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　　ダウン症児の振動刺激による体性感覚誘発電位

一体性感覚誘発電位の特徴と脳梁伝達時間について一

夫塚　　玲＊

　本研究では振動刺激を用いてダウン症児と正常児の体性感覚誘発電位（somatosensory　evoked

potentia1，SEP）を比較検討することによりダウン症児のSEPの特徴を明らかにするとともに刺激と同側

と対側の潜時の差を測定することによりダウン症児の脳梁伝達機能にっいて検討することを目的とした。

　その結果，以下のことが明らかになった。

　11）ダウン症児群は正常児群に比べてSEPの後期成分（N。，P。，N。）の潜時が有意に長いことが認め

られ，発達の遅れの反映と考えられた。

　（2）ダウン症児群と正常児群のSEPの振幅に差は認められなかった。

　（3）ダウン症児群はP1成分で刺激に対する同側と対側の潜時の差（脳梁伝達時間）が正常児群に比べて

長い傾向が認められ，ダウン症児の脳梁自体の発達の未熟さあるいは伝達機能の障害が推測された。

キーワード1体性感覚誘発電位　　ダウン症候群 脳梁伝達時問 振動刺激

　I．はじめに
　誘発電位は刺激に対する脳の反応性という動的

な側面から脳機能をとらえるものであり，脳機能

の発達やその障害について脳波とは異なる知見を

得る可能性があり，またそれと関連して脳の異

なった構造あるいはシステムの働きに関する情報

も得られる可能性があるとされている（Dustman

et　a1．，1976）。誘発電位は生体に与えられる刺激

の種類によって名称が異なり，視覚誘発電位

（visua1evokedpotentia1，VEP），聴覚誘発電位

（auditory　evoked　potentia1，AEP），体性感覚

誘発電位（somatosensory　evoked　potentia1，

SEP）がある。このうちSEPは主として臨床的に

知覚異常，運動障害の検索に応用されてきたが，

中枢神経系の発達の評価，発達障害の生体情報の

提供などに応用した研究はVEPやAEPに比し
て少ない（石田，1983）。

　田村（1972）は健常成人および大脳器質障害患
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者を対象として，両半球上の手の感覚領野に相当

する頭皮上から記録した刺激と対側と同側の

SEP波形を比較検討し，刺激と同側で記録される

電位は反対側の大脳皮質の感覚領に惹起された興

奮が脳梁を経由して伝達された結果，そこの皮質

で生じた反応と推論している。またSa1amy
（1978）は2歳児から成人までの刺激と同側と対

側のSEPを記録し，脳梁伝達時間として対側と同

側の早期成分（P1，N1，P。）の潜時の差を測定し

た結果，年齢とともに伝達時問が有意に減少する

ことを認め，それが髄鞘化と脳梁の発達と一致し

て成熟傾向を示すことを報告した。

　一方，ダウン症候群は，染色体異常の中でも最

も頻度が高く，そのほとんどが発育不全や精神発

達遅滞を有する症候群としてこれまで多くの心理

学的，医学的な研究が行われてきた。これら従来

の研究からダウン症候群の脳の発達の未熟さある

いは早発老化が示唆されており（中村，1986：

Takashima，1981：魚橋ら，1979），また大脳半球

の機能分化が正常者と異なる可能性があることも
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Fig．1． Experimenta1－apParatus

