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はじめに
磁気刺激は，頭蓋内に電場を誘導させることにより，
神経を刺激する方法である。反復経頭蓋磁気刺激
（repetitive transcranial magnetic stimulation: rTMS）
は，刺激のパラメータに依存し，大脳皮質の興奮性を
刺激終了後も低下あるいは増大させることができ，薬
剤難治性の精神疾患および神経疾患に対する治療法と
して期待されている。特にうつ病への臨床応用は既に
世界的に普及している。通常，rTMSは，一定の周波
数 刺 激 を 与 え る 規 則 的 な rTMSを conventional 

rTMS，不規則な rTMS を patterned rTMSと分類す
る。Conventional rTMSでは，1 Hzより高い刺激頻度
の rTMSを高頻度 rTMS，1 Hz以下の刺激頻度の
rTMSを低頻度 rTMSと定義している。Patterned 

rTMSと呼ばれるものには theta burst stimulation 

（TBS）や quadripulse stimulation （QPS）がある1）。 

2009年に国際臨床神経生理学会から，磁気刺激法の
安全性に関するガイドラインが発表され2），本邦でも
2011年に日本臨床神経生理学会から翻訳版を発表し
た3）。その後，臨床神経生理学会の脳刺激法に関する
委員会により，適宜，ガイドラインの更新を重ねてき
た4～7）。また，大うつ病性障害に対する治療法として，
rTMSが薬事承認され，rTMSの臨床応用のための実
施施設基準，実施者基準などを策定した8）。このよう
に，複数の更新を経ていることから，本ガイドライン
を 1つにまとめて，なるべく簡潔に分かりやすくする
ことが必要と考え，磁気刺激法の安全性に関するガイ
ドライン（2019年版）として今回まとめた。特に，本
邦における実施施設基準，実施者基準について明文化
した。
また，2018年 4月から臨床研究法が施行された。臨
床研究とは，“医薬品等を人に対して用いること（医行
為）により，当該医薬品等の有効性又は安全性を明ら
かにする研究”とされている。このうち，特定臨床研
究は，医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者から
資金提供をうけているもの，もしくは国内で未承認あ
るいは適応外の医薬品等を用いて行われる研究と定義
されている。近年，rTMSも，精神神経疾患などに対
する治療法として検証されることもある。従って，
rTMSを使用する研究を開始する際には，刺激法の有
効性や安全性を検証する目的の臨床研究にあたるもの

か，刺激パラメータの検証や健常人や疾患での生理学
的機構を調べるための医学研究であるかを明確に分け
る必要があろう。後者の場合は，人を対象とする医学
系研究に関する倫理指針に沿うべきもので，臨床研究
法には本来抵触しないと思われるが，個々の施設の倫
理委員会の判断を仰ぐ必要がある。また，医療機器使
用として認可されているものはその使用基準に従い，
医療機器として使用が認められていないものは使用許
可を施設ごとに得る必要がある。

1.　単発刺激，二連発刺激などの磁気刺激検査
単発刺激，二連発刺激などを用いた磁気刺激検査で
は，重篤な副作用はなく，安全であり，保険適用も認
められており，臨床検査の範囲では，医師の指示のも
と臨床検査技師が行うことも可能である。ただし，不
測の事態に対処できる状況で行うことが必要である。
具体的には，生体情報モニター・救急カートを準備し，
すぐに救急処置ができる体制を整えるなどが必要であ
る。また，安全性や禁忌については，後述を参照され
たい。また，保険適用に基づく臨床検査としてではな
く，研究として行う場合には各施設の倫理委員会承認
が必要である。
なお，単発刺激，二連発刺激などの磁気刺激検査で
は，様々な刺激コイル（ダブル・コーンコイル，MATS

コイルなど）を用いたり，様々な刺激法（経頭蓋磁気刺
激の他，脳幹刺激，脊髄神経刺激，馬尾刺激，小脳刺
激など）を実施したりするため，検査特有の問題がい
くつか挙げられる。脳幹刺激や小脳刺激では，脳神経
を刺激することにより，咬筋が収縮するため，舌を咬
まないように注意が必要である9,10）。MATSコイルは，
深い部位を強力に刺激するために，腰仙部の刺激を目
的として作成されている。腰部より頭側の刺激では心
臓を刺激する可能性があるため，腰部より頭側の刺激
は承認されていない11）。

2.　反復経頭蓋磁気刺激法（rTMS）
本邦でも rTMSが，既存の薬物療法に反応しない

DSM-5の大うつ病性障害の治療装置として，2017年 9

月に薬事承認された。大うつ病性障害に対する rTMS

治療については，今後，臨床応用が進むと考えられる。
対象疾患，実施施設基準，実施者などが詳細に定めら
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れており，それに従って rTMSを実施する必要があ
る8）。講習会を受講することにより，医師のみならず，
メディカルスタッフも rTMS治療に関わることがで
きる。また今後，うつ病以外の疾患に対しても rTMS

