscle（External anal sphincter:anal）by 
the lumbar vertebrae operation to prevent postoperative the bowel bladder disorder. In eight 
cases that accepted abnormal waveform of fEMG in anal, The case that anal and other mus-
cles reacted to together was four cases. I think that a cauda equina nerve reacted by some 
kind of stimulation. When an abnormal wave pattern appears in the state that an endocrani-
um pipe was exposed .The Br-MsEP amplitude of anal did not decrease in all examples, but 
the bowel bladder disorder accepted one case after operation. It is suggested that we may 
sense the stimulation to the nerve which is not caught in Br-MsEP by observing fEMG than 
it.
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【はじめに】
　近年、脊椎脊髄手術を行う上で術中モニタリ
ングの必要性は高まっている。特に、術後の合
併症の一つとして周知されている排尿排便障害
は、患者のQOLに大きな影響を与える。我々
は術後の排尿排便障害を防ぐため、2016年1月
から頸椎、胸椎手術に加え、腰椎手術でも外肛
門括約筋（External anal sphincter：anal）のモ
ニタリングを施行し、analをモニタリングする
ことの有用性について検討した。

【対象と方法】
　2016年1月から10月にかけて、analを含む筋
群に電極を装着して術中モニタリングを行った
51例中を対象とした。
　術中モニタリング法として、使用機材はNi-
colet社製Endeavor CR 16chを用い、経頭蓋電
気刺激筋誘発電位（Brain-evoked muscle-action 
potential：Br-MsEP）、fEMG、体性感覚誘発
電位（short latency somatosensory evoked po-
tential：SSEP）、を記録した。モニタリング条
件は、Br-MsEPはCzより2cm前方、5cm左右
外側に刺激のための針電極を頭蓋へ挿入し、末
梢筋は表面電極または針電極より導出した。
analは、左右それぞれに関・不関電極を1本ず
つ計4本の針電極を挿入し導出した。その他の
導出筋は、大腿直筋（Quadriceps：Quad）、前
脛 骨 筋（Tibial Anterior：TA）、 腓 腹 筋（Gas-
trocnemius：Gc）、 短 腓 骨 筋（Peroneus Bra-
vis：PB）、 母 指 外 転 筋（Abductor Hallucis：
AH）を基本的に含むこととした。下肢SSEPは
両側後脛骨神経上に刺激のためのシール電極を
貼付し、頭蓋Cz後方2cmの正中部と右耳介に
針電極を装着し記録した。MEP刺激は5×
train、400Vで行い、SSEP刺激は両側後脛骨神
経神経を30mA、0.5msecで行った。アラーム
ポイントは、Br-MsEPは50%以上の振幅低下、
fEMGは異常波形を認めた時点とした。

【結果】
　対象とした51例中、analにfEMGの異常波形

を8例認めた。男性5例女性3例、平均年齢は
65.1歳（42～ 75歳）であった。各症例の疾患や
術式は別に示す（table 1）。anal単独でfEMGを
認めた症例は4例、他筋と共に認めた症例は4
例であった。また、case2は硬膜管が露出して
いない段階でfEMGを認めた。全例ともanalの
Br-MsEPの振幅に異常を認めなかったが、術
後に排尿排便障害が出現した症例を1例認め
た。8例の術中モニタリング所見を別に示す

（table 2）。

【症例供覧】
56歳　男性　
多椎間の腰部脊柱管狭窄症を認め、特に狭窄の
強かったL3/4、L4/5に対し顕微鏡下椎弓形成

Table 1  The lists of cases which accepted ab-
normal waveform of fEMG in anal

Table 2  The summary of cases which accepted 
abnormal waveform of fEMG in anal
In the case8, the bowel bladder disorder de-
veloped after the operation
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術を施行した。L4/5の除圧中、硬膜管をバイ
ポーラで焼却して止血している際にanalに最大
150μVほどのfEMGを約10秒認めた（Fig. 1A）。 
Br-MsEPを確認したところ、振幅低下は認め
なかったため手術を継続した。手術終了時も
Br-MsEPの振幅に変化はなかった（Fig. 1B）。
術後、下肢麻痺は認めなかったが、排尿排便障
害が出現した。薬剤投与、自己導尿を行いなが
ら経過観察していたところ、術後39日後には
排便毎日あり残尿なく、尿意も戻った。なお、
術前は下肢痺れや肛門痺れはあったが、排尿排
便障害は認めなかった。

【考察】
　脊髄下端部の解剖で重要なことは、脊椎と脊
髄に高位差があることである。若干の個人差は
あるが、脊髄の下端は第1.2腰椎間に存在し、
脊髄円錐（S3髄節以下）は第1腰椎高位、円錐上
部（L4～S2髄節）は第12胸椎高位に存在する。
排尿排便中枢はS2-4に存在するため、円錐上部
に限局した障害では症状は出ない場合が多い。
円錐部の障害では、排尿中枢が直接障害される
ことで症状がみられる。馬尾はL2以下の神経
根が腰部脊柱管内で合体したもので、障害され
ることにより下肢の鈍痛やしびれ、間欠性跛行

に加え排尿排便障害を認めることがある1 。術
後の排尿排便障害出現や憎悪は、脊髄係留症候
群や二分脊髄の手術でリスクが高いとされてい
るが、いずれの脊椎脊髄手術でも脊髄損傷が起
こる可能性は常にあり、患者のQOLを保つた
めにもanalのモニタリングは必要と考える。
　今回、Br-MsEPの振幅低下を認めなかった
にも関わらず、術後に排尿排便障害が出現した
症例を認めた。日本脊椎脊髄病学会モニタリン
グ委員会は、術後麻痺の出現基準として、Br-
MsEP振幅の30%未満への低下を報告している2 。
そのことからcase8はBr-MsEPのfalse negative
例と言えるが、だからこそ排尿排便障害が可逆
的だったと考えられた。また、fEMGは異常波
形を認めていたことから、Br-MsEPでとらえ
られない神経への刺激をfEMGで察知できる可
能性が示唆された。
　硬膜管が露出した状態でfEMGの異常波形が
出現した場合は、術中操作で馬尾神経が何らか
の刺激を受けて反応したと考える。一方、硬膜
管が露出していない時点で異常波形を認めた症
例を一例認めたが、この場合に関して臨床的意
義は不明である。術後症状が出現した場合と出
現しなかった場合でfMEGの所見を比較した
が、波形の性状や持続時間に統一性はなく、
fEMGの波形のみで術後症状がでるかどうかの
判断は困難と考える。
　また、他筋と共にanalにfEMGを認めた症例
が4例あった。そのうち3例はTA、Gc、PBと、
1例はTA、PBと共に認めた。八木らは膀胱直
腸障害とAH、Gcの関係に関しての検討で、
Br-MsEP導出不良群ではAHも膀胱直腸障害の
憎悪を示す指標となる可能性があると報告して
いるが3、今回fEMGに関してはAHとの相関は
認めなかった。今後も症例数を増やした検討が
必要である。

【結語】
　脊椎脊髄手術にて、外肛門括約筋にfEMGの
異常波形を認めた症例を検討した。その結果、
Br-MsEPでとらえられない神経への刺激を

Fig. 1  The finding of intraoperative monitor-
ing
A）The abnormal waveform of fEMG of up 
to 150μV was detected for 10 seconds.
B）The Br-MsEP amplitude of the anal 
sphincter did not change.
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fEMGで察知できる可能性が示唆された。Br-
MsEPに加えfEMGを記録することにより障害
の可能性をリアルタイムに察知でき、より慎重
に手術を施行できる可能性がある。
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Abstract
  We have conducted intraoperative monitoring in all neurosurgical spine surgeries using 
muscle evoked potential after electrical stimulation to the brain（Br（E）-MsEP）with supra-
threshold stimuli. The alarm point was set as reduced amplitude of more than 50% com-
pared with control amplitude before decompression of spinal canal. We investigated 
false-positive cases. 32 neurosurgical spine surgeries without postoperative neurological 
complications were included from January to September, 2016. In addition, in a false-posi-
tive example, I performed the restimulation on the same condition within one minute and 



脊髄機能診断学　Vol.38. No.1 2017

98

【はじめに】
　当院では、脳神経外科の脊髄脊椎外科手術の
全例で閾値上刺激による術中経頭蓋刺激―筋誘
発電位（muscle	evoked	potential	after	electri-
cal	stimulation	to	the	brain以下Br（E）-MsEP）
を行っており、脊椎除圧操作前コントロールの
50 ％以上の振幅低下を初期アラームポイント
としている。この中で、術中に50 ％以上の振
幅低下を認めたが、術後神経症状の悪化が生じ
なかった偽陽性例について解析を行った。

【対象及び方法】
　対象は2016年1月～ 9月に施行し、術前及び
術後に麻痺を認めなかった脳外科脊椎手術32
例（男性18例、女性14例）とした。平均年齢は
66.1歳（34～ 86歳）であった。疾患の内訳は、
頸部脊柱管狭窄症8例、頸椎椎間板ヘルニア4
例、腰部脊柱管狭窄症12例、腰椎すべり症5例、
腰椎椎間板ヘルニア1例、腰椎破裂骨折1例、
腰椎変性側弯症1例であった。術式の内訳は、
頸椎椎弓形成術7例、頸椎前方除圧固定術4例、
頸椎前方神経根除圧術1例、腰椎椎弓形成術14
例、腰椎後方除圧固定術5例、腰椎椎間板ヘル
ニア摘出術1例であった。
　 術 中 のBr（E）-MsEPに はNeuromaster	MEE-

1232（日本光電社製）を使用した。刺激には増
設用電気刺激ユニットMS-120Bを使用した。ま
た、経頭蓋刺激はC3、C4の2cm前方で行い、コー
クスクリュー電極を使用した。導出筋として、
三角筋（Delt）、上腕二頭筋（Biceps）、上腕三頭
筋（Triceps）、短母指外転筋（APB）、大腿四頭
筋（Quad）、ハムストリング（Ham）、前脛骨筋

（TA）、腓腹筋（Gc）、母趾外転筋（AH）を用い、
頸椎の手術では、上肢の筋を中心に、腰椎の手
術では下肢の筋を中心にモニタリングを行っ
た。導出電極は日本光電社製ディスポーザブル
サブダーマル針電極を使用した。刺激条件は、
刺激周波数：1Hz、ISI：2.0msec、トレイン回数：
5、パルス幅：0.5のバイフェージックで5回加
算平均を行った。また、刺激強度は、全導出で
導出が可能である閾値上刺激とした。術中のBr

（E）-MsEP波形振幅は、Peak	to	peakで計測し、
脊椎除圧操作前波形をコントロールとし、記録
波形の振幅がコントロール波形の50%以下まで
低下した時点を初期アラームポイントとした。
　術中に振幅がコントロールの50%以下に低下
した症例の割合を算出した振幅が50%以下に低
下した症例のうち、同刺激条件で1分以内に再
刺激を行うことができた11症例のべ308筋につ
いて、1回目の導出波形振幅を100 ％としたと

examined wave pattern reproducible presence. 22 cases（66.8%）were considered having  
false-positive changes of amplitude. Restimulation within one minute after significant am-
plitude decrease was conducted in 32 muscles of 10 cases out of 22 false positive cases. 
Amplitude was recovered in 22 muscles out of 32 muscles . In all 308 muscles which we 
restimulated with the same condition within one minute irrespective of whether the cases is 
false positive or not, we compared the second amplitude with the first one. Significant am-
plitude change（reduction of more than 50% or elevation of more than 100%）was detected 
in 42 muscles out of 308 muscles. These significant amplitude changes more likely ap-
peared in femor muscles, such as quadriceps femoris and hamstrings muscles while abduc-
tor hallucis muscle had least frequency of occurrence.
  The threshold of Br（E）-MsEP and reactivity to it vary depending on each muscle. The 
occurrence of false positive cases in inevitable since it is difficult to carry it out by maxi-
mum stimulation in all cases.
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きの、2回目の導出波形振幅の割合を算出し、
1回目との振幅差が50%以上となる割合を算出
し、各導出筋で比較した。

【結果】
　対象症例32例中、コントロール波形の50%
以下に振幅低下した症例は22例（68.8 ％）で
あった。また、振幅低下を示した22例171筋の
うち、同刺激条件で再刺激を行った10例32筋
において、再刺激によってコントロール波形の
50%以上の振幅に回復し、偽陽性と判定できた
ものは32筋中22筋であった（Fig.	1）。偽陽性と
なった疾患の内訳は、頸部脊柱管狭窄症6例、
頸椎椎間板ヘルニア3例、腰部脊柱管狭窄症6
例、腰椎すべり症4例、腰椎椎間板ヘルニア1例、
腰椎破裂骨折1例、腰椎変性側弯症1例であっ
た。術式の内訳は、頸椎椎弓形成術5例、頸椎
前方除圧固定術3例、頸椎前方神経根除圧術1
例、腰椎椎弓形成術8例、腰椎後方除圧固定術
4例、腰椎椎間板ヘルニア摘出術1例であった。
　振幅低下したかどうかにかかわらず同刺激条
件で1分以内に再刺激を行った全11症例、のべ
308筋について最初の刺激の導出波形振幅を
100%としたときの再刺激の導出波形振幅の割
合を算出した結果、再刺激の波形振幅が200%
以上となった筋が27筋/308筋（8.8%）、50 ％以
下となった筋は15筋	/308筋（4.9%）であった。

再刺激波形の振幅が最初の刺激波形の200%以
上または50%以下となった筋の合計は42筋
/308筋（13.6%）であった（Fig.	2）。コントロー
ルの50 ％以上に低下したが術後麻痺をみとめ
なかった偽陽性筋（False	positive）と、低下し
なかった陰性筋で再現性を比較したところ、波
形が50 ％以上低下せず、術後麻痺を認めなかっ
た筋（True	negative）では2回目の波形振幅が
200%以上となった筋は7筋/32筋（21.9%）、50%
以下となった筋は1筋/32筋（3.1%）、陰性筋で
は、2回目の波形振幅が200%以上となった筋
は20筋/276筋（7.2%）、50%以下となった筋は
14筋/276筋（5.0%）であった。最初の刺激の導
出波形振幅と再刺激の導出波形振幅に50%以上
の振幅差を認めた割合を各導出筋で見たとこ
ろ、三角筋（Delt）：10%、上腕二頭筋（Biceps）：

Fig.	1		Br（E）-MsEP	amplitude	change	between	
1st	and	2nd	stimulation	before	decompression	
of	spinal	canal.	