推測されている（Pipe，ユ983：Sommers　et　a1、，

1977：吉田ら，1984）。ダウン症候群の誘発電位の

研究からも彼らの脳機能の異常についていくつか

報告されているが（Bigum　et　a工．，1970：Ca11ner

eta1．，1978：G1iddoneta1．，1975），そのほとん

どがVEPとAEPに関するものであり，SEPに
関する報告は少なく，また脳梁機能，即ち半球問

連絡機能にまで言及した報告はみられない。そこ

で本研究では振動刺激によって誘発されるSEP

を測定し，正常児と比較検討することによってダ

ウン症児のSEPの潜時と振幅の特徴を明らかに

するとともに，刺激に対する同側（ipsilatera1）と

対側（contra1atera1）のSEPの潜時の奉によつて

示される脳梁伝達時間を測定し，ダウン症児の脳

梁機能について検討する。

　II．被験児および方法

　1．被験児
　被験児は実験群として丁大学附属養護学校高等

部に在籍する15歳から17歳（平均16．O歳）までの

ダウン症児9名（男児4名，女児5名，IQ：平均

48．8，範囲40～54）である。対象群は16歳からユ8

歳（平均17．1歳）までの高校生10名（男児5名，

女児5名）である。被験児は全員が過去3年問に

てんかん発作がなく，右手利きであることが確認

されている。

　2．方　　法
　脳波記録はShagass（1964）の方法に従って活

性電極を正中中心より左右の側方6～7cm，後方

2～3cmにある頭皮上の感覚相当部位とし（この

部位はPost－Ro1andic　areaであり以後左側をL．

PR，右側をR．PRと略す），不関電極を正中中心

とする双極導出で実施した。導出された電位は脳

波計（日本光電製，EEG－4214S）で時定数O．3秒，

highcut120Hzで増幅記録し，FM磁気テープに

記録した。

　データ処理はアーチファクトの混入していない

128個のデータを選択し，3Hz～100Hzのバンド

パスフイルター（36dB／out）に通し，ATAC

－350（日本光電製）により刺激時点をトリガーと

して平均加算処理を行った。分析時間は384msec

であった。得られたSEPはX－Yレコーダ用イン

ターフェイス（日本光電製，313M）を介してX－Y

レコーダ（理化電気製，BW－113）によって記録描

記した。記録は活性電極が不関電極に対し陽性の

時上方に振れるようにした。

　振動刺激には点字用振動子（竹井機器製）を用

い，タイムプログラマ（竹井機器製）によって刺

激間間隔2sec，刺激持続時問30msecで被験児の

人差指に与えた。被験児は，シールドルーム内に

安静状態で椅子に座り，刺激の振動音をマスキン

グするために耳栓をし，脱脂綿を詰め，更にヘッ

ドホーンを装着した。次に左右いずれか一方の手

の人差指を刺激位置に置き，テープで固定した。

振動刺激を4～5回与え，刺激を感じることを確

認した後，閉眼状態で脳波記録を開始した。一方

の指の刺激による脳波記録が終了後，4～5分休

止した後に残りの手の人差指を刺激し，脳波を記

録した。ダウン症児群も正常児群も半数は左手の

人差指から刺激し，残りの半数は右手から刺激し

た。なおFig．1に実験装置のブロツクダイアグラ

ムを示す。
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Table1、 Means，standard　deviations　and　F　rations　computed　from　the1atencies（msec）of　SEP　waves

recorded　from　left　and　right　hemisphere　of　Down’s　chi1dren　and　norma1chi1dren

Down’s Normal

Peak　　　　　　L．PR　　　　　　　　R．PR

　　　　Mean　　SD　　Mean　　SD

　　L．PR

Mean　　SD

　　R．PR　　　　F　　　P

Mean　　SD
P
工

Nl
P．

N．

P．

Nヨ

23，9

54，4

88．9

156．9

228．6

296．7

6．5

6，5

13，7

17，8

20，1

28．2

21，3

57，9

95．4

154．2

209．7

296．3

5．5

9，0

12，0

26，9

33，0

21，9

28，0

53，4

88．4

137．3

183．9

269．1

5．2

9，9

19，1

29，2

25，7

36．6

21，3

48，0

86．7

123．5

184．4

251．O

5．9

8，4

19，5

27，1

22，9

27．5

1．0

1．7

0，4

12．3　　　　く〔．01

25．6　　　　＜．01

17．5　　　　＜．01

　m．結　　果
　1．SEPの例示
　Fig．2は正常児（18歳，女児）の振動刺激によ

る刺激の対側と同側のSEPの実例である。刺激と

対側のSEPは300msec内に陽性一陰性一陽性波

からなる早期成分と陰性一陽性一陰性波からなる

後期成分の6個の頂点が全被験児にほぼ共通して

認められた。これらの出現潜時は正常児群で約25

msec，51msec，88msec，130msec，184msec，260

mSeCであった。これを陽性，陰性頂点の順にそれ

ぞれPエ，N1，P2，N2，P3，N3とした。

　そこで本研究ではダウン症児群と正常児群の潜

時と振幅を比較検討する際には，後期成分を含む

約300msecまでの刺激側と’対側のSEPを対象と

し，脳梁伝達時間について検討する際には，対側，

同側ともに早期成分P、，N、，P。が明瞭に認められ

るデータのみを対象とした。

　2．SEPの潜時

　Tab1e1は，ダウン症児群と正常児群の左感覚領

（L．PR）と右感覚領（R．PR）での各頂点一（P1，

N、，P。，N。，P。，N。）の潜時の平均値と標準偏差

を示したものである。各成分の潜時についてダウ

P2

P。

C：contralateral

I　：ipsilatera1

P1

N一

P3

I

　N．　　　　　　　N．P。

N1

N2

N。

ノ
5μv

　一128　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　　　200　　　　　　　　　　　　　400　　　　　　　　　　　　　600　　　　　　　　　　　　　800

