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研究成果の概要（和文）：経頭蓋直流電流刺激(tDCS)による神経可塑的変化誘導法の効果的な刺激方法を検証すること
と，tDCSが大脳皮質の興奮性および皮質血流動態に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした研究である．健常者を
対象にして複数の刺激条件においてtDCSを行い，大脳皮質一次運動野の興奮性を増大させるためには，一次運動野直上
に2mAの陽極電流刺激電極を貼付し，陰極電極を対側一次運動野直上に貼付する方法が効果的であることが判明した．
さらに，tDCS介入中には随意運動や他動運動を行わず，安静状態で行うことが重要であることが判明した．また，陽極
tDCS介入中には電極周辺で皮質血流量が増大していることも明らかになった．

研究成果の概要（英文）：In the present study, we investigated whether anodal transcranial direct current 
stimulation (tDCS) application to motor cortex is affected differential of current intensity or electrode 
position. The anodal electrode was placed on the left scalp over the primary motor area (M1). The 
cathodal electrode was placed above the right scalp over the orbit or right M1 (unilateral tDCS and 
bilateral tDCS, respectively). All subjects underwent the following four interventions: unilateral tDCS 
or bilateral tDCS delivered with 1 mA and 2 mA for 10 min. Motor evoked potentials (MEPs) were recorded 
before and 2 min and 10 min after intervention. As results, under the bilateral_2 mA condition, the MEP 
at 2 min and 10 min after intervention were significantly increased compared with those before the 
intervention. Under the other conditions, the MEP remained unchanged. These results demonstrated that 
anodal tDCS is highly affected differential of current intensity or electrode position.

研究分野： 整形外科学
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１．研究開始当初の背景 
近年の医工学技術の著しい発展により，脳

機能を可視化する技術だけでなく，脳に直接

刺激を与える治療法も開発されるようにな

ってきた．ヒトの脳に直接働きかける治療に

は「脳深部刺激療法」や「経頭蓋磁気刺激法」，

「経頭蓋直流電気刺激法（ transcranial 
direct current stimulation: tDCS）」などが

あり，中でも非侵襲的で簡便な tDCS は脳卒

中片麻痺患者や認知症患者を対象とした新

しい治療法として注目されている（Hummel 
et al. 2005 2006; Frebni et al. 2005; Boggio 
et al. 2008）． 

