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1 .は じめに

脳磁図 (MagnetOencephabgram i MEG)は 、脳の電気信号を測定 したものを脳電

図あるいは脳波 (Electroencephalogram!EEG)と すると、その磁場版である。つま

り、脳神経の活動により電気 (正確には電位ないし電位差であるが)カミ生 じるが、同

様に磁場も発生するので、その磁場信号を測定したものが脳磁図である。

医学の分野では 「脳磁図Jと いうことばが使われるが、工学では 「脳磁界」や 「脳

磁場」カミー般的である。また、もっと簡略化して 「脳磁Jな どとも呼ばれている。最

近ではどちらの分野にも通用することばとして 「MEGJ(エ ム ・イー ・ジー)が 一般

的にな りつつあるので、このテキス トでもMEGと いうことにする。さらに補足をす

ると、MEGに はMagnetoencephabgraphyの意味もあり、これはMEG測 定法を意味

する。ここでは、脳磁図とその測定法の両者の意味で MEGを 使 うことにする。

さて、MEG信 号の大きさは10坤～10靖 T(テ スラ)で あるが、地磁気が105T

(0.5ガウス程度)で あるので、その 1億から100億分の 1の極微弱な磁気信号である。

このような MEG信 号の計測には超伝導効果を利用した超高感度の磁場検出装置 (ス

クイッド (SQUID)磁 束計)カミ使われる。病院でMEG検 査に使われている生体磁気

計測装置がSQUID磁 束計である。きわめて工学的な側面ではあるが、このテキス トで

は、SQUIDの 原理や SQUID磁 束計の説明もしようと思う。日常使っている、あるい

はこれから使おうとする検査装置がどのような原理で働いているかを知っておくのも

良いと思 うからである。読んで退屈な場合には、この部分はスキップしても結構であ

る。

本文では、MEG計 測装置のつぎにMEG信 号の発生機序や信号の特徴、EEGと の比

較について述べる。これらの事項は、測定データを読む際に知っておくと役に立つも

のである。さらに、MEG信 号の計測法、磁場データからその発生源である電流双極子

を求める方法、MR画 像への重ね合わせについて説明する。この電流双極子の脳内位

置の推定が、てんかんスパイクの焦点や刺激に反応する感覚領野の神経を局在するこ
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とに他ならない。さいごに、MEGの 応用について簡単に紹介する。

本稿の目的は、臨床データを紹介することではなく、MEGが どのように してヒ ト

の脳内で生 じ、測定した MEC信 号をどのようにして解析して脳内の活動源を求める

かについて説明することにある。実際の臨床例については、他の専門書など
ll釣

を参考

にされたい。また、SQUIDの 原理や生体磁気計測法、MEG研 究の歴史的な紹介につ

いては、比較的平易に書かれた本
りがある。さらに気楽に読むには、MEGに 関する一

般書
Dもあるのでご紹介しておく。

2.生 体磁気計測装置

匡SQUID:超 伝導素子コ

1962年、のちにノーベル物理学賞を受けるもととなった超伝導7/J理現象がジョセフ

ソンによって予言され、その 2年後にはその物理現象 「ジョセフソン効果Jを 証明す

るSQuDの 原型が作られた。このことからも、SQUIDが 非常に簡単な原理に基づい

ていること力`わか る。 こ こで、 SQUID(SuperCOnducting QUantum lnterference

Device)は、超伝導量子干渉素子のことである。

SQUIDに は、簡単な構造で実験室で容易に作製できるものから、信頼性の高い高度

な工学技術で作られるものまで多 くの種類がある。図 1には、現在最も広 く使われて

いるSQUIDの 構造を模式的に描いてある。これは、超伝導薄膜 (金属ニオブ :絶対温

度約 9度 で超伝導となる。なお、液体ヘ リウムは4.2度の冷媒である)か らなる、一辺

が約0.5111111程度の平面型の微小なデバイスである。シリコン基板上に成長 させた超伝

導薄膜を、半導体集積回路を作る方法である微細加工技術によって加工し、さらに電

気的絶縁層 (シリコン酸化物)を 積層 してまた加工する、といった手順を重ねて 5～

10層の薄膜構造を作る。その中心には磁場が貫通する正方形の穴があり、穴は一部の

細い切込みにつながっている。切込みの端の部分には同じ超伝導薄膜が重なっている

が、その間には薄い絶縁層 (アル ミニウムの酸化物)カミ形成されている。この絶縁層

の厚さは10 6 mllと非常に薄いので、絶縁層を介して上部と下部の超伝導薄膜が弱く結

合してお り、超伝導電子が通過できる。このような、薄い絶縁膜を上下の超伝導薄膜

ではさんだ構造はジョセフソン接合といわれる。SQUIDは ジョセフソン接合が 2個並

列に配置した、穴の空いた超伝導薄膜の構造を有している。

さて、図 1に電線を書き込んであるように、SQUIDに 直流電流を流してそのときの

電圧を測定する。図 2に はその様子をさらに模式的に描いてある。ここで、×印が

ジョセフソン接合を表 し、超伝導薄膜の穴はコイル (インダクタンス)と して働 くの
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図 1 薄 膜型 dc SQUIDの模式図

超伝導の金属 (ニオブ)薄 膜に正方形の穴とスリットを加工 し、スリッ

トの端には弱 く超伝導結合するように超伝導薄膜を重ねたジョセフソン

接合がある (図 2の 等価回路参照)。検出コイルで測定 した磁場を

SQUIDの 穴に結合するための薄膜入カコイルが積層 している。

図 2 dc SQUIDの 電気的等価回路

2端 子素子であるSQUIDの 両端に一定の電流を加えながら電圧を測定

する。SQUIDの インダクタンス (図1の正方形の穴)を 貫 く磁場により

電圧が変化する。

出
力
電
圧

出力電圧

入カコイル
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でコイルの記号を書いてある。このように、 2個 のジョセフソン接合とコイルからな