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（mSeC）

Fig．2．Somatosensory　evoked　potentia1s　to　tacti1e　stimu1ation（18years　to　norma1chi1dren）

一29一



TabIe2． Means，standard　deviations　and　F　rations　computed　from　the　amp1itudes（μv）of　SEP　waves

recorded　from1eft　and　right　hemisphere　of　Down’s　chi1dren　and　norma1chi1dren

Down’s Norma1

Peak　　　　　　L．PR　　　　　　　　R．PR

　　　　Mean　　SD　　Mean　　SD

　　L．PR

Mean　　SD

　　R．PR　　　　F　　　P

Mean　　SD

PユーNユ

N。一P．

P。一N．

NrN。

4．1

5．3

5．0

6．2

1．6

1．2

1．2

2．3

3．6

4．4

3．8

3．9

1．5

2．1

2．0

1．7

3．4

4．2

3．9

3．9

2．4

2．7

2．6

2．8

3．0

4．1

3．8

4．O

2．2

2．2

2．0

1．8

0．526

0．279

0．049

1．239

nS

nS

nS

nS

ン症児群と正常児群の両群と両半球の差の分散分

析を行った。その結果，N。，P。，N。の後期成分で

群間に有意差が認められた（F＝12．3，P＜．01：

F＝25，6，P＜．01；F＝15．7，P＜．01）。また半

球問ではP1成分に有意差が認められた（F＝6．O，

P＜．05）。

　さらに各々の半球について群問の丁検定を行っ

た。その結果，左半球ではP。成分についてダウン

症児群が正常児群に比べて潜時が有意に長いこと

が認められた（P＜．01）。右半球ではN。，N。，

N。，の潜時に有意差が認められた（P＜．05；

P＜．05；P＜．01）。P。では有意差は認められな

かったが，ダウン症児群が正常児群に比べ潜時が

長い傾向を示した。

　また，各々の群で半球間の丁検定を行った結果，

ダウン症児群では全頂点成分で左右差は認められ

なかったが，正常児群ではP1成分について左半球

が右半球に比べて潜時が有意に長いことが認めら

れた（P＜．05）。

　3．SEPの振幅

　Tab1e2は各頂点問についてダウン症児群と正

常児群の両半球でのSEPの振幅の平均値と標準

偏差を示したものである。

　両群の振幅の差の分散分析を行った結果，ダウ

Normal Down’s

P。

P。

P－

　　　　P空
C：cont工・a工ateral

I　　：ipsilatera1

’
I

N、

N1

工

P里

Pl

　　　　　　P．P1

Nl

N、

　　050100150　050100150Fig．3．Contralatera1and　ipsi1atera1evoked　potentia1s　in　Down’s　chi1dren　and　norma1chi1dren

　　　　（mSeC）
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Tab1e3． Latency　differences　in　mil1isecs　between　the　ipsi1atera1and　contra1atera1