tDCS は 1998 年に Priori A らによっては

じめてヒトに対する刺激効果が報告された

後，Nitsche ら（2000）によって電気刺激の

極性に影響されて皮質運動野の興奮性を上

げることも下げることもできると発表され，

世界的に注目されるようになった．頭皮上に

設置された陽極電極の直下では一時的に皮

質興奮性が促進され，陰極電極の直下では皮

質興奮性を抑制され，13 分間の通電により

90 分間その効果が持続すると言われている

（Nitsche et al. 2001）．また，tDCS の臨床

応用では，脳損傷患者を対象にして損傷側半

球に対して陽極刺激をすることにより麻痺

側上肢機能が向上することや（Hummel et al. 
2005 2006），非損傷側半球に対して陰極刺激

を行うことにより麻痺側上肢機能が向上す

ることなどが報告されている（Frebni et al. 
2005）．このように，tDCS が臨床上有用な

治療法であるとの報告が増えてきているも

のの，未だその作用機序が不明であり，かつ

明確な刺激プロトコルがないのが現状であ

る．そのため，申請者らのグループは tDCS
の効果を検証する目的で，２種類の刺激電極

の大きさを利用して tDCS を健常者に実施し

たところ，tDCS の効果は電極の大きさに影

響 さ れて全 く 異なる こ とが判 明 し た

（Kirimoto et al. Clinical Neurophysiology 
2011）．この結果は治療目的に合わせて至的

な部位に tDCS を行わないと期待される治療

効果が得られない可能性があることを示唆

しており，早急に tDCS が大脳皮質に及ぼす

影響を明確にする必要があると考え本研究

を計画するに至った． 
 
２．本研究の目的 

本研究では近赤外線分光法（NIRS）や経

頭蓋磁気刺激（TMS），脳磁図（MEG）など

を駆使して，tDCS が皮質運動野および周辺

領域の興奮性に及ぼす影響について検証す

るとともに，効果的な tDCS 刺激プログラム

を確立することを目的とした． 
 
３．研究の方法 
（１）実験１．tDCS 介入時の電極位置およ

び電流強度と大脳皮質一次運動野興奮性と

の関係 
電流強度および電極貼付部位の違いが経

頭蓋直流電流刺激（ transcranial direct 
current stimulation；tDCS）の効果に与え

る影響を明らかにすることを目的として実

験を行った．インフォームドコンセントが得

られた健常成人 9 名（22.0±1.0 歳）を対象

とした．tDCS 介入条件は，陽極電極を左一

次運動野領域（M1）に貼付し，陰極電極を

対側前額部（unilateral tDCS）または対側一

次運動野領域（bilateral tDCS）に貼付し，

1.0 mA または 2.0 mA にて 10 分間刺激する

計 4 条件とした．各条件における tDCS 介入

前後に経頭蓋磁気刺激により左 M1 を刺激し，

運動誘発電位（Motor Evoked Potential: 
MEP）を記録した。 
 
（２）実験２．tDCS 介入中の安静状態が

tDCS 介入効果に及ぼす影響 
tDCS 介入中に随意運動または他動運動を

行うことにより tDCS 効果は増強されるのか

または減弱されるのかを明らかにすること

を目的として実験を行った．インフォームド

コンセントが得られた健常成人 9 名

（21.8±1.0 歳）を対象とした．tDCS は陽極

電極を左 M1 上，陰極電極を右 M1 上に貼付

した．刺激強度は 2.0mA とし，刺激時間は

10 分間とした．運動課題は，10 分間の右示

指の等速性外転反復運動（0.5Hz）とした．

介入条件は tDCS，随意運動（active），他動

運動（passive）をそれぞれ単独で行う条件

（tDCS 条件，active 条件，passive 条件）お

よび tDCS 介入中に active，または passive
を行う条件（tDCS＋active 条件，tDCS＋
passive 条件）の計 5 条件とした．MEP は，

