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はじめに
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これまでの報告で多く用いられてきた刺激条件は，

2000 年の Nitsche と Paulus による経頭蓋直流電気

約 1 mA，電極面積 16～35 cm ，電荷密度 170～480 C/

刺激（transcranial direct current stimulation: tDCS）の

m であった。動物実験では，電流密度 14.3～28.7 mA/

報告以降，中枢神経系に可塑的変化を誘導する非侵襲

cm ，電荷密度 52,400 C/m でも組織損傷を生じてい

的脳刺激法として多くの研究が行われてきた。その

ない。また，1～2 mA（0.03～2 mA/cm ）の刺激で生

後，経頭蓋交流電気刺激（transcranial alternating cur-

じる電場は 0.4～0.8 V/m であり，電気けいれん療法

rent stimulation: tACS）
，経頭蓋ランダムノイズ刺激

の 1/1,000 である。

2

2

2

2

2

（transcranial random noise stimulation: tRNS）などの
刺激法が開発，研究され，また経頭蓋ではないが，脊

2．有害事象と安全性

髄への直流電気刺激（trans-spinal direct current stim-

重大な有害事象は報告されていないが，発生の要因

ulation: tsDCS）の研究も行われている。これらは，一

としては下記（1）から（4）が挙げられる。

般に低強度経頭蓋電気刺激（low intensity transcranial

（1）大脳皮質内に存在する生理的電場への影響

electrical stimulation: tES）として扱われる。

（2）電気走性（galvanotaxis）：電場勾配に沿った細

これまでに，健常者における運動機能や認知機能への

胞の遊走

効果を目的とした研究など，様々な研究がなされてお

（3）炎症：免疫細胞への影響

り，認知機能を高める neuroenhancer として期待してい

（4）加水分解（ガス発生）と電極の腐食

る研究もある。患者に対しては，主にうつ病，慢性疼痛，

時に問題となる有害事象は，tDCS の刺激後にみら

脳卒中による運動麻痺や高次脳機能障害などに対する

れる電極直下の皮膚の熱傷である。前額部に電極を配

非薬物治療としての効果が検討されてきた。安全性も検

置した場合に多く，1 mA，1 セッションであっても，

討されてきたが，これまで重大な副作用は報告されてお

起こりうる。電極が十分な面積に密着していない場合

らず，比較的，安全に実施できている。確実な効果を得

に生じやすい。

られる段階には至っていないが，さらなる臨床研究の積

2-1．電極を配置する際の注意点

み重ねにより，その効果が期待されている。一方，安価で

・瘢痕や炎症のみられる部位は避ける。

あるために，自己治療，素人療法として行われる懸念が

・皮膚と電極の接触面積が小さくなると電流密度が大

あり，その場合の効果・安全性については，科学的な検証

きくなり熱傷などの皮膚の有害事象を生じやすくな

が不十分である。本ガイドラインは，2016 年の Göttingen

るため，電極全体が皮膚に密着するようにする。

で開催された専門家会議でのコンセンサスに基づき2017

・水道水の使用は勧められない。

年に Clinical Neurophysiology 誌に掲載されたガイドラ

・電極と皮膚の間に導電ジェルや生理食塩水を含むス

と有害事象のレビュー ，さらに 2016 年に日本臨

ポンジなどを置く。長時間の刺激ではこれらの乾燥

床神経生理学会脳刺激法に関する委員会からの低強度

に注意する。たとえば MRI 撮像中に MRI 対応機器

をベースと

で刺激する場合は，乾燥しやすい生理食塩水や薄い

イン

1, 2）

3）

経頭蓋電気刺激の安全性に関する記述

4～6）

し，その後の知見をまとめたものである。非侵襲的脳刺

ジェルよりも導電ペーストが推奨される。

激として磁気刺激法と共通する部分については，2019

・導電ペーストを用いる際は，必ずしもスポンジを使

年に臨床神経生理学誌に掲載された「磁気刺激法の安

用しなくても良い。しかし，伝導性のゴムが皮膚に