Fig.	2		Br（E）-MsEP	amplitude	change	between	
1st	and	2nd	stimulation

Fig.	 3	 	 Incidence	 of	Br（E）-MsEP	amplitude	
change	between	1st	 and	2nd	 stimulation	 in	
extremity	muscles.
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10%、上腕三頭筋（Triceps）：5.0%、短母指外
転 筋（APB）：2.3%、 大 腿 四 頭 筋（Quad）：
20.5%、ハムストリング（Ham）：33.3%、前脛
骨筋（TA）：11.4%、腓腹筋（Gc）：16.7%、母趾
外転筋（AH）：6.8%であった（Fig.	3）。

【考察】
　大脳皮質から導出筋に至るまでの興奮伝達
は、①刺激により大脳皮質運動野の運動ニュー
ロンが興奮し、②ニューロンの軸索を大脳皮質
部から脊髄前角部の軸索末端のシナプス部まで
インパルスが伝導し、③多数の軸索からのイン
パルスの時間的・空間的加重の結果、脊髄前角
運動ニューロンで興奮性シナプス後電位

（EPSP）が形成され、脊髄前角運動ニューロン
の膜電位が脱分極を起こし、閾値に達すると膜
の興奮が起こり、④末梢軸索をインパルスが伝
導し、⑤神経筋接合部を介してその神経が支配
する筋線維を収縮する伝達経路をたどる¹。こ
のように、運動神経刺激は多数の軸索やニュー
ロンを介しているために、刺激強度が一定で
あっても、導出筋に伝わる刺激強度は一定とは
ならない可能性がある。また、前述のとおり、
脊髄前角運動ニューロンでEPSPが形成される
際に、多数の軸索からのインパルスの時間的・
空間的加重が起こっていることを考慮した場合
に、再刺激のタイミングが前回の刺激の直後で
あると、前回の刺激のインパルスに加えて、再
刺激のインパルスの加重が起こるため、前角細
胞の興奮が大きくなった結果、各導出筋での振
幅が増大した可能性も考えられる。
　今回、大腿部の筋である、Quad、Hamでの
ばらつきが比較的多く、上肢の筋及びAHでは
ばらつく割合が低い結果となった。Penfieldの
運動のホムンクルスによれば、Br（E）-MsEPの
刺激に近い領域には手の領域があり、また、下
肢のAHの部分を通るように刺激電流が通電し
ていることがわかる。このことから、上肢及び
AHでは、大腿部の筋では閾値上刺激であって
も、最大上刺激に近い刺激であった可能性かあ
る。さらに、大腿部を担う運動野の領域は狭い

ため2,	3,	4、大腿部の部分にはうまく刺激が伝わ
りにくい可能性も考えられた。
　また、ヒトの筋肉における神経支配比は細か
な動きをする筋肉ほど小さく、大まかな動きを
する神経ほど大きくなり、上肢筋と比較すると
下肢筋の神経支配比が大きくなることが報告さ
れている1,	5,	6,	7 。下肢筋では、1本の神経で動く
筋の数が大きくなるため、刺激の伝わり方のわ
ずかな違いが振幅の差として出やすかった可能
性も示唆された。
　以上のことから、筋肉ごとに閾値や刺激への
反応性が異なるため、false	positiveが出現する
可能性が十分にあることを念頭に置く必要があ
る。短い間隔で刺激を繰り返すことでfalse	
positiveを除外することができる可能性が示唆
されたが、最終的には、出現した筋肉の部位と
手術操作部位の整合性、麻酔深度やバイタルサ
インなどを総合してfalse	positiveなのかtrue	
positiveなのかを見極める必要がある。

【結語】
1）	脊椎除圧操作前のコントロール波形もばらつ

いている可能性があることも考慮する必要が
ある。

2）	大腿部（Quad・Ham）の筋はほかの箇所に比
べて振幅のばらつきが出やすい。

3）	Br（E）-MsEP導出波形の振幅低下時に、同刺
激条件での再刺激を速やかに行うことで、偽
陽性によるアラート減少につながりうること
が示唆された。
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Abstract
  Spinal cord monitoring using muscle evoked potential after electrical stimulation to the 
brain［Br（E）-MsEP］has been widely used to avoid iatrogenic spinal cord injury in medical 
institutions in Japan. The Spinal Cord Monitoring Working Group has reported that a loss 
of control wave over 70% amplitude in Br（E）-MsEP is suitable alarm criteria for spinal 
deformity surgery. However, a mechanism to cause insult to the spinal cord or spinal nerve 
root has not been considered.
  Six hundred thirty-one patients with spinal deformity were investigated in fifteen medical 
institutions. There are 288 patients with idiopathic scoliosis（IS）, 243 with adult spinal de-
formity（ASD）, 73 with symptomatic scoliosis（SS）and 27 with congenital scoliosis（CS）. 
Neural function was monitored by Br（E）-MsEP for all spinal deformity surgeries under 
unique anesthesia conditions and spinal cord monitoring stimulation conditions. The alarm 
criteria were defined as more than 70% amplitude loss of Br（E）-MsEP to the baseline.
  25 IS patients, 28 ASD patients, 11 SS patients and two CS patients had an alert during 
surgery. Seven ASD patients（2.9%）, one SS patient（1.4%）and two CS patient（7.4%）
showed postoperative newly developed paralysis after surgery in spite of intervention . 
Traction or compression of the spinal nerve root during corrective maneuvers may be the 
main causative factor of postoperative paralysis in adult deformity surgery. Irreversible spi-
nal cord ischemia can be an important cause of congenital scoliosis.
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【はじめに】
　脊椎手術の術中脊髄モニタリングに経頭蓋電
気刺激筋誘発電位【Br（E）-MsEP】は頻用される
が、アラームポイント（AP）は確立されていな
かった。日本脊椎脊髄病学会脊髄モニタリング
ワーキンググループはOPLL、脊髄腫瘍、脊柱
変形に対する多施設前向き研究1、そして脊柱
変形に対する多施設前向き研究 2 でAPをコント
ロール波形の振幅がコントロール波形の70%以
上低下した時点とすることは妥当であると報告
した。このAPの設定をもとに、脊柱変形手術
でどのような手術操作がどのような機序で神経
を障害するのか、またそれにどのように対応

（intervention）するとよいかを検討して行く必
要がある。本研究では術中モニタリングの波形
変化とintervention、術後麻痺の関係から病態
の異なる脊柱変形における神経障害機序を検討
することを目的とした。

【対象と方法】
　対象は2010年4月から2014年12月まで関連
15医療施設で脊柱矯正固定の手術を施行した
脊柱変形患者631例（男106例、女525例）で、
年齢は平均40.4歳（4～ 84歳）であった。脊柱変
形の種類は特発性側弯症（IS）が288例、成人脊
柱変形（ASD）が243例、症候性側弯症（SS）が
73例、先天性側弯症（CS）が27例であった。
　手術は前方法が2例、後方法が595例、前後
合併手術が34例であった。脊髄モニタリング
は麻酔条件、刺激条件、記録条件を統一して行っ
た。麻酔条件はプロポフォールで静脈麻酔を行
い、フェンタニルを併用した。挿管時のみベク
ロニウムを使用した。Br（E）-MsEPの刺激条件
は5連発（2～ 6連発）刺激で、刺激間隔を2.5ms

（2－3ms）、 刺 激 時 間 は0.5ms（0.2－0.8ms）、
加算回数を4－10回とした。APは振幅がコン
トロール波形の70 ％以上低下とした。15施設
中8施設ではほかのモニタリングのmodalityを
併用したmultimodal monitoringを行っていた。
アラーム発信後のinterventionについては統一
したプロトコールなく各施設で術者の判断で対

応した。
　調査項目はアラームの発信頻度、アラームを
誘発した手術操作・因子、最終波形の回復の有
無、術後麻痺、Br（E）-MsEPの精度とし、脊柱
変形の疾患別に比較検討した。Br（E）-MsEPの
精度の評価のために、アラームを発信してin-
terventionを施行したが、最終波形が改善せず
術後麻痺を認めたものをtrue positive（TP）、
アラームの発信がなく、術後麻痺を認めなかっ
たもの、およびアラームの発信があったがin-
terventionを施行せずに最終波形は改善し術後
麻痺を認めなかったものをtrue negative（TN）
と定義した（Table 1）。アラームを発信したが、
interventionの有無にかかわらず最終波形が回
復しなかったが術後麻痺を認めなかったものを
false positive（FP）、アラームの発信がなかっ
たが術後に麻痺を認めたものをfalse negative

（FN）と定義した（Table 1）。アラームの発信後
にinterventionを施行し、最終波形が改善し術
後麻痺を認めなかったものをレスキュー症例と
した（Table 1）。Br（E）-MsEPの精度の評価は
レスキュー症例を除外して行った。

【結果】
　患者の背景ではASDで有意に年齢が高く、
ASD、ISが女性の割合が有意に多かった（Table 
2）。手術アプローチには3群で有意差はなかっ
た。脊柱変形の疾患別にアラームの発信頻度，
術後麻痺，Br（E）-MsEPの精度を比較すると、
術後麻痺はASDとCSに有意に多かった（Table 

Table 1  Accuracy of Br（E）-MsEP
※TP：indicates true positive, FP；false pos-
itive, TN；：true negative, FN；：alse negative
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3）。またFalse negative症例はCSとASDに多
い傾向にあった（Table 3）。
　アラーム誘発操作としては回旋矯正や後弯矯
正といった矯正操作に伴うものが多く、骨切り
自体でアラームを発信された症例は少なかった

（Fig. 1）。ISで、false positive（FP）、true nega-
tive（TN）、false negative（FN）を除外した症例
のみを検討すると、回旋矯正でアラーム発信さ
れた症例では手術操作中止（1例）、手術操作中

止および矯正解除（1例）、手術操作中止、矯正
解除およびステロイド投与（1例）矯正解除（2
例）、除圧（1例）で対応していた（Fig. 1）。圧着
矯正でアラームを発信された症例対しては矯正
解除で対応していた。この8例全例で最終的に
波形が回復し術後麻痺も認めなかった（レス
キュー症例）。
　ASDではTP、TN、およびFNを除外すると、
回旋矯正でアラームが発信された症例に対して
除圧（3例）、矯正解除（1例）、経過観察（1例）で
対応したが、除圧で対応した1例と経過観察し
た1例で一過性麻痺を認めた（Fig. 1）。後弯矯
正でアラームを発信した症例に対して血圧上昇

（1例）、除圧（2例）で対応したが、血圧上昇し
た1例と除圧で対応した1例はレスキュー症例
であったが、除圧で対応した残りの1例では一
過性麻痺を認めた（Fig. 1）。回旋矯正および後
弯矯正でアラームを発信した症例に対して、除
圧（2例）、経過観察（1例）で対応し、除圧した1
例ではレスキュー症例となったが、除圧で対応
した残りの1例と経過観察した1例では一過性
麻痺を認めた。結核性脊椎炎後の後弯でVerte-
bral column resection（VCR）の前に3対の胸神

Table 2  Demographics of each spinal deformity
※ASD indicates adult spinal deformity, IS；
idiopathic scoliosis, SS；symptomatic scolio-
sis, CS；congenital scoliosis
A indicates anterior approach, P；posterior 
approach and AP;anterior and posterior ap-
proach.

Table 3  incidence of alarm, postoperative motor 
loss and accuracy of Br（E）-MsEP 
※ASD indicates adult spinal deformity, IS;id-
iopathic scoliosis, SS;symptomatic scoliosis, 
CS；congenital scoliosis
FP；false positive, FN；false negative, PPV；
positive predictive value, NPV；negative 
predictive value

Fig. 1  Surgical procedure induced alarm 
during surgery ※DER indicates derotation, 
DEK;　dekyphosis ,Comp;　compression,　
Dist;　distraction,　TR;translation，De-
comp;decompression, Ant. VO; anterior 
vertebral osteotomy, LLIF; lumbar lateral 
interbody fusion
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経根を切離した1例では除圧で対応したが術後
持続麻痺を認めた（Fig. 1）。
　SSでは回旋矯正でアラームを発信した症例
に対して、矯正解除（3例）、手術操作中止（1例）
で対応したところ4例ともレスキュー症例と
なった（Fig. 1）。しかし除圧で対応した2例で
は1例に一過性麻痺を認めた。CSでは後弯矯正
でアラームが発信された1例でステロイドを投
与して対応したが持続性麻痺を認めた（Fig. 
1）。

【考察】
　本研究では病態の異なる脊椎変形631例に対
して、Br（E）-MsEPで術中モニタリングを施行
し矯正固定術を施行した。APはモニタリング
ワーキンググループの先行研究 1, 2 と同様にコ
ントロール振幅の70 ％以上に低下した時点で
アラームを発信した。その結果、術後麻痺を
ASDで10例（一過性麻痺9例、持続性麻痺1例）、
SSとCSで一過性麻痺を1例ずつ認めた。アラー
ムを発信した手術操作はいずれの脊柱変形でも
矯正操作によるものが多かったが、術後麻痺の
発生率に有意差を認めた。これは病態の異なる
脊柱変形で、神経組織に起こる障害の機序が異
なった可能性が考えられた。Schwartzら3 は特
発性側弯症1121例の手術例でアラームを誘発
した原因は低血圧が23.7 ％、矯正操作による
ものが42.1 ％であり、昇圧、矯正解除ないし
内固定除去で対応した。その結果、9例（0.8 ％）
で術後一過性麻痺を認めた。彼らは前角の虚血
によるものでBr（E）-MsEPで脊髄の虚血を早期
に検知したため持続性の麻痺を防げたと考察し
ている。本研究ではISの症例はいずれもアラー
ム後に手術中止や矯正解除を行い、術後麻痺は
認めなかったことからinterventionにより一過
性の脊髄虚血が改善し、術後麻痺が回避できた
可能性はある。
　ASDでは10例で術後麻痺を認めている。矯
正操作でアラートは発信された後に除圧で対応
しているが、術後麻痺を認めている症例がある。
Patederら4 は成人脊柱変形407例中12例で一

過性の麻痺を認め、いずれの症例でも術後の検
査で、脊髄損傷や神経根圧迫など麻痺の原因と
なる器質的な所見を認めなかった。彼らは手術
による神経根の牽引による術後一過性麻痺が発
生した可能性を指摘した。ASDでは加齢性の
変化により脊柱管や椎間孔の狭窄を合併する症
例はISよりも多いことが考えられ、矯正操作に
よる神経根の圧迫や牽引が生じやすいと考えら
れる。
　本研究ではASDの他にCSでも麻痺の発生率
は高い。Zhangら5 は脊柱変形手術1162例中25
例（2.5 ％）にアラームを発信しているが、20例
は先天性側弯症で、13例（52 ％）が骨切りした
症例、矯正操作によるものが4例（16 ％）であり、
術後麻痺を15例（持続性麻痺2例、一過性麻痺
13例）に認めたと述べている。Jarvisら6 は小児
脊柱変形28例で3 column osteotomyを施行し
た23例で除圧骨切り中、osteotomy closureの
際にアラームを発信したと報告している。Louie
ら 7 は脊椎骨切り術での神経麻痺の原因として
脊髄虚血、impingement、5分以上の神経根の
牽引、骨片による神経根圧迫の可能性を指摘し
ている。CSでは奇形椎の存在で骨切り術を多
用する頻度は高くなる。そのためCSでは脊髄
虚血ないし神経根の牽引のリスクは高く、麻痺
の発生率も高かったと思われた。
　本研究の結果、脊柱変形手術の主な神経障害
機序を考察すると、ISでは回旋矯正などの矯正
操作で脊髄虚血が生じても可逆性であれば矯正
解除することで虚血が改善し脊髄機能は維持さ
れ術後麻痺は避けられる。しかしCSでは骨切
り術を併用し、矯正操作した場合、不可逆的な
脊髄虚血が発生するとステロイドでは改善して
いない。骨切りを併用した矯正操作による脊髄
障害が考えられる。しかし麻痺は一過性であっ
たため神経根障害の可能性も否定できない。
ASD（結核性脊椎炎後後弯症）の1例では神経根
切離により不可逆的に脊髄虚血を生じた可能性
がある。このような病態では除圧しても脊髄の
血流は改善しないため結果的に持続性の術後麻
痺を生じたと考えられる。
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　ASDにおいて矯正操作で神経根の圧迫が生
じたのであれば、除圧して神経根の圧迫が解除
されれば神経機能が改善し術後麻痺は回避でき
た可能性はある。しかし矯正操作により神経根
の牽引が生じたのであれば除圧しても神経根の
牽引による障害は残存し術後に麻痺が生じたと
思われた。PSOなどの骨切り術を併用した例で
は矯正の程度も大きくなるため神経根の牽引力
が発生した可能性がある。ただいずれも神経根
障害のため、筋力は回復したと思われた。
　本研究の限界として、第1に脊柱変形のCobb
角などの変形のパラメーターによる重症度の評
価がないことが挙げられる。また第2に多施設
研究であるため個々の手術の詳細は明らかでは
ない。具体的には、骨切り術でもpedicle sub-
traction osteotomyなのかVCRなのか、あるい
は近年、変形手術で頻用されているlumbar lat-
eral interbody fusion（LLIF）の併用の有無も明
らかではない。第3にBr（E）-MsEPの限界が挙
げられる。Tsutsuiら 8 が述べたように、Br（E）
-MsEPでは単神経根障害の検知は必ずしも可能
ではない。これらの点を考慮して、今後前向き
に画像を含めたより詳細な研究を継続していく
必要性がある。