介入前（pre），介入後 2 分後（post2min），
介入後 10 分後（post10min）において，経

頭蓋磁気刺激により左 M1 を刺激し，右第一



背側骨間筋（first dorsal interosseus：FDI）
より導出した．なお，随意運動課題は最大筋

活動の 10％程度の筋活動が得られる強度の

反復運動であった． 
 
（３）実験３．tDCS が大脳皮質運動関連領

野に及ぼす影響－MEG を利用した検証－ 
 一次運動野（M1）または一次体性感覚野

（S1）への tDCS が体性感覚誘発磁界（SEF）
に及ぼす影響を明らかにすることを目的と

して実験を行った．インフォームドコンセン

トが得られた 18 名（23.6 ± 3.3 歳）の健常

者を対象とした．陽極 tDCS 刺激（1mA 刺

激×15 分）を左 M1 または左 S1 に与える

条件に加えて疑似刺激（Sham）条件も行

った．tDCS 介入前および tDCS 終了 10 分

後，30 分後に正中神経刺激による SEF を

計測した．SEF の計測には全頭型 306ch
脳磁計（Neuromag 社）を用いた．SEF の

解析には Source modeling ソフトウェアを

用い，SEF の主要な成分（N20m，P35m，

P60m）の潜時および振幅値の変化と，各

成分の電流発生源の位置を算出して tDCS
介入前後で比較した． 
 
（４）実験４．tDCS が大脳皮質運動関連領

野に及ぼす影響－NIRS を利用した検証－ 
tDCS 刺激中の電極直下および周辺領域の

血流動態を経時的に捉えることを目的とし

て実験を行った．インフォームドコンセント

が得られた 6 名（22.2 ± 1.0 歳）の健常者を

対象にした．右一次運動野（M1）への 1 
mA×20 分の刺激（陽極刺激／陰極刺激）と

擬似刺激の 3 条件の tDCS を行った．刺激プ

ロトコルは， 3 分間の安静の後， 20 分間の

tDCS を行うものとし，その間の酸素化ヘモ

グロビン（O2Hb）を近赤外線分光イメージ

ング法（NIRS）により計測した．tDCS 電極

の直下の血流を捉えるため， tDCS 電極（50 
mm×70 mm）に NIRS プローブ挿入用の直

径 5 ㎜の穴を 8 個あけた NIRS 計測専用電極

（電流密度：0.000299 mA/mm2）を作成し

た．関心領域は，刺激電極直下領域の M1 お

よび一次体性感覚野（S1）と補足運動野

（SMA）右運動前野（PMC）とし，これら

を覆うようにNIRS光ファイバーを配置した．

同時に，NIRS データに影響するとされる頭

皮血流（SBF）と心拍 1 拍毎の平均血圧

（MAP），心拍数（HR）を計測した． 
 

４．研究成果 
（１）実験１．tDCS 介入時の電極位置およ

び電流強度と大脳皮質一次運動野興奮性と

の関係 
各条件におけるMEP振幅値を図1に示す．

各条件における介入前後の MEP 振幅値を比

較した結果，bilateral_2.0 mA 条件において

pre に比べ post-2 min および post-10 min の

MEP振幅値が有意に増大した．しかしpost-2 
min と post-10 min の MEP 振幅値に有意な

差は認められなかった．また unilateral_1.0 

mA 条 件 ， unilateral_2.0 mA 条 件 ，

bilateral_1.0 mA 条件においては介入前後に

おいて MEP 振幅値に有意な差は認められな

かった． 
これらの結果から，陽極 tDCS により M1

興奮性を増大させることを目的とした場合，

2mA の刺激強度で bilateral 条件で刺激を行

う方法が最も効果的であることが明らかに

なった． 
 

（２）実験２．tDCS 介入中の安静状態が

tDCS 介入効果に及ぼす影響 
tDCS を単独で行った場合，介入直後およ

び 10 分後に MEP は有意に増大した．一方，

随意運動のみを行った場合および他動運動

のみを行った場合は，介入直後に MEP は有

 
図１．各刺激条件における全被験者の MEP 振

幅値の変化 
各条件において tDCS 介入前（pre），介入終了
2 分後（post-2 min），介入終了 10 分後（post-10 
min）に計測した．グレー線は各被験者の MEP
振幅値を示し，黒線は被験者 9 名分の MEP 振
幅値の平均値を示す． 
a) unilateral_1.0 mA，b) unilateral_2.0 mA，
c) bilateral_1.0 mA，d) bilateral_2.0 mA 



意に減弱し，10 分後には介入前の値に戻った．

tDCS と随意運動を組み合わせた課題後は随

意運動単独課題と同様に課題終了直後に

MEP は有意に減弱した．他動運動と tDCS
を組み合わせた課題の場合，課題直後および

10分後にMEPの有意な変化は認められなか

った（図２）． 

 
（３）実験３．tDCS が大脳皮質運動関連領

野に及ぼす影響－MEG を利用した検証－ 
正中神経刺激により刺激後約 20 ミリ秒後

にピークを示す N20m 成分，約 35 ミリ秒後

にピークを示す P35m，約 60 ミリ秒後にピ

ークを示すP60mが全ての条件にて明確に観

察された．各条件でピーク潜時に有意な差は

認められなかった．一方，振幅値および電流

強度を比較すると，M1 に陽極 tDCS を与え

た場合，介入直後に P35m 成分および P60m
成分が有意に大きな値を示し（図３），S1 に

陽極 tDCSを与えた場合はP60m成分のみ有

意に増大した（図４）．Sham 刺激時には全て

の成分において有意な変化は認められなか

った．電流発生源を比較すると，陽極 tDCS
を M1 に与えた直後に，P35m の電流発生源

のみ前方に変移する結果を示した． 
 
（４）実験４．tDCS が大脳皮質運動関連領

野に及ぼす影響－NIRS を利用した検証－ 
tDCS 刺激中の酸素化ヘモグロビン

（O2Hb）濃度変化のピーク値（単位：a.u.）
は，陽極刺激，陰極刺激，擬似刺激の順に電

極直下で 4.7，2.8，1.4，PMC で 2.8，2.3，
1.8，SMA で 1.5，0.9，1.3，M1 で 4.1，2.9，
1.5，S1 で 4.0，2.6，1.2 であった．領域ご

とに多重比較すると，電極直下では，疑似刺

激に対し陰極刺激が，陰極刺激に対し陽極刺

激が有意に高い値を示した．PMC，SMA に

おいては疑似刺激と陰極刺激間に有意な差

は認められず，これらに対し陽極刺激が有意

に高い値を示した．M1 は，疑似刺激と陰極

刺激間は有意な差にはならないものの電極

直下に類似した差のある傾向を示し，これに

対し陽極刺激が有意に高い値を示した．S1
は，電極直下同様，擬似刺激に対し陰極刺激

が，陰極刺激に対し陽極刺激が高値を示した．

いずれの領域においても，時間要因に差はな

く，時間要因と刺激条件間に交互作用も認め

られなかった．SBF，MAP，HR に関しては，

各要因において条件間に有意な差は認めら

れなかった．すなわち，陽極 tDCS 介入中に，

 
図２．tDCS，随意運動，他動運動が一次運動

野の興奮性に及ぼす影響． 
介入課題は，（１）10 分間の陽極 tDCS（一次
運動野直上に電極を貼付），（２）10 分間の随
意運動課題（10％MVC での示指内外転運動を
0.5Hz の頻度で実施），（３）10 分間の他動運
動課題（示指内外転他動運動を 0.5Hz の頻度
で実施），（４）tDCS と随意運動課題の併用，
（５）tDCS と他動運動課題の併用の 5 種類で
ある．介入前および介入終了 2 分後，10 分後
の運動誘発電位（MEP）の振幅値を示してい
る． 

 
図３．M1 に対する陽極 tDCS 前後の SEF 波

形（Grand-Average 波形）． 

 

 
図４．S1 に対する陽極 tDCS 前後の SEF 波

形（Grand-Average 波形）． 



電極周囲を含めて広範囲において血液量の

増大が認められることが明らかになった． 
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