全性に関するガイドライン」 を適宜引用して記述した。

無理に押し付けられないように注意する。

7）

他の主な有害事象は，一過性の局所痛，頭痛，不快
1．低強度経頭蓋直流・交流・ランダムノイズ電気
刺激の定義

感などである。また，局所の血管拡張による一過性の
発赤が生じることがある。発生率は 10～80％で，有害

4 mA 未満，1 日 60 分以下，電極面積 1～100 cm ，

事象の種類や報告により異なり，プラセボ刺激との差

移送電荷 7.2 C 以下，周波数 0～10 kHz による刺激を，

を認めないという報告もある。tACS，あるいは tDCS

低強度刺激と定義する。

で急に電流をオン/オフすると眼閃（phosphene）を生

2

2021.

じることがある。
小児，高齢者，妊婦，脳卒中や慢性疼痛患者が健常
成人よりも有害事象のリスクが高いという報告はな
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クリーニングを実施した上で，インフォームドコンセ
ントを書面で得ること。また，研究目的であるため，
当該施設での倫理委員会の承認を得る必要がある。

い。経頭蓋刺激ではないが，妊婦の腰部への tsDCS な

3-1．スクリーニング

どの刺激は避ける。また，tDCS による軽躁/躁状態が

刺激実施前に，対象者のリスクを確認するために表

報告されており，躁状態に転ずるリスクのある患者に

2 のようなスクリーニングを実施することが推奨され

低強度経頭蓋電気刺激を行う場合には，精神状態を十

る。該当する項目がある場合には，必要性とリスクと

分に観察し，適宜，気分安定薬の併用を考慮する。

のバランスを考慮して実施の可否を検討する。

加水分解と電極の腐食については慎重を要し，導電
性ゴムの電極を生理食塩水を含むスポンジに挿入する

4．自己治療・素人療法

といった対処が必要である。Ag/AgCl 電極を導電ゲル

tES は比較的シンプルな装置であり，素人が自己治

とともに用いても良い。
頭蓋内インプラントの患者への刺激では重大な有害

療（do-it-yourself）を目的として，自ら tDCS 装置を作成
し，自分で用いるといった動向がみられる。また，消費

事象は報告されていない。ただし，骨穿孔部では電気

者に刺激装置を直接販売している（direct-to-consumer）

抵抗が低く，硬膜下・硬膜外電極や DBS の導線が

企業も北米を中心に急激に増加している。しかしなが

tDCS の電極に近い場合にも注意を要する。このよう

ら，市販の tDCS 器具の使用により認知機能の低下を

な被験者を対象に tDCS を施行する際は，よく監督さ

認めるといった報告があるなど，これらの装置の使用

れ，かつコントロールされた条件下で研究を行う。

効果は科学的な検証が十分になされたものではなく，

rTMS や他のニューロリハビリテーションとの組み
合わせは現時点での報告では基本問題ない。
認知機能を評価する際には，研究の対象としていな
い認知機能の変化を見落とす可能性があることを念頭

装置自体の安全性の検証も不十分である。国際臨床神
経生理学会により，効果と安全性の両方が示されてい
ない限り，自己治療機器およびそのプロトコルの使用
に関しては，注意勧告が出ており，推奨されない。

においておく。
2-2．有害事象発生の確認
後方視研究よりも前方視研究において有害事象の発
生率は高い。刺激の実施にあたり，
表 1 に示すような定型
の質問紙により有害事象を記録することが推奨される。
3．実施者，実施体制，説明と同意
国際臨床神経生理学会のガイドラインおよび日本臨
床神経生理学会の安全性に関する記述にあるように，
低強度経頭蓋電気刺激は，方法に精通した医師の管轄
のもと，有害事象の予防，評価，報告，対処に関する
知識の教育を含むトレーニングを受けた医療従事者あ
るいは研究者により，製品化され医療機器の基準に達
した刺激装置を用いて行われることが推奨される。
ただし，患者を被験者とする場合，効果や安全面か
ら健常者よりも注意が必要である。有害事象発生時に
は，速やかに医師に相談できる体制を整えることを推
奨する。
実施の前に，対象者に研究の説明を十分に行い，ス
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表1

不快感の発生の有無に関しての確認用紙
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表2

対象のスクリーニング

