
立命館大学・衣笠総合研究機構・研究員

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

３４３１５

研究活動スタート支援

2020～2019

非侵襲的脳深部刺激を可能にするシン磁場刺激の開発

The development of the brand-new transcranial static magnetic stimulation for 
deep brain targets

７０８４４１６６研究者番号：

芝田　純也（Shibata, Sumiya）

研究期間：

１９Ｋ２４３２９

年 月 日現在  ３   ５ ２４

円     2,200,000

研究成果の概要（和文）：　経頭蓋静磁場刺激は、頭表に留置した強力な小型磁石で脳皮質の活動を抑制する。
安全かつ安価だが、磁場は磁石からの距離に応じて減弱するため、脳深部領域では神経機能の調節に有効な磁場
が形成されない。本研究の目的は手術不要の脳深部刺激を可能にする静磁場刺激（シン磁場刺激）を開発するこ
とである。
　頭蓋内に形成される静磁場のシミュレーション結果に基づき、表面磁束密度5340Gのネオジム磁石（直径
50mm，幅30mm）3個を用いてシン磁場刺激装置を作成した。空気中で静磁場を実測したところ、シン磁場刺激装
置は従来の経頭蓋静磁場刺激よりも、磁石から離れた部位でより大きな静磁場を形成することを確認した。

研究成果の概要（英文）： Transcranial static magnetic field stimulation (tSMS), which uses static 
magnetic fields produced by a single small high-powered neodymium, iron, and boron (NdFeB) magnet 
placed on the scalp, can reduce the cortical excitability below the magnet. The disadvantage of tSMS
 is the limitation of stimulation targets. Since the magnetic field produced by tSMS decreases with 
the distance from the magnet, the magnetic field strength is attenuated to non-effective level in 
deep brain areas. The aim of this study is to develop a brand-new tSMS system which can effectively 
stimulate deep brain areas.
 Based on the result of the simulation study, I developed a brand-new tSMS system with three NdFeB 
magnets disposed in contiguity with each other. I confirmed the system could produce a stronger 
magnetic field at a deeper area than the conventional tSMS. The brand-new tSMS system can expand the
 possibility of its clinical use.

研究分野： 神経生理学

キーワード： 非侵襲的脳刺激法　経頭蓋静磁場刺激法　脳深部刺激　ニューロモデュレーション
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　大脳基底核、脳幹、視床、海馬などが含まれる脳深部領域は、ニューロモデュレーションの重要な刺激部位で
ある。深部領域を脳内電極で刺激する脳深部刺激療法（DBS, deep brain stimulation）は頑痛、パーキンソン
病、振戦やジストニアの治療に用いられている。海外ではてんかん、精神疾患の治療にも応用されている。DBS
は標的とする神経ネットワークを変更することで、様々な疾患の治療に応用でき、その適応はますます拡大する
と考えられる。しかし、DBSは脳内電極や刺激装置を埋め込む手術が必要であり侵襲性が高い。安全かつ安価で
手術を必要としない非侵襲的な脳深部刺激法の開発は社会的な有用性が高い。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 

 従来のリハビリテーション（リハ）は、反復的な訓練により神経可塑性を誘導させ、ある程度
の神経機能再建をはかる。重度脳損傷後の運動機能や言語機能の回復には、そのようなリハでは
不十分であるが、現在、我々は有効な治療法を持ち合わせていない。  
 このような状況を打破するため様々なニューロモデュレーションが実験的に試みられている。
ニューロモデュレーションはデバイスを用い脳や脊髄を刺激して、その神経ネットワークを（組
織の切除や破壊を伴わず）可逆的に調節する技術である。医工学の発達により、様々な刺激モダ
リティやデバイスが開発され、治療やリハに応用されつつある。 
 大脳基底核、脳幹、視床、海馬などが含まれる脳深部領域は、ニューロモデュレーションの重
要な刺激部位である。深部領域を脳内電極で刺激する脳深部刺激療法（DBS, deep brain 
stimulation）は頑痛、パーキンソン病、振戦やジストニアの治療に用いられている。海外では
てんかん、精神疾患の治療にも応用されている（Sugiyama et al., 2015）。DBSは標的とする神
経ネットワークを変更することで、様々な疾患の治療やリハに応用でき、その適応はますます拡
大すると考えられる。しかし、DBS は脳内電極や刺激装置を埋め込む手術が必要であり、侵襲性
が高い。安全かつ安価で手術を必要としない非侵襲的な脳深部領域の刺激法の開発は社会的な
有用性がきわめて高い。 
 非侵襲的なニューロモデュレーションとして、反復経頭蓋磁気刺激法(rTMS, repetitive 
transcranial magnetic stimulation)や経頭蓋直流電流刺激法(tDCS, transcranial direct 
current stimulation)はリハ領域で臨床応用が進められている。外科的処置を要せず非侵襲的
であるが、rTMS にはてんかん発作、tDCS には火傷や不快感などの副作用が報告されている。ま
た、それらの刺激機器は非常に高額である。近年報告された経頭蓋静磁場刺激法 (tSMS, 
transcranial static magnetic field stimulation)(Oliviero et al., 2011)は、強力な小型
磁石を頭表に留置することで、脳皮質の活動を抑制できる。磁場は電場と異なり頭蓋骨でその強
度が減弱されず、tSMS はてんかん発作や火傷などをきたさない。tSMS に必要な刺激機具は永久
磁石のみで安価かつ簡便である。このように tSMS は安全・安価・簡便だが、磁場は磁石からの
距離に応じて減弱するため、脳深部領域には有効な磁場が形成されないと考えられていた。 
 

