
緒 言

本ガイドライン作成の背景

脳磁図の臨床応用を今後さらに発展させる事を目

的とした有志の方々によって「臨床脳磁図検査解析

指針試案」が作成され 「臨床神経生理学」誌の第32

巻第1号（2004年）に発表された。この試案は日本

臨床神経生理学会会員に脳磁図の臨床応用の有用性

と今後の発展を強く訴えるものであった。さらに

脳磁図研究者達の長年の努力が実り 2004年4月1

日より脳磁図検査が保険適用になった。このような

状況をふまえ 学会員 特に上記の試案作成に関わっ

てこられた方々より 「有志による試案」ではなく

本学会が正式に認定した委員会による「脳磁図検査

ガイドライン」の作成が強く求められた。理事会お

よび評議員会でもその必要性が確認され 学会総会

での合意を得て本委員会が発足した。

したがって 本ガイドラインは脳磁図の臨床応用

を主目的として作成されたものである。このガイド

ラインにしたがって検査を行なえば一般的な臨床応

用には必要十分なものとなるようにこころがけた。

ただし 各施設によって取り扱う疾患が異なり ま

た検査の主要目的も異なる事は当然であるため あ

まり詳細なものとはせず 各施設における自由度も

十分に考慮したものである。

脳磁図の定義および臨床応用における長所

脳磁図（magnetoencephalography, MEG）は

脳磁場計測装置（脳磁計と略称される）を用いて

脳内の電気活動に伴って発生する磁場活動を記録し

たものである。幅広く普及している脳波（EEG）と

対比して 本質的には同一現象を異なった方法で検

索するものである。すなわち 大脳皮質錐体細胞の

尖頂樹状突起のある部分が興奮して脱分極が生じる

と 細胞外及び細胞内に電流が流れる。この細胞外

電流を記録したものが脳波であるのに対して 細胞

内電流を取り巻くように生じる磁場を記録したもの

が脳磁図である。いずれにしても 脳磁図は脳波と

同様に脳から出る反応を記録するわけであり 脳に

直接刺激あるいは負荷をかける必要が無いため 極

めて安全な検査法であるといえる。脳磁図検査にお

いて本質的な危険性（リスク）は「無い」と断言し

ても良く 「脳磁図の安全性」に関する論文や報告は

これまで皆無である。

脳波と比べた場合の脳磁図の最も大きな長所は高

い空間分解能である。電流発生源とセンサーとの間

には脳 脳脊髄液 頭蓋骨 皮膚という導電率が大

きく異なる4つの層がある。従って 脳で発生した
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電場はそれらによって大きな影響を受けるため 頭

皮上に置いた脳波電極から脳の活動部位を正確に推

測することは 特殊な推定法（例えば双極子追跡法）

を用いない限り困難である。しかし脳磁図の場合

これら4つの層ではほぼ同じ透磁率を有するために

磁場のひずみが発生せず 記録条件が良好ならば

mm単位の精度で活動部位を推測することができ

る。これが脳磁図の最大の長所である。PET及び

fMRIと比べた場合 脳磁図の長所としては 全く非

侵襲的検査法であること 局所脳血流の変化ではな

く神経細胞の電気的活動そのものを記録すること

及び脳波と同様にmsec単位の高い時間分解能を有

することである。

検査項目と適応

はじめに

脳内の電気活動を計測する方法として 電位差を

計測する脳波と同様に磁場を計測する脳磁図があ

る。脳波検査の項目として 自発脳波 誘発電位

事象関連電位などがあるのと同様に 脳磁図でも多

くの検査項目が考案されている。しかし 脳磁図は

脳波に比べ特殊な装置や検査技術を必要とするた

め 脳磁図の臨床検査は脳波に比べて利点が期待さ

れる場合に限られよう。すでに脳磁図の利点が確立

され 臨床応用されている検査項目には次のような

ものがある。

自発脳磁場

自発的に出現する脳磁場の計測から さまざまな

疾患の病態を把握できる。脳磁図の利点は 脳波で

は目立たない異常波を容易に観察できる場合がある

こと 複数部位から発生する異常波を脳波

より容易に分離できる場合があること 異常波

の局在診断が脳波よりも簡便でかつ局在精度が高い

こと などである。異常波の種類としては てん

かん症例における発作間歇期の突発性異常波や発作

時異常波 器質的病変周囲からの

異常徐波 などがあげられる。

臨床的な自発脳磁場の適応としてあげられるの

は １)てんかんを疑う症例において脳波異常が得

られない場合 ２)てんかん症例において脳波

による病型診断が困難な場合 ３)薬剤抵抗性て

んかん症例において外科治療が考慮される場

合 ４)器質的病変の近傍脳組織に機能異常

が考えられる場合 ５)精神疾患や痴呆など

の機能的疾患において脳の局所異常が考えられる場

合 などである。

体性感覚誘発脳磁場

四肢・体幹・頭部の神経・皮膚・粘膜を電気的ま

たは機械的に刺激して誘発される体性感覚誘発脳磁

場は 同様の刺激で得られる体性感覚誘発電位と比

べてさまざまな利点を有する。体性感覚誘発電位と

は異なり 体性感覚誘発脳磁場では皮質下由来の成

分が観察されにくいため 大脳皮質レベルの活動を

選択的に観察しやすい 。特に一次体性感覚野

に由来する初期成分に着目すると 中心溝の同定は

もとより 身体部位別の体性感覚機能局在を高い精

度で同定できる 。病態によっては反応潜時の

延長や 振幅の減少あるいは増大を目安にして機能

障害を定量的にも評価可能である 。誘発電位と

異なり 頭皮に垂直な電流を無視して頭皮に水平成

分のみに着目できるため 体性感覚誘発脳磁場は脳

溝の機能評価に優れている。

臨床的な体性感覚誘発脳磁場の適応としてあげら

れるのは １)脳の器質的または機能的疾患におい

て 開頭手術・血管内治療・放射線治療が考慮され

る場合 中心溝の同定 身体部位別の体性感覚機能

局在の同定 身体部位別の体性感覚機能障害の評価

等が必要とされる症例 ２)末梢から中枢

にいたる体性感覚系の一部に異常が疑われる症例に

おいて 大脳皮質レベルでの機能異常を客観的に評

価する必要がある場合 などである。

聴覚誘発脳磁場

左右一側もしくは両側耳からの聴覚刺激により誘

発される磁場は 同様の刺激で得られる聴覚誘発電

位と比べてさまざまな利点を有する。聴覚誘発電位

とは異なり 聴覚誘発脳磁場では左右の聴覚野の反

応を明確に分離して評価することが容易であるた

め 大脳皮質聴覚野の一側性の異常や 軽微な左右

差の存在をも鋭敏に検出することが可能であ

る 。信号源が推定される側頭葉上面後部の聴

覚野は後方言語野にも近接しているため 側頭葉疾

患の外科治療では機能的なランドマークとして有用
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である。病態によっては反応潜時の延長や 振幅の