る簡単な回路がSQUIDの 本体であり、直流で駆動するのでdc SQUIDと 呼ばれる。な

お、図 2の 回路は、図 1の模式図とは上下が反転 した関係になっている。

SQUIDの 動作時には、電流を流 しながら電圧を同じ端子で測定する。これがなぜ磁

場センサーとして働 くかというと、コイルを貫通する磁場によりSQUIDの 抵抗 (正確

には交流状態の抵抗なのでインピーダンスと呼ばれる)力 変`化するので、一定の電流

を流 しておくと出力である電圧が変化するのである。SQUIDの 抵抗は磁場が加わると

変化するので、一定の電流を加えておくと電圧が上昇、あるいは下降することにな

る。つまり、電圧の変化分により磁場が測定できる。

ここで SQUIDの 動作原理を説明する。×印のジョセフソン接合は弱 く結合 した超

伝導体であるので、電流が流れると完全に抵抗ゼロの超伝導状態から有限の抵抗をも

つ状態となる。このときジョセフソン接合を流れる電流は、「ジョセフソン効果Jの 式

で記述される高周波の交流となる。ところで二つのジョセフソン接合の交流電流は、

二つのスリットを通った光 (波としての光)が 干渉するように互いに干渉 し合ってい

る。そこで、ジョセフソン接合に連結 したコイル中の磁場 (より正確にはコイルに鎖

交する磁束 (磁場とコイル面積の積))が 変化すると干渉電流が変化 し (量子干渉効

果)、その結果、電圧が変化するのである。

スリットで干渉 した光は、明暗の交替する並行な縞模様を作る。量子干渉効果によ

るSQUIDの 電圧はこれとおなじ数式で表され、図 3の ように磁束に対 して周期的に

変化する関数となる。つまり、入力の磁束に対 して出力の電圧は周期的な関数 とな

る。ここで、一周期の磁束は磁束量子と呼ばれる2× 10巧 Wb(ウ ェーバ)の 極微弱

量である。

出力電圧が入力磁場の周期関数では困るので、入力に比例 した電圧 となるよう

フィードバックをかけた回路によりSQUIDを 駆動する (図4)。 この回路により磁場

感度は増加し、最高10如 Wb(磁 場感度で10巧 T)の 感度が得られる。MEG信 号は、

脳内の信号源が深部になるほど振幅が減衰するが、10い Tの 感度はちょうど脳幹の反

応 (聴性脳幹反応)磁 場に対応 している。これに対し、大脳皮質は脳幹よりずっと頭

皮側にあるので磁場強度も高 く、したがって、皮質由来のMEGは 充分な強度で測定

できる。
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グラジオメータ

(1)
磁束

図 3 dC SQUIDの 出力電圧と入力磁束の関係

電圧は磁束により周期的に変化 し、その周期は磁束量子

(2.07×10崎 Wb)に 対応する。

SQUID

フィー ドバ ック
コイル

検 出 部 磁束ロックループ

図 4 dC SQUIDの 駆動回路

検出コイル (グラジオメータ)で 測定した磁場は入カコイルでSQUIDに

結合し、電圧に変換される。その後アンプで増幅され、積分器で周波数

特性を調整したあと、電流となってフィー ドバ ックコイルを流れ、再

びSQUIDに 磁場として帰遠する。この一連の閉じたループ (磁束 ロック

ループ)に よって出力電圧は測定磁場に比例 した関係になる。
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[SQUID磁 束計コ

超伝導の薄膜構造をしたSQUIDに は、同じく超伝導薄膜でできたコイル (入カコイ

ル)が 一体化されていて、SQUIDに 磁気結合している (図1の うずまき型コイル)。脳

の磁場を検出するのは、ある程度の面積をもった超伝導線からなる検出コイルである

が、検出コイルは SQUIDの 入カコイルに超伝導状態で結合している (図4参 照)。こ

の検出コイルと入カコイルからなる閉ループの超伝導回路では、回路内部の磁束をゼ

ロの状態に保つように遮破電流が流れる (マイスナー効果)。この遮蔽電流は検出コ

イルと直列に結合した入カコイルにも流れ、その結果生 じる磁場が SQUIDに 鎖交す

る。このようにして、検出コイルで測定した磁場が SQUIDで 検出される。

図 5に いろいろな型の検出コイルを示す。検出コイルは通常ボビンの周囲に巻 く

が、単一のコイルからなるもの (マグネ トメータ)と 二つ以上のコイルを組み合わせ

たもの (グラジオメータ)が ある。グラジオメータでは、二つのコイルを互いに逆向

きにして直列に結合すると一次微分型とな り、空間的にはボビンの軸方向に一様な磁

1次微分型 2次 微分型

マグネトメータ グラジオメータ
図 5 生 体磁気計測用の検出コイル

単一 コイル (マグネ トメータ)と 空間的に差分をとるグラジオメータが

ある。グラジオメータは、環境からの磁気雑音をキャンセルするために

使われる。
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場がキャンセルされる。さらにこのようなコイルの組を二つ逆向きに結合すると二次

微分グラジオメータとなり、一様な磁場に加え空間的に一様な勾配を持 った磁場 も

キャンセルされる。このようなグラジオメータ構成は、周囲の磁気雑音をキャンセル

するのに用いられる。信号であるMEGは 主に最下端のコイルにより検出され、それ

より遠方にあるコイルではほとんど検出されないので信号磁場は減衰 しない。

図 6に は検出コイルと頭部との関係を模式的に示してあるが、図のように頭部に垂

直方向の磁場を測定する。頭部の広い範囲からMEG信 号を検出するために検出コイ

ルをアレー化すると、多チャンネル SQUID磁 束計となる。1980年代にはSQUID磁 束

計は 1～ 7チ ャンネルのものが主流であったが、技術の進展 とともに装置は大型化

し、90年代に入ると37、64、122チャンネル装置が登場した。現在は、約150チャンネ

ルの装置が市販されている。このような多チャンネル装置では頭部全体から発生す

るMEG信 号が一回の検査で記録できる。

検出コイルとSQUIDは 超伝導状態で動作するので液体ヘ リウムで冷却する必要が

ある。ヘ リウムは断熱容器 (デュワー)内 に入れ、そのなかに検出コイルとSQUIDが

図 6 MEG計 測の概念図

図 5に示した検出コイルからなるアレーを頭部上に配置し、頭蓋表面に

垂直な方向の磁場 (MEG)信 号を検出する。実際には、検出コイルは

SQUIDと ともに液体ヘリウムの入ったデユワー内で超伝導状態にある

(図7参照)。

避だ2ご )二
十
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収納される。デュワーは完全に非磁性でなければならず、かつ断熱性を必要とするの