【結語】
１.脊髄モニタリングワーキンググループの脊
柱変形手術多施設前向き研究631例の結果を報
告した。
２.術中アラートが66例（10.5%）で発信され10
例で術後麻痺を認めた。
３.脊柱変形手術における神経障害機序は矯正
操作における脊髄虚血、神経根の圧迫、神経根
の牽引が考えられた。
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Abstract
  We investigated cases with and without intraoperative CMAP waveform deterioration in 
surgery for idiopathic scoliosis （IS）, symptomatic scoliosis （SS）, and congenital kypho-
scoliosis （CKS）. 
  The subjects were 110 patients （20 males and 90 females） with an average age at surgery 
of 13.2 years who underwent corrective fusion with posterior pedicle screw fixation using 
CMAP monitoring. There were included IS in 67 cases, SS in 26 cases, and CKS in 17 cas-
es. A clinically significant event was defined as a decrease in CMAP amplitude of more 
than 70%. The characteristics of patients with and without CMAP wave changes were eval-
uated.
  Intraoperative waveform deterioration occurred in 35 cases （32%）, and the incidence rate 
per disease （IS / SS / CKS） was the highest in symptomatic scoliosis  （20%（14/67） /64%
（14/26） /41%（7/17））. The timing of waveform deterioration was the most frequent after 
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【はじめに】
　側弯症の矯正手術においては、神経学的悪化
が懸念されている1 。手術操作において、神経
学的悪化はスクリュー挿入・ロッド設置時に起
きやすいとされ、術中の脊髄モニタリングはそ
の評価に重要である2-4 。そのうちBr（E）-MsEP
は、皮質脊髄路のmotor pathwayを反映してい
るとされ、感度・特異度ともに高くBr（E）
-MsEPとD wave、さらにSSEPsの併用の場合
にはマルチモダリティによる高い信頼性の獲得
が可能である2-4 。
　これまでに、われわれは、側弯症手術におけ
る術中脊髄モニタリングの報告として、思春期
特発性側弯症（IS）5、症候群性側弯症（SS）、先
天性後側弯症（CKS）での検討を行ってきた。本
研究の目的は、脊柱側弯症の術中脊髄モニタリ
ング波形変化について疾患毎に検討することで
ある。

【対象と方法】
　対象は当院で後方矯正術を行った110例。男
性20例、女性90例、平均年齢は14.7歳（6～ 19
歳）。全例Br（E）-MsEPを用いて、脊髄モニタ
リングを行った。Br（E）-MsEPの種類について
は、Table 1に示す。
手術手技
・特発性側弯症、症候群性側弯症
　全例で、椎弓根スクリューを使用しポリエチ
レンテープを用いて椎弓に締結した。全ての椎
弓にスクリューあるいはテープを用いた。椎間
関節に骨移植を行った後に、良好なsagittal 
alignmentが獲得できるよう曲げたロッドを凹
側に設置し、矯正操作を行った。必要な場合に

はPonte osteotomyを行った。スクリュー間に
Distraction forceにより凹側カーブを矯正した。
凸側については、椎間関節に骨移植を行った後
にin-situでロッドを設置し、さらにcompres-
sion forceによる締結を行った5 。
・先天性後側弯症
　全例でHemivertebra excisionを施した後方
矯正術を行った。原則、椎弓根と椎体さらに椎
間板を切除し、PVCR（Posterior Vertebral Col-
umn Resection）を行った。
波形悪化の定義
　JSSRモニタリング委員会で報告6, 7した術中
振幅がBaselineの70%以上低下となった場合を
波形悪化とした。
検討項目
　年齢・主カーブ Cobb 角・flexibility・後弯角・
手術時間・出血量・固定椎間数・主カーブ
cobb角、矯正角を検討項目とし、疾患別に分
けた波形悪化を比較検討した。

【結果】
　特発性側弯症（67例）における主カーブCobb
角は術前52.9度→術後11.9度（矯正率77.4%）で

rotation maneuver in 23 cases （65%）, after rod attachment in 4 cases （11%）. At the time 
of worsening of the waveforms, 26 cases （74%） found improvement in waveforms by sur-
gical procedure interruption and correction release, however waveform deterioration re-
mained in 9 cases （26%）. Characteristics of waveform deterioration for each disease are as 
follows. IS: preoperative main Cobb angle （p <0.05）, SS: short angular curve （p <0.05）, 
CKS: preoperative kyphotic angle （p = 0.07）.

Table 1  Types of Br（E）-MsEP
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あった。特発性側弯症における波形悪化率と主
カーブCobb角については、Cobb角30-39度：
0%（0/8）、40-49 度：10%（2/19）、50-59 度：
25%（6/24）、60-69 度：25%（2/8）、70-79 度：
28%（2/7）、80度 以 上：100%（2/2）で あ っ た。
症候群性側弯症の分類として、CP：8例、NF-1：
8例、Mafan：5例、Ehlas-Danlos：2例、Down：
1例、Sotos：1例、Noonan：1例であった。
　術中波形悪化は35例（32%）にみられ、疾患
毎の発生率（IS/SS/CKS）は、症候性側弯症が最
も 高 か っ た（20%（14例 ）/64%（14例 ）/41%（7
例））（Table 2）。波形悪化のタイミングは、
derotation後が23例（65%）と最も多く、次いで
derotation後のロッド取り付け後が4例（11%）、
展開後が3例（8%）であった。波形悪化時には
手術操作中断や矯正を緩めることにより 26例

（74%）で手術終了までに波形改善をみとめた
が、9 例（26%）で 下肢の波形悪化が残存した。
うち術後2例は筋力低下（MMT4レベル）に、ま
た7例では術後下肢痛がみられたが、いずれも
3か月以内に症状消失を認めた。疾患毎の波形
悪化あり群/なし群の特性として、IS：術前主
カーブCobb角（p<0.05）、SS：short angular curve 

（=主cobb角/椎体数）（p<0.05）、CKS：術前の
後弯角（p=0.07）であった。

【考察】 
　現在、術中脊髄モニタリングは脊椎変形矯正

手術で広く使われている。これまでに、Kama-
taらは、SC-TNPモニタリング波形悪化につい
て、12%（11例）にみられうち運動麻痺はなかっ
たと報告8し、Tsujiらは術中波形悪化を19.6%

（20例）にみとめ、一過性運動麻痺は3例にみら
れたと報告9している。多施設研究においては、
Itoらが側弯症手術204例において、マルチモダ
リティによるモニタリングにより波形悪化と運
動麻痺の検出は感度100%、特異度95%であっ
たと報告10している。
　Br（E）-MsEPはリアルタイムに脊髄への影響
を評価でき、高い感度・特異度が特徴であるが、
一方で疑陽性による手術中断も起こりうる4 。
マルチモダリティによる術中モニタリングを行
うことで、更なるReliablityの向上につながり
うる。Br（E）-MsEPは脊髄の虚血を反映し、運
動機能のモニタリングに有用であると報告11さ
れているが、波形悪化は必ずしも運動機能のみ
を反映しているとは言い難い。全110例のうち、
波形悪化のみられた35例で、術後実際に神経
症状を認めたのは9例であった。さらに、この
うち一過性の筋力低下がみられたのは2例で、
このうちいずれも6か月以内の症状改善がみら
れた。本検討例では、対象群の術前脊髄ステー
タス（易損性）が良好であることも一因と考え
る。
　側弯矯正操作については、血流変化と神経可
塑性の影響により波形悪化を起こしうると報告
がある11, 12 。一方で、Patederらは矯正操作で
おこる椎弓根による脊髄の圧迫が原因であった
と報告した13 。本検討例の波形悪化は主に矯正
操作時に生じており、両側および片側いずれの

Table 2  Waveform deterioration by each dis-
ease

Table 3  Tuming of waveform deterioration 
（n=35）
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場合もみとめた。両側に生じた波形悪化は脊髄
への血流影響や虚血が関与していた可能性があ
り、一方で片側に生じた波形悪化は、神経根圧
迫が関与していた可能性がある。疾患別のリス
ク因子としては、特発性側弯症では術前の主
Cobb角（p<0.05）、症候群性側弯症では術前の
Angular curve（主Cobb角/椎体数）（p<0.05）、
先天性後側弯症では術前の後弯角（p=0.067）で
あった。矯正操作時に麻痺リスクがあることか
らも、矯正操作中の波形悪化の場合には、矯正
を緩めて回復を待つのが望ましいと考える。さ
らに、特発性側弯症では、手術時間・出血量・
固定椎間数が関連しており5、手術侵襲が波形
悪化に関与していることが示唆された。

【結語】
　110例の脊柱側弯症手術において 35例（32%）
の術中モニタリング波形悪化を認めた。波形悪
化の多くは矯正操作時に生じており、術前の主
Cobb角、Angular curve、局所後弯角が波形悪
化と関連がみられた。
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脊柱側弯症手術中脊髄機能モニタリングのアラームが
術後矯正率に与える影響について

―20歳未満の脊柱側弯症症例における検討―
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Association between postoperative corrective rate and alart of intraoperative moni-
toring using Br（E）-MsEP in scoliosis patients.

Kanichiro Wada, Toshihiro Tanaka, Takashi Shiozaki, Gentaro Kumagai,
Hitoshi Kudo,  Yasuyuki Ishibashi

Department of Orthopaedic Surgery, Hirosaki University Graduate School of Medicine

   Key Words : Scoliosis, Adolescent, Intraoperative monitoring

Abstract
  As an alert point of the transcranial electrical stimulation motor evoked potentials（Br（E）
-MsEP）in spinal surgery, 70% decrease in amplitude is useful. It is thought that alerts af-
fect corrective procedure and corrective rate in scoliosis surgery. The purpose of this study 
is to evaluate the influence of the alerts based on this criterion on corrective procedure and 
corrective rate in adolescent scoliosis.
  We analyzed 48 patients（43 in female and 5 in male）underwent posterior spinal fusion 
with Br（E）-MsEP. Mean age at the time of surgery was 14.7 years（range from 11 to 19 
years）. The rate of true positive, corrective procedures at the time of alerts and changes of 
procedures, and corrective rate were evaluated. 
  The rate of TP was 10.4%. The timings of the alert were 4 cases of derotation, 1 case of 
distraction and in situ bending. The waveform was restored by either pause or return of 
correction, then same corrective procedure performed in the 2 cases and the procedures 
were changed in 2 cases. Corrective rate were not different between TP cases and non TP 
cases. 
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【はじめに】
　経頭蓋電気刺激筋誘発電位（Br（E）-MsEP）の
アラームポイントとして、コントロール波形の
70%以上の振幅低下が有用と報告されている1 。
当科においても2010年4月より、その基準に
沿ってモニタリングを行ってきた。脊柱側弯症
手術における術中脊髄機能モニタリングのア
ラーム発生はその後の矯正操作に影響を及ぼす
と考えられる。本調査の目的は、この基準によ
るアラーム発生が思春期側弯症の矯正に与える
影響を検討することである。

【対象と方法】
　対象は、2010年4月から2016年3月までの間
に当科で行われた脊柱側弯症手術90例のうち、
20歳未満で椎弓根スクリューによる後方矯正
固定術を行い、Br（E）-MsEPを用いた48例（男
性5名、女性43名）である。手術時平均年齢は
14.7±2.5歳（11から19歳）であった。特発性側
弯症39例、症候性側弯症9例であった。成人例、
再手術例、Growth sparing surgery、先天性側
弯症、固定下端椎が第一仙椎以下は除外した。
　2010年4月から2013年12月までは、経頭蓋
刺 激 装 置 と し てMultipulse stimulator D 185

（Digitimer社製）、Br（E）-MsEP波形の記録と
解析はKeypoint（Medtronic社製）を用いた。Cz
より5cm外側、2cm前方にコイル型電極を設置
し、500-600Vの定電圧monophasic刺激、5連発
のTrain刺激、刺激間隔2msec、5回加算で刺
激を行った。Br（E）-MsEPは、針電極を用いて
小指外転筋、大腿四頭筋、前脛骨筋、母趾外転
筋より導出した。2014年1月以降、経頭蓋刺激
装置としてMS120B（日本光電社製）を用い、刺
激条件を200mAの定電流biphasic刺激、5連発
のTrain刺激、刺激間隔2msec、5回加算とした。
Br（E）-MsEP波形の記録と解析はNeuromaster

（MEE1000、日本光電社製）を用いた。全身麻
酔法として、PRK-Rb（プロポフォール、レミ
フェンタニル、ケタミン、ロクロニウム）を用
いた完全静脈麻酔が用いられた。側弯症手術は、
椎弓根スクリューによる後方法にて行い、矯正
手技としてロッド設置時のカンチレバー、
Derotation、Direct vertebral derotation、In 
situ bending、Distractionを用いた。原則として、
執刀前にコントロール波形を導出し、それぞれ
の矯正操作後にモニタリングを行い、振幅がコ
ントロール波形よりも70%以上低下した場合を
アラームポイントとした。Derotationに関して
は、ロッドの回転が30 °、60 °、90 °の時点そ
れぞれでモニタリングを行った。
　評価項目は、術前Cobb角、術前apical verte-
bral translation（AVT）、術前側弯矯正率（牽引
による矯正）、術後Cobb角、術後側弯矯正率（術
後半年または1年）、手術時間、術中出血量で
ある。70%以上の振幅低下をアラームポイント
とし、矯正操作時にアラームが発生した場合を
True positive（TP）とした。検討項目は、（1）
TPの割合、TPの矯正操作、処置、麻痺の有無、

（2）TP群と非TP群における各パラメータの比
較、（3）TPに関連する因子分析である。統計は
Mann-Whitney U検定、ロジスティック回帰分
析を用い、有意水準を0.05とした。

【結果】
（1）TPの割合、TPの矯正操作、処置、麻痺の
有無：TPは10.4%（5例）であった。アラーム発
生のタイミングは、Derotationが4例、Distrac-
tionとIn situ bendingが1例であった。矯正の
休止、解除でいずれも波形は回復した。Dero-
tationによるアラーム症例のうち、2例で再度
Derotationによる矯正を行い、2例で矯正法を
変更した。術後に麻痺を生じた症例はなかった。

  In conclusion, this study suggested if amplitude recovered in alert cases of adolescent sco-
liosis surgery using Br（E）-MsEP, corrective rate could be gotten almost the same as non 
TP cases by change of procedure.
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（2）TP群と非TP群における各パラメータの比
較：TP群の術前Cobb角は63.2 °、術前側弯矯
正率は36.6%、術後側弯矯正率は57.0%、術前
AVTは66.4mm、非TP群は62.8 °、41.3%、57.2%、
51.7mmで有意差を認めなかった（Table 1）。（3）
TPに関連する因子分析：いずれのパラメータ
も有意な関連を認めなかった。
症例呈示
　12歳の女性、症候性側弯症である。術前の
全脊椎立位正面像では81 °の主胸椎カーブであ
り、牽引による矯正率は39%と柔軟性の低い
カーブであった（Fig. 1a）。後方矯正固定術中に
Derotationを行ったところ、左TAの振幅が
30%未満に低下した（Fig. 1b）。Derotationを戻
し、波形の回復を確認した後、矯正法をin situ 
bendingへ変更した。術後に麻痺を生じなかっ
た。矯正率は術後1週で63%、術後1年で53%
だった（Fig. 1c）。

【考察】
　Br（E）-MsEPの振幅低下が70%以上となった
手術操作は、5例中4例でDerotationだった。
Yamadaらは、脊柱変形手術中におけるBr（E）