が保険適用となる可能性がある。その場合，承認条件
に従って，rTMSを実施すべきである。
ここでは，研究目的で，健常人や患者に対して，

rTMSを実施する場合を想定して記載する。以下に記
載するように，実施施設基準および実施者基準を満た
す必要がある。一方で，刺激回数上限に関しては，基
準範囲内であることが望ましいが，絶対に基準範囲内
でなければならないということはない。これらは過去
の rTMSの経験，報告から暫定的に提案している刺激
回数の上限である。実際にはより多くの刺激回数でも
問題がない可能性がある。また rTMSの効果は，刺激
部位，刺激強度，刺激頻度，刺激時間，刺激間隔など
のパラメータが重要な要素であるほか，1セッション
あたりの刺激回数，1日あたりのセッション数，週に
何日行うか，何週行うかなどの刺激パラメータも関係
してくるため，すべての rTMSに対応できる基準を設
定することは不可能なため，今回は一般的な基準を述
べる。
すべての研究は，刺激パラメータが基準内か基準を
超えているかにかかわらず，該当施設での倫理委員会
の承認を得てから実施する。

2-1.　実施施設基準
① rTMSを実施する医療機関または基礎研究室は，

rTMSを実施する際に，不測の事態に対処できる 1名
以上の医師が常勤または非常勤として勤務しているこ
と。
② rTMS禁忌事項（下記）の事前評価を適切に行う
ことが可能であること。
③ rTMS治療によって誘発されたけいれん発作や

その併発症（嘔吐物誤嚥，口腔内咬傷，転倒・転落に
よる外傷など）への迅速な対応ができる院内連携体制
あるいは連携医療機関を有すること。
なお，相対禁忌に該当するハイリスク群への rTMS

実施に際しては，院内で迅速な対応が可能な医療機関
（一般病院）で行うことが望ましい。この場合，けいれ
ん誘発などのリスク評価を脳波や脳画像検査を用いて
十分に行った上で，rTMSを実施することが望ましい。

2-2.　実施者基準
実施者は rTMSに関する知識，技術に習熟している
ことが求められる。rTMSの実施中は，対象者を常に
モニタリングし，必要に応じて，中断・中止を判断す
る。

2-2-1.　健常人に対する研究
研究責任者を明確にすることが必要である。刺激部
位，刺激強度，刺激回数などのパラメータの設定には
医師が関わる。すでに決まった刺激条件での施行に際
しては，装置の準備を行うのは医師に限らない。医師
ではない研究者が rTMSを実施する場合には，不測の
事態に対処できる 1名以上の医師および研究責任者と
すぐに連絡がとれるようにしておくこと。

2-2-2.　患者に対する研究
研究責任者は医師であり，rTMSを実施するのは医
師に限る。不測の事態が生じた場合には，研究責任者
の医師と連絡がとれるようにしておくこと。

2-3.　モニタリング
モニタリングは，刺激中に有害事象が発生しないか
観察し，対応するものである。ビデオモニターのみで
行うことは適切ではなく，必ず rTMS中の対象者の傍
に陪席し，副作用や有害事象（病状悪化を含め）が生じ
た際には，速やかに対策を講じること。2台以上の
rTMS装置を用いて，複数人の対象者に対して同時に
モニタリングをする際には，実施者 1名に対して，モ
ニタリング可能な対象者は 2名までとする。医師以外
が行う場合には，医師とすぐに連絡がとれる体制をと
ることとする。なお，相対禁忌に該当するハイリスク
患者のモニタリングは，医師が実施すること。

2-4.　刺激回数上限
2-4-1.　Conventional rTMS

2014年 8月から 10月に行われた当学会のアンケー
ト（29施設から回答）によると 5 Hz刺激（850例ほど）
では 1週間あたり 2,500-5,000発，10 Hz刺激（480例
ほど）では 1週間あたり 3,000-20,000発，120 Hz刺激
（20例ほど）では 1週間あたり 5,000-10,000発の経験
があり，重篤な副作用は報告されていない。
これをもとに，刺激頻度は 10 Hzまで，刺激強度が
運動野安静時閾値の 1.2倍までであれば，1週間あた
り，15,000発までの刺激では安全と設定している。適
応には健常者に対するものか，患者に治療法として行
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うものかも考慮する必要がある。
以上の刺激頻度，刺激強度を用いる場合は既報告を
参考に検討し，それぞれの施設の倫理委員会の判断で，
承認を得てから実施する。 

2-4-2.　Patterned rTMS

TBSに関しては，2014年の当学会のアンケートによ
ると，iTBS，cTBSとも刺激強度が安静時閾値以下で，
1週間あたり，1,000-3,000発前後で 130例行われてお
り，特に重篤な副作用は報告されていない。刺激強度
が安静時閾値以下であれば，1週間あたり，3,000発ま
での刺激は安全と考えられている

QPSに関しては，刺激強度が安静時閾値以下の 4発
刺激を 5秒ごと 30分間（1,440発）週 1回がオリジナル
のプロトコールであるが，刺激間隔などを変化させて
いるものも行われている。2014年の当学会のアンケー
トでは QPSが約 850例，8発刺激（2,880発）も約 40例
あり重篤な副作用は報告されていない。