でプラスチック (FRP)材 料が使われる。一方、液体ヘ リウムは液体窒素などと比べ

ると極端に蒸発熱が小さく、冷却能力が低い。このため、蒸発量を抑えて液体ヘリウ

ムの消費を低 くするようにデュワーの構造が工夫されている。現在の生体磁気計測装

置で、ヘリウムの消費量は約10(リッター/日)程度であるが、ランニングコストのか

な りの部分を占めている。

図 7は MEG信 号の流れに沿 って測定システムをまとめたものである。テキス トの

″ ″ ′ ″ ′ ″ ″ ″ ′ ノ

図 7 生 体磁気計測装置

検出コイルとSQUIDの 入ったデュワーは磁気シール ド室内に置かれ、

SQuDコ ントローラ、アンプ、フィルタユニット、データ収録装置など

はシール ド室の外にある。MEG信 号はワークステーションにより波形

や磁場分布の解析を受けたのち、電流双極子の計算がなされ、別のワー

クステーションによりMR画 像に活動源位置が重ねられる。
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最初で述べたように、(MEG信 号の強度が小さいため、外部の磁気雑音を遮蔽するた

めに磁気シール ド室が使われる。シール ド室は透磁率が高 く磁場を良 く誘導するパー

マロイ (鉄とニッケルの合金)板 で覆われている。さらに、高周波の磁場を減衰させ

た り、電磁波を遮蔽するために、厚いアル ミニウムの板や銅板も使われる。このよう

に、磁気シール ド室は多層の金属板からなる重量のある部屋になるため、生体磁気計

測装置を導入するには部屋の新築、ないし床の改造などの設備工事を伴 う。

磁気シール ド室の中央には SQUIDの デュワーが設置 され、その下には息者用の

ベッドやイスが置かれている。これらの設備はもちろん非磁性の材料から作られてい

る。また、機能マッピングをする検査には、体性感覚や祝覚、聴覚系を刺激する装置

が必要であり、それらは磁気シール ド室の外に置かれ、適当な方法によリシール ド室

内に刺激が伝達されるようになっている。

磁気シール ド室のすぐ外には、SQUIDを 制御するコントローラーが置かれている。

コントローラーはまた、アンプやフィルタを備え、多チャンネルの MEG信 号を高速

でデジタル変換 して簡単な信号処理をリアルタイムで行 うデータ収録装置と連絡 して

いる。つぎに、ディジタルデータはワークステーションに転送されて波形や磁場分布

などの解析を受け、最後には、MECの 発生源である電流双極子の位置や大きさなど

の値が計算される。また、これらのデータ解析装置 と別に画像解析を行 うワークス

テーションがあり、MRIょ って測定した患者の頭部の断層像を画像処理 した り,電 流

双極子の位置をその上に転写する作業が行われる。MR画 像と結合 して初めてMEG信

号は生きたデータとなる。

3.MEG信 号

[神経細胞の活動によるMEGの 発生コ

生体磁気計測装置までをひととおり説明したところで、話を生体に移 し、MEGが

どのような神経細胞の活動により発生するかを見てみよう。

一般に、神経細胞の興奮や抑制によって細胞膜のコンダクタンスが変化 し、膜を横

切るイオン電流が生 じる。これに伴い細胞内外に電流が流れる。通常では、細胞外電

流は組織中の導体を広 く分散 して流れるので電流密度は無視できるほど小さいのに対

し、細胞内電流は神経細胞内の限局した部分を流れるので電流密度が大きい。このよ

うな電流密度の高い細胞内電流が SQUID磁 束計で計測可能な磁場を作 り出す。

MEGに 限らず、末梢神経磁場 ぐ申経軸索で発生する磁場)も その発生源は細胞膜を通

過 して流れるイオン電流であり、電気的には電流源で表される。一般に生体電気の発
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生源を電源ということが多いが、これは電流源であって電圧源ではないことに留意 し

よう。

脳は大脳、辺縁系、視床、脳幹、小脳などのいろいろな部位からなるが、それらを

構成するすべての神経細胞が磁場信号を発生するわけではない。磁場信号が MEGと

して頭部の周辺で計測されるには、多数の神経細胞の作る電流が互いに加算的でなけ

ればならない。言い替えれば電流源の向きがそろっていることが必要である。

ここで、脳の神経細胞の形を鋒体細胞型と星状細胞型の 2つ に分類 して考えると分

か りやすい。錐体細胞型の神経細胞とは図 8(左 )の 様に 1本 の大い尖樹状突起を一

方向に張 り出している細胞である。その代表が大脳皮質の鉾体細胞である。大脳皮質

では錐体細胞は皮質表面に垂直な方向に配列している。一方、星状細胞型の神経細胞

とは、樹状突起を放射状に四方八方に張 り出しているような神経細胞である (図 8

右)。大脳皮質のインターニューロンや視床、基底核、脳幹のほとんどの細胞は星状細

胞型に分類できる。

錐体細胞型の神経細胞の集合では樹状突起に流れる細胞内電流の和は一方向になる

錐体細胞 星状細胞

図 8 大 脳神経の構成要素である錐体細胞と星状細胞

錐体細胞は樹状突起を一方向に出してお り、樹状突起に流れるシナプス

電流は開電場ないし磁場を周囲に作る。これに対し、星状細胞は放射状

に多 くの樹状突起をのばしているのでシナプス電流は閉電場とな り、周

囲に磁場を発生しない。
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のでそのまわ りに磁場ができる。一方、星状細胞型の場合、樹状突起の細胞内電流は