-MsEPの波形変化が生じた術中操作の半数を
Derotationがしめ、15例のアラーム症例中2例
で術後麻痺が生じたと報告している2 。また、
Kobayashiらの報告でも、20歳未満の思春期特
発性側弯症手術における術中脊髄機能モニタリ
ングのアラーム発生じの操作は、14例中9例が
Derotationであった3 。今回の結果は、脊髄虚
血をきたす可能性4のあるDerotaionが神経障害
のリスクになる操作であるというこれまでの結
果に矛盾しなかった。
　本調査では、振幅低下につながる有意なリス
ク因子は抽出できなかった。特発性側弯症にお
ける検討では、1000ml以上の出血量、10椎体
以上の椎体固定がBr（E）-MsEPの振幅低下のリ
スク因子になると報告されている3 。今回、非
TP群の術中出血量が582gだったのに対して、
TP群では753gだったものの有意差を認めな
かった。また、1000g以上の術中出血を認めた
も の はTP群 で1例（2300g）、 非TP群 で3例

（1250~1518g）だった。TP群における他の4例
の術中出血量は110~640gであり、比較的術中
出血量が抑えられていたことやバラつきが今回
の解析に影響している可能性があると思われ
た。
　本調査の問題点として、2種類の刺激および
記録装置が用いられている点、非TP群の側弯
矯正率が過去の報告5, 6, 7と比べ低い点などが考
えられる。今後、同一の器械と刺激装置、モニ
タリング条件を用いたデータを蓄積していく必
要がある。我々は、側弯症の矯正手術では、自
然経過をかえうる良好な矯正とバランス獲得も
さることながら、手術操作の低侵襲化を心掛け
ている。そのため、後方リリースなどの骨組織
への侵襲が比較的少なく、矯正率へ影響してい
る可能性がある。側弯症手術のゴールと安全性
について、検討を重ねていく必要があると思わ
れる。
　今回の結果より、アラーム発生時に必要な処
置は速やかに矯正を解除することであり、振幅
の回復が得られれば矯正手技を変更するなどの
工夫で非TP例とほぼ同等の側弯矯正が期待で

Table 1  This table showed parameters in true 
positive group and true negative group. 
There were not significant differences be-
tween two groups.
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Fig. 1  12 years old female, syndromic scoliosis.
a. These were radiographs（upright PA and lateral, manual traction）before surgery.
b. These were intraoperative monitoring waves of posterior corrective surgery. After derotation, 

amplitude of right TA were decreased under 30% compared with control（black arrow）. Rotat-
ing back, the amplitude recovered. Then, the corrective method was changed from derotation to 
in situ bending. She did not have neurological deficit after surgery.

c. These were radiographs after surgery.

b

a c
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きると考えられた。

【まとめ】
　20歳未満の脊柱側弯症後方手術例について、
Br（E）-MsEPにおける70%以上の振幅低下と術
中操作、術後矯正率について調査した。
　振幅の低下は、Derotation時4例、Distraction
とIn situ bending時1例で生じていた。矯正の
休止、解除でいずれも波形は回復し、波形回復
後の矯正の再開や変更により、振幅の低下を認
めなかった症例と同等の術後矯正が得られた。
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当院における術中脊髄モニタリング新人教育の現状
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Abstract
Intraoperative spinal cord monitoring has been widly used to prevent neurological com-

plication during spinal surgery.  In our hospital, spinal cord monitoring was introduced 
in February, 2010. The training is important to master this modality. However, there is no 
established training method for technician. The purpose of this study is to investigate the 
current status of the training for spinal cord monitoring technicians in our hospital. The 
technicians had been conducted intraoperative spinal cord monitoring in about ten times 
with their senior one. However, they considered that this training method was not insuffi-
cient. Therefore, establishment of training method of intraoperative spinal cord monitoring 
for technicians is expected

【はじめに】
術中脊髄モニタリング（以下モニタリング）

は、術後の神経合併症予防の為に不可欠であり、
担当する技師には神経生理学的知識のほか、医
療機器や術式、麻酔に関することなど幅広い知
識・技術・経験が求められる。当院では、経験
豊富な技師の異動や退職が相次いでおり、技術
などの引継ぎがスムーズに行えず、新人教育も
試行錯誤しながら行っている。今回、当院にお
ける新人教育の現状を調査し、新人教育の目指

すべき方向性について考察したので報告する。

【方法】
当院でモニタリングが導入されてからの件数

や内容、担当技師の推移を調査した。さらに、
現在モニタリングを担当している技師に教育に
関するアンケート調査を行った。

【結果】
モニタリングが導入されてからの件数とモニ
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タリング内容の推移を図に示す（Fig. 1）。依頼
診療科は、整形外科と脳神経外科がほとんどを
占めていた。モニタリング内容は、経頭蓋電気
刺激筋誘発電位（Br-MsEP）と体性感覚誘発電
位（Somatosensory Evoked Potential:SEP）が多
く、依頼件数は少ないが脳波やABRも実施し
ている。次に、担当技師の推移を図に示す（Fig. 
2）。退職や異動により導入当初より関わってい
た技師は現在モニタリング業務に携わっていな
い。現在、最も経験年数の長い技師が4年であ
る。続いて、現在モニタリングを担当している
技師を対象に行ったアンケート結果を示す

（Fig. 3, 4）。不安を感じている点として、他職

種とのコミュニケーション、波形の評価、手術
室で業務を行うこと、他職種からのプレッ
シャーが多く挙げられた。また、現在の教育体
制については、4名とほぼ全員の技師が不満を
抱いていた。

【考察】
モニタリングにおける技師の役割は、手術操

作に起因する脳や神経の機能の変化を術者が正
確に把握できるように信頼性の高いデータを提
供することであり1、担当技師への教育が重要
となる。当院では、10回程度指導者とともに
モニタリングへ入った後、独り立ちさせている。
器材の準備や機器の操作はマニュアルに基づい

 

Fig. 1  Change of the spinal cord monitoring 
request number and contents.

Fig. 2  Change of the charge technologist of 
the spinal cord monitoring.

 
Fig. 3  Worried about spinal cord monitoring.

 

Fig. 4  Most technologist were dissatisfi ed with 
the educational system.
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て指導できていたが、波形の評価や問題発生時
の対処方法などの教育については、マニュアル
に明記されておらず、技師の判断により対応し
ていることもあり、指導者によりばらつきがあ
ると思われた。また、ノイズ対策などの機器に
関することや術式、麻酔に関することなどは自
己学習に委ねられていたこともあり、技師間で
も知識のばらつきがあると思われた。技師間で、
波形の評価基準や知識にばらつきがあると、安
定したモニタリングができず、術者からの信頼
を得ることは到底できない。特に、波形評価に
関しては術後合併症に直結することなので、早
急に対策を講じる必要があると考えた。まずは、
定期的に事例検討会を行い、波形評価や問題発
生時の対応法などの情報を共有することで技師
間差をできるだけなくていき、検査室内でモニ
タリングの標準化を目指すことが重要と考え
た。また、術者の望むモニタリングが行えるよ
う術前・術後に医師と情報交換を行ことと、同
時に他職種のスタッフと積極的なコミュニケー
ションをとることで、手術室で業務を行うこと
への不安を少しでも取り除くことができると思
われた。その他問題点として、当院でのモニタ
リングの依頼件数が減少傾向にあり、継続的な
指導が困難であることも挙げられる。この対策
として、誰が見ても教育の進捗状況がわかるよ
うなチェックリストを作成し、手術毎に違う技
師が指導に入っても継続性のある効率的な指導
ができるようマニュアルの改善を検討してい
る。当院では、生理検査室の業務の一つとして
モニタリングを行っているため、他の業務との
兼ね合いもあり、人員に余裕が無く、短時間で
教育を行う必要がある。限られた人員と時間の
中でより良い教育を行い、患者の利益となるモ
ニタリングができるよう努力していくことが重
要と考えた。

【結語】
当院でモニタリングが導入されてからの経過

と、新人教育の現状について報告した。今後も
患者の利益となるモニタリングができるよう、

レベルアップを図っていく。今後、モニタリン
グに対するトレーニング法が確立すること期待
する。
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Abstract
　The postoperative paralysis due to surgical procedure is a serious problem. It is directly 
related to the patient’s activities of daily living. The intraoperative nerve monitoring has a 
great role for prevention.
　For more reliable neural monitoring, knowledge and experience of surgeons, anesthesi-
ologists, and technicians who involved in surgery, are necessary. Furthermore it is import-
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【背景】
　術中神経モニタリングは脳・脊髄手術で実施
されているが、患者の病態や必要な神経モニタ
リングは症例によって異なる。術後の神経機能
障害は、患者の機能的予後に関わる重大な問題
であり、これを予防するための術中神経モニタ
リングの役割は重要である。術中神経モニタリ
ングの信頼性を高めるには、テクニカルスキル
に代表される個人の知識と経験だけでなく、ノ
ンテクニカルスキルとしてのチーム内の情報共
有も重要と考える。
　これまでに実際の術中神経モニタリングでど
の程度の波形低下についてアラームを提示する
かについて議論されているが、波形低下時の実
際の対応は現場に委ねられている。しかしなが
ら、何が最善の対応であるかは明らかになって
いない。
　当院では神経モニタリング時に、術前の
チェックリストを導入し、手術に関わる術者、
麻酔科医、モニタリング技師の情報共有をはか
り、より信頼度、精度の高い神経モニタリング
を目指している。また、術中の波形変化時の対
応をチェックリスト化し、職種別にもれのない
対応を心掛けている。
　平成 27 年 7 月より外科医・麻酔医・技師に
よる術中神経モニタリング用の手術安全チェッ
クリスト１-5 を導入した。さらに、術中波形変
化時の対応チェックリストとクリニカルパスを

新たに追加し、対応の標準化に努めている。こ
れらのチェックリストによって、外科医・麻酔
医・技師が連携し、かつ情報の共有が出来る体
制を構築できることが期待される。また、クリ
ニカルパスの導入により、職種別にもれのない
対応が期待できる。そこで本研究では、これら
の術中神経モニター用の手術チェックリストな
らびに対応チェックリスト、クリニカルパスの
導入前後の変化について、後ろ向きに検討を
行ったので報告する。

【対象と方法】
　本研究は奈良県立医科大学医の倫理委員会の
承認を得た。対象は、2006 年 12 月から 2015
年６月に実施した術中神経モニタリング症例：
821 件（男性 390 件　女性 431 件　平均年齢　
56.8 歳）と、術前チェックリスト（Table 1）
を作成し運用を開始した 2015 年 7 月から 2016
年 7 月に実施した術中神経モニタリング症例：
390 件（男性 192 件　女性 198 件　平均年齢
59.9 歳）である。
　検討項目は、術中神経モニタリングにおいて
モニタリング波形で上下肢 1 筋以上 50％以上
波形低下した症例と手術終了時まで有意低下を
示した症例について検討した。
　記録は、日本光電社製 Neuromaster MEE-
1232、Neuropack MEB-2208 で行った。刺激電
極は、スクリュー式電極または大口径皿電極を

ant to share information about surgery within surgical teams.
　Since July 2016, our monitoring team introduced a preoperative checklist for sharing in-
formation during neuro monitoring. This is helpful for more reliable and accurate nerve 
monitoring.Then we develop the nerve monitoring with preoperative checklist to share in-
formation regarding intraoperative nerve monitoring. Furthermore, we made a new corre-
sponding check list and clinical pathways for deterioration of intraoperative waveform.
　The purpose of this study was to review our clinical series retrospectively and was to 
clarify the usefulness of our produced checklist and clinical pathways.
　Our results showed that the false positive was reduced from 12.1% to 1.03% after using 
checklist.
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設置し、記録電極は、日本光電社製 NCS 電極、
NM-31、Vitrode V、針電極（メドトロニック
社製）を上下肢（短母指外転筋、前脛骨筋、腓
腹筋、母趾外転筋）を基本とし用途に応じて追
加電極を設置した（上肢：三角筋、上腕二頭筋、
下肢：大腿直筋、大腿二頭筋）。刺激装置は、
定電流刺激装置（日本光電社製 MS-120B）、定
電 圧 刺 激 装 置（ 日 本 光 電 社 製　（SEN4100）
Electric Stimulator か Digitimer 社 製 Multip-
ules） を用いて行った光刺激装置は、LED 光刺
激装置（UNIQUE MEDICAL LFS-101 Ⅱ）を
用いた。各種術中神経モニタリングは、表 2

（Table 2）の設定条件 6 で施行した。
　奈良医大の術中神経モニタリングの基本原則
は、１）アラームポイント：振幅 50％以上の
低下で警告する 7-8 （Fig. 1）２）振幅は、6 段
階で伝達する。これは control 波形を 6 段階の
5 として評価し、20% 低下を 4、40% 低下を 3、

60% 低下を 2、80% 低下を 1，100% 低下を 0
と表現するものである。３）麻酔薬の影響や血
行動態の影響をチェックした後、コントロール
の測定を行う。４）主要な術操作前のコントロー
ル波形も確認をする。５）波形低下時は、必ず
２回以上記録波形で評価する。6）記録筋は、
２筋以上で評価する。7）波形異常の発生時は、
対応チェックリストに応じて対応するとしてい
る（Table 3）。術中神経モニタリングに新たに

Fig. 1  At the decreased waveform or at the 
disappearance waveform corresponding 
flow chart

Table 1  Surgical safety checklist (For intraop-
erative nerve monitor)

Table 2  Each intraoperative nerve evoked po-
tential monitoring setting conditions

Table 3  Check list for the response to an in-
traoperative neuromonitoring alert.
(Corresponding at the time of wave de-
crease or disappear)
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疾患別クリニカルパスの導入を図った。9）

【結果】
　術中神経モニター用手術安全チェックリスト
と 術 中 波 形 変 化 時 の 対 応 チ ェ ッ ク リ ス ト

（Table 2，3）の運用開始前での偽陽性数（モ
ニタリングでは波形低下を示すが、明らかな麻
痺を認めなかったもの）は 99 件（12.1％）であっ
た（全体：821 件）。また、波形検出率は 100％
で偽陰性は 0 件であった。
　一方、術中神経モニター用手術安全チェック
リストと術中波形変化時の対応チェックリスト
を作成し運用を開始した後（2015 年 7 月から
2016 年 7 月まで）では、波形検出率は 100％、
偽陰性は 0 件、偽陽性率は 1.03％であった（390
件中、偽陽性数 4 件）。チェックリスト作成後
の偽陽性を起こした 4 件の内訳は、脳腫瘍の 2
例で、視覚誘発電位において生じていた。その
内容は、視覚誘発電位波形が不安定であり、そ
の波形認識が誤っていた。また残りの 2 例は側
弯症で、矯正中の運動誘発電位において生じて
いた（Fig. 2）。その内容は、血行動態や麻酔薬
の影響についての確認不足、対側コントロール
波形の認識違い（対側波形低下時の判定）であっ
た。

【考察】
　平成 27 年 7 月より外科医・麻酔医・技師へ

の術中神経モニター用手術安全チェックリスト
を導入し、さらに、術中波形変化時の対応チェッ
クリストを続けて導入した。導入によって術中
神 経 モ ニ タ ー の 偽 陽 性 率 は 低 下 し て お り

（12.1％から 1.03％）、術中神経モニターの精度
によい影響を与えた可能性が示唆された。
　チェックリストの使用後に、モニタリング偽
陽性の原因を詳細に検討すると 1）視覚誘発電
位波形が不安定であり、その波形認識が誤って
いた。（記録時波形のアーチファクト混入、除
去操作不足などが認められたために誤判断）2）
血行動態や麻酔薬の影響の確認不足対側コント
ロール波形の認識違い（対側波形低下時の判定）
であった。 
　波形低下時のチェックリストによる改善効果
は、1）血行動態的変化，麻酔薬の影響波形認
識度の向上により影響をより考慮するように
なった。2）多職種間での情報共有が向上、3）
技師による技術的誤操作の減少、4）アーチファ
クトを減少させる一定の手技が確立、などで認
められた。
　ただしチェックリストを用いても改善しな
かったことは、テクニカルスキルとしてのコン
トロール波形の形態認識、異なる技師間でのモ
ニタリング波形の認識の違いなどがあり、今後
はこれらのテクニカルスキルの向上も望まれ
る。