減少を目安にして機能障害を定量的にも評価可能で

ある 。

臨床的な聴覚誘発脳磁場の適応としてあげられる

のは １)脳の器質的または機能的疾患において

開頭手術・血管内治療・放射線治療が考慮される場

合や 聴覚野の同定や大脳皮質聴覚野の機能障害評

価が必要とされる場合 ２)末梢から中

枢にいたる聴覚系の一部に異常が疑われる症例にお

いて 大脳皮質レベルでの機能異常を客観的に評価

する必要がある場合 などである。

視覚誘発脳磁場

左右一側もしくは両側眼からの視覚刺激により誘

発される磁場は 同様の刺激で得られる視覚誘発電

位と比べてさまざまな利点を有する。視覚誘発電位

とは異なり 視覚誘発脳磁場では左右の全視野を刺

激した場合であっても 左右後頭葉の視覚野の反応

を分離して評価することが可能である ため 大

脳皮質視覚野の一側性の異常や 軽微な左右差の存

在をも鋭敏に検出することが容易である。左右半視

野などの部分視野刺激においては信号源の推定精度

がさらに高い。初期成分の信号源は後頭葉烏距溝近

傍に推定され 後頭葉疾患の外科治療では機

能的なランドマークとして有用である。病態によっ

ては反応潜時の延長や 振幅の減少を目安にして機

能障害を定量的にも評価可能である 。

臨床的な視覚誘発脳磁場の適応としてあげられる

のは １)脳の器質的または機能的疾患において

開頭手術・血管内治療・放射線治療が考慮される場

合や 視覚野の同定や大脳皮質視覚野の機能障害評

価が必要とされる場合 ２)末梢から中枢

にいたる視覚系の一部に異常が疑われる症例におい

て 視覚機能の異常を客観的に評価する必要がある

場合 などである。

運動関連脳磁場

自発的な運動に先行して運動関連領野からはさま

ざまな反応が出現する。このうち 頭皮に水平な電

流成分は運動対側が主体となるために 脳波よりも

脳磁図で明瞭に記録できる 。

臨床的な運動関連脳磁場の適応としてあげられる

のは １)脳の器質的または機能的疾患において

開頭手術・血管内治療・放射線治療が考慮される場

合に 中心溝の同定 身体部位別の運動機能局在の

同定 身体部位別の運動機能障害の評価 等が必要

とされる症例 ２)中枢から末梢にいたる運動系の

一部に異常が疑われる症例において 大脳皮質レベ

ルでの機能異常を客観的に評価する必要がある場

合 などである。

言語関連脳磁場

言語刺激を聴覚や視覚を介して呈示すると 聴覚

野や視覚野からの反応に加えて言語領野からの反応

も出現する。この反応は 誘発電位として記録する

よりも誘発脳磁場として記録するほうが局在情報を

得やすいため 言語優位半球の同定に応用すること

が可能である 。

臨床的な言語関連磁場の適応としてあげられるの

は 脳の器質的または機能的疾患において １)開

頭手術・血管内治療・放射線治療が考慮される場

合 あるいは ２)言語野の他覚的な機能障害評

価が必要とされる場合 などである。

その他の神経磁気診断

現在 上記の脳磁場検査以外の 誘発脳磁場 事

象関連脳磁場や 脊髄磁場 末梢神経磁場の基礎研

究が急速に進歩している。神経電気生理学的診断と

比べての利点が明らかになりつつあり 将来的に臨

床に応用される日も近いと期待される。これらに関

しては確立され次第 順次 本ガイドライン上に収

載する予定である。

記 録

記録前の準備

311 臨床脳磁図検査は充分な検査経験を有する医師の

管理下で行う。医師が記録の場に立ちあわない場合

は 検査者から責任医師への連絡が常に可能な体制

を確立しておく。

312 検査の前には被験者と家族に対して脳磁図検査と

併用する検査の目的と必要性を充分に説明し あら

かじめ検査の同意を得ておく。鎮静剤投与などの特

殊な処置が必要な場合には 危険性も含めた充分な

説明と同意が必要である。検査が研究目的の場合は

あらかじめ施設ごとの倫理委員会等で承認を得てお

いた上で 被験者と家族に対して書面による説明を
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行い 同意書の取得が必要である。具体的な説明事