互いに打ち消し合い、外部に大きな磁場を形成することはできない。 じ つは、このよ

うな細胞内電流の加算現象は MEGだ けではなくEEGの 場合も同じである。 しかし、

EEGの 場合は磁場ではなく電場 (電界)で あるので、図 8左 のような配列は開電場を

作 り、右のような配列は閉電場を作ると表現 される。なお、大脳新皮質における

MEGの 発生機序については、他に解説
め°があるので参考にされたい。

神経細胞の電気活動には、以下のものが挙げられる。

A.活 動電位

B.興 奮性シナプス後電位

C,抑 制性シナプス後電位

D.過 分極後電位

神経細胞は通常、細胞内が外部に対して-60か ら-80mVに 分極 しており、静止膜

電位を持っている。ここで、細胞の興奮にともなう脱分極電流は静止膜電位がゼロか

ら偏位 していて脱分極後の電位 (平衡電位)カミ高いほど大きい。神経軸索を伝導する

活動電位はピーク電位が+30mVも あり、静止膜電位との差が大きいので大きな電流

が生 じるが、電流の波形は幅 l ms程度のスパイク状である。このため、多数の神経軸

索が電流スパイクを出しても、ほとんど同期しないので磁場は加算 されず、中枢の

MEG形 成には関与しないと考えられる。ただし、末梢神経からはスパイク状の活動

電流磁場が観測されている。この理由としては、電流双極子 (のちに説明)モ ーメン

トが大きく、神経繊維の直接的刺激により同期した活動が得られることなどが挙げら

れる。

シナプス後電位は、活動電位とは異なり電流の持続時間が10ms以上あるので、同 じ

方向の細胞内電流による磁場は加算されてまとまった大きさの磁場を発生する。ここ

で、興奮性シナプス後電位はその平衡電位 (OmV)と 静止膜電位との差が大 きいの

で大きな細胞内電流が流れる。従ってMEGの 形成に大きく寄与する。これに対 し、抑

制性シナプス後電位は、その早期成分の平衡電位 (-75mV)は 静止膜電位に非常に

近いので、大きな細胞内電流は発生しにくい。したがって、MEGへ の寄与は非常に小

さいと考えられる。

いずれにしても、MEGの かなりの部分は興奮性シナプス後電位にともな う細胞内

電流により発生していると考えられている。またその神経細胞は、大脳皮質中の配列

した錐体細胞である。錐体細胞のシナプスの多 くは細胞体から上に延びた樹状突起に

結合している。従って、樹状突起から細胞体に向か う電流がMEGの 発生源となる。以
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上をまとめると、「錐体細胞の樹状突起内をゆっくりと流れるシナプス電流が磁場 と

して互いに加算されてMEGと なる」。

[電流双極子による磁場コ

配列した神経細胞内の電流は充分に離れた所からみると、それらはまとまって一個

の微小な長さの電流源に見える。この様子を図 9に示 してある。大脳皮質の細胞の長

さは数llullの皮質層の厚さを越えることはないので、それよりも充分に大きな距離、例

えば数cm以上の距離では微小な長さの電流源と見なすことができる。このような電流

源は電流双極子と呼ばれる。神経細胞の電気的活動を双極子に見立てるとい う意味

で、等価電流双極子 (Equivalent Current Dipoに:ECD)と もいわれる。

電流双極子の長さをs、その電流値をIとすると、電流源から距離Rだ け離れた地点

での磁場の値 Bdは

斑 =器 飾 θ         0

で与えられる。ここで、μOは真空の透磁率、θは電流Iの向きと観測点のなす角度であ

る (図9)。(1)式はビオ ・サバールの式と言われる。磁場 Bdに は電流 Iと電流源の長

Bd=μ  oQsin θ/4 π  R2

図 9 配 列した鵠体禍穐の集合を等価電流敦極岳ぶ得る磁場

一方向に配列した錐体細胞の細胞内電流は互いに加算的であり、等価な

電流双極子 Qを 構成する。この電流双極子は距離 Rの 点で双極子磁場

Bdを 作る。

Q
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さsは積の形で入ってお り、個々の値は意味を持たない。そこで、Q=sIと して電流双

極子のモーメントとする。MEGの 測定と解析により求まるのは、Qの 値と距離R、角

度 θである。よリー般的には、電流双極子の座標 (X,Y,Z)カ ミ計算される。なお、

Qは MKS単 位系で [Amコ の単位をもつが、MEGの 場合にはその109の大きさの単

位 [nAmヨ が使われる。

それでは、どのくらいの大きさの大脳皮質の面積が MEG発 生に関わっているので

あろうか ? こ こで、体性感覚や音、光刺激などによる一次感覚反応を例にとって推

察 してみる。実測によると、その電流双極子モーメン トは Q=100 nAm(2～ 5

nAm)の オーダである。そこで、モーメントをQ=5nAmと 仮定し、さらにひとつの

細胞のシナプス後電位のモーメントを 2× 10おAmと すると2.5×104個の細胞が活動

していることになる。さらに大脳皮質の面積あたりの神経細胞の密度を105/揃とし、

一次反応では皮質細胞の 1%が 視床から投射を受けているとすると、25揃の面積の皮

質がMEG発 生源として見積もられる。

この値は一次反応である。刺激後にMEG反 応が観測される時間 (潜時)に して20～

30ms程度の短い潜時の反応である。これに対し、50～100msに生じる長潜時反応は振

幅がずっと大きく、モーメントも約一桁大きい。そこで長潜時反応まで含めて考える

と、MECは 直径 l cm以上の広がりをもった大脳皮質の領域から発生していると推定

される。さらに高次領野の神経活動では、もっと広い範囲が関与している可能性があ

る。

MEGで は、このような広が りを持った神経活動磁場をそこから3～ 8 cmの距離の

頭皮上において、 2 cm程度の直径の検出コイルで計測している。計算により電流双極

子の位置を推定するわけであるが、そのときの空間分解能は数 (3～ 5)mmと 言われ

る。数cmの広が りを持った活動源の推定精度が数llllllではおかしなことになるが、活動

源を一個の等価電流双極子として扱っているので、計算 された位置は広が りの中心

(モーメントQの 重心)座 標と解釈される。

[MEG信 号の特徴コ

式(1)が細胞内電流による磁場を与えることは分かったが、それでは細胞外に流れる

容積電流による磁場はどうなのであろうか ?電流双極子による磁場との関係はどのよ

うなものであろうか ?複雑な計算は省略してそれらの結果のみをまとめると、以下の

ようになる。

A 球 状の容積導体中に置かれた電流双極子の電流は、それが作る磁場により二種に
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分けることができる。それらは、球の半径方向の電流による双極子と球面に接す

る方向の電流の双極子である。

B 球 の持つ高い対称性のため、半径方向の電流による双極子磁場は容積電流の磁場

により完全に打ち消される。

C 容 積電流がつ くる磁場の向きはすべて接線方向である。したがって、半径方向の

磁場を計測すると容積電流磁場は含まれず、双極子磁場のみとなる。

図10には、接線方向を向いた電流双極子とその容積電流が作る磁場の様子を模式的

に描いてある。ここで、頭部///状がほぼ球であることを考えると、Bの 結果 より、

MEGで は頭部 (頭蓋骨)に 平行な方向の電流双極子のみを観測していることになる。

さらに電流双極子が皮質に垂直であるとすると、脳溝内の神経がおもな活動源 とな

る。これに対し、頭蓋骨に平行な広が りをもつ脳回ではその細胞内電流は頭部球の半

径方向をもつため、MEGと して観測されない。

Bd

図10 頭蓋球内の電流双極子と容積電流

球面に平行な方向の電流双極子 (左)は 磁場Bdを頭部外に作るが、その

容積電流磁場 (右)は 接線方向成分のみをもつ。

通常検出コイルで測定する MEGは 半径方向の磁場であるので、 Cの 結果か らは、

MECで は電流双極子磁場のみが含まれることになる。 このことは、測定 した磁場 の

値か ら双極子の位置を計算するとき、(1)のビオ ・サバールの式を解けばよいことにな

り、複雑な構造をもつ脳内に流れる容積電流を計算する必要は無いといえる。

実際には頭部は完全な球ではない。双極子電流のみを考えた解析はかならず しも正

しくないことが予想される。 しか し、計算機を使 ったシ ミュレーシ ョンや頭蓋骨モデ

ルを使 った実験からは、容積電流磁場の寄与率は一般には低 く、電流双極子磁場のみ

ァ
／

）

、ヽ気
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の計算で充分な精度が得られることが分かっている。