【結語】
　術中神経モニター用手術安全チェックリスト
と神経モニター変化時のチェックリストの導入
により、多職種間の情報共有と、その対応の標
準化が可能であった。また、ノンテクニカルス
キルの部分で検査技師の技量における個人差を
補うことができ、より信頼度の高い神経モニタ
リングが実施可能となった。しかし、テクニカ
ルスキルとしてのコントロール波形・モニタリ
ング波形の認識の違いは、改善の余地を認めた。
今後、技師間差をなくすため、テクニカルスキ
ルとしての波形認識のトレーニングも必要と考
える。

Fig. 2  Details of false positive and true posi-
tive cases
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Abstract
  We investigated factor of Br（E）-MsEP alert during laminoplasty for cervical myelopathy. 
92 consecutive patients undergoing laminoplasty by longitudinal splitting of the spinous 
process for cervical myelopathy from June 2013 to September 2016 were reviewed. 44 cas-
es were ossification of posterior longitudinal ligament and 48 cases were cervical spondy-
lotic myelopathy. Genders were 70 males and 22 females whose average age at the time of 
surgery was 65.4 years. We examined disease duration, diabetes status, smoking presence, 
body weight, preoperative serum hemoglobin level, preoperative serum total protein level, 
preoperative serum albumin level, respiratory function, preoperative Japanese Orthopedic 
Association （JOA） score, preoperative imaging findings, surgery time, amount of bleeding, 
amount of propofol, alarm presence, surgical procedures caused alarm. 
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【目的】
　頸髄症では罹病期間、Ossification of Posteri-
or Longitudinal Ligament（OPLL）、 後 弯、 狭
窄率等が術後予後不良因子と報告されている1, 

2, 3, 4 。罹病期間が長い症例は高齢であることが
多く、心肺機能の低下、糖尿病等の合併症が多
く認められる。それらが脊髄易損性に関与して
いる可能性があり、手術という侵襲が加わり術
中モニタリングの波形変化が起こると考え、頸
髄症における術中の経頭蓋電気刺激筋複合活動
電 位［muscle evoked potential after electrical 
stimulation to the brain ： Br（E）-MsEP］の ア
ラーム誘発因子を調査し検討した。

【対象と方法】
　2013年6月から2016年9月までに当科で棘突
起縦割式脊柱管拡大術を施行し、術中脊髄モニ
タリングを行った92例（男性：70例/女性：22例、
手術時平均年齢：65.4歳）であった。疾患は
OPLL 44例、CSM 48例であった。術中モニタ
リングは全例にBr（E）-MsEP、Free-run elec-
tromyographyを施行した。術中モニタリング
には日本光電社製MEB2208ないしMEE-1232
を使用した。刺激条件はTrain刺激回数5回、
刺激間隔2ms、刺激持続時間 1ms、MEE-1232
では刺激電流　200 mAとした。MEE2208には
Digitimer Multipulse stimulator D185を用いて
刺激を行い、刺激強度は電圧 250〜 500 V、加
算回数は5回とした。頭蓋刺激は銀-塩化銀皿
電極を、四肢導出には針電極を使用した。アラー
ムあり群、アラームなし群の2群間で、身長、

体重、BMI、罹病期間、糖尿病の有無、喫煙歴
の有無、術前ヘモグロビン値、 術前血清総蛋白
値、術前血清アルブミン値、呼吸機能（%VC、
FEV1%）、術前日本整形外科学会頚髄症治療成
績判定基準（Japanese Orthopaedic Association 
score ： JOAスコア）、術前画像所見（狭窄率、
C2-7角、後弯の有無）、手術時間、出血量、アラー
ムを誘発した手術手技、術中propofol使用量、
術中propofol使用量/体重を調査した。狭窄率
は巣山ら5の方法に準じ、MRIのT1強調画像正
中矢状面での脊髄狭窄部の前後径をa、非狭窄
部の前後径をbとして狭窄率を（b-a）/b*100で表
わした。後弯の有無はC2-7角が負の値のもの
を後弯ありとした。Br（E）-MsEPのアラームポ
イントは振幅がコントロール波形の70%以上低
下した時点で、モニタリング担当者ないし臨床
検査技師が術者にアラームを発信した。アラー
ムを発信した際には術者の判断で術野を生理食
塩水で洗浄し手術操作を一旦中止した。ステロ
イドは使用しなかった。統計学的手法はWil-
coxon検定、Fisherの正確検定を用い、いずれ
もP値が0.05未満を有意差ありとした。

【結果】
　ALERTあり群、ALERTなし群の罹病期間

（月）、糖尿病罹患率、喫煙率、体重（kg）に有
意差は認めず、疾患名（OPLL/CSM）に有意差
を認めた（Table 1）。
　術前ヘモグロビン値、術前血清総蛋白値（g/
dL）、 術 前 ア ル ブ ミ ン 値（g/dL）、 呼 吸 機 能
FEV1%に有意差は認めず、呼吸機能%VCに有

  We choose a factor of Br（E）-MsEP alert less than 0.2 by univariate analysis and enforced 
a multivariate analysis. As the factor, diagnosis and %VC and the propofol consumption/
weight were extracted.
  We investigated factor of Br（E）-MsEP alert for 92 consecutive patients undergoing lami-
noplasty by longitudinal splitting of the spinous process for cervical myelopathy. The fac-
tors of Br（E）-MsEP alert were OPLL, respiratory dysfunction, the propofol consumption/
weight. We need attention in particular at the time of exposure and the lamina expansion in 
the case of the alarm factor mentioned above.
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意差を認めた（Table 2）。
　術前JOAスコアでは2群間で有意差を認めな
かった（Table 3）。
　術前画像所見では2群間に有意差を認めな
かった（Table 4）。
　出血量（g）、propofol使用量（mg）に有意差は
認めなかったが、手術時間（分）、propofol使用
量/体重に有意差を認めた（Table 5）。
　アラームを誘発した手術操作は体位作成時に
2例（2.2%）、展開中は11例（12.0%）、展開後は6
例（6.5%）、正中縦割後は8例（8.7%）、側溝作成
中は5例（5.4%）、椎弓拡大後は13例（14.1%）、
骨片締結後は3例（3.3%）、皮膚縫合中は2例

（2.2%）と展開中と椎弓拡大後に多い傾向にあっ
た。アラームを認めた症例ではinterventionを
行った結果、全例で最終的に波形の回復を認め
た。OPLLで骨片締結後に右腓腹筋の波形低下
でアラームを認めた1例とCSMで正中縦割後に
右前脛骨筋の波形が低下してアラームを認めた
症例1例に術後C5麻痺を認めた。この2例とも
も手術終了時には波形の振幅が低下した筋の波
形の回復を認めており、術中に上腕二頭筋や三
角筋の波形の低下を認めなかった。
　単変量解析でP値が0.2未満のものを選択し
多変量解析を施行したところ疾患名（OPLL/
CSM odds比　3.24 P=0.0114）、呼吸機能%VC

（ 単 位odds比 1.0288 P=0.0337）、propofol使 用
量/体重（単位odds比　1.07795 P=0.0168）と3つ
の因子が抽出された。

【考察】
　術後成績不良因子としてこれまでに、罹病期
間が長いこと、術前JOAスコアが低いこと、
狭窄率が高いこと、後弯があることが報告され

Table 1  Comparison of patients demographics

OPLL: Ossification of Posterior Longitudinal Lig-
ament 
CSM: Cervical Spondylotic Myelopathy
*: Wilcoxon rank-sam test, **: Fisher’s exact test

Table 2  Comparison of preoperative serum 
data and respiratory function

Wilcoxon rank-sam test

Table 3  Comparison of preoperative JOA score

JOA score: Japanese Orthopaedic Association 
score
Wilcoxon rank-sam test

Table 4  Comparison of preoperative imaging 
findings

*: Wilcoxon rank-sam test, **: Fisher’s exact test

Table 5

Wilcoxon rank-sam test
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て い る。OPLLの 術 後 成 績 不 良 因 子 と し て
Matsunagaら3は狭窄率が高いことを報告し、
Yoshiiら6は後弯があることを報告している。
本研究ではこれらの因子はアラーム誘発因子で
はなかった。OPLL、呼吸機能がアラーム誘発
因子として抽出された。これらの因子が脊髄易
損性に影響し、手術侵襲が加わり、アラームを
発信する頻度が高かったと考える。
　Maruoら7は頚椎の不安定性があることが成
績不良因子であると報告している。本研究では
不安定性の評価ができていないため頚椎不安定
性がアラームを誘発した可能性は否定できな
い。
　呼吸機能についてNomuraら2は呼吸機能が
JOAスコアと相関すると報告している。%VC
が低い症例では、血液酸素運搬能が低く、手術
操作で容易に可逆性の虚血に陥り、アラームを
誘発したと考えられる。しかし、虚血が一過性
である場合、アラームを発信し、術者の判断で
早期に術中対応すれば術後麻痺は回避できると
思われる。
　Lyonら8は麻酔薬の使用量に依存してBr（E）
-MsEPの波形振幅が減少する減少をanesthetic 
fadeとして報告している。また、小児例ではあ
るが、Holdeferら9はpropofol使用量に依存し
振幅が低下すること、手術時間が150分以上で
振幅が減少しやすいことを報告している。本研
究ではpropofol使用量に有意差を認めなかった
が、体重あたりのpropofol使用量に有意差を認
めた。手術時間に関しては150分以上でアラー
ムの有無に有意差は認めなかった。
　本研究の限界は単一後ろ向き研究であるこ
と、症例数が少ないこと、true positive症例が
ないことなどが挙げられる。
　今後症例を重ね、継続して研究していく必要
性がある。

【結論】
1.  当科で棘突起縦割式脊柱管拡大術を施行し、

術中脊髄モニタリングを施行した92症例に
ついてBr（E）-MsEPのアラーム誘発因子を

調査した。
2.  OPLL、呼吸機能低下、術中propofol使用量

/体重が多いことはアラームの誘発因子で
あった。

3.  上記アラーム誘発因子を認める症例では展
開時、椎弓拡大操作時には特に注意を要す
る。
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Abstract
Thoracic myelopathy has a relatively highly risk of iatrogenic spinal injury due to spinal 

vulnerability of thoracic spinal cord during spinal surgery. Intraoperative monitoring using 
compound muscle evoked potential after electric stimulation to the brain【Br（E）-MsEP】, is 
popular to avoid devastating post-operative newly developed motor loss.  The purpose of 
this study to evaluate risk factor of alarm and effectiveness of Br（E）-MsEP during thoracic 
spine surgery.

Br（E）-MsEP during compressive thoracic spinal myelopathy was performed on seven-
ty-seven patients. Alarm criteria was defined as more than 70% amplitude loss to the base-
line of Br（E）-MsEP. We investigated the rate of alarm and postoperative newly developed 
motor loss. Then, we evaluated risk factor for intraoperative monitoring alarm such as age, 
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gender, spinal disease, compression site of spinal cord, number of compression level, occu-
pation ratio of spinal canal, pre-operative Japanese Orthopaedic Association Score（JOA 
score）. 

Twenty-nine patients showed more than 70% amplitude loss of Br（E）-MsEP. Five of 
them sustained post-operative transient motor loss of lower extremities. There was no cor-
relation between alarm and age, gender, disease, compression site, number of compression 
level, occupation ratio of spinal canal and pre-operative JOA score. The patients with 
post-operative motor loss had a tendency with anterior compression site, more compression 
levels and lower pre-operative motor function of lower extremities of JOA score.

There was no specific risk factor of alarm of Br（E）-MsEP during thoracic spinal surgery. 
It was difficult to carry out spinal cord evoked potential after electric stimulation to the 
brain in case of thoracic-lumbar spine border lesion. In these cases, Br（E）-MsEP was ef-
fective to avoid post-operative persistent paralysis using alarm criteria with more than 70% 
loss of amplitude to the baseline of Br（E）-MsEP.

【はじめに】
　胸部脊髄症は手術に伴う合併症や術後に神経
障害が悪化する頻度が高く、特にOPLLや多椎
間病変があるとリスクは増大する1 。そのため
術中モニタリングが使用され、経頭蓋電気刺激
筋誘発電位Br（E）-MsEPが頻用されているが、
アラームポイントは確立されていなかった。
Kobayashiら2は側弯症、脊髄腫瘍、後縦靭帯
骨 化 症 のBr（E）-MsEPの ア ラ ー ム ポ イ ン ト

（AP）はコントロール波形の70 ％以上の低下が
妥当であると報告している。また安藤ら3はそ
のAPで脊髄モニタリングを施行し、胸椎の腹
側にある病変部を切除する後方進入除圧術が安
全に施行可能であったと報告した。本研究の目
的は胸椎ならびに胸腰椎移行部圧迫性脊髄障害
に対するBr（E）-MsEPのアラート誘発因子およ
びその有用性を検討することである。

【対象と方法】
　対象は2015年5月1日から2016年8月31日ま
で胸椎疾患に対して脊椎手術を施行し、術中脊
髄モニタリングを施行した77例（男46例、女
31例）で年齢は平均60.1歳（最小19歳～最大84

歳）あった。髄内腫瘍、脊髄圧迫のない砂時計
腫や脊髄腫瘍、レックリングハウゼン病に伴う
髄膜瘤は除外した。疾患は脊柱靭帯骨化症が
22例、脊椎脊髄腫瘍が38例、外傷が6例、そ
の他が11例であった。
　脊髄モニタリングは麻酔条件、刺激条件、記
録条件を統一した。麻酔はプロポフォールによ
る静脈麻酔で、フェンタニルを併用して行った。
挿管時のみベクロニウムを使用した。術中モニ
タリングには全例Br（E）-MsEPを施行し記録に
は日本光電社製MEE-1200ないしMEB-2200を
使用した。刺激条件は5連発刺激、刺激間隔は
2.5ms、時間は0.5ms、加算回数は4回から10
回とした。APはコントロール波形の振幅の
70 ％以上低下した時点とし、モニタリング担
当医師ないし技師が警告を発信した。また症例
により経頭蓋電気刺激脊髄誘発電位Br（E）
-SCEPや体性感覚誘発電位（SSEP）を併用した
multimodal monitoringを行った。アラーム発
信後の術中対応策（intervention）は術者の判断
で操作の中断ないし術野の生理食塩水による洗
浄を行った。
　調査項目は病巣高位、脊髄横断面での病変に
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よる圧迫部位、圧迫病変の椎関数と最大狭窄部
の脊柱管占拠率、術前JOAスコア（11点法）、
術式、手術時間、術中出血量、Br（E）-MsEPの
導出率、アラームの発信頻度と精度、術後麻痺
とした。画像評価は、MRIT2強調画像横断で
脊髄に対して圧迫病変が存在する位置を前方

（A）、後方（P）、側方（Lat）および前後方（A&P）
と区分した（Fig. 1）。また圧迫病変の占拠率は
MRIT2強調画像矢状断で占拠病変の前後の最
大長（前後の病変であれば合計）が脊柱管前後径
に占める割合とした（Fig. 2）。

　圧迫部位、圧迫病変の椎関数と脊柱管占拠率、
JOAスコアについては麻痺群、麻痺なし群で
比較し、さらに手術時間、術中出血量、術後麻
痺の項目を加えてアラームあり群とアラートな
し群で比較検討した。統計学的手法はWilcoxon
検定、Fisherの正確検定を使用し、P値が0.05
未満を有意差ありとした。

【結果】
　胸椎圧迫病変はTh11からL2までの胸腰椎移
行部が34例、それ以外の胸椎レベルが43例あっ
た。多椎間圧迫病変は13例に存在した。下肢
導出率は、536筋中411筋（76.5 ％）で導出が可
能であった。アラームを発信したアラームあり
群は29例で、そのうち5例に一過性の麻痺を認
めた。一過性麻痺を示したのは胸椎OPLL（3例；
いずれも前方病変）、胸椎椎間板ヘルニア（1例；
前方病変）、転移性脊椎腫瘍（1例、側方病変）
であった。波形変化時にintervention行い、そ
の結果波形回復し術後麻痺が回避できたレス
キュー症例は17例認めた。レスキュー症例を
除外したBr（E）-MsEPの精度は感度100 ％、特
異度87.3 ％、陽性的中率41.7 ％、陰性的中率
100 ％であった
　アラートあり群とアラートなし群の母集団を
比較したが年齢、性別、疾患、圧迫椎関数、占
拠率、占拠部位、術前JOAスコアに有意差は
なかった（Table 1）。手術関連因子でアラート

Fig. 1  compression site of spinal cord. 
A, Lat, P and A & P indicate compression 
site of spinal cord at thoracic lesion

Fig. 2  The method of cariculation of ration of 
occupation by compression lesion. 
In this figure, a indicates diameter of com-
pression lesion, whereas b indicates the di-
ameter of spinal canal at the lesion.