項としては 検査の目的 検査前の注意事項 検査

の具体的な様子と検査時間 使用薬剤の有無やその

種類 検査結果の説明時期と説明する担当医 など

が挙げられる。また 被験者が検査に不安や苦痛を

感じた場合は いつでも中断できることも説明する。

313 検査者は 検査に必要な臨床的情報を主治医等から

得ておく。さらに検査者は被験者の当日の状態を確

認するために 直近の発作の有無や 前夜の睡眠状

態などについて確認することも重要である。検査者

は被験者状態の急変に対する対処法についても最小

限の知識を有しておく必要がある。検査中は被験者

と装置の状態に常に注意する。

314 検査者は 被験者が身に付けている磁性体が 可能

な限り取り去られているかを確認する。検査着への

更衣 頭髪・皮膚の洗浄が効果的なこともある。消

磁装置は逆に磁気雑音を強める場合もあるので 使

用方法には注意が必要である。医療用具として未承

認の消磁装置を使う場合 倫理委員会などで承認を

得ておくことが望ましい。

315 磁気雑音源を完全には除去減弱できなくとも 目的

とする信号源と雑音源が離れている場合など 信号

処理によって有益なデータが得られることもある。

最終的な検査の可否は使用機器の性能なども含めて

総合的に判断する。

検査室

321 検査室全体の構成は安全性が考慮されたものでな

ければならず 加えて検査者は被験者が不安を感じ

ないように充分なコミュニケーションをとるべきで

ある。

322 被験者の更衣や所持品保管のため ロッカーや更衣

室が準備されていることが望ましい。

323 臨床脳磁図検査では通常 磁気シールド室が用いら

れる。磁気シールド室は磁気的雑音・電気的雑音の

遮蔽に加えて 遮音と遮光も考慮されていることが

望ましい。室内には検査作業 介助および万一の救

急処置のための充分な広さが必要である。

324 磁気シールド室の扉は 内部と外部からのどちらか

らでも開けられることが必要であり 停電時にも手

動で開閉できるよう考慮されていなければならな

い。

325 磁気シールド室では急激なヘリウムの気化に備え

た換気装置が必要である。また室内酸素濃度を監視

する装置を備えることが望ましい。空調は 安全性

と快適性を目的とするほかに 発汗が脳波測定に及

ぼす影響を最小限とするためにも必要である。

326 磁気シールド室内に設置する照明装置は調光可能

なものが望ましい。照明を落として検査する場合で

も 安全のため室内を視認できる程度の照度を維持

しなければならない。

327 磁気シールド室は 室外の検査者が室内の被験者と

会話できる装置と 被験者や室内を監視できる映像

モニターを備えなければならない。

328 被験者用ベッドは 転落の危険を防ぐよう設計され

ているべきである。またベルトや防護柵による安全

性の確保が重要である。

329 検査中には てんかん発作や薬剤等による呼吸抑制

など 予期しない事態が生じる可能性もある。測定

装置から被験者を離して安全を確保する方法に習熟

しておく必要がある。また口腔内吸引や酸素投与に

必要な機器や備品を配備するなど 緊急時に備えて

おく必要がある。

3210 磁気シールド室外で脳磁計を操作する検査者に加

え 検査室内に補助者が入る利点は大きい。具体的

には 不慮の事故の防止 被験者の心理的な不安の

減少 マイクや映像モニターでは不充分な被験者の

観察や被験者との意志疎通 周辺装置の脱着などに

かかる検査時間の短縮などである。補助者は医療関

係者に限らず 家族などでも可能な場合がある。検

査目的や被験者の状態によっては 補助者を省略す

ることもできる。

測定装置

331 臨床で用いる脳磁計の検出コイルの配置は 直径

12cm以上の範囲をカバーし30箇所以上の計測点

を有することが望ましい。検出コイルは測定対象と

なる頭部になるべく近づける。全頭型の場合は検査

の目的に応じて 関心領域との距離を最短にする配

置や 前後左右に対称的な距離をとる配置などが考

えられる。測定中には 対象信号の磁場分布を確認

しながら 必要に応じてセンサーと頭部の相対位置

や角度を修正する。長時間の測定中 同一姿勢を取

り続けることによる被験者の苦痛に注意し できる
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限り楽な姿勢をとらせる。必要に応じて途中で姿勢

を変更したり 休息をはさむなど工夫する。

332 脳磁図の信号源推定には 検出コイルと被験者頭部

との相対位置を計測するシステムが必要となる。手

法として 頭皮上に複数個設定した基準点の三次元

的位置を登録する方法や 頭部の形状を多点的に登

録する方法がある。位置情報の精度を維持するため

に 短時間の測定を位置登録を行いつつ繰り返す方

法も有用である。

333 装置のもつサンプリング周波数の最大値を知って

おき 目的となる信号の周波数を充分に解析可能か

どうかを事前に把握しておく必要がある。デジタル

変換する前処理としてのローパスフィルターの設定

周波数は エイリアシングを防ぐためにサンプリン

グ周波数の3分の1以下であることが推奨される。

同じくハイパスフィルターの設定は 原データを損

なわないように低く設定すべきであるが 雑音など

のデータの質や装置の能力による制限を受ける。

334 自発脳磁場の測定においては 30分以上の記憶容

量が必要である。

335 脳磁図や同時測定の脳波の波形は 必要なチャンネ

ルを選択しつつリアルタイムでモニターできること

が望ましい。

336 脳磁図と同時測定する脳波や心電図は 同時に記録

して波形の同時性を保証できるシステムが必要であ

る。脳波計の感度も記録できるようにする。

解剖画像の撮影

341 脳磁図の信号源は 解剖構造と関連づけることによ

り臨床的な有用性が増すため MRIなどの解剖画像

と座標位置を合わせて統合することが推奨される。

342 画像との位置合わせの方法は脳磁計の機種によっ

て異なるが 充分な精度が得られるようファントム

を用いた実測比較や 体性感覚誘発脳磁場の短潜時

成分など信号源位置が解剖学的に推測できる反応を

生理的ランドマークとして精度評価に利用する。

自発活動の記録

351 自発脳磁場は てんかんなど機能的疾患や 虚血・

腫瘍などの器質的疾患において 基礎波や突発波の

異常の有無と局在を調べる目的で行われる。自発脳

磁場の検査法は 臨床脳波検査基準に準じておこな

うべきであるが 本ガイドラインでは 脳磁図検査

独自の事項を補足する。

352 自発脳磁場は自発脳波と同様 被験者の内的および

外的要因によって大きく波形が変化する。したがっ

て疾患の種類や被験者の状態に応じて 内的および

外的要因を変化させながら 検査目的を達成すると

ともに 被験者の状態をさまざまな面からモニター

することも重要となる。測定中に生じた被験者の変

化や 明らかな雑音混入はコメントを記録しておく。

353 脳波と脳磁図の情報は相補的であり併用する利点

は大きい。脳波はモンタージュの再構成や波形の二

次処理が可能であるよう 共通の参照電極を用いた

単極誘導として記録することが望ましい。脳波に用

いる電極や導線は磁気雑音の原因になりにくい素材

を用い 電極やコネクタ類は体動の影響で雑音を生

じないよう固定する。

354 心電図は脳磁図に混入する心磁図波形を見分けた

り 被験者の一般状態をモニターする上でも同時測

定が望ましい。検査によっては 眼球運動 呼吸

経皮的酸素飽和度 呼気ガス等のモニターも有用で

ある。

355 てんかん検査では 測定中に発作に遭遇する可能性

があるため 発作症状と脳磁図所見を対応する目的

で 被験者の状態をビデオで記録することが推奨さ

れる。ビデオの画像は全身像と頭部拡大像を記録で

きることが望ましく また脳磁図とは時刻を同期さ

せておく必要がある。

356 自発活動の記録時間は目的によって異なるが てん

かん検査においては明確な異常所見が認められない

場合でも 覚醒と睡眠を含めて30分以上の記録時間

を目安とする。

357 安静覚醒時の記録は閉眼を基本とするが 開眼と閉

眼を10秒程度ずつ繰り返させると 後頭部基礎波の

振幅が減少および増大するため 被験者の基礎波を

認識しやすい。検査の開始直後や終了直前に行うこ

とが推奨される。

358 睡眠時は異常波が出現しやすく 特にてんかん診断

では睡眠時測定の優先度は高い。自然睡眠が望まし

いが 決められた検査時間内で睡眠を得るためには

睡眠時間の制限や 安全管理に配慮した上での薬剤

による睡眠導入を行ってもよい。睡眠時間の制限は

3時間程度を目安とするが 被験者の状態も斟酌し
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て適宜判断する。