[MEGと EEGの 比較∃

頭皮上で電極により計測した電気信号がEEGで あるが、その発生機序はMEGと 同

じであり、大脳皮質の開電場をつ くる錐体細胞のシナプス電位と考えられている。厳

密にいうと、EEGは 頭皮上の 2点 間の電位の差 (電位差 :電圧と同義語)で ある。図

11にはMEGと EEGの 計測の様子を概念的に示 した。EEGに は基準となる電位を与え

る電極が必要であるが、基準電極は神経活動が全 く反映されない電位ゼロの状態が望

ましい。 しかし、通常基準電極が置かれる頭部 (顔や首を含む)で は、電気伝導によ

り何らかの電位活動が基準電極の電位に合まれてしまうので、その影響を考慮 しなけ

ればならない。

これに対 し、磁場信号であるMEGに は基準点が必要ない。狽J定点での観測値が磁

場強度を表すので、絶対的な値としてそのまま解析に使 うことができる。

図1l MEGと EEGの 比較

MEGは 脳神経の細胞内電流が作る磁場信号であるの

に対し、EEGは 頭蓋内を流れる容積電流が作る電位差

(電圧)で ある。

図11からわかるように、EECは 神経細胞から頭部内組織である容積導体に流れ出し

た細胞外電流を観察 している。一方、前述 した ように MEGは 細胞内電流 (電流双極

子)を 観察 している。 このことか ら、両者は表裏の関係にある。大脳皮質から発生 し

た容積電流は、電気伝導度が大脳皮質 より数倍大 きい脳脊髄液中を流れ、次いで電気

伝導度が非常に低い頭蓋骨 と再び伝導度の高い頭皮を経て電極で EECと して記録 さ

WIEG
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れる。これらの電流の軌跡を計算することにより、EEGの 電流源 (MEGと 同じ電流

双極子)カミ求められる。しかし、各組織の電気伝導度とともにその 3次元的な構造が

個々の頭部に対して分かっていなければならないし、数学的技法 (有限要素法など)

で脳内の電位や電流分布を計算することは非常に時間のかかる作業である。実際には

頭部を内部の伝導率が一様な球と仮定した り、伝導率の異なる同心球として近似計算

をするが、かな りの誤差は避けられない。

これに対 しMEGの 場合は、容積電流の作る磁場が無視できるほど小さく、電流双

極子磁場 (式(1》カミほぼ観測値と同じ値になる。したがって、簡単な計算で活動神経

の位置が推定できるわけである。

先に述べたように、球形の頭蓋内で半径方向を向いた電流双極子はいかなる磁場も

外部に作らない。このため、MECで 検出されるのは頭蓋面に平行な (接線)方 向の電

流成分である。図12は側頭葉を脳の他の部位と分ける深い脳溝であるシルビウス裂の

中にある皮質細胞の活動 (黒の矢印)と 発生するMEC信 号を模式的に示 したもので

ある。このように、頭蓋に平行な双極子電流源には脳溝の活動が対応することが分か

る。また、式(1)で表されるように、MEG信 号は距離の 2乗 に反比例して強度が距離と

ともに減衰する。また、外部磁気雑音をキャンセルするためにグラジオメータ型の検

出コイルを用いるので、さらに距離による減衰は大きく、脳の深部にある活動源は頭

皮上に大きな磁場を作らない。以上のことから、MECは 頭蓋骨下の比較的浅い部分

Bd

図12 脳 溝の皮質細胞の活動による電流 (黒矢印)と

脳回の活動による電流 (白矢印)

脳簿の活動電流は頭蓋球に平行な方向をもつため、双極子磁場 Bd を発生する。
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にある脳溝の活動を強 く反映する。

脳回の活動 (図12の自の矢印)は 頭蓋球の半径方向の電流成分となるため、MEG信

号を発生しない。この活動は頭皮上に置いた電極により計測するEEG信 号に良 く反

映される。EEGは 容積電流が伝達する電位なので、距離による減衰はほとんど無い。

むしろ高い電気インピーダンスをもった頭蓋骨による減衰が非常に大きい。 したがっ

て、脳の深部に信号源がある場合でも、浅い部分の活動と同じような強度でEEG信 号

が計測される。このように、MEGと EECは 互いに相補的な特徴をもっている。

MEG信 号の距離による空間的減衰が大きいことは深部活動の計測が困難になると

いうことで短所ではあるが、逆に皮質性の活動の場合はその磁場信号が活動源の近傍

に局在することになる。一般に、信号の空間的局在性が高いことは空間分解能が高い

ことを意味し、脳内のいろいろな場所で同時に生じる活動を独立に求めることができ

る利点となる。これに対 しEEG信 号は、容積電流による空間伝播と頭蓋骨によるス

ムージング (ぼけ)効 果により、近接した複数の活動源を求めることは困難である。

4.MEGの 計測と解析

[MEGの 計測コ

図13には、現在日本で広 く使われている生体磁気計測装置と普及 しつつある装置の

写真 (主としてカタログからコピーしたもの)を 示してある。(うは BTi社 (アメリ

カ)製 の磁束計で上下37チャンネルのデュワーがある。ここで、 1チ ャンネルの構成

は検出コイル (通常はグラジオメータ :図 5参照)一 個とSQUID(図 1、 2)お よび

駆動回路 (図4)か らなっている。し)の磁束計では、円形の記録範囲 (直径約14cln)

をもつ上下のデュワーで頭部をはさむようにして測定を行 う。ここで、頭部球の半径

方向磁場を検出するために、頭蓋表面にコイル面が平行になるようにデュワーをセッ

トする。多チャンネルの検出コイルは球面をなすデュワー底面上にあるので、コイル

面中心を測定部位の頭蓋表面にフィットする球の中心に一致するようにデ ュワーを

セットする。

(り、(c)、い)はそれぞれ BTi社 、CTF社 (カナダ)、NeurOmag社 (フィンランド)製

の全頭型 SQUID磁 束計である。全頭型では、頭蓋下部を除いたすべての部位から

MEC信 号が一回の測定で記録できる。チャンネル数は148、143、122である。 ここ

で、Neuromag社 の SQUIDは 検出コイルに平面型グラジオメータを用いているため、

チャンネル数は122であるが測定点は61点である。各測定点について、頭蓋表面内で

直交する方向で半径方向磁場の差分を取るような検出コイルを 2個 使っているため、
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(c)               い )