Table 1  comparison of patient demographics 
between alarm group and no alarm group
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あり群、アラートなし群を比較したが、術式、
手術時間、術中出血量には有意差はなかった。
術後麻痺は有意にアラートあり群で多かった

（Table 2）。術後麻痺あり群と術後麻痺なし群
で患者背景を比較したが、年齢、性別、疾患に
は有意差はなかった（Table 3）。圧迫椎関数は
麻痺群で多い傾向にあり、圧迫部位は有意に麻
痺群では前方に存在した（Table 3）。下肢運動
機能は術後麻痺群が術前から有意に低値であっ
た（Table 3）。

【症例】
　74歳の女性で歩行困難、下肢しびれで受診。
胸椎椎間板ヘルニアで石灰化を認め、脊髄の圧
迫を認めた（Fig. 3）。術中のBr（E）-MsEPで、
除圧操作後に下肢筋の波形の消失を認めた （Figure 4）。そこでBr（E）-SCEPで評価したと

ころ、椎間板掻爬後に波形が消失したため前方
の圧迫病変である椎間板掻爬を中止し、手術を
終 了 し た（Fig. 5）。 最 終 観 察 時 に はBr（E）
-MsEPの左のTA、Br（E）-SCEPも回復傾向を
示した。しかし術後左の腸腰筋、大腿四頭筋、
前脛骨筋がMMT２まで低下した。しかし術後
2週間で回復した。

【考察】
　本研究では胸腰椎移行部を含む胸椎の圧迫性
脊髄障害77例に対してアラームポイントを
70 ％以上の振幅が低下した時点としてアラー
ムを発信した。アラーム発信後は術者判断で手
術操作の中断、洗浄ないし手術操作の中止を
行った。その結果17例（22 ％）の症例では脊髄

Table 2  Comparison of operation factors be-
tween alarm group and no alarm group

Table 3  Comparison of patient demographics 
between postoperative motor loss group 
and no motor loss group.

Fig. 3  74 years-old sustained gait disturbance 
and numbness of bilateral lower extremi-
ties. 
a. There was disc herniation that com-

pressed anterior site of spinal cord at 
Th9/Th10 in MRI T2 weighted saggital 
image. 

b. Intradiscal space of Th8/9, Th9/10 and 
disc herniation showed calcification in 
CT sagittal image.  

c. Spinal cord was compressed from anteri-
or site in MRI T2 weighted condition.

d. Spinal cord was compressed from anteri-
or site in CT axial image.
Laminectomy and herniotomy was per-
formed.
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モニタリングにより波形が回復し術後麻痺を認
めなかったレスキュー症例を認めた。術後麻痺
は5例に認めたが一過性であった。Itoら4は、
脊髄モニタリングの中でBr（E）-MsEPとBr（E）
-SCEPの組み合わせで精度が最も高かった　と
報告している。またSalaら5はBr（E）-MsEPが
消失してもBr（E）-SCEPが維持されていれば術
後麻痺は発生しても一過性であり改善してくる
と述べている。提示した症例はこのことを裏付
けるものであった。
　Br（E）-MsEPとBr（E）-SCEPを併用した脊髄
モニタリングは有用であるが、問題点もある。
Deletisら6が述べているように胸腰椎ではTh10
以下ではBr（E）-SCEPの施行は困難である。ま
た安藤ら7は脊髄の高度障害では記録も不可能
な症例もあるとのべている。実際、本研究では
病変部が円錐部であった40例（52 ％）でBr（E）
-SCEPが併用ができず、4例（5.2 ％）ではBr（E）

-SCEPの導出ができなかった。このような症例
ではBr（E）-MsEP単独で脊髄モニタリングを施
行したが、術後の持続性の麻痺は回避できてお
り、症例によってはBr（E）-MsEP単独でも本
APで術後麻痺予防に有効であったと考えられ
た。
　本研究ではアラート発信率と脊椎疾患、圧迫
椎関数、圧迫部位、脊柱管占拠率、術前下肢運
動機能には有意な相関は認めなかった。しかし
術後麻痺の発生の有無で検討すると術後麻痺発
生例は圧迫椎関数が多い傾向があり、また前方
から圧迫され、そして術前の下肢運動機能が低
いものが有意に多かった。これらは胸椎OPLL
の症例を反映した可能性はある。著者は8圧迫
病変が多いほどBr（E）-MsEPはより反応すると
報告したが、今回の研究では、Br（E）-MsEPは
圧迫病変の種類、圧迫部位、圧迫椎関数、占拠

Fig. 4  Intraoperative Br（E）-MsEP.
The amplitudes of all lower extremities dis-
appeared after laminectomy. After 10min 
cessation of operation, the operation re-
started under Br（E）-SCEP monitoring. At 
the time of final skin suture, only wave of 
left TA showed partial recovery.
TA indicates anterior tibial muscle, GC  
gastrocnemius muscle, QA quardliceps and 
AH abductor hulcus muscle.

Fig. 5  intraoperative Br（E）-SCEP
After herniotomy, amplitude of Br（E）
-SCEP disappeared. In site of cease the op-
erative procedure, the wave did not recov-
er.
Then surgent decided to abandon complete 
herniotomy. She waked up with post-opera-
tive motor loss of left iliopsoas, quardliceps 
and tibial anterior muscle. She showed 
complete recovery of these muscle strength 
after 2weeks.
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率によらず脊髄の障害を起こした時点で反応し
たと考えられた。従って本研究で胸髄病変でア
ラームをしやすい条件となる因子は明らかには
できなかった。
　本研究の限界として第1に単一施設後ろ向き
研究で症例数が少ないことが挙げられる。第2
に脊髄自体の圧迫程度を評価されていないこと
がある。第３に本研究では胸椎病変の中に胸腰
椎移行部の病変の症例を含んでいる。純粋な脊
髄機能のみではなく馬尾由来の電位変化も混入
した可能性は否定できない。今後、胸腰椎移行
部を除外した胸椎病変の症例を蓄積して検討を
重ねていく必要がある。

【結語】
１）術中脊髄モニタリングを施行した胸髄圧迫

病変77例について報告した。
２）アラームは29例（38 ％）で発信され、術後一

過性麻痺を5例（6.5 ％）に認めた。
３）術後麻痺は多椎間で前方に圧迫病変があり、

術前下肢機能が悪い症例で多かった。
４）圧迫部位、圧迫椎間数、術前下肢機能はア

ラート誘発因子ではなかった。
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側索刺激による筋原性運動誘発電位に関する報告（第一報）

佐々木圭輔1）　　谷口　真2）

東京都立神経病院　中央器材室1）

東京都立神経病院　脳神経外科2）

The report about myogenic motor evoked potentials by stimulating lateral funicu-
lus （The first report）

Keisuke Sasaki1）, Makoto Taniguchi2） 

1）Medical equipment management, Tokyo Metropolitan Neurological Hospital
2）Department of Neurosurgery, Tokyo Metropolitan Neurological Hospital

   Key Words : Motor evoked potentials by stimulating lateral funiculus（Sp-MsEP）,
Br-MsEP, Complimentarily mutually

Abstract
　We tried a record of the myogenic motor evoked potentials by stimulating lateral funicu-
lus（following Sp-MsEP）.
　We used Sp-MsEP together with Br-MsEP in two cases of traumatic brachial plexus in-
jury and compared both of the MsEP.We stimulated between lateral funiculus and dorsolat-
eral funiculus using a probe type electrode in Sp-MsEP. As for the stimulation condition in 
Sp-MsEP, stimulation intensity is from 0.6mA during 3.0mA,and duration is 0.1ms,and 
number of train is 5,and ISI is 2ms.
　With two cases changing a stimulation position and stimulation intensity appropriately in 
Sp-MsEP, We were able to derive the homologous waveform like the control waveform in 
Br-MsEP. Also, we were able to discriminate between lateral funiculus and dorsal funiculus 
when we stimulate them at appropriate intensity.
　It was suggested that we could perform intraoperative spinal cord monitoring using Sp-
MsEP complimentarily mutually with Br-MsEP.
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【はじめに】
　従前より、皮質脊髄路のモニタとして刺激位
置の違いにより3つに大別されている。
　まず、100～ 200mAの経頭蓋トレイン刺激に
て下降性伝導路を監視する方法1, 2（以下Br-
MsEP）（Fig. 1）。次に、数mAで神経線維束を
トレイン刺激し、下降性伝導路を監視する方法
3（Fig. 2）。最後に、直接脊髄を高い刺激強度
でトレイン刺激し、脊髄下行路を監視する方法
が検討されてきた（Fig. 3）。

 【目的】
　前述の各モニタは皮質脊髄路を大局的に監視

しているが、側索や後索などを局所的に監視し
弁別する手段としての適用は難しい。当院にお
いて、皮質脊髄路のモニタとして局所的に術野
内の重要組織を監視、弁別する目的で、側索刺
激による筋原性運動誘発電位（以下Sp-MsEP）
の記録を試用し、検討したので報告する。

【方法】
　腕神経叢引き抜き損傷患者の手術2例でBr-
MsEPとSp-MsEPを併用し、比較・検討した。
Br-MsEPではC3、C4に心電図電極を刺激電極
として設置し、Sp-MsEPではプローブ型電極
にて刺激を実施した。当該電極先端は、ステン
レス製の直径3mmの円盤状であり、持ち手ま
では0.6mm径のステンレス製の軸で構成され、
軸の部分は湾曲可能な構造になっている（Fig. 
4）。また、刺激位置は後索から後側索にかけて
であった。
 
　Sp-MsEPの刺激条件はトレイン数5、ISI 2ms、
Duration 0.1ms、刺激強度 0.6~3.0mAであった。
一方、Br-MsEPの刺激条件はトレイン数5、ISI 
2ms、Duration 0.1ms、刺激強度 350Vであった。
　使用機器は日本光電社製の筋電計Neuropack 
MEB-2216、刺激装置SEN-7103、Digitimer社製
刺激装置D185であった。
　

Fig. 1  Transcranial high-frequency repetitive 
electrical stimulation

Fig. 2  High-frequency repetitive electrical 
stimulation of motor cortex and brain stem

Fig. 3  High-frequency repetitive electrical 
stimulation of spine
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【結果】
　Br-MsEPのコントロール波形を硬膜切開後
に測定した。導出は左母指球筋、左前脛骨筋、
右前脛骨筋の3chで、左側に設置の2chだけに

反応が見られ、コントロール波形とした（Fig. 5）。

1.　 Sp-MsEPはBr-MsEPと相同の波形を導出可
能であった。刺激強度2.0mA、刺激頻度
3Hzで、側索から後側索にかけて刺激する
と、Br-MsEPのコントロール波形と相同の
波形が導出される（Fig. 6）。

2.　 刺激強度を適切に設定することによりSp-
MsEP施行時には脊髄側索と後索が弁別可
能であった。閾値上約30 ％超の2.0mAで
後側索を刺激するとBr-MsEPのコントロー
ル波形と相同な波形が得られるのに対し

（Fig. 6）、同強度で後索を刺激すると変化
はなかった（Fig. 7）。

【考察】
　Br-MsEPとSp-MsEPの導出波形が相同であ
ることから、両モニタが同一伝導路を監視して
いると推測される。これはBr-MsEPが皮質脊
髄路の大部分を監視していることの根拠ともな
る。
　Br-MsEPの使用目的として、伝導路である
皮質脊髄路の監視が挙げられる。しかし刺激強
度が強い場合や長時間手術により測定環境が変

Fig. 4  Stimulating electrode for lateral funicu-
lus

Fig. 5  Control waveform of Br-MsEP

Fig. 6  Intraoperative waveform of Sp-MsEP　
stimulating between lateral funiculus and 
dorsolateral funiculus is similar to the con-
trol waveform of Br-MsEP.
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化した場合、偽陽性や偽陰性の原因となりやす
い4 。
　一方、Sp-MsEPの使用目的として、術野を
数か所から直接刺激し、強度を調節することで
側索内の皮質脊髄路までの距離と方向が推測可
能である。刺激位置から皮質脊髄路の途中で後
脊髄小脳路を中継するが、低い刺激強度で下位
の運動機能を反映可能と考えられる。
　また、従前まで接触面積の小さいプローブ電
極を使用していたが、接触面積を広くすること
で均一に神経細胞を刺激し、安定した波形の導
出が可能となる。よってBr-MsEPが消失した
際、その原因となる部位を判断する手段として、
術野内の重要組織である側索の位置同定に有用
と考えられる。
　今後の課題として、①記録安定性の検討、②
麻痺の程度と記録可能性の調査、③刺激位置に
関する空間分解能の解析、が挙げられる。

【結語】
　経頭蓋刺激運動誘発電位（Br-MsEP）と側索
刺激による筋原性運動誘発電位（Sp-MsEP）は
相互補完的に使用可能と示唆された。
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Fig. 7  Intraoperative waveform of Sp-MsEP　
stimulating dorsal funiculus is unchanged.
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手術側と反対側の筋電図異常を来し、
術中解釈に苦慮した術後C５神経麻痺症例の検討
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A case of postoperative C5 root palsy with complicated diagnosis by monitoring ab-
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Abstract
  We experienced a case of postoperative C5 root palsy with complicated diagnosis by mon-
itoring abnormality findings on the contralateral to surgical side. Case was 50 years old 
male had difficulty of right upper arm raise-up. We diagnosed cervical radiculopathy at 
C4-5 and C5-6 level of right side, because the foraminal stenosis on the right side of double 
levels was more narrow in CT scan and MR imaging than that on the left side. The ampli-
tude of MEP of upper limb muscle on the left side was decreased, when we decompressed 
around rt. C5 root without the abnormality waveform in the free-run EMG. After operation, 
the patient had transient muscle weakness of upper limb on the right side. 
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【はじめに】
　術中モニタリングは脊椎脊髄手術を安全に行
う上で重要な検査法である。当科でも2013年2
月以来、脊椎手術のほぼ全例でsomatosensory 
evoked potential（以下、SEP）、transcranial motor 
evoked potential（以下、MEP）そしてfree-run 
electromyography（以下、 fEMG）を術中モニタ
リングとして行っている。
　今回、頚椎椎間板ヘルニア摘出時に健側の筋
電図波形に一過性の低下のみを認め、解釈に苦
慮した症例を経験したので報告する。