QPSは刺激強度安静時閾値以下 1週間あたり 1回
で，オリジナルの 1,440発の施行が推奨される。ただ
し，1週間 1回で 2,880発までの刺激は安全と考えても
いいであろう。
その他の Patterned rTMSの場合には，既報告を参

考にそれぞれの施設の倫理委員会の判断で，承認を得
てから実施する。

3.　安全性2,3,12）

①頻度の高い副作用：頭皮痛・刺激痛（30％前後），
顔面の不快感（30％前後），頸部痛・肩こり（10％前後），
頭痛（10％未満）。
②重篤な副作用：けいれん発作（0.1％未満），失神

（頻度不明）。これまでの rTMSに関する全てのけいれ
ん誘発事例の報告の中で，けいれんが重積した症例や
てんかん原性を新たに獲得した症例は一例も報告され
ていない。
③その他の副作用（頻度小）：聴力低下，耳鳴りの増

悪，めまいの増悪，急性の精神症状変化（うつ病や躁
うつ病患者における躁転など），認知機能変化，局所熱
傷など。
（注）磁気刺激では，刺激の際に刺激音が出るが，
刺激強度を上げると，140 dBを超えるとも言われてい
る。これは，聴力系の推奨される安全レベルを超えて

おり，耳栓を使用する。

4.　禁忌
4-1.　絶対禁忌
刺激部位に近接する金属（人工内耳，磁性体クリッ
プ，深部脳刺激・迷走神経刺激などの刺激装置），心臓
ペースメーカーを有する患者。

4-2.　相対禁忌
刺激部位に近接しない金属（体内埋設型の投薬ポン
プなど），頭蓋内のチタン製品，あるいは磁力装着する
義歯，インプラントを有する患者（注 1）。てんかん・
けいれん発作の既往，けいれん発作のリスクのある頭
蓋内病変（注 2），けいれん発作の閾値を低下させる薬
物（三環系抗うつ薬，マプロチリン，テオフィリン，メ
チルフェニデート，ケタミン，クロザピン，ゾテピン
など）の服用，アルコール・カフェイン・覚せい剤の
乱用・離脱時，妊娠中，重篤な身体疾患を合併する場
合など。
（注 1）該当 rTMS装置の添付文書も要参照。頭蓋
内のチタン製品（動脈瘤クリップや頭蓋骨弁固定用プ
レートなど）に関しては，安全とする報告があり2,3,13,14），
絶対禁忌とは考えず，相対禁忌と考える（チタン製品
であることの確認ができない場合は絶対禁忌）。合金で
あることや手術による影響もあるため注意して行う。
義歯やインプラントに関しては，磁力装着するもので
なければ，禁忌（絶対および相対）とは考えない。
（注 2）該当病変による影響が軽微と言えず，相対
禁忌と考える場合には，脳神経外科や脳神経内科など
の専門家に相談の上，リスク・ベネフィット比率を考
えて，rTMS実施について判断すること。病変や先天
奇形がけいれん発作リスクと関係しないことが明らか
な場合には相対禁忌と考える必要はない。

5.　注意事項
1. 研究目的であるため，基準内の磁気刺激であって
も，当該施設での倫理委員会の承認を得る必要がある。

2. 対象者に研究の説明を十分に行い，インフォーム
ドコンセントを書面で得る。

3. 磁気刺激の実施に際し，実施者，対象者のヘアピ
ン，イアリング，ピアス，眼鏡，補聴器，財布，カー
ド，携帯電話などを外す。



臨床神経生理学　47巻 2号130

4. 磁気刺激のクリック音の聴力障害を軽減するた
め，実施者，対象者は耳栓をする。

6.　説明と同意
rTMSの実施の際は，対象者本人への説明と同意が

前提となる。rTMSに際しては，実施者が文書，口頭
にて対象者患者本人に対して，目的，対象，具体的な
rTMS手順，先行研究から予想される有効性と副作用，
利益と不利益，副作用への対応，rTMSを受けない場
合の不利益がないこと，rTMSの中断の申し出方法，
個人情報の取り扱い，費用等について十分に分かりや
すく説明し，対象者本人から文書による同意を得るこ
と。

おわりに
2009年の国際臨床神経生理学会からのガイドライ
ンに比較して2），本ガイドラインの大きな相違点は，実
施施設基準，実施者基準を厳密に定めていること，刺
激回数上限が増加していることである。過去の文献を
参照される場合には，その点を注意されたい。

日本臨床神経生理学会の脳刺激法に関する委員会で
は，磁気刺激を含む様々な脳刺激法の安全性の検討を
行っている。今後も新しい刺激法が利用できるように
なることも予想されるため，安全の検証が引き続き必
要と考えている。もし脳刺激法と関連が疑われる副作
用がみられた場合には，日本臨床神経生理学会の「脳
刺激法に関する委員会」に，副作用の報告をお願いし
たい。
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