図13 市 販されているいろいろな生体磁気計測装置

(うはデュアルタイプ、い)～(d)は全頭型 SQUID磁 束計である。

2チ ャンネル/測定点となっている。

全頭型 SQUIDの 場合には、頭部輪郭に合わせて作ったデュワー内壁の曲面上に検

出コイルがほぼ等間隔になるよう配置されている。息者は座った状態か横たわった状

態でヘルメット型のデュワーに頭部を挿入する。頭部座標とSQUIDの 検出ヨイルの

相対位置を決定するには、頭部の代表的な点 (鼻根点、CZ、左右の耳孔前点、イニオ

ンなど)に 小さな平面状のコイルを張り付け、そのコイルが発生する磁場をSQUID磁
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束計で計測してコイルの位置を決定する、という方法が取られる。BTi社 製の37チャ

ンネル SQUIDの 場合には、頭部に対するデュワーの位置が測定部位によりもヽろいろ

変化する。このため、頭部の代表的な点を磁場センサーを使った 3次 元ディジタイザ

で計測する方法が取られている。ディジタイザの発振器がデュワーに取付けてあり、

発振器に対する頭部の点の位置が分かればデュワーとの相対的座標が決まることにな

る。このようにして、MEG記 録に先立ち頭部座標の計測が行われる。

てんかんのスパイク波のように自発性のMEG信 号を計測する場合には、記録 した

波形の中から目的とするスパイクを選択する。単一のスパイクを使 った り、あるい

はSN比 を向上させるため複数のスパイクを加算平均したのち、活動源である電流双

極子のパラメータを計算することになる。機能マッピングのように誘発 MEGを 計測

する場合には、体性感覚や聴覚、視覚などの感覚刺激を患者に与えながらMEG信 号

を記録 し、100回程度の信号の加算平均を行 う。これは、SQUID磁 束計の感度が充分

に高 くSQUIDの 雑音が無い状態でも自発性の脳活動によるMEG信 号が常に存在する

からである。誘発信号にとっては、この自発性のMEGは 雑音となる。

機能マッピングの場合には、各種の感覚刺激を磁気シール ド室内にある SQUID磁

束計の近傍まで導入し、アーティファクト (磁気雑音)の 少ない状態で刺激を行 う必

要がある。聴覚刺激では、磁気雑音の少ない特殊なイヤフォーン (通常のオーディオ

用のイヤフォーンは大きな磁場を発生する)を 使い、SQUIDデ ュワーから lm以 上離

して置 く。イヤフォーンから患者の耳まではプラスティックチューブで音を伝達させ

る。ここで、プラスティックチューブのため高い周波数の音が減衰するのと、チュー

ブ内を伝達する時間がかかることに注意すべきである。精密な測定のためには、前者

に対してはイコライザなどにより周波数の補正を行い、後者に対 しては MEG反 応の

潜時の補正を行 う。

体性感覚刺激では、手ごろな方法として電極による正中神経などの電気刺激が使わ

れるが、思者の手はSQUIDデ ュワーの比較的近傍にあり、電極に加わる高い電圧パル

スが磁気雑音として SQUID信 号に混入する。極端な場合には、電圧パルスにより

SQUIDが 瞬時的に動作 しなくなることもある。このような電気的障害を除き、さらに

刺激する感覚神経を限定するために皮膚の機械的刺激が使われる。この場合は磁気雑

音を発生しない空気圧 (エアー ・パフ)に よる圧力刺激が一般的である。

祝覚刺激は、最も複雑な刺激伝達法を要する。光のオン ・オフによる刺激はLEDな

どを使えば簡単にできるが (この場合LEDの 配線が磁気雑音を発生するので注意する

必要がある)、一次祝覚野を効果的に刺激するための格子縞や、一般図形などの刺激
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には適しない。通常、磁気シール ド室の外に置いた光刺激発生装置から、鏡や レンズ

などの光学的方法を使って息者の眼前のスクリーンに刺激を投射することとなる。い

ずれの方法でもそれな りに工夫が必要である。なお、光ファイバによる画像伝送は理

想的な方法の様に思われるが、ファイバヘの光収集のロスやファイバ自身の減衰 (可

祝光では減衰が大きい)の ため、かなりの困難をともなうことがある。光刺激発生装

置としては、CRTモ ニタや液晶プロジェクタをパソコンで制御するのが最も容易で一

般的である。この場合、モ■夕やプロジェクタの走査速度 (周波数)に より格子縞や

図形の立ち上が り時間が決定される。

[活動源の推定 :電流双極子の計算コ

MEG計 測が終了したところで次に信号の解析に移るわけであるが、EECと 同様に

まず、多チャンネル波形を読んで特徴のある信号の抽出や選択が行われる。てんかん

の診断においては EEC記 録と併用するのが通常であるので、両者の波形をもとに診

断が行われる。ここで、全頭型SQUID磁 束計の記録では、頭部の広い範囲から信号が

得られる。MEG信 号は空間的局在性が高いので、頭部上の記録位置が違 うと波形が

異なる場合が多 く、100チャンネル以上の波形から特徴的な信号を選択 して分類する

のは容易ではない。検査する疾患や機能に応 じてノウハウ (データベース)を 蓄積

し、それらのデータや経験に基づいて解析を進めることになる。

図14(上 )に は、143チャンネルの全頭型 SQUIDに より測定 した聴覚誘発 MEG信

号の波形を記録位置に対応させて示す。 l kHzの 純音を1.5～2s間 隔で両耳に与えて

50回の加算平均を行ったものである。非常に多 くのチャンネルで信号が発生 してお

り、このようなデータを読むには経験とノウハウが必要なことが推察される。この場

合、左右の側頭に広がる信号が、それぞれの脳半球の側頭葉聴覚皮質の活動によるも

のである。最大振幅を示す潜時98msで 等磁場線図を描 くと (下図左)、左右の大きな

信号のピークは前部と後部で極性が反転 してお り、それらの正負のピークは前後で対

をなすものであることが分かる。なお、EECで 同様な記録を行 うと、頭部中心が最大

振幅となる一極性の電位分布が得られる (下図右)。MEGと EEGの このような違い

は、MEG信 号の空間局在性が高いことにより、左右脳半球の活動を分離 して観察で

きることによる。

正確に波形を観察するには、正負のピークを抽出して同じベースライン上に重ねる

と良い。ピークの潜時が一致していれば同じ活動源によるものといえる。図15にはそ

のような MEG信 号の例を示してある。これは前図と同様に純音により誘発 される
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図14 全 頭型 SQUID(143チ ャンネル)に より測定 した聴覚誘発MEG信 号波