359 過呼吸は虚血・腫瘍など器質的疾患における異常波

の賦活法として有用な場合がある。深呼吸時の体動

により脳磁図では脳波よりも大きな雑音が混入する

ため 過呼吸後の所見を重視する場合が多い。なお

てんかん検査では過呼吸負荷は必須とはされていな

い。

3510 てんかん検査では異常波を賦活するために薬剤を

用いる場合がある。これは診療上 主治医が必要と

判断した場合にのみ 主治医の責任と監視下におい

て慎重に行うべき賦活法である。事前に被験者およ

び被験者家族に対して充分な説明を行い同意を得た

うえで その旨を診療録へ記載する。

3511 視覚・聴覚・体性感覚などが異常波を誘発する場

合がある。てんかんでは視覚刺激が用いられること

が多く 症例により閃光刺激 図形刺激 閉眼など

で異常波が誘発される。感覚刺激では一般に 反復

による慣れ現象あるいは促進現象が生じることに注

意すべきであり 漫然と長時間の反復刺激は行わな

いこととする。

3512 小児や意識障害を有する被験者 精神遅滞などで

検査に協力が得られない被験者では鎮静を必要とす

る場合がある。詳しくは小児の検査法で述べる。鎮

静剤使用時は観察者が磁気シールド室内に入り 継

続的に観察することが望ましいが それが困難な場

合は監視カメラによる継続的モニターを行うべきで

ある。

誘発脳磁場記録の一般事項

361 脳磁図による大脳皮質の機能マッピングには 感覚

刺激によって誘発される反応を計測する手法や 運

動や精神活動などのタスクに関連した反応を計測す

る方法がある。いずれも信号源を推定して解剖画像

上に表示し 機能の局在を診断する。

362 検査手法の多くは 脳波を用いた誘発電位や事象関

連電位で用いる手法と共通点が多い。本ガイドライ

ンでは脳磁図検査に特有な手法について重点的に記

載する。

363 刺激装置などの周辺機器は 脳磁図検査では磁気雑

音の原因として問題になる。脳波で使える装置が脳

磁図ですぐ使えるとは限らない。また施設によって

周辺装置の種類が異なるため 施設ごとの独自の工

夫も必要である。

364 誘発反応や事象関連反応の検査では 同一条件での

計測を2セット以上繰り返して再現性を確認する手

法が一般的である。ただし脳磁図では 検出コイル

と頭部の相対位置の変化で 反応自体には再現性が

あっても異なる波形が得られることがある。その場

合 信号源の推定結果を指標として再現性を確認す

る方法も用いられる。

365 通常は加算平均されたデータを保存するが 長時間

記録によって反応が変化する可能性のある場合や

雑音の少ないデータを適宜選択して加算する場合に

は 加算する前の原波形も保存しておく。

体性感覚誘発脳磁場の記録

371 末梢神経や皮膚・粘膜の刺激で誘発される磁場の初

期成分は 一次体性感覚野に起源があると考えられ

ており 中心溝の同定や体性感覚野の身体部位別機

能局在の診断に用いることができる。計測手法の多

くは体性感覚誘発電位と共通するため ここでは体

性感覚誘発脳磁場に特有の事項を中心に述べる。

372 臨床検査でよく用いられる刺激部位は 正中神経

脛骨神経 手指 口唇である。通常は電気刺激 時

に機械的刺激が用いられる。刺激頻度と刺激強度は

体性感覚誘発電位に準じるが 一次体性感覚野の同

定のために短潜時成分を目的とする場合は 毎秒数

回の比較的高頻度での刺激でよく 二次体性感覚野

の評価のために潜時の遅い成分を目的とする場合は

比較的低頻度での刺激が用いられる。ただし口唇刺

激などでは末梢受容器の不応期の影響を低減するた

めに 低頻度刺激を用いる方が短潜時成分を記録し

やすい。

373 電気刺激では 安全性の確保と刺激雑音の低減のた

めに 身体の接地の確保と刺激系のアイソレーショ

ンが重要である。刺激パルスの持続時間や 刺激強

度の設定も雑音に影響する。安全のため電気刺激で

は刺激のパルス幅は0.5ms以下とする。より短い

パルス幅の刺激を極性反転させて連結すると 刺激

雑音の影響を低減することができる。

374 測定の際 想定される信号源を検出コイルがカバー

するようにセンサーを設置する。全頭型脳磁計では

頭部をなるべく深く挿入する。体性感覚刺激では身

体や頭部が動くことによって刺激に同期した低周波
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雑音が混入する場合がある。刺激の強さや頭部・体

