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特別講演II

ニューロリハを切り拓く，神経促通バイオフィードバック装置IVES

村岡慶裕＊

1．はじめに

　20世紀までは，一度損傷した中枢神経網は回復する

ことはないとされ，脳卒中上肢麻痺は発症後6カ月以

降の機能回復は望めないというのが常識であった．した

がって，残存機能を活かすためにt非麻痺肢の機能を積

極的に高めt麻痺肢を代償することで，日常生活動作を

獲得するリハビリテーション（以下リハビリ）が主流と

なっていた。しかし，今世紀に入ると，計測技術の進歩

により，神経科学が発展したことで，脳神経機構の再構

築の存在が明らかになった．そして，神経科学に根ざ

した損傷後の神経機能の同復を促すことを目的とした

ニューロ・リハビリテーション（以下ニューロリハ）と

いう概念が生まれた．ニューロリハは，電気刺激などで

外部から中枢神経系へ働きかけたり，本人が麻梅した筋

肉を随意的に動かしたりすることで，中枢神経系の可塑

性を利用して脳神経再構築を促す治療である．すでに

ニューロリハが．中枢神経の回復過程における神経ネッ

トワークの再構築を促すことは．脳機能計測により確認

されている．

　筆者らも20世紀末に，中枢神経系疾患に対する治療

的電気刺激（Therapeutic　Electrical　Stimulation：以下，

TES）による随意運動の促通効果などが，脊髄内の中枢

神経系の可塑性によって生じうることを確認したい．外

部から電気刺激を与えて，ある特定のシナプスに電気パ

ルスを通過させることで，そのシナプスの伝達効率を上

昇させることができる．しかし，TESによりシナプス

の伝達効率を上昇させても，TES終了後は，電気パル

スの通過頻度が再び低下するため，その効果は数時間で

施行前の状態にもどってしまう．したがって，効果を定

着させるためには，電気刺激を与え続けるか，TES終

了後も継続して皮質レベルの運動学習を行い，皮質から

下降してくる電気パルスの頻度を上昇させることが必要

であると推察した．しかし，従来の低周波治療器の場合

自らの意志とは関係無く刺激が加わり，筋収縮を誘発す
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るため，日常生活活動の中で用いることができない、ま