（tansca1losa1transfer　time）of　Down’s　chi1dren　and　norma1chi1dren

responses

Peak
Down’s Norma1

n　　　　Mean　　　　SD n　　　　Mean　　　　SD
T　　　　　　P

P1　　　　6　　　　20．5

N．　　　　8　　　　13．8

P．　　　　6　　　　10．3

5．5

9．8

8．O

13　　　　　　　13．3　　　　　　　7．2

13　　　　　　12．2　　　　　6．4

12　　　　　　　　9．4　　　　　　　5．4

2，057　　　　　　＜．1

0，430　　　　ns

O．078　　　　　ns

ン症児群と正常児群の問で全頂点間の振幅に有意

差が認められなかった。更に各々の半球における

両群の差の丁検定を行ったが，左半球，右半球と

もに両群に有意な差は認められなかった。

　4．脳梁伝達時問

　Fig．3はダウン症児群と正常児群の刺激の対側

と同側のSEPの一例である。脳梁伝達時問を調べ

るために対側と同側のSEPの早期成分（P。，N、，

P。）が明らかに確認できるものに限定した。ダウ

ン症児群と正常児群の群問のみで各頂点における

脳梁伝達時間の差の丁検定を行った。その結果，

P1についてはダウン症児群が正常児群に比べて

脳梁伝達時問が遅い傾向が認められた（t＝2．07，

P＜．1）。しかしN、，P。については両群で有意差

は認められなかった。

　IV．考　　察

　従来のダウン症の誘発電位についての研究では

SEPだけでなくVEP，AEPともに，正常群に比

べて振幅が大きく，それはダウン症候群の脳の抑

制機構の障害のためであると解釈されてきた
（Bigum　et　a1．，1970：Ca11ner　et　a1．，1978）。そ

れに対し本研究ではダウン症児群と正常児群の振

幅に差は認められず，先行研究とは異なる結果を

示した。その原因については刺激強度の問題が考

えられる。G1iddonら（1975）は3段階の強度の刺

激を用いてダウン症群と正常群のVEPを比較検

討した結果，低・中強度に対するO～125msecの

VEP振幅は両群の間に顕著な差はないが，最も高

い強度に対する振幅はダウン症群で有意に大きい

ことを認め，この結果から彼らはダウン症者は感

覚情報の神経プロセスに障害があることを示唆し

た。一方従来報告されているダウン症のSEPにつ

いてはそのほとんどが末梢神経を電気刺激して得

られた知見であり，この方法は受容器を介した適

刺激ではなく，受容器を経由せず直接末梢神経を

電気的に興奮させたにすぎず，そのため電気刺激

をしたときの被験者の自覚的な感覚は，痛覚や触

覚というよりは電撃感で自然な刺激とはいえない

とされている（岡ら，1979：山内ら，1979）。それ

に対して本研究で用いた機械的刺激による方法は

電気刺激に比べて主として表在感覚に対する誘発

反応をとらえており，より自然な刺激であるとさ

れている（南野ら，1979）。従って従来報告されて

きたダウン症の誘発電位の高振幅については脳の

抑制機能の障害の点だけでなく，ダウン症候群の

知覚障害の点からも更に検討する必要があると思

われる。

　次にSEPの潜時については本研究ではダウン

症児群は正常児群に比べて後期成分（N。，P。，N。）

の潜時が有意に長いことが認められた。’この結果

はBigumら（1970）の知見とほぼ一致している。

この後期成分の潜時の遅れは知能障害児を対象と

した研究では皮質での情報処理の遅さとして解釈

されているが（小林，1982），正常児のSEP潜時

は年齢とともに短縮するという知見（石田，1983）

とあわせて考えるとダウン症児の潜時の遅れは中

枢神経系の発達の遅れが原因となる情報処理の遅

さを反映するのではないかと考えられる。

　次にダウン症児の誘発電位の左右差にっいては

これまで主にVEPの振幅の点から考察されてい

るが，研究者によってその結果は必ずしも一致し

ていない。本研究ではダウン症児群と正常児群の

振幅に半球間の差は認められなかった。脳梁伝達

時問についてはダウン症児群のP・成分の同側と

対側の差が正常児群に比べて長い傾向があること

が認められ，このとからダウン症児の脳梁伝達時

問が正常児に比べ遅いことが示唆された。宮野前

ら（1987）はダウン症小児の短潜時体性感覚誘発

電位を検討し，正常児と比べて中枢伝導時間が1

歳以降遅延する傾向を示す結果からダウン症児の

視床～皮質における体性感覚路のシナプス形成不
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全，髄鞘形成遅延を示唆している。同様に

Takahashiら（ユ98ユ）もダウン症群の胎児の脳の

神経細胞樹状突起の発育状態は正常胎児と比較し

ても，構造上大きな差はないが，生後次第に両者

問で発育の差が明らかになると述べている。本実

験結果は上記の知見を支持するものであり，ダウ

ン症児は脳梁の自体の発達の未熟さないしは機能

に障害があることが推測された。しかし，N、以降

の早期成分については両群の脳梁伝達時間にほと

んど差が認められなかったことから，今後更に短

潜時体性感覚誘発電位を用いたより早期の成分の

検討やVEPやAEPを用いたその他のモダリ
ティーにおける検討も必要であろう。
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Summary 

Somatosensory evoked potentials in Down's syndrome children elicited by 

vibratory stimulation 

-The characteristics of the somatosensory evoked potentials and the 

transcallosal transfer time-

The purpose of this study was to clarify the characteristics of the somatosensory 

evoked potentials (SEP) of Down's syndrome children, compared to normal children 

matched for chronological age, and to examine the transcallosal transfer function of the 

Down's syndrome children by measuring the time lag between cmponents in the 

ipsilateral SEP and the contralateral SEP. 

The results were summerized as follows: 

l ) The latencies of the late components (N,. P3. N*) were longer in Down's syndrome 

children than in normal children. 

2 ) The amplitudes in Down's syndrome children were almost equal to that of normal 

children . 

3 ) The latencey difference between ipsilateral and contralateral P* component in Down' 

s syndrome children were longer than in normal children. 

This result suggests that maturation delay of somatosensory pathway and corpus 

callosum or abnormal function of somatosensory pathway and corpus collosal in Down' 

s syndrome children . 
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