部の固定を適宜調整することによって問題を解決す

る。

37.5 測定時間・サンプル周波数・フィルター・加算回数

等の計測条件は体性感覚誘発電位に準ずる。

聴覚誘発脳磁場の記録

381 音刺激で誘発される磁場のうち潜時30～150ms

前後の中・長潜時反応は 同じ潜時の聴覚誘発電位

に比べてS/N比が高く また空間分解能も高いこ

とから左右半球由来の信号を識別しやすい。信号源

は側頭葉上面後方部のヘシュル回か側頭平面

（planum temporale）付近と考えられている。聴覚

誘発脳磁場は後方言語野を推定する上での機能的ラ

ンドマークとして重要であるほか 左右半球の識別

能をいかして大脳皮質レベルでの聴覚機能異常の評

価に適している。

382 聴覚誘発脳磁場は覚醒度が測定結果に大きな影響

を与えるため 検査に先立って被験者が前夜に充分

な睡眠を確保したかどうかを把握しておく必要があ

る。計測時に自発脳磁図をモニターすると 後頭部

基礎律動の変化などで覚醒と睡眠の状態を確認でき

便利である。

383 刺激音は 一側耳もしくは両側耳に与える。前者で

はクロスヒアリング（cross hearing）の影響を除外

するために対側耳を白色雑音でマスクする。刺激音

としては トーンバースト クリックバースト ク

リックなどが用いられる。トーンバーストの周波数

は1ないし2kHzが一般的である。刺激装置が発生

する磁気雑音を避けるため通常はエアチューブを用

いる。その場合 伝導時の音圧減衰率は周波数によっ

て異なるため 刺激出口における音圧の実測値を確

認しておく必要がある。エアチューブの長さに応じ

た刺激潜時の遅延も考慮する必要がある。長潜時反

応を目的とする場合の刺激頻度は1秒ないし数秒に

1回程度である。疑似ランダム間隔で刺激すると一

定間隔刺激より大きな反応を得やすい。

384 測定の際 信号源が想定される側頭部を検出コイル

がカバーするようセンサーを設置する。全頭型脳磁

計では頭部を深く装置内に挿入する。センサー配置

が限られている場合や 全頭型脳磁計のサイズが被

験者の頭部サイズに比べて極端に大きい場合には

一側耳刺激に際しては振幅の大きい対側半球反応の

測定を優先させる。

385 測定時間・サンプル周波数・フィルター・加算回数

等の計測条件は聴覚誘発電位に準ずる。

視覚誘発脳磁場の記録

391 パターン反転刺激による視覚誘発脳磁場において

潜時200ms未満の反応は一次視覚野に起源がある

と考えられている。視覚誘発電位に比べて視覚誘発

脳磁場は左右両側に起源をもつ反応を識別する能力

に優れるため 機能異常の評価にも適している。

392 視覚誘発脳磁場は覚醒度が測定結果に大きな影響

を与えるため 検査に先立って被験者が前夜に充分

な睡眠を確保したかどうかを把握しておく必要があ

る。計測時に自発脳磁場をモニターすると 後頭部

基礎律動の変化などから覚醒と睡眠の状態を確認で

き便利である。

393 視覚刺激装置は磁気雑音を出さないよう工夫する

必要がある。非磁性の刺激装置を用いる方法 シー

ルド室外から鏡などを利用した画像呈示方法 室外

のプロジェクタから室内スクリーンへの投射による

方法 などがある。刺激の輝度は結果に影響を与え

る場合があるので あらかじめ計測しておくのが望

ましい。

394 視覚刺激の種類や呈示方法は基本的に視覚誘発電

位に準ずる。単眼視で刺激する方法と両眼視で刺激

する方法があり必要に応じて選択する。近視等があ

る場合 あらかじめ非磁性眼鏡で視力を補正する必

要がある。左右半球の視覚野を区別して解析する上

では 半側視野もしくは1/4視野などの部分視野刺

激が適している。その場合 固視の必要性を被験者

に十分に理解してもらう必要がある。固視が厳密に

行えない場合には全視野刺激を用いることになる。

脳波では左右半球の活動が識別困難でも 脳磁図で

は識別可能な場合もある。

395 全頭型脳磁計では頭部を深く装置内に挿入する。セ

ンサー配置が限られている装置の場合は後頭部を中

心に測定する。

396 測定時間・サンプル周波数・フィルター・加算回数

等の計測条件は視覚誘発電位に準ずる。

運動関連脳磁場の記録

3101 自発運動に関連して認められる運動関連脳磁場の
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うち 運動に先行する準備脳磁場は一次運動野に起

源を持つものの関与が大きく 運動部位に対応した

体性部位局在の診断に有用である。

3102 自発運動を行わせる部位としては 示指の伸展が

もっとも多く用いられているが 四肢の各部位や舌

の運動を用いることが可能である。四肢の各部位の

場合 被験者のペースに任せて 2 3秒に1回の割

合で 一側のすばやい運動を用いるのが通常である。

等尺性持続運動や 反復運動を用いることもある。

3103 運動に同期した磁気雑音を出さないよう工夫する

必要がある。すばやい運動に同期した体幹や頭部の

移動がおこりにくいような固定が必要となる。運動

終了時に支持台へ体の一部が戻る際の台の振動を防

止するため クッションなどを適宜利用するのも有

用である。

3104 運動に同期した眼球運動を防ぐためには 前方に

おいた固視点を注視してもらうのが一つの方法であ

る。瞬目が加算時間帯の中に入らないようにするの

が望ましい。

3105 加算同期点としては 運動の開始時点を用いるの

が一般的であり 筋電図信号を用いる方法と スイッ

チや加速器のように運動を検知する方法がある。運

動障害のために各運動の立ち上がりが一定でない場

合は 連続記録データを用いて 筋電図の立ち上が

りを目視的に決定してオフライン処理をする方がよ

り大きな信号を得ることができる。

3106 測定時間・サンプル周波数・フィルター・加算回

数等の計測条件は運動関連脳電位に準ずる。

3107 同様の手法を用いて 不随意運動を標的とした記

録をすることも可能である。この際は 加算平均後

の信号と 本来の背景脳活動との比較を行なうため

に 十分な加算時間帯を設定することが重要である。

言語関連脳磁場の記録

3111 言語刺激で誘発される脳磁場のうち 潜時200ms

以降の長潜時反応は 聴覚や視覚などの刺激方法に

依存せずに 言語に特有な領域に由来する反応を含

んでいる。通常この反応は 被験者が刺激に対し注

意をむけるようなタスクを与えた時に増強される。

信号源の主体は後方言語野と考えられており 言語

優位半球の同定に有用である。

3112 言語関連脳磁場は覚醒度が測定結果に大きな影響

を与えるため 検査に先立って被験者が前夜に充分

な睡眠を確保したかどうかを把握しておく必要があ

る。計測時に自発脳磁場をモニターすると 後頭部

基礎律動の変化などで覚醒と睡眠の状態を確認でき

便利である。

3113 言語刺激の提示装置は 聴覚誘発脳磁場や視覚誘

発脳磁場に準ずる。どのような言語刺激を用いるか

については 施設ごとに工夫することができるが

言語刺激のみならず非言語刺激と組み合わせて比較

することによって 言語優位半球の同定がより確実

となる。被験者の注意を高めるためには 刺激に対

する記憶や判断の作業を要求するなどの工夫が必要

となる。

3114 測定の際 信号源が想定される側頭部付近を中心

に検出コイルを設置する。全頭型脳磁計では頭部を

深く装置内に挿入する。半球間較差を評価するため

には 頭部とセンサーとの距離がほぼ対称的になる

ように注意する。

3115 測定時間は通常の感覚刺激誘発脳磁場よりも十分

長く設定すべきである。一般に 言語に関連する脳

活動の周波数帯域はきわめて広いため 解析対象と

して着目する周波数にあわせたフィルター条件やサ

ンプル周波数を設定すべきである。

小児の検査

小児検査の特徴

411 年少小児や 成人においても精神発達遅滞などを理

由に検査に対する協力が得られない被験者では 検

査の準備や施行時に鎮静が必要となることがある。

概ね9歳以上の正常発達小児は 成人と変わりなく

検査が施行できることが多いが それ以下の年齢で

は鎮静処置が必要な場合が多い。

412 成人用の全頭型脳磁計を小児に用いると 頭部サイ

ズが小さいために 計測時の位置確認に困難を来し

たり 信号源推定精度が低下する場合があり 良好

な記録を行うためには頭部の固定などに工夫が必要

となる。特に3歳以下の小児に関してこの傾向がみ

られる。

鎮静

421 鎮静に用いる薬剤は小児 成人ともに同じである

が 用量が異なるので注意する。
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422 鎮静が必要な場合