形 (上)と 潜時98msで 描いた等磁場線図 (左下)

l kHzのバース ト純音を1.5～2s間 隔で両耳に与えて50回の加算平均を行っている。等

磁場線図の間隔は50fT、灰色の部分が負 (頭部に吸い込まれる方向)の 磁場である。32

チャンネルで記録したEEG信 号の等電位線図 (潜時98ms、間隔 lμV)を 比較してある

(右下)。(これらのデータは CTF社 のご好意による)
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図15 1 kHZ純 音を両耳に与えて右側頭上で測定した MEG波 形

37チャンネル SQUIDで 記録したものを基線をそろえて重ね書きしてある。

MEGを 、37チャンネルSQUID磁 束計を用いて右側頭上で記録 したものであり、潜時

O msが純音の立ち上が りに相当する。約100msに Nlm(EEGの Nlに 相当)ピ ー

ク、180msに P2m(同 様にP2に 対応)ピ ークが見られるが、正と負のピーク潜時は

一致 し、ほぼ同程度の振幅である。Nlmと P2mの ピークは、各々ひとつの活動源か

ら発生しているように思われる。

しかし、より詳細に波形を観察すると、P2mピ ークは時間的に隣接 した二つの成

分からなっている。これらの極性は同じであり、Nlmピ ークの極性とは反転 してい

る。また、Nlm波 形のなかで振幅の小さな波形ではそのピーク溶時が前後にシフ ト

してお り、大きなピークの波形の潜時とは一致 していない。 このような微細な構造

は、MEGが 空間的に高い分解能で信号を検出することによる。ピーク潜時のずれの

誘因ははっきり分かっていないが、活動源である電流双極子が時間的に移動している

可能性がある。

図15のような正負の符号の波形が同程度のチャンネル数からなる磁場データが得ら

れると、つぎに活動源 (磁場発生源)で ある電流双極子の解析に進む。図14の全頭

型 SQUIDの 波形の例では、143チャンネルデータから活動源を同じくすると思われる

波形群を選択することになる。

図16は、電流双極子解析を分か り易く描いたものである。上図の側頭上の点がチャ
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図16 電 流双極子解析を示す模式的図

狽J頭上で多点 (上)測 定 したMEC信 号から、主要なピーク潜時に対する

等磁場分布 (中央)力 描`かれる。この測定磁場に最も近似する理論磁場

(下)を 与えるような単一の電流双極子 (矢印)の 位置とモーメントが

計算される。
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ンネルの測定点であり、Nlmピ ーク潜時の磁場振幅で描いた等高線 (等磁場線図)

が中央の図である。ここでプラス印が測定点である。電流双極子の推定を一言でいう

と、図の中央のような雑音の重畳した磁場分布に最も近似する理論磁場を与える一個

の電流双極子を計算することである。ここで、電流双極子のもつパラメータは、x,

y,zの 3座標と双極子モーメントの 2成分の計 5個 である。MEGで は頭蓋球面に平

行な方向の電流双極子だけが磁場信号として検出される。したがって、双極子モーメ

ントの成分は 3つ ではなく、球面内で互いに直交する方向の 2成分である。

以上の 5パ ラメータを変化させながら理論磁場を計算し、測定した磁場に近似させ

るわけである。ここで、理論磁場には式(1)のビオ ・サパールの式が使えるが、より正

確には頭蓋球導体内の容積電流が作る磁場 (図10右参照)を 取 り入れた式が使われ

る。先に、頭蓋球の半径方向磁場には容積電流が作る磁場は含まれないと説明した

が、実際の計測では検出コイル面の方向は頭蓋球の中心をすべて向いているわけでは

ない。とくに全頭型 SQUIDで は倶l頭部のように平坦な部分や後頭部のように球面に

近いところもあり、一般には頭蓋球の半径方向からずれた磁場を計測している。 した

がって、そのことにより検出される接線方向磁場 (わずかな成分ではあるが)に は容

積電流が作る磁場が含まれるので、球状導体中の容積電流磁場を取 り込んだ計算式が

用いられるわけである。

図16の下の図は、このようにして計算された電流双極子が作る磁場分布である。中

央の図の計測磁場分布に近似したものとなっている。つぎに、計算された電流双極子

がどれだけ実測値の磁場を表 しているか、すなわち電流双極子性を示す数値 として

Goodness of fitと呼ばれる次式がよく使われる。

Σ(Bm一 Bc)2
G=(1- )〉〈100ジイ

ΣBm2

ここで、Bmは 測定磁場、Bcは 計算磁場であり、加算 Σは測定点にわたって行 う。

G値 が100%の ときBm=Bcな ので理論と実測が完全に一致していることになる (完全

な電流双極子性)。

このG値 の他に、測定磁場と計算磁場の相関係数を計算 して一致度を評価する方法

もある。いずれにせよ、コンピューターで計算された (半自動的に出てきた)電 流双

極子は、そのまま真の活動源すなわち神経活動の位置や大きさを表 していると受け入

れることはできない。

電流双極子の信頼性を評価する方法としてはいろいろ提案されており、どれが正し

いということはできない。 ここでは、比較的良 く日本の研究者に使われている方

修)
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法
*を列記する。

1 等 磁場線図が、正と負の一対の磁場の極大点からなるような電流双極子性を示す

こと。

2 G値 あるいは相関係数 (電流双極子性)力 あ`る値以上であること。

3 高 い電流双極子性が、ある一定時間 (例えば10ms)以 上続 くこと。

4 信 頼限界 (confidence volume)力`ある値以下であること。

5 磁 場の残差 (Bm―BC)カミ統計的に雑音磁場 (例えば誘発 MEGで はNll激前の一定

期間の磁場)と 区別できないこと。

ここで、 1、 2は 既に述べたことであるが、 3は 時間的に活動が安定していること

を要求している。 4の 信頼限界は、電流双極子のありそうな範囲を統計的に計算した

ものであるが、通常、95%限 界の値が使われる。 5は 測定磁場が単一の電流双極子に

よるもので、他の双極子が存在 しないことを意味している。

このような評価基準の数値を計算するのは簡単ではないが、MEG解 析のソフ トウ

エアには含まれてしかるべきものである。また、基準とすべき数値については、装置

や計測する信号により異なるものであり、一義的に決めることはできない。てんかん

スパイクの電流双極子ではG値 は98%以 上という例があり、一方、誘発 MEGの 双極

子では90%あ ればよい、などという例もある。シミュレーションやデータの蓄積の中

から基準値が決められるものであろう。

EMR画 像との重ね合わせ]