 

２．研究の目的 

 本研究では、手術不要の脳深部刺激を可能にする安全・安価・簡便な磁場刺激（シン磁場刺激）
の開発に挑んだ。シン磁場刺激では、頭蓋外から複数の磁場を作用させ、合成された磁場で脳深
部領域の刺激を試みる。 

 本研究の目的は、シン磁場刺激を開発するため、(1)合成される磁場のモデル作成、(2)刺激機
器の作製、(3)シン磁場刺激が形成する磁場の空気中での実測、(4)正常健常人へのシン磁場刺激
の施行である。 

 

 

３．研究の方法 

(1)合成される磁場のモデル作成 
 直径 50 ㎜、高さ 30 ㎜のシリンダ状 NdFeB 磁石 3 個を正三角形の頂点に配置した。なお、全て
の磁石において頭部に接する面を S 極とした。頭部モデルとして空気で充填された半径 100 ㎜
の球を使用し、COMSOL Multiphysics (COMSOL, Inc., Burlington, MA, USA)を用いて球内の磁
場をシミュレーションした（図 1）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 1 頭部モデルを用いた磁場のシミュレーション 



(2)刺激機器の作製 
 (1)のシミュレーション結果に基づき、直径 50 ㎜、高さ 30 ㎜の NdFeB 磁石（NeoMag Co., Ltd., 
Ichikawa, Japan。N50 タイプ。公称の最大エネルギー積 49MGOe、最大吸着力 863N )3 個を使用
して、シン磁場刺激装置を作製した。また、盲検試験を行うため、同じ重量・外見の Sham 刺激
用装置も作製した 
 
(3)シン磁場刺激が形成する磁場の空気中での実測 

 (2)で作成したシン磁場刺激装置を空気中に設置し、シン磁場刺激装置下面中央からの距離 10
㎜から 100 ㎜まで 5 ㎜毎に磁場の強さをガウスメータ（5180、FW BELL、Orlando、USA）を用い
て計測した。また、比較のため従来の直径 50 ㎜、高さ 30 ㎜の NdFeB 磁石（NeoMag Co., Ltd., 
Ichikawa, Japan。N50 タイプ。公称の最大エネルギー積 49MGOe、最大吸着力 863N )1 個が空気
中に形成する磁場も計測した。 
 

(4)正常健常人へのシン磁場刺激の施行 
 このシン磁場刺激装置を用いて、正常健常人 5 名の一次運動野を安静座位にて 20 分間刺激し
た。また、比較のため Sham 刺激用装置を用いて同一条件下で刺激を行った。刺激前後における
症状の比較、本刺激と Sham 刺激における症状の比較を行った。 

 
 
４．研究成果 
(1)合成される磁場のモデル作成 
 シミュレーション結果を図 2 に示す。 

 
 
(2)刺激機器の作製 
 シミュレーションに基づきシン磁場刺激装置（NEW MAG Co., Ltd., Sakura, Japan）を作製し
た。扱いやすさのため、磁石ホールドに取っ手をつけた。 
 
(3)シン磁場刺激が形成する磁場の空気中での実測 

 静磁場の強さは、シン磁場刺激装置下面中央 10 ㎜から徐々に増大し 20 ㎜のところでピーク
値をとり、徐々に減弱していった。シン磁場刺激は従来の磁石 1 個の tSMS と比べると、より深
部により大きな静磁場を形成していた。 
 静磁場が生物学的影響を及ぼす閾値はおおよそ 90mT とされている。従来の磁石 1 個の tSMS が
形成する静磁場は 30－35㎜のところで 90mT となる。頭皮から脳表の一次運動野までの距離（お
およそ 20－30 ㎜）を考慮すると、従来の tSMS では脳表領域しか有効な静磁場を形成できない。
これと比較すると、シン磁場刺激は従来の tSMS より深部まで脳機能調節作用を持つことが示さ
れた。 

図 2 シミュレーション結果 

 



(4)正常健常人へのシン磁場刺激の施行 
 いずれの被験者においても、本刺激中あるいは刺激後に被験者が自覚する症状は発生せず、安
全に刺激を行うことができた。また、いずれの被験者も本刺激と Sham 刺激を見分けることはで
きなかった。 
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