鎮静薬剤の使用に関しては 検査の施行 継続の

ため必須である場合に用いるべきで これらの薬剤

による副作用 および鎮静によって生じる不利益（雑

音 信号の減弱など）を勘案して決定する必要があ

る 。

423 方法

鎮静には睡眠剤を用いることが多いが 精神安定

剤を用いることもできる。

424 留意事項

4241 鎮静に使用する薬剤の種類や用量によって 呼吸

抑制やてんかん発作 精神運動興奮などをおこすこ

とがあるので 各薬物の特性をよく理解した医師が

これを行う。

4242 薬物使用時には持続的に心電図 呼吸をモニター

することが必要である。必要であれば経皮的酸素飽

和度モニターの使用も考慮する。

4243 鎮静剤使用時は観察者が磁気シールド室内に入

り 継続的に観察することが望ましいが それが困

難な場合は監視カメラによる継続的モニターを行う

べきである。

4244 残存する鎮静薬の効果により検査終了後に事故

が発生しないように 投与量に配慮することと 検

査終了後に回復の十分な観察を行うか または退室

時に付き添い者をつけるのが望ましい。

425 救急設備

4251 鎮静薬剤を用いる場合 呼吸抑制に速やかに対応

できる体制とする。また可及的に使用できる吸引機

器 酸素投与機器等が配備されていることが望まし

い。

426 鎮静中の記録室内の同席

4261 必要に応じて また検査にかかる危険回避のため

に 被検者以外の者の記録室内への同席を考慮する。

4262 記録室内の同席の目的は 不慮の事故の防止 被

検者の心理的な不安の除去 モニターやマイクでは

検者との意思疎通が困難な被検者 その他の補助や

詳細な観察が必要な場合 などである。

頭部の位置と固定

431 デュアーと頭部の隙間が大きく開く場合 中間の空

間を埋める詰め物（タオル スポンジなど）をする

など可能な限り頭部の固定の向上に努める。

432 頭部がデュアーに対し小さく中央での測定が不可

能である場合は いずれかの側面に寄せることで信

号の利得を大きくする。この場合 頭部の位置と向

きを何回か変更してなるべく頭部全体を計測するよ

う心がける。記録の際 どの部位の記録であるのか

を記載し 解析の際に留意する必要がある。

433 被験者と検査台は 転落防止のためにバンドや保護

柵等で安全を確保する。

留意点

441 各磁気センサーと頭部との距離が均一であること

が理想であるが そうでない計測を行った場合は

結果の解釈に注意する。

判読と解析

判読・解析の対象

511 記録終了時に得られている時系列データ（自発脳磁

場と誘発脳磁場）の判読およびそれらをもとに行う

電流源解析が 脳磁図解析の主となる。

512 より高精度の電流源解析を行うことなどを目的と

して 時系列データに対して二次処理が行われるこ

とがある。

二次処理

521 二次処理前の波形確認の重要性

5211 二次処理の中では フィルターの適用や加算平均

法などがよく用いられる。

5212 二次処理を始めるにあたっては まず 時系列

データとなっている対象とする脳磁図の波形（連続

記録データもしくは加算平均データ）を検討するこ

とが重要である。全チャンネルの波形を観察するこ

とにより アーチファクトの混入やS/N比の良否

の判定が容易となる。

5213 二次処理の中でも 加算平均法や 周波数解析な

ど 時系列情報の変化を伴うものに関しては 特に

最初の段階での波形の検討が重要である。

522 フィルターの適用

5221 記録した波形には 通常 システム雑音 環境雑

音の他に 解析対象以外の生体信号が含まれている

ので 対象とする波形や目的に応じて フィルター

を適用してもよい。

5222 フィルターとしては 一般的に用いられる低域遮

断フィルター 高域遮断フィルター 帯域阻止フィ
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ルターのような周波数フィルターの他に 機器特有

のフィルターがある。

5223 いずれのフィルターを用いる場合も 除去する成

分を雑音と認定することの妥当性について検討を行

い 適用法にも慎重な配慮が必要である。

5224 波形判読を容易にするために高域遮断フィル

ターを使用してもよい。商用交流電源による50Hz

又は60Hzに関連したノイズを記録中に除くこと

ができなかった場合は 連続記録データに対して

帯域阻止フィルターを使用しても良い。

5225 低域遮断フィルターの適応にあたっては 目的の

遮断周波数に適合した十分な時間のデータが必要で

ある。オフラインで加算平均処理を行う場合には

加算の前に低域遮断フィルターを適応するのが望ま

しい。

5226 周波数フィルターの通過帯域 阻止帯域 ならび

にその遮断特性は対象とする波形や目的により変更

するのが望ましい。

5227 使用するフィルターには直流成分の除去（オフ

セットフィルター）も含まれるが 解析上 重大な

意味を持つのは振幅値をもとに電流源推定を行う場

合である。

5228 心電図などの特別な特性をもつ雑音の排除に主

成分分析 独立成分分析などの解析的雑音除去手法

を用いることも可能であるが その場合は除去する

成分の妥当性について慎重な検討を行うべきであ

る。

523 加算平均

5231 磁場信号が小さい場合にはS/N比を改善する

目的で 連続記録データを対象としてオフラインで

加算平均処理を行うことができる。

5232 外部刺激の開始や終了時点などを加算基準時点

とするオフライン加算平均の場合は オンライン中

の加算平均法と同様に扱うことができる。加算基準

信号（トリガー信号）の加算平均も行い 想定通り

の波形になっていることを確認することが重要であ

る。

5233 脳波 脳磁図の棘波や筋電図などの生体信号や

反応信号などを用いてオフラインで新たな加算基準

時点を定め 加算基準時点前後を含めて加算平均処

理をすることができる。

5234 前項の場合は 加算平均の対象となる複数区間に

おいて 脳内事象が同一と推定できる時点を加算基

準時点として選択する必要がある。脳波もしくは脳

磁図の波形から1時点を選択する時は 対象波形に

おけるピークまたは立ち上がりを用いることを推奨

する。筋電図では一般的に立ち上がりが用いられる。

また 加算基準点における等磁場図が近似している

もののみを加算平均の対象に限定することもでき

る。

5235 加算平均して得られた波形は 原波形と同様に波

形評価 等磁場図 電流源解析などに用いることが

できる。

自発脳磁場及び誘発脳磁場の判読

531 全記録波形について視察的に確認するのが望まし

い。

532 自発脳磁場においては 脳波判読と同様 後頭部優

位律動を含めた背景脳磁場の異常の有無 磁気棘

波・鋭波・徐波などの突発波の異常の有無を確認す

る。

533 突発波が認められる際は 脳波の棘波と磁気棘波の

対応の有無 波形の形状 潜時などについて検討す

る。

534 誘発脳磁場の判読は誘発電位の方法に準じるが 2

セット以上の記録を繰り返し 反応の再現性を確認

することが重要である。

535 2セット以上の記録において波形の再現性がある

場合は 複数セットの総加算平均波形を電流源解析

に用いることができる。この場合 検出コイルと頭

部の相対位置の変化が許容範囲内にあることを検証

するのも1つの方法である。また 各セットの波形

のS/N比が十分な場合は それぞれの電流源解析

の結果をもって 再現性の確認とすることもできる。

536 誘発脳磁場と同時に誘発電位を記録している場合

は 電位分布と磁場分布が両者で矛盾がないかどう

かを検討する。

電流源解析

541 電流源解析の対象

5411 測定した脳磁場 誘発脳磁場をもとに脳内の電気

生理学的活動を推定することを 電流源解析と称す

る。

5412 自発脳磁場においては背景脳磁場 誘発脳磁場に
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おいては刺激前の基線活動を基準とし それらより