た，そのような刺激法では，運動学習を期待できない．

そこで，著者は，従来の低周波治療器の持つこれらの欠

点を解消する随意運動介助型電気刺激装置（lntegrated

Volitional　control　Electrical　Stimulator：IVES）を開発

した2．IVESは，刺激中の電極から常に随意筋電量を

モニタリングし，安静時には対象筋に収縮閾値下の強度

で電気刺激を行い，随意収縮が検出されるとそれに比例

した電気刺激を与えることのできるバイオフィードバッ

ク（以下BFと略す）機能付低周波治療器である．この

随意筋電量に比例した電気刺激は，日常生活での長時間

電気刺激を可能にすると同時に，運動麻痺を呈した患者

の不十分な随意運動を増幅し，自らの運動を認識しやす

くして本人にフィードバックするため，運動学習を伴っ

た機能回復を期待できる．さらに皮質からの運動指令と

介助された随意運動により，末梢からの体性感覚入力の

増加と麻輝筋の随意運動促通が，相乗効果により脳神経

ネットワークの再構築に寄与すると考えられる．運動麻

痺のある患者では，随意運動が低下しているため，運動

課題を行うことが困難である．それは，運動学習意欲の

低下をもたらし，“learned　non－use”の）1犬態にすると考

えられる．この運動課題の達成が困難な患者に対して，

IVESを用いて不十分な運動を電気刺激により介助する

ことで，運動課題の遂行が可能となり，運動学習の動機

づけにつながる．これらの皮質レベルの運動学習効果は，

運動遂行機能の向上のみならず，fMRIにより脳活動領

域の変化によっても確認された．

　本稿においては，ニューロリハを先導するIVESの持

つ機能や適用t効果などについて述べる．

2．TESによる神経促通

　脳卒中や脊髄損傷などによる中枢神経系疾患に対する

物理療法の一環として，古来より電気刺激治療が行われ

ている。特に臨床において用いられている手法はTES

と呼ばれ，主に体表から生体に電流を流し，治療効果を

得ようとするものである．中枢神経疾患では，刺激筋の

拮抗筋の筋緊張および痙性の抑制，刺激筋の随意収縮の

促通，関節拘縮や筋委縮の予防，筋力増強などを目的と

して，麻痺筋やその周囲の神経・筋に対し電気刺激を行っ

Presented by Medical*Online

tfujiyoshi
タイプライタ
第21回日本物理療法学会学術大会,2013



10　　物理療法科学　第21号　2014年

ている．この有効性については，Cochrane　Database　of

Systematic　Reviews（CDSR）3）やその他のsystematic

review’i　’］において述べられている．

　TESの有用性については，多くの報告5）がなされ

ており，その機i序についても，Ia線維刺激後，　PTP

（posttetanic　potentiation）により脊髄レベル6‘，あるい

は，大脳運動野〆‘に可塑性がもたらされる可能性が示

唆されている．著者らは，足関節の背屈筋力が低下して

いる慢性脳卒中患者において，前脛骨筋にTESを執行

し，施行前に消失していた前脛骨筋Ia線維からヒラメ

筋へのla相反抑制が増強し，執行前に増強していたヒ

ラメ筋Iaから前脛骨筋へのIa相反抑制の減少を確認し

た1‘．これは，TESにより電気刺激を施行した筋肉の

抑制介在ニューロンからその拮抗筋の運動ニューロンと

抑制介在ニューロンへのシナプスの伝達効率を増強させ

たことを示唆している．さらに，Masakadoらは，皮質

運動野から主働作筋前角細胞に結合している軸索の分枝

が，同名筋の2シナプス性la抑制介在ニューロンへも

結合していることを確認している8｝．以上のことから，

TESによる促通効果として，次のような現象が生じて

いるものと推察された．対象（麻痺）筋へのTESは，

対象筋Ia線維単シナプスを介して同名筋の前角細胞に

到達した信号と同時に，皮質から下降してくる神経信号

が同一の前角細胞に到達することで，どちらか一方のみ

では、興奮し得なかった前角細胞も含め，より多くの前

角細胞を興奮させる．また，対象筋への電気刺激により

対象筋の2シナプス性la抑制介在ニューロンを介して，

拮抗筋の運動ニューロンを抑制することで，拮抗筋緊張

を抑制（相反抑制）する．さらに，対象筋の2シナプス

性la抑制介在ニューロンは，相互抑制により，拮抗筋

の2シナプス性la抑制介在ニューロンを抑制し，結果

として，拮抗筋から対象筋への相反抑制が抑制され（脱

抑制），対象筋の前角細胞の興奮性が高められ，対象筋

の随意運動を促通する．

　促通効果は，電気刺激により，対象筋の抑制介在ニュー

ロンから，拮抗筋（痙縮筋）の運動ニューロンに結合す

る抑制性シナプスと，対象筋の抑制介在ニューロンから

拮抗筋の抑制介在ニューロンへ結合する抑制性シナプス

に神経信号が繰り返し通過することで，PTPによりシ

ナプスの伝達効率の増強されることが考えられる．そし

て，皮質から下降してくる神経信号が，TESを行う前

に比べて，効率よく対象筋の抑制介在ニューロンを介し

て、拮抗筋（痙縮筋）の運動ニューロンを抑制し，痙縮

を軽減する．同様に，TESを行う前に比べて，効率よ

く拮抗筋抑制介在ニューロンから対象筋への抑制入力を

抑制することで，対象筋の活動を脱抑制させて，随意性

を向上させるい．

　以上の理論においては，随意性の低下している筋肉に

対する正確な電気刺激が必要と考えられた．

3．促通効果の維持とバイオフィードバックによる

　運動学習

　前述のとおり，著者らの研究においては，脳卒中患者

において，随意性の低下している筋肉からその拮抗筋へ

の相反抑制が低下し，その拮抗筋からの相反抑制は増強

していたことが確認された．これは，脳卒中発症により，

脊髄神経網に対する皮質からの入力パターンが変化し，

それに呼応して2足歩行という特別なヒトの活動形態に

より形成されてきた脊髄中枢神経網が，四足動物の原始

的かつ反射系の優位な神経網に回帰したものと著者らは

考えている9）．TESによりシナプスの伝達効率を一時