【症例】50歳男性、主訴：右肩挙上困難。
現病歴　2013年頃から右肩の脱力と痛みが出
現。2015年になり右肩挙上困難となり、近医
受診。2015年9月、当科紹介受診となった。
既往歴　特記事項なし
神経学的所見　頚椎可動域制限なし、Jackson, 
Spurlingなし
外表　右肩周辺筋の萎縮を認めた。
知覚　左手指と足趾に痺れ
反射　deltoid-/+, biceps；/+, triceps-/-以下、左
右差なし
筋力　deltoid5-/5, biceps4/5以下、正常
握力　52/45kg
日常生活動作：右上肢、片手で髭剃り困難
JOA score： 16.5点
画像所見（Fig. 1）
　MRI、CTにてC4/5、5/6高位に右側外即椎
間孔狭窄を認めた。
診断　頚椎症性神経根症（右C4/5, 5/6）
手術　顕微鏡下頚椎椎間孔拡大術にC4/5高位
では椎間板ヘルニア摘出を追加した。全身麻酔
下（TIVA）にMayfieldにて頭蓋を3点固定し、
腹臥位となった。頭蓋は頚椎がやや屈曲位にな
るようにMayfieldをBedと固定した。術前に予
め透視に正中より1横指右外側で右C5 lamina

上にk-wireを刺入しておいた。
　術中モニタリング法として、使用機材として
Endeavor CR™（Gadelius Medical K.K.）を用い
た。モニタリング条件として、MEPはCzより
2cm前方で5cm左右外側に刺激のための針電極
を頭蓋へ挿入し末梢筋より記録している。また
SEPは上肢では手関節部の両側正中神経上に、 
下肢では足関節部の両側後脛骨神経上にシール
電極を貼付し上記の条件で刺激し、頭蓋Cz後
方2cmの正中部と左耳介に針電極を装着し記録
している。モニタリング条件としてはMEP刺
激は4×train、400 V、500  Hzで行い、記録は
末梢筋へ針もしくはシール電極を装着し、fil-
terを20~1500 Hzで行っている。またSEP刺激
は両側末梢知覚神経を30 mA、0.5 msecで行い、
記録は経頭蓋でfilterを10~250 Hzで行ってい
る。 記 録 筋 は 両 側 のdeltoid, biceps, triceps, 
quadriceps（以下、quad）、Tibialis anterialis（以
下、TA）とし、またSEPの末梢神経は上肢： 
median nerve、下肢： tibial nerveより刺激した。
　円筒retractorを設置してC4/5間の右側を後方
からforaminotomyし、bipolarを用いてroot周囲
の止血操作時に、左の上肢のMEP amplitudeが
一過性に低下した（左deltoid： 1.12mV→0.56mV

  We conclude that even abnormality findings of contralateral side are recorded during op-
eration, we must recognize the alarm of neurodamaging. 

Fig. 1  MR imaging and CT scan findings
The diagnosis was foraminal stenosis on 
the right side between C4-5 and C5-6.
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（-50.0%）, biceps： 1.37mV→0.68mV（50.4%）, tri-
ceps： 1.67mV→0.62mv（-62.9%））（Fig. 2,  Table 
1）。またC5/6高位ではC6 root周囲の除圧操作
時にburst typeのfree-run EMGを約30秒間認め
た（Fig. 3）。しかし、MEP amplitudeの低下は認
めなかった。

（術後経過）
　術直後は右deltoid： 1, biceps： 3で右上肢近
位筋のみ術前より優位な筋力低下を認めた。そ
の後、術後3か月目には右deltoid： 3+, biceps： 
3へ、術後6か月目には右deltoid： 5, biceps3へ、
術後12か月目には右deltoid： 5, biceps： 4に回
復した。JOA scoreの推移は術後3か月目： 15
点→術後6か月目： 16点→術後12か月目： 15
点であった。ADL的には術前は両手でないと
髭剃りができなかったのが、片手で可能となっ
ている。

Fig. 2  The findings of intraoperative monitoring.
The amplitude of MEP of deltoid, biceps and triceps on the left side was decreased at C4-5 level, 
when we decompressed around the nerve root（arrow）. 
TA: tibialis anterior, quad. : quadriceps

Table 1  The changes of amplitude of MEP at 
each muscle

(a) The changes of amplitude of MEP at each 
muscle on the right side. 

(b) The changes of amplitude of MEP at each 
muscle on the left side. 

(c) The percentages of amplitude at the bilateral 
each muscle between control and changing 
wave.
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【考察】
　今回、除圧側と反対側のMEP低下を認め、
術後に一過性の麻痺を認めた症例を検討した。
頚椎後方術後麻痺の原因として術中のroot損傷
やいわゆるC5 root麻痺の可能性が考えられる。
術中のroot損傷では、まずhigh speed drillを用
いて除圧操作を行った際にMEP低下やfree-run 
EMGでの異常波形が記録された際には、high-
speed drillの熱刺激や熱損傷によるものが考え
られる。文献的には術中のroot損傷はMEPよ
りもfree-run EMGの方が有効であると考えら
れている1 。したがって、今回、C4/5間での除
圧操作時にはdetectできなかったが、C5/6間
での除圧操作の除圧操作時にはFig. 3のように
free-run EMGで異常を指摘できたことから、
不可逆的な術後C6支配筋の麻痺を予防できた
ものと考えられる。
　次に術後C5root麻痺の可能性については発
現は術直後から6週間以内と言われている2, 3 。
また原因として術中のroot損傷や脊髄損傷の有
無とは無関係であったという報告4と、C5root
のforaminal stenosisがあれば発症しやすくな
るという報告5もあり、原因の有無については
様々である。今回は術直後には発症しているが、
foramenは除圧されており所謂、C5root麻痺は
否定的と考えている。
　また反対側のMEP低下に関して有意な所見

であったか、についてはFig. 2のようにMEP
低下は一過性でありartifactであった可能性は
否定できない。しかし術中除圧した高位での麻
痺が術後に出現したことから、何らかの危険信
号であった可能性は否定できないと考えてい
る。
　以上から、術中除圧操作時に例え反対側に異
常波形や振幅の低下を認めた場合は、一度術中
操作を止めて再度MEPを記録して振幅低下を
確認し、再現性があれば冷却したり、ステロイ
ド点滴をしたり、recoverするための処置を行っ
た方が良いと考えている。今後症例を増やして
検討を続けたいと考えている。

【まとめ】
・術中操作と反対側のMEPが低下し、手術側
の麻痺を呈した症例を経験した。
・術中操作時にFree-run EMGを記録した場合、
神経根損傷を危惧する必要がある。
・手術と反対側MEP低下を記録した場合、手
術高位と一致した。神経高位であれば、なんら
かの神経損傷を来している可能性がある。
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around C6 nerve root.
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術中神経根障害に対する脊髄モニタリング（Br（E）-MsEP）
の有用性
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Utility of intraoperative monitoring for nerve root injury 
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Abstract
　Background：It is important to perform intraoperative spinal cord monitoring for the 
avoidance of spinal cord injury or postoperative paralysis. Nerve root injury often occurs as 
a complication of adult spinal deformity surgery. We report the utility of the monitoring to 
prevent intraoperative nerve root injury.
　Methods：We analyzed 9 cases with nerve root injury during correction surgery for 
adult spinal deformity from 2010 to 2015（all women, mean age: 70.4 years old）. We de-
fined nerve root injury as more than 70% amplitude decline of a single muscle using Br（E）
-MsEP. We performed intraoperative decompression of nerve root in the foramen in all cas-
es. Patients were classified into two groups, with or without postoperative neurological 
deficit. 
　Results：Group with paralysis（true-positive cases）was 5 cases, and group without pa-
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ralysis（rescue cases）was 4 cases. Mean intraoperative amplitude immediately after correc-
tion／the last intraoperative amplitude of paralytic and non-paralytic group were 87.4%／ 
86.4% and 89.3%/ 9.5%, respectively. 
　Discussion：Some reports suggested intraoperative spinal cord monitoring was inade-
quate for detecting isolated nerve root injury. In our study, cases with recovery of the last 
intraoperative amplitude had no postoperative paralysis. It is possible to decompress nerve 
root in cases of intraoperative foraminal impingement, and the intraoperative spinal cord 
monitoring is useful to detect and prevent nerve root injury.

【はじめに】
　近年、脊柱変形や後縦靭帯骨化症などのハイ
リスク脊椎手術中の神経障害、術後麻痺を避け
るために、脊髄モニタリングが行われている1, 2 。
一方で、術中脊髄モニタリングによる神経根障
害の感度については、単一筋の多根神経支配な
どの影響により相反する報告がある3-7 。今回、
成人脊柱変形手術の術中脊髄モニタリングにて
コントロール波形より70%以上低下し、矯正操
作に伴う神経根障害と考えられた9症例を経験
したので、文献的考察を加え報告する。

【対象と方法】
　対象は2010年1月から2015年3月までに脊柱
変性後側弯症に対し後方矯正固定術を施行した
307例のうち、術中脊髄モニタリングにて神経
根障害と考えられた9例とした（本研究におけ
る術中神経根障害の定義：矯正操作後に下肢単
一筋の筋電図がコントロール波形より70%以上
低下した症例）。全例女性で、平均年齢は70.4
歳であった。全例でBr（E）-MsEPにて脊髄モニ
タリングを施行した。Br（E）-MsEPは、Cz（10/20
法）より前方約2cm、側方約3cmの左右の頭皮
上にスクリュー電極を設置し刺激を行い、三角
筋（Deltoid）、小指外転筋（ADM）、大腿四頭筋

（Quad）、ハムストリングス（Ham）、前脛骨筋
（TA）、腓腹筋（Gc）の左右で計12筋に針電極を
設置し記録した。刺激条件は、刺激時間：0.5ms、
刺激間隔：2msの5連発を1回刺激とし、刺激
強度：200mA、刺激頻度：0.9Hz、加算回数：
10回、刺激方式：Biphasicに設定した。測定は、

Neuromaster MEE-1232（日本光電社製）を使用
した。麻酔はフェンタニルとプロポフォールに
よる静脈麻酔とした。
術中神経根障害と考えられた症例全例に除圧操
作を追加し、神経根を確認した。術後麻痺の有
無で群分けを行い、筋電図の術中振幅変化およ
び術後麻痺筋の筋力について比較検討した。統
計解析には、カイ二乗検定もしくはMann-Whit-
ney検定を使用した。

【結果】
　術後麻痺あり群（true positive症例）は5例で
あり、平均年齢は67歳だった。術後麻痺なし
群（レスキュー症例）は4例であり、平均年齢は

Fig. 1  Change rate in the amplitude of intraop-
erative wave
Mean intraoperative amplitude immediate-
ly after correction/the last intraoperative 
amplitude of paralytic and non-paralytic 
group were 87.4%/ 86.4% and 89.3%/ 9.5%, 
respectively.
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71歳で、2群間に有意差はなかった。群間の術
中波形振幅の変化率を示す（Fig. 1）。術後麻痺
あり群の術中波形低下時の振幅／最終波形振幅
は平均87.4%／ 86.4%低下であり、術後麻痺な
し群は平均89.3%／ 9.5%低下であった。術後麻
痺あり群では手術最終波形の改善がなく、術後
麻痺なし群では手術最終波形が改善していた。
術後麻痺あり群における麻痺筋の臨床経過を示
す（Table 1）。筋電図がコントロール波形より
70%以上低下し、最終波形が回復しなかった症
例では術直後にMMTが2以上低下していた。

術後3ヶ月時点では、全例で麻痺筋の筋力低下
が改善していた。

【考察】
　近年、成人脊柱変形患者の増加やインストゥ
ルメンテーションの進歩により、変形矯正手術
が増えている。変性後側弯症などに対するOs-
teotomyを含めた変形矯正手術が多く行われる
ようになっているが、腰椎部での変形が多いこ
とや椎間孔狭窄が多いことなどの特徴から脊柱
変形矯正時の術中神経根障害が危惧される。
Br（E）-MsEPによる脊髄モニタリングは脊髄髄
内腫瘍や脊柱変形、胸椎後縦靭帯骨化症などの
ハイリスク手術に推奨されており、脊髄障害を
予防するツールとして必須のものであるが、神
経根障害が感知できるかに関しては様々な意見
がある1,2 。
　Tsutsuiら3は脊椎手術で術中にBr（E）-MsEP
の波形変化がなかったにも関わらず、髄節性の
術後神経麻痺を経験した症例を述べ、動物実験

の結果から、Br（E）-MsEPは前角や単一神経根
の限局的な障害を完全に反映することはできな
いと報告している。Patederら4およびLieber-
mannら5は腰椎変性側弯症の術後麻痺例を検
討し、筋は重複する神経の支配を受けているた
め、脊髄機能モニタリングでは単一神経根障害
を検知できないと報告している。一方、Mok
ら6は動物モデルにおいてナイロン糸による縫
合で神経根障害モデルを作成しL3神経根では
大腿直筋が48 ％、L5神経根では前脛骨筋が
67 ％、振幅が低下したと報告している。同様
にLyonら7は10分間、2ニュートンの牽引で神
経根モデルを作成し、59 ％の振幅低下があっ
たと報告しており、神経根障害も電気生理的に
感知できると報告している。
　本研究の結果から最終波形が改善した症例で
は麻痺の出現はなく、術中の神経根障害を回避
できた可能性がある。最終波形が改善しなかっ
た例では麻痺が出現したが、全例で術後3ヶ月
以内に筋力が改善しており、術中に神経根イン
ピンジメントを解除したために回復が得られた
可能性が示唆された。当院では術中神経根障害
を疑った際の対応法として、矯正操作後に波形
の振幅低下が見られた場合には、全例に神経根
インピンジメントの解除を行っている。Rod 
rotation後に筋電図波形の振幅が70%以上低下
した場合には、椎間孔の形態変化による神経根
インピンジメントを考え、神経根の除圧操作を
追加し、神経根のtetheringの有無を評価して
いる。骨切り矯正操作後に振幅が低下した場合
には、椎間短縮・拡大量の調節を行い、波形回
復の有無を確認している。
　本研究の限界として、True positive症例とレ
スキュー症例のみを検討したため、術中に有意
な波形変化がなく術後に臨床上問題にならない
程度の神経根障害が出現したfalse negative症
例は検討していない。そのためアラームポイン
トの設定が困難である。おそらく単一筋の多根
神経支配の影響で振幅低下の程度は様々である
と予想される。今後は、術中神経根障害に対す
る脊髄モニタリングの有用性について前向き臨

Table 1  Time course of postoperative muscle 
paralysis
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床研究を検討したい。

【結語】
　成人脊柱変形手術において術中脊髄モニタリ
ングにて単一筋の筋電図波形がコントロール波
形より70%以上低下し、最終波形が回復した症
例では術後麻痺が出現しなかった。術中神経根
障害を疑った場合には神経根インピンジメント
の解除が可能であり、術中の脊髄モニタリング
Br（E）-MsEPは術中神経根障害の予防に有用で
ある。
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Abstract
　Balloon Kyphoplasty (BKP) for a burst fracture may be a risk of leakage of bone cement 
into the spinal canal. We reported a cases  in which we detected the leakage of bone cement 
into the spinal canal in  intraoperative monitoring. A patient was 51-year-old man. We diag-
nosed metastatic burst fracture in T12 after radical surgery, radiation and chemotherapy are 
applied to rectal cancer. The MEP amplitude of rt. quadriceps was decreased by 58% of 
control wave, when a balloon was inflated. After the amplitude  of MEP was improved, we 
injected bone cement into T12 vertebrae. However, the amplitude of MEP was also de-
creased by 50% of control wave at the end of the operation. A patient didn’t have postoper-
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ative muscle weakness. In this study, we demonstrated that balloon kyphoplasty for meta-
static burst vertebral fracture had a risk of postoperative motor weakness when a balloon 
was inflated in the vertebrae and bone cement was inserted into vertebrae. And cement 
leakage may be detected by intraoperative monitoring during BKP for metastatic burst frac-
ture.  