も顕著な信号変化を示した時点での推定が中心とな

る。

542 等磁場図の評価

5421 任意の時点での等磁場図の評価は 推定可能な電

流源の数と平面的な分布の概略を知るのに簡便で有

用な方法である 。

5422 等磁場図は推定結果の電流源よりは原データに

近いという長所がある。

5423 等磁場図は対象時間の信号の大きさをもとに作

成されるが 振幅決定にあたっては 直流成分や解

析対象外の周波数成分の除去が必要となる。

5424 直流成分を除去する場合には 解析対象信号の影

響のないと推定される時点であれば 対象信号の前

もしくは後の一定区間を設定し その区間の平均値

を直流成分として扱うことができる。

5425 自発脳磁場などのように 解析対象信号の持続時

間に比べて十分に長い時間の記録がある場合は 記

録全区間を直流成分除去の計算に用いることができ

る。加算平均波形の場合は 通常 前項（5424.項）

のように加算平均時間帯の中の一部をもって直流成

分決定の時間帯とすることが多い。設定した加算平

均時間帯全体が定常状態となっている場合は 加算

平均時間全体を直流成分計算の対象時間とすること

もできる。

5426 解析対象外の周波数成分の除去にあたって周波

数フィルターを用いる場合は 522 項目のフィル

ターの適用の記載に留意する。

5427 Magnetometerまたは軸型 gradiometerの場合

は磁場の湧きだしと吸い込みの個数と位置関係を確

認する。平面型 gradiometerの場合は 極大点の数

と各極大点での磁場ベクトルの方向を確認する。

5428 非全頭型または全頭型でも小児などのように部

分的な記録しかできない場合には 記録時に等磁場

図を作成し 最良の記録が可能となるように 被検

者の頭部とデュワーとの位置関係を調整する。

543 単一等価電流双極子モデル解析

5431 単一等価電流双極子モデルの適応

54311 仮想的に正負等価の1対の電荷が1カ所に存

在するものを等価電流双極子と称し それが脳内に

存在する場合にみられる等磁場図の理論的分布を双

極子パターンとする 。

54312 ある時点における等磁場図が 双極子パターン

に近似していると判断された場合は 単一等価電流

双極子モデルを用いてその時点における電流源とし

て単一双極子推定をすることができる 。

54313 電流源が複数あるとみなされる場合でも 相互

の距離が離れている場合には 各々の電流源に関連

の高いチャンネルのみを選択することで局所におけ

る単一双極子推定を行うことが可能である。

54314 推定計算には 対象となる時点での信号振幅を

用いる場合が多いので 直流成分の除去 解析対象

外の周波数成分の除去などについて 5423.～5

426.項の条項に留意する。

54315 結果の解釈にあたっては 単一等価電流双極子

モデルで近似できる電流源であっても 実際は有限

の面積をもった電流源であること また 分解能以

下に近接する複数の電流源がひとつの電流源として

計算されている可能性を常に念頭に置かなければな

らない 。

54316 単一双極子モデルの分解能以上離れている電

流源の場合も 推定に利用するチャンネルの選択が

不適切な場合は 誤った推定になることに留意する。

5432 仮想球の設定

54321 単一等価電流双極子モデルを用いて電流源を

推定するには 脳を球に見立てる球モデルと実際の

脳形状を用いる実脳形状モデルのいずれかを用いる

が 臨床検査で用いる場合には球モデルの仮定を用

いて構わない 。

54322 球モデルには 何らかの方法で得られた頭部形

状をもとに 大脳の関心領域の大部分を含み 球形

に適合した場合の適合誤差が最小となるような球を

設定する。

5433 波形における解析点

54331 電流源の大きさと広がりは時間とともに変化

するので 波形のどの時点を計算したかは 解析を

行う上で重要である。

54332 S/N比の観点から 振幅の大きい時点を解析

点として選ぶのが一般である。

54333 各成分の頂点のみでなく その前後の複数時点

の解析を行うこともある。この場合 電流源の推定

結果として1時点を選ぶ場合は 54341記載の
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評価指標などを用いて選択する。