的に増強させ，脊髄神経網を一時的に変化させることが

できても，皮質からの入力を適切に変化させない限り，

TES中止により施行前の神経網に戻り，次第に促通効

果は消失する．したがって，促通効果を定着させるため

には，電気刺激を与え続けるか，TES終了後も継続し

て繰り返し随意運動を行うことによる皮質レベルの運動

学習を行うことが必要であると考えられた．

　BFとは，随意的に制御することが困難な生理的現象

を各種センサにより測定して視覚や聴覚など知覚可能な

情報として自己に提示し，その情報を手がかりとして学

習・訓練を繰り返すことで，随意的にコントロールする

ことが困難な生理的現象のコントロールを達成する方法

である．測定する生体信号は，脳波，関節角度，筋電図，

血圧，心拍数など様々でありt目的に応じて選択する．

この手法により，運動学習が促進される．

　脳卒中患者においては，随意収縮が微弱であり，運動

が出現する程に筋収縮が得られないこともある．その

ため，適切に信号を送れているかの確認や，運動発現

によるBF訓練を行うことが困難なケースも多い．それ

が，運動学習の進行を妨げ，四肢の不使用にもつながっ

ている．その場合には，対象筋に電極を貼付して筋電図

を検出し，その筋電量を表示器や音など視覚や聴覚から

フィードバックを行い，筋肉の収縮あるいは弛緩のさ

せ方を認識しながら，動作訓練を行う．本手法は筋電図

バイオフィードバック療法と呼ばれている．また，電気

刺激と組み合わせた例も存在するが，最大100Vにも

達する電気刺激斗に，lmVにも満たない随意筋電図を

記録することは，電気刺激によるアーチファクトのため

困難であるため，筋電図信号をトリガーとして電気刺激

を開始するものが主流であった．これは，対象筋の随意

筋電量が設定値以上になると同筋の電気刺激を開始する

システムを用いて，麻痺筋の回復とともにトリガーの設

定値を次第に上げて機能回復を促す方法である．この

EMG－triggered　electrical　stimulationの効果は，　meta
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analysis1°、により報告されている．さらに，　de　Kroon

らIPのsystematic　reviewでも，従来の電気刺激単独

よりも，EMG－triggered　electrical　stimulationの方が脳

卒中患者の上肢機能改善においては高い効果を得られる

ことが報告されている．しかしながら，これらの電気刺

激装置は，予め設定された刺激波形でon－offを繰り返し

て行われるのみであること，さらに，刺激開始後は収縮

制御，弛緩運動は不可能12）であり，通常動作を妨げる

ため，日常的に使用することは困難であるなどの理由で，

臨床場面の限られた治療時間の中で，使用される機会が

ほとんど無いのが現状である．

4．神経促通バイオフィードバック装置IVES

　TES後の神経促通効果を定着させるためには，①随

意性の低下している筋肉への正確な電気刺激②長時

間の継続的な電気刺激，③皮質レベルの運動学習のため

のバイオフィードバック訓練の機能を備えた装置が必

要であると考えられた．IVESは，同一の電極で刺激と

筋電記録を行う2’　13）ことで①を，携帯サイズで長時間駆

動を可能にすることで②を，随意収縮を介助する随意筋

電に比例した電気刺激を与えることで③の条件を満たし

た．

　図1に示すとおり，現在の試作版のIVESは，記録兼

刺激電極一対，基準兼刺激電極1枚の計3枚と装着可能

な本体（95×37×10mm）から構成されており，12
時間の連続使用が可能である14｝．

　本装置の動作および効果を図2を参照として次に示

す．まず，安静時には，対象筋に収縮閾値下の強度で電

気刺激を行うことで，主働作筋の随意運動を促通する．

この効果は，電気刺激により対象筋Ia線維単シナプス

を介して同名筋の前角細胞に達した信号と同時に，皮質
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から下降してくる神経信号が同一の前角細胞に到達する

ことで，より多くの前角細胞が興奮することで得られる．

また，対象筋への電気刺激により対象筋の2シナプス性

Ia抑制介在ニューロンを介して，拮抗筋の運動ニュー

ロンを抑制することで，拮抗筋緊張を抑制（相反抑制）

する．さらに，対象筋の2シナプス性la抑制介在ニュー

ロンは，相互抑制により，拮抗筋の2シナプス性la抑

制介在ニューロンを抑制し，結果として，拮抗筋から対

象筋への相反抑制が抑制され（脱抑制），対象筋の前角

細胞の興奮性が高められ，対象筋の随意運動を促通する．

随意筋電図が検出されると，随意筋電量に比例した電気

刺激（弛緩時に収縮閾値の強度，最大随意収縮時に十分

な収縮を得られる強度）を与えることで，安静時と同様

に，対象筋を促通し続けるとともに，運動麻痺を呈した

患者の不十分な随意運動を増幅し，自らの運動を認識し

やすくすることで，運動学習を促す．したがって，従来

のEMG－triggered　electrical　stimulationなどの電気刺激

装置と異なり，日常的に装着し，随意収縮弛緩の制御や，

収縮後の脱力の学習が可能である．また，筋電図の導出

電極と電気刺激電極が同一であるため，必ず対象筋も含

めて電気刺激を与えることができることから，同一でな

い場合に比べ，より正しい運動学習を期待できる．さら

に皮質からの運動指令と介助された随意運動により，末

梢からの体性感覚入力増加と麻痺手の随意的運動促通

が，相乗効果により脳神経ネットワークの再構築に寄与

すると考えられる10’　15，　16）．
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図1　1VESの装着例 図2　脊髄内の神経支配とIVESの作用
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　運動麻痺のある患者では，随意連動が低下しているた