電流双極子の空間座標を計算したあとは、同じ息者の頭部 MR画 像上にその位置を

重ねる作業が行われる。MEG解 析は機能情報の局在なので、頭部組織の画像化は他

の手段に頼らなくてはならない。MR画 像を使 うのが最も一般的である。

MEG座 標系とMR座 標系は一致しないのが普通である。そこでMR撮 像時には、

MEGの 計測前に頭部座標を計測した代表的な頭部の位置にマーカ (ビタ ミンEの カ

プセルなど)を 置いて画像を取る。MR画 像は、コンピューターに取 り込んだあとは

これらのマーカを基準にしてMEG座 標に沿って切 り出し、その上に電流双極子を重

ね書きする。その際、電流双極子の位置を点や丸で表示するのが普通であるが、信頼

限界や標準偏差の大きさを表示することもある。さらに、電流双極子のモーメントの

向きを線分 (ベクトル)で 表し、細胞内電流と皮質構造の対応を見る場合もある。

図17は、MR画 像上に誘発MEG信 号の活動源を重畳させた例である。ここでは

脚注 :*NTT基 礎研究所の今回俊明氏はこれらの基準を提唱している。
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図17 MR画 像にMEG活 動源の位置を重ね書きしたもの

上図は、視覚文字刺激により潜時約300msに生じる反応の電流双極子を

脳表面に示してある。下図は、短いクリック音により誘発されるいろい

ろな潜時の反応 (潜時10msi O、18ms i◇、30ms i□,100ms:△ )の

双極子とモーメントの向きを水平断面と矢状断面にプロットしてある。

MEG信 号の計測条件の詳細は省略するが、上図は文字の祝覚的刺激に よ り側頭部に

活動が観測 されたものである。MR断 層像は1.811ullのスライス厚 さで頭部をカバーする

全領域を撮像 し、そののち脳表面の画像を再構築 している。MEGは 6回 の繰 り返 し

測定を行ってそのたびに電流双極子を計算し、標準偏差を求めてその範囲を四角で表

示してある。シルビウス裂の後端に活動があることがわかるが、この位置は純音や音

声に応答するシノイビウス裂の中にある一次聴覚野の後方にあたる。

下図はMR断 層像中に活動源を表示したものである。電流双極子の位置をシンボル

で表し、電流の向きをベクトルで表示してある。これらの活動源は、クリック音を両

耳に聞かせ測定した短潜時聴性誘発反応であり、潜時10ms(○ )、18ms(◇ )、30ms
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(□)の 活動源である。また、潜時100msの 長潜時 Nlm反 応 (△)も 比較のため示

してある。いずれの活動の電流双極子もほぼシルビウス裂に対して直角な方向のモー

メントをもってお り、細胞内電流が側頭実上面の聴覚皮質に垂直に流れていることを

示唆している。水平断面像からは、ヘシェル横回上に活動源が位置し、短潜時の活動

は長溶時の活動に比べて内側にあり、かつ10msの 最も短い潜時の活動が最内側にあ

ることがわかる。

5.MEGの 臨床応用

MECの 臨床応用に関してレビューを行 うのがこのテキス トの目的ではないので、

詳しくは専門書
中釣や解説などいうを参考にして頂きたい。MEGの 臨床検査や研究が行

われているテーマを列記すると以下のようになる。括弧内が対応する疾患や検査対象

である。ここで、SEF、 VEF、 AEFは 、それぞれ体性感覚誘発、視覚誘発、聴覚誘発

磁場の略である。

・機能地図 (腫瘍や障害による変位、再編成)

o SEF検査 (手術前後の機能モニタ、手術シミュレーション)

。巨大 SEF(ミ オクローヌス)

・VEF検 査 (視覚異常、後頭葉の障害)

・AEF(Nlm)検 査 (聴覚検査、側頭葉の障害、アルツハイマー、分裂病)

・徐波、デルタ波 (脳血管障害、虚血 :TIA)

・スパイク波 (てんか
'ん

(間欠期、発作開始時)、脳血管障害)

・事象関連反応 (精神疾患、分裂病、自閉症)

・痛み関連反応 (痛覚センタ、ファントムペイン)

なお、これらは会議や研究会の資料などからピックアップしたものに過ぎず、他に

も多 くの応用があると思われる。

最後に MEGの 臨床応用例として、アメリカ ・ニューメキシコ州立病院で日常の診

療に全頭型SQUID磁 束系を用いて行っている機能検査を紹介する。EEG(64チ ャンネ

ル)と 同時記録が可能な122チャンネルSQUID磁 束計を使って週に 5日 診療を行って

いる。また、MRIは 0.23Tの 装置を使っている。

検査のプロトコルは 5段 階に分かれるが、すべての思者に対して行 う。その Iは 5

分間の安静時自発 (開眼と閉眼)MEG測 定で、てんかん性スパイクを含む異常脳波の

検査、 1は 閉眼、開眼、右手を握る、 リ ラックス、左手を握る、 リ ラックス、閉眼の

状態を30秒ずつ順次行い、アルファ波とミューリズムの検査、回は周波数 4,8,12,
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16Hzで位相反転する格子縞パターンによる全視野視覚刺激の誘発 MEG検 査、Ⅳは片

耳と両耳に短い音刺激を与える聴覚誘発 MEG検 査と手と足に対して電気刺激を行 う

体性感覚誘発 MEGの 検査、Vは 目を固定 した状態でパターン刺激を 4分 の 1視 野に

ランダムに与える祝覚検査からなる。ここで、Ⅳ,Vの 検査ではMEG反 応の潜時、振

幅、磁場分布、脳内の電流双極子位置について検討がなされる。これらの検査は 1時

間以内に終了するが、さらに必要な場合には運動機能や認知関連のMEG検 査も行わ

れる。

以上のプロトコルに基づ く検査が一日3～ 5人 のペースで行われているが、そのう

ち約25%は てんかん検査の関連であり、10%は 腫瘍や血管異常 (奇形)に もとづ く機

能マッピングである。精神科疾患の思者も相当数を占めている。他に研究段階の検査

としては、脳虚血にともなう意識障害、外傷性障害、薬物中毒 (濫用)、痴呆などがあ

る。
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