54334 異常波の初期発生源を推定する目的の場合は

可及的に早期の成分を計算するべきであるが 計算

誤差を小さくするためには振幅の大きな時点を計算

したほうが良く 両観点より適切な時点を選ぶ必要

がある。この場合に 54341.記載の評価指標を

利用することもできる。

5434 単一等価電流双極子仮定の信頼性

54341 単一等価電流双極子仮定では goodness of
 

fit total error 相関係数 confidence volume

などの近似の良好さを示す指標が得られる。しかし

ながら 単一等価電流双極子推定では いかなる評

価指標を用いても 信頼度が低い場合の指標とはな

りうるが 数値上での近似性がモデルの信頼性の保

証とはなっていないことに注意すべきである。これ

らの信頼性指標については施設ごとに目的に応じて

基準を定めることとする。

54342 推定された電流源の方向及び向きは大脳皮質

錐体細胞の尖頂樹状突起の解剖学的な向きを示す情

報であり 診断的価値を有する 。

54343 電流源の方向及び向きが診断的価値を有する

ためには 対象成分において 常に一定の基準に従

い解析点が選択されている必要がある。誘発脳磁場

の場合は 誘発電位の成分との対比 もしくは潜時

より該当成分を同定し その頂点潜時で評価する。

てんかん棘波の場合は最初の頂点潜時で評価するの

を原則とする。

544 複数双極子推定

5441 等磁場図において複数の双極子パターンを認め

る場合には2-dipole法などの複数双極子推定によ

り複数の電流源を推定することが可能である 。

5442 仮定する双極子数が増えると 推定値が極小点

（local minimum）に固定される危険度が増すので

複数双極子推定においては 単一双極子推定と同等

以上の慎重さが求められる。

5443 近接した部位及び近接した時間の条件において

複数双極子推定を適応するのは一般に困難であり

推定誤差も大きくなるので慎重を要する。

545 双極子モデル以外の解析方法

5451 電流源推定には 双極子モデル以外の空間フィル

ター L1ノルム L2ノルム などの開発中の解析

方法を使用することも認められる。

5452 双極子モデル以外の電流源推定法は 手技として

一般化されていないため 信頼性については各施設

で検証を行わなければならない。

5453 双極子推定以外の電流源推定法を臨床検査とし

て使用する場合には 現時点においては従来の双極

子モデルによる解析結果と併記されるべきである。

546 脳画像との合成

5461 推定された電流源は 各種脳解剖画像上に重畳す

ることにより 有意義な臨床情報を得られる可能性

がある。

5462 重畳に利用する脳解剖画像はMRIを基本とす

るが 他の画像により有用な情報がある場合は こ

の限りでない。

5463 脳解剖画像との重畳手技には制限はなく 精度の

高い重畳が可能であればどのような方法を使用して

もよい。

てんかん棘波の解析

551 解析対象の選定

5511 本指針では 個々のてんかん棘波での推定を1時

点でのみ行う場合「ある区間を選択して解析した中

で correlation goodness of fitなどの評価指標を

もとに解析点を選ぶ」もしくは「棘波の最大振幅時

点」を選ぶことを推奨する。

5512 てんかん原性焦点を探索する目的の場合 棘波の

解析を推奨する。

5513 やむを得ず棘波以外の鋭波や異常徐波を対象と

しててんかん原性焦点の電流源解析を行なう場合

は 報告に注意書きを付記することを原則とする。

5514 複数の解析点で経時的にてんかん原性焦点の電

流源の変化を検討する場合は 評価指標の最良値や

振幅最大点にこだわらずに解析することができる

が 各時点での推定結果の信頼性を評価し 不適切

な値は除外することが必要である。

552 電流モーメント

5521 てんかん棘波では推定した単一等価電流双極子

の電流モーメントを妥当性の評価の一つとして用い

ることができる 。

5522 てんかん棘波で500nAmを超える電流モーメン

トが推定された場合は 広大な電流源か推定の誤り

のいずれかであり 結果を破棄するか 解釈を慎重
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にするかのいずれかの対応を行わなければならな

い。

5523 てんかん棘波で50nAm以下の電流モーメント

が推定された場合は 推定の誤りである可能性が高

いため 原則として破棄する。

553 必要解析数

5531 てんかん棘波では双極子推定の再現性が低いた

め 最低でも10個以上の棘波について信頼性の高い

推定結果を得ることが望ましい。

5532 推定された双極子の推定位置が複数の場所に分

かれる場合や分布が広い場合には 信頼性を確保す

るために さらに解析個数を増加する必要がある。

5533 少数の棘波の電流源しか推定出来ない場合には

可能であれば追加の検査を行い 不可能であれば報

告に信頼性に関する記載を行う。

554 クラスターの評価

5541 てんかん棘波の推定電流源の分布が限局して集

中する場合にクラスターありと判断する。局在性の

目安は脳回1～2個程度とするが 対象脳に存在する

異常によりこれを超えてもよい。

5542 クラスターは解析したてんかん棘波の電流源を

示すものであり 必ずしもてんかん原性焦点の位置

を示すものではないことを 解釈にあたって留意す

る。

5543 推定電流源が広汎に分布し クラスターしない場

合には電流源がひろいと解釈せず 電流源の特定は

出来ないと判断する。

5544 推定電流源の方向が一定方向を示す場合は 診断

上有用な情報となりうる 。

記録の整理保存

一般的事項

611 報告書は真正性を保つものであれば電子媒体 書面

の如何は問わない。

612 検査結果の報告にあたっては 依頼事項があればそ

れに対応した所見の有無を明瞭に記載する。

613 報告書は専門家以外も閲覧する可能性を考慮して

できるだけ平易な表現を心がける。

614 報告書は 最低2部作成し 依頼医に送付した報告

書の控えを保存し 随時参照できるようにしておく

こと。

報告書の書式

621 一般的事項

6211 被験者記録の冒頭には必要に応じて次項以下の

項目を記載する。ただし 施設の実情に応じて適宜

項目を変更もしくは削除しても構わない。

6212 報告書を簡素化する場合には 被験者 ID・検査

日・検査項目・所見の4項目については必須とする。

622 被験者属性

6221 被験者の病歴番号または患者番号 診療科名 入

院/外来の別

6222 被験者の氏名 年齢 性別

6223 記録年月日 過去の測定日

6224 使用するMRIの番号または測定日

6225 脳磁図番号

623 依頼事項

6231 脳磁図検査依頼時に主治医の特別な依頼があれ

ばその内容の要点を記載する。

624 検査時被験者条件

6241 食事や服薬（注射）の有無 内容など

6242 主な神経症状（含むてんかん発作)

6243 被験者の態度や意識状態など

625 測定条件

6251 検査項目（自発脳磁場 同時測定脳波の有無 誘

発脳磁場の種類など)

6252 測定条件（サンプル周波数 オンラインフィル

ター 誘発脳磁場では 刺激の種類や方法 加算平

均回数など)

6253 測定時間中の頭部の動きの有無

6254 記録担当者名

626 補足事項

6261 頭部の大きさがセンサーの大きさにマッチして

いない場合に測定位置と方法を記載

6262 賦活を行った場合には実施した賦活法の種類お

よび検査のために使用した薬剤の種類と量

6263 準備から終了までの検査所要時間

627 所見

627.1 所見内容を記載し 解析担当者名の記入を行うこ

と。

627.2 記録担当者と解析担当者が同じでも担当者名欄

は個別にする。
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所見の記載

631 一般的事項

6311 脳磁図が 脳波の補助ではなく 高度に補完する

ものであることを認識し 所見の記載にあたっては

当該施設における各種解析方法に準じたものを明瞭

に記載する。

6312 記載は冗長になることを避け 必要な項目を簡潔

に かつ主観を交えず述べるように努力すること。

したがって 以下にあげる各項目は 必須ではなく

参考のためにあげてある。

632 波形についての記載

6321 優位な律動および背景に関する記述

6322 主要な異常所見の種類 量 出現様式

6323 賦活による変化

6324 同時測定脳波との関連

6325 検査中に認められた臨床症状の変化と脳磁場と

の関係

633 信号源推定

6331 解析方法と推定された信号源の解剖学的部位

6332 解析結果の記載にあたっては オフラインフィル

ターなどの解析条件も併記することが望ましい。

6333 信号源は各被験者における頭部MRIに重畳し

て表示することが望ましい。

6334 推定された信号源に付随した解析パラメーター

値（goodness of fit 誤差値 モーメント z値 t

値など)。

634 診断や治療に関する助言の記載

6341 信号源推定などにおいて 数値や画像のみでは誤

解を招きそうな点について 補足的な記載を行う。

また 検査の依頼時にうけた検討事項などに対して

可能であれば回答をおこなう。

測定データと報告書の保存

641 測定したデータは 解析前の全量の電子媒体による

保存を原則とし 5年以上保存することが望ましい。

やむを得ない場合は 異常所見の判定に関連した重

要部分や信号源推定を行った部分のみの保存を行

う。

642 報告書と解析結果も原データと同様に保存し でき

ればデータベース化することが望ましい。

643 保存に際しては 当該施設における設置管理者の指

定する保管場所において管理し プライバシーの保

護に十分留意し 真正性 見読性 保存性を解析報

告者の責任において実施しなければならない。

644 データ保存の安全性を高めるため デジタルデータ

については二重保存を行うことを推奨する。

特記事項

本ガイドラインは 現時点での各施設の実情を踏まえた

最小限の合意として作成されたものである。脳磁図はまだ

技術的進歩があると予想されることから 本ガイドライン

も一定期間が経過した後に 見直しや改訂を行うことが必

要である。
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