め，運動課題を行うことが困難であるため，運動学習意

欲を低下させ，学習による不使用状態になると考えられ

る．この運動課題の達成が困難な患者に対して，IVES

を用いて不十分な運動を電気刺激により介助すること

で，運動課題の遂行が可能となり，運動学習が促進する．

　本装置は，小型であり，日常生活中の随意運動を妨げ

ないため，装着して日常生活の中で使用することが可能

である．筋活動電位レベルメータも付いており，視覚を

用いた筋電図バイオフィードバックトレーニング機器と

しても併用できる．市販されているIVESは，最大収縮

時・弛緩時の筋電量．筋強縮時・収縮閾値の電気刺激

強度などの設定をプログラムユニットにて行い，得られ

た設定値を携帯する刺激装置に転送し，記憶する形式に

なっており，医師やセラピストなどの専門家が，患者の

状態に合わせた設定を行った後は，患者が刺激装置のみ

を携帯して，電源スイッチをオンするだけで，治療を開

始することができる．

5．IVESの適応，使用方法，効果

　IVESの適応は，収縮閾値下の電気刺激が与えられた

状態で，対象筋の随意筋活動を認められることが必要で

ある．認められない場合には，筋萎縮が原因である場合

もあるため，IVESに付加されている従来の電気刺激モー

ドにより，TESを数週間実施する．これにより，筋萎

縮が改善し，随意筋電位の発現がみられる場合もある．

また積極的に麻痺側を使用するためには，関節可動域制

限，重度な感覚障害，高度の高次脳機能障害がないこと

が望ましい．禁忌は，従来の電気刺激と同様で，心臓疾

患，ペースメーカ使用者，感染症血圧異常，皮膚疾患

のある部位，急性疾患，血流障害の可能性がある者など

が該当する．

　ADLの中でIVESを使用できるという特徴を活かし，

運動麻揮の軽度な慢性期脳卒中片麻痺患者（SIAS－M手

指2以上）の椀側手根伸筋（以下，ECR）および総指

伸筋（以下，EDC）に対してIVESを適用し，1日6時

間で5日間の治療介入を行ったlT．5日間という短期

間の介入であったが，1日6時間のIVESの使用によ

り，Fugl－Meyer　assessment．ヒ肢項目，　active　range　of

motion，　nine－hole　peg　testなどのヒ肢機能の改善，つ

まり，運動学習効果を認めた．筋電図評価においても，

随意性向上や相反抑制促進などが認められ，上肢機能の

改善と密接に関与していると考えられた．またIVESは，

従来の電気刺激の効果だけではなく，長時間の装着使用

による麻痺側上肢への注意を促すとともに，IVES適用

で随意的な手関節や手指の伸展運動が可能となり，日常

における麻痺肢の使用頻度の増大の効果も期待できる．

また介入中は，患者とセラピストが長時間マンツーマン

で関わることなく治療が可能であった．特に患者個々の

状態にあわせ，装置の設定を行い，患者自身がIVESを

装着し，自主的に運動を行うことで，集中的な治療が可

能であった．

　IVESは，他の治療手段と併用することで，適応が拡

大する、Haraら1“’1は，慢性期の脳卒中外来患者の麻痺

上肢に対し，痙縮の強い手関節屈筋群に神経筋ブロック

を行いながら，伸筋群にIVESを適用し、ヒ肢機能の改

善を示した．さらに，外来患者のホームプログラムとし

て，IVESを使用することにより，麻痺上肢機能の改善

を報告している19）．

　さらに，HaraらL）°1は，脳卒中患者の麻痺手の運動課

題による近赤外光脳機能測定（NIRS）によるニューロ

イメージングにおいて，単純な随意運動時および電気刺

激時にくらべ，IVES使用時には障害側感覚運動野にい

ちじるしい血流増加がみとめられることを確認した．し

たがって，IVESによる片麻痺機能改善効果は，障害側

運動野と運動前野の血流改善が関与している可能性が示

唆され，IVESは，単純な随意運動や受動的電気刺激に

比し，脳の可塑性を賦活して機能改善に寄与すると推察

された．IVESは深部感覚のフィードバックと電気刺激

入力および随意収縮が融合して感覚運動統合を促通して

脳の再構築を促すと推察された．

6．おわりに

　物理療法の一環である電気刺激治療により神経促通が

もたらされることが明らかとなった．運動学習をもたら

すバイオフィードバック治療と融合した電気刺激治療器

IVESは，従来の物理療法機器の枠を超え，ニューロリ

ハを先導していく役割を担っている．麻痺肢の機能回復

が望める今世紀において，IVESというツールを有効に

活用し，さらなる治療法の発展に役立てていくことが望

まれる．
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