【はじめに】
　平成23年1月より経皮的椎体形成術（Balloon�
Kyphoplasty：BKP）が保険適応となった。多
発性骨髄腫や転移性脊椎腫瘍に対するBKPで
は、早期除痛効果やそれに伴うADLの改善等
の有用性が期待でき、比較的長期予後が期待で
きる症例はBKPの除痛効果により癌治療に対
するコンプライアンスが向上すると考えられる1）。
また、後壁損傷を伴う脊椎圧迫破裂骨折に対す
るBKPでは、脊柱管への骨セメントの漏出が
危惧される2,3,4 。当院ではこのような症例に術
中モニタリングを併用している。今回当院で
BKP施行時に運動誘発電位（Motor�evoked�poten-
tial：MEP）が低下した症例を経験したので報
告する。

【症例】
　51歳男性。主訴腰痛。直腸癌に対し超低位
前方切除術施行、放射線療法、化学療法を併用。

1年後に骨転移を認めた。神経学的所見には異
常はなく、腰痛以外の身体所見に特記すべき事
項はなかった。術前MRIをFig.�1に、CTをFig.�
2に提示する。T12椎体前壁と後壁に骨溶解性
変化を認め、胸椎椎体病的破裂骨折（Th12）と
診断され、BKP施行となった。モニタリング
機器はNicolet社製Endeavor�CR�16chを使用し、
モニタリング項目は、MEP、体性感覚誘発電
位（somatosensory�evoked�potentials：SEP）、 持
続筋電図モニター（Free-run�EMG）とした。導
出筋は、大腿直筋（quadriceps：Quad）、腓腹
筋（gastrocnemius：G）、前腓骨筋（tibialis�anteri-
or：TA）、母趾外転筋（abductor�hallucis：AH）
とした。警鐘波形はコントロール波形の50%以
下に低下時とし、15分おきにMEP、SEPの波形
を記録した。術中所見では、Balloon加圧時に
右QuadのMEP振幅に58%低下を認めたが、こ
のときFree-run�EMGに異常波形は認めなかっ
た。2回刺激を行い偽陽性ではないことを確認
し、手術を継続した。その後セメント注入時に
右側よりセメント塊の脊柱管内への漏出を認め

Fig.�1��1�Preoperative�MR�Imaging
A.�sagittal�view
B.�axial�view:�Arrow�shows�the�osteolytic�
change�of�middle�column�of�T12�vertebrae.

Fig.�2��Preoperative�CT�scan
A.�sagittal�view
B.�axial�view:�Arrow�shows�the�osteolytic�
change�of�middle�column�of�T12�vertebrae.
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た（Fig.�3）。このときのMEP、Free-run�EMG
に変化はなかった。一旦手を止め一度deviceを
抜き再度セメントを注入するもさらにセメント
塊が前方へ突出したためセメント注入を中止し
た。deviceを頭側に振り鋭匙を用いセメント塊
を椎体内に戻した。椎体内にできたcavityにさ
らにセメントを注入した。その後セメント硬化
を確認（Fig.�4）し、手術を終了した。MEPはコ

Fig.�3� �A)�The�cement� leakage� to�canal�was�
founded�in�fluoroscopy,�when�bone�cement�
was�injected�to�T12�vertebrae.����
B)�The�whole�MEP�waveform
C)�The�amplitude�of�rt.�quadriceps�was�de-
creased�at�58%�of�control�wave.

Fig.�4��A)�Postoperative�X-ray�film
B)�MEP�amplitude�was� improved� to� the�
control�gradually.

Fig.�5

Fig.�6��Balloon�expanded�during�cement�injec-
tion．
Left� side� cement� leaks� to� the� rear�wall�
leak．
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ントロール波形に戻っており、術後両下肢の明
らかな麻痺は認めなかった。術後のMRI画像
をFig.�5に提示する。Th11に骨溶解性変化を
認め、さらに脊柱管内へ腫瘍浸潤を認めた。

【考察】
　我々は通常MEP波形低下時には手術操作を
止め、波形回復を待ち、波形が回復したことを
確認したのちに手術を再開している。今回は偽
陽性を疑ったため刺激を2回行い、波形低下を
確認した。そのため、偽陽性の可能性は否定的
であると考える。MEP波形低下のメカニズム
は、Balloon加圧時に椎体内の腫瘍細胞並びに
出血が後壁から脊柱管内へ浸潤し、それらが硬
膜管や馬尾神経を刺激しMEP低下を引き起こ
したのではないかと考えている（Fig.�6）、（Fig.�
7）。
　また、病的骨折の場合は病的骨折を伴わない
圧迫骨折に比べ、骨が脆く、特に後壁から脊柱
管へのセメント漏出のリスクが高い、と考えて
いる。また手術部位が Th12 であることからも

術中モニタリングの必要がある 5 と考えてい
る。

【結語】
　BKP施行時にMEPが低下した症例を報告し
た。後壁損傷を伴う病的骨折症例には術中モニ
タリングは有用であると我々は考える。しかし、
症例数が少ないため統計学的調査は行えておら
ず、今後さらなる調査が必要である。
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胸髄髄内血管芽腫摘出中に
選択的白質障害をきたしたと考えられた1例
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Selective tract injury during intramedullary tumor resection surgery 
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Abstract
　Intraoperative monitoring （IOM） using transcranial electrical stimulated muscle evoked 
potentials （Tc-MsEPs） has become a standard technique for detecting postoperative motor 
palsy, although the appropriate alarm point and exact procedures remain controversial.
　We have reported that there are two kinds of postoperative muscle palsies - tract injuries 
and segmental injuries: when monitoring the lower extremities, surgeons only had to be 
careful of tract injuries at the vertebral level above T10, but they also had to be careful of 
both tract and segmental injuries at the vertebral level below T11 for anatomical reason. 
Therefore, we recommended multiple lower extremity muscle monitoring in surgeries be-
low T11, but we considered that single muscle monitoring was sufficient above T10.
　However, recently, we have experienced a case with segmental tract injury following a 
middle thoracic spinal intramedullary cord tumor surgery. The purpose of this paper is to 
report this case and discuss the necessity of multiple lower extremity muscle monitoring in 
the upper-middle thoracic level.
　A 59 year-old male underwent intramedullary hemangioblastoma resection surgery lo-
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【はじめに】
　脊椎脊髄手術の術中脊髄モニタリングとし
て、経頭蓋電気刺激筋誘発電位（Tc（E）-MsEP）
は近年目覚ましく進歩しているが、細かい刺激
方法やアラームポイントについては未だに議論
が多い1,2 。
　我々は生じうる麻痺が索路障害か髄節障害か
によってモニタリングのアラームポイントを変
える必要性があることの重要性をこれまで報告
しており3、さらに手術高位を上位頚椎、中下
位胸椎、上中位胸椎、胸腰椎移行部、中下位腰
椎の5部位に分けて部位ごとにモニタリング被
検筋の選択を変えることを提唱してきた4 。こ
の方法では、T10高位より頭側の上中位胸椎手
術においては索路障害のみ危惧すれば良く、下
肢被検筋は一筋でも問題はないとしてきた。
　しかしながら、今回我々は上中位胸椎部の胸
髄髄内腫瘍摘出術中に白質部でも選択的索路障
害が生じ、多筋のモニタリングが有効であった
症例を経験したので報告する。

【症例】
　59歳男性。2016年1月に左下肢遠位の脱力自
覚。その後下肢鼠径部以下のしびれが出現し若
干の歩行困難感が認められるようになり、精査

加療目的で当院紹介となった。入院時所見では、
両下肢に攣縮・腱反射亢進あり、L1以下でし
びれ感および振動覚低下、大腿二頭筋・大腿四
頭筋軽度筋力低下が認められた。MRIにてTh9
高位に上下に広範囲の脊髄空洞症を伴い強く造
影される髄内腫瘍が確認され脊髄腫瘍摘出術を
行うこととなった（Fig. 1）。

【モニタリング方法】
　Natus社製EndeverCRにてTc（E）-MEPおよ
びfree run EMGで術中脊髄機能診断を行った。
被検筋は小指外転筋（ADM）を基準波形とし
て、薄筋（Grc）、大腿四頭筋（Quad）、前脛骨筋

（TA）、母趾外転筋（AH）、肛門括約筋（Anl）を
用いた。刺激方法は脳波検査で用いられる
10/20法におけるCzより前方約2cm、側方約
4cmの左右頭皮上にスクリュー電極を挿入し経
頭蓋刺激を行った。刺激強度は最大上刺激を目
標に、出力は400V、刺激幅0.5msec、刺激間隔
2msec、5連刺激を１回の刺激設定とし、単極
刺激の刺激器であるため手動で極性切り替えを
行い、合計４回の刺激を加算平均した。刺激の
タイミングは腫瘍摘出操作中では10分間隔、
それ以外の手技では20分間隔を基本とし、free-
run発生時や術者の判断で適時刺激を行った。

cated at T9. During the resection of the intramedullary part of the tumor, the Tc-MsEP 
wave decreased only in the right proximal muscles that included the right gracilis muscle 

（L2, 3） and the right quadriceps femoris muscle. After the operation, the patient could not 
flex his hip joint and extend his knee joint for 3 months.
   In the current case, postoperative unilateral proximal muscle palsy occurred following the 
upper-middle thoracic spine surgery. This is not so rare after surgeries below the thoraco-
lumbar junction because of segmental injury of the secondary neuron or nerve root fiber, 
but it is rare following upper-middle thoracic spine surgery. We cannot clarify the reason 
clearly, but the segmental tract injury was speculated to have occurred during the intramed-
ullary spinal cord surgery. 
   In conclusion, it is important to monitor multiple lower extremity muscles during intra-
medullary spinal cord tumor surgeries even at the upper-middle thoracic level.
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【術中経過】
　手術開始時Tc（E）-MsEPは全波形導出可能で
あった。電位変化をFig. 2に示す。全身麻酔下
にMayfieldにて体位固定を行い、手術を開始し
た。顕微鏡視下にTh9椎弓を一旦切除し、超音
波エコーにて腫瘍の局在と血流を確認した。硬
膜、くも膜を切開して腫瘍を露出したところ、
腫瘍は血管芽腫であり、髄内外に砂時計腫様に
発育していた。 
　まず髄外の腫瘍を摘出したが、髄外腫瘍の摘
出操作中は振幅に変化なく経過し、Tc（E）
-MsEP波形の振幅低下も無かった。髄外成分摘
出後に軟膜切開を行い軟膜下にある腫瘍の摘出
に移った。腫瘍と正常脊髄の境界は概ね明瞭で

腫瘍の大部分が摘出できたが、髄内外側部に境
界がやや不明瞭な部位があったため残存腫瘍が
無いか剥離操作を追加している際に右薄筋およ
び右大腿四頭筋のfree run EMGにTrain pat-
tern様の持続的な反応を認めた。そこでTc（E）
-MsEPを行ったところ右薄筋-27%、右大腿四
頭筋-68%と限局性の振幅低下を認め、メチル
プレドニゾロン500mgを静注し腫瘍摘出操作
を継続した。その後残存腫瘍がないか確認操作
を行っていたところ、右薄筋および右大腿四頭
筋のfree run EMG がPoly phasic or Burst pat-
tern様の反応に変化したため再度Tc（E）-MsEP
を行ったところ右薄筋-65%、右大腿四頭筋
-81%と限局性の電位低下が更に高度となった
ため、ここで摘出操作を終了した。
　摘出終了後に人工硬膜を用い硬膜閉鎖を行
い、Th9椎弓および棘突起を用いて椎弓形成を
行った。腫瘍摘出操作終了時まで振幅の回復な
ど変化は見られなかった。

【術後経過】
　術直後の評価は右股関節屈曲および膝伸展の
みMMTが2まで低下したが、股関節伸展や膝
屈曲、足関節運動はMMT5であった。術後３
か月でMMTは全筋5まで回復した。

Fig. 1  Pre-operative image findings.
T2 weighed MRI showed syringomyelia in 
the whole of the thoracic spine (a), and Gd 
enhanced MRI showed enhanced tumor 
mass at T9 level(b). Tumor mass showed 
T1 iso, T2 high, and high Gd enhancement 
which have an hour-glass appearance be-
tween intra- and extra medullary parts(c,d). 
Moreover, Angiography CT showed the 
high vascularized tumor at T9 level(e).
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【考察】
　 本 症 例 で は 右 薄 筋（L2, 3）と 大 腿 四 頭 筋

（L3/4）で選択的な電位振幅の低下が見られ、
術後麻痺も右腸腰筋と大腿四頭筋のみに選択的
な筋髄節麻痺を呈した。術中腸腰筋に針を刺入
することが難しいため当科では薄筋にて腸腰筋
のモニタリングを行っており、電位低下の程度
と麻痺の相関があったことから、有意な所見で
あったと考えている。 
　解剖学的には脊椎高位と脊髄高位には違いが
あることはよく知られており、下肢筋の二次
ニューロンはT11-L1椎体高位付近の胸腰椎移
行部にあると考えられている。このことから

我々は脊髄モニタリングを行う際、下肢麻痺に
ついては純粋な索路障害のみが生じうるT10以
上と、髄節障害および索路障害双方を考える必
要があるT11以下に分けて考えることを提唱
し、索路障害では単一の索路が選択的に障害さ
れることは起こりにくいことから、上中位胸椎
手術においては効率化のためには多筋のモニタ
リングは必要なく単筋のみのモニタリングでも
可能と考えている5 。しかしながら、髄内腫瘍
手術においてはより慎重を期する意味で通常通
り下肢4筋のモニタリングを行ってきており、
本症例も手術高位がT9椎体高位であることか
ら、下肢は単筋のみのモニタリングでも良いと
考えられる症例であったが、下肢４筋のモニタ
リングを行っていた結果、片側の近位筋のみの
選択的な麻痺を予期せず予見することが可能で
あった。
　本症例の麻痺のような遠位筋が障害されずに
片側近位筋のみが障害される障害形式は胸腰椎
移行部以下の髄節障害では珍しくないが、上中
位胸椎高位では珍しいと思われる。脊髄内で個
別の神経線維を障害しうる髄内腫瘍手術に特有
の麻痺形態と思われる。
　こうした片側近位筋のみの麻痺はD-waveな

Fig. 2  Tc（E）-MsEP wave form change during 
surgery.
During the resection of the intramedullary 
part of the tumor, the Tc（E）-MsEP wave 
decreased only in the right proximal mus-
cles that included the right gracilis muscle

（L2,3）and the right quadriceps femoris 
muscle. After the operation, the patient 
could not flex his hip joint and extend his 
knee joint for 3 months.
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どの脊髄誘発電位で予見することはそもそも不
可能であり、各筋ごとのモニタリングが可能な
Tc（E）-MsEPの有用性が示されたと考える。
　また下肢筋のモニタリングにおいてL2支配
筋を個別にモニタリングすることは一般的では
ないと思われる。代表的な筋である腸腰筋が深
部にあってモニタリングしにくいことが理由と
考えられるが、股関節内転筋群はL2支配であ
り、特に薄筋は明瞭に触知しやすい。今回股関
節屈曲障害をモニタリングする上で非常に有用
であった。
　いずれにせよ、髄内腫瘍手術においては選択
的索路障害の可能性があるので、上中位胸椎で
あっても複数筋の下肢モニタリングを行い、局
所的な電位低下に注意することが重要と考え
た。

【結語】
　胸髄髄内血管芽腫摘出中に選択的白質障害を
きたしたと考えられた症例を経験した。髄内腫
瘍手術においては選択的索路障害の可能性があ
るので、上中位胸椎であっても複数筋の下肢モ
ニタリングを行い、局所的な電位低下に注意す
ることが重要と考えた。
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