
神経伝導検査（Nerve conduction study; NCS）は、末梢
神経の機能評価を目的とした臨床検査技師が行える検

査の一つである。

NCSは運動神経伝導検査(Motor-nerve conduction study; 
MCS)と感覚神経伝導検査(Sensory-nerve conduction 
study; SCS)の二つに大別される。MCSでは、検査対象
の神経から複合筋活動電位(Compound muscle action 
potential; CMAP)を導出し運動機能を評価する。神経支
配筋の筋腹に記録電極を置き、神経走行に沿って神経

に刺激を与えると CMAPが導出される。記録された
CMAPの潜時差から伝導速度を、CMAPの振幅の減少
や波形から伝導ブロックや時間的分散の有無を評価で

きる。ただし、MCSでは、上下肢とも上腕、膝窩より
も近位での刺激が困難であり、近位部領域の評価に限

界がある。末梢神経の全長の伝導を反映する F波検査
がこうした限界を補填するため、MCSの際に F波も同
時に測定する。F波は末梢神経を刺激した際の興奮が
逆行性に伝導し、一部の前角細胞が興奮することで生

じる筋の活動電位である。

SCSでは、検査対象の神経の感覚神経活動電位
(Sensory nerve action potential; SNAP)を導出して評価を
行う。SCSも神経に刺激を与えて行うが、電位の記録
が筋からではなく神経である点がMCSとは異なる。
神経刺激部位と記録部位の方向の違いにより順行法(末

梢側で刺激→中枢側で記録)と逆行法(中枢側で刺激
→末梢側で記録)があり、当院では主に逆行法を用いて
いる。

検査においては常に綺麗な波形が得られるよう準備す

る。特に SCSでは小さな電位を扱うため、酒精綿や皮
膚前処理剤を用いて表皮の汚れや汗を除去し皮膚の接

触抵抗を十分に下げる。乾燥でも接触抵抗が高くなる

ので、表皮の保湿にも注意する。シールのディスポー

ザブル電極を使用する場合に、電極の汚れがノイズ混

入の要因となるので、適宜新調する。環境によるアー

チファクト(雑音)にも留意し、電極に接続しているケ

ーブルの揺れによるモーションアーチファクトや、ケ

ーブルが十分束ねられていないことで混じる交流電流

を避ける事も重要である。画面の基線を確認し可能な

限り直線状態になっているかを確認する。

また、神経の伝導速度が温度により影響を受ける事も

知っておく。皮膚温が 1℃下がる毎に、神経伝導速度

は約 2m/s程度遅くなる。そのため、NCSを行う際に
は皮膚温を同時に記録する。冬場などで皮膚温が低い

場合には、ドライヤーや温タオルを用い、検査中の保

温を心掛ける。

ここまでの検査前準備を行った上で、NCSを施行する。
MCSでは筋がもっとも厚い部位である筋腹(Belly)上に
探査電極(-電極)を、筋線維がなく電位が発生しない遠
位の腱(Tendon)上に基準電極(+電極)を設置する(Belly-
Tendon法)。接地電極は、刺激点と探査電極の間に設
置する。刺激を行うにあたっては、最大上刺激が重要

となる。刺激強度を上げて、波形の振幅が変わらなく

なる刺激が最大刺激であり、そこからさらに刺激強度

を 20%程上げると最大上刺激になる。全ての神経線維

を確実に興奮させるためには最大上刺激を行う事が重

要である。電極位置が正しいと、健常人では陰性(上向

き)の波で始まる二相性の筋電図が記録され、潜時や振

幅、波形の形などから末梢神経を評価できる。

SCSでは探査電極を筋肉由来の電位が生じない神経の
直上に設置する。当院では上肢の一般的な検査では指

関節にリング電極を、腓腹神経など表皮から記録する

場合にはシール電極を用いている。

NCSの評価では、神経の異常が脱髄か軸索障害かどち
らが主体かを評価する事が重要である。脱髄は病変の

首座が軸索を覆う髄鞘(Schwann細胞)にある末梢神経
障害で軸索はある程度保たれる。検査所見として伝導

速度低下、時間的分散の増大、伝導ブロックがある。

ギラン・バレー症候群や慢性炎症性脱髄性多発神経炎

などが主な疾患である。

軸索障害は病変の首座が軸索にあり、2次性に髄鞘が
障害される末梢神経障害である。検査所見として振幅

低下が認められ、伝導速度は比較的保たれる場合が多

い。糖尿病性ニューロパチーやアルコール性ニューロ

パチーが主な疾患である。今回の内容は検査の実施を

中心としたものだが、検査に慣れてきたら、末梢神経

障害の分類と得られる検査結果を念頭に検査を進めて

頂きたい。

今回、NCSのコツやピットフォール等を紹介する事で、
少しでも苦手意識を払拭して、好きになってもらうき

っかけになれば幸いである。連絡先-088-633-9306

神経伝導検査を好きになろう！－検査法の基本から、当院の症例を交えてー

◎谷 美紀 1)

国立大学法人 徳島大学病院 1)

シンポジウム



「脳波･･･好きですか？」

学生にこの質問を投げかけて、「好き」と答えた人は

今まで一人もいません。年齢によって波形は変化する

し何が正常で異常か判別しづらい、波形の読み方がわ

からない、手技も面倒くさそう…その気持ち、よくわ

かります。私も実際に関わるまでそう思っていました。

てんかんの診断・治療、意識障害の把握、脳死判定な

ど重要な検査であるにも関わらず、記録しても確実に

異常がわからない事もあり、記録中いつ発作を起こす

かもわからない。電極の装着手技にしても電極の数は

多いし、皮膚抵抗を落とすために頭皮を擦ったり地味

なイメージ。しかし、脳波検査は最終的に「読める脳

波」もしくは「診断に繋がる脳波」を記録する事が重

要であって、検査の過程は自分（各施設）なりの創意

工夫が出来ます。そういう観点から見ると非常に臨床

検査技師らしい技術検査であると私は考えます。そし

て何より今は「デジタル脳波計」という画期的なアイ

テムがあります。デジタル脳波計は 1990年から普及し、
脳波検査に革新的な恩恵をもたらしました。但しこの

アイテムを効率よく利用するためには、脳波の基礎を

よく理解し応用させる基本が肝要となります。基礎は

検査を実施する際に必要な最低限の知識。電極の装着

方法、記録条件、アーチファクト、誘導法、賦活の目

的などを十分理解する事です。加えてデジタル脳波計

の仕組みも理解する必要があります。基本は「目的に

あった脳波」を記録するための know-how。つまり自分
の経験や知識を活用し、測定環境や患者の状態を見極

め、応用の利く脳波記録が出来る事です。例えば緊急

時やオペ後、睡眠脳波記録の場合、必死で皮膚接触抵

抗を 10KΩ以下に落とすよりも抵抗を揃えることを意
識する、筋電図や体動など取り除くことが困難な場合

は、終了後にリモンタージュやリフィルタリングでカ

バーする…など、オリジナル波形をしっかりと記録す

ることで検査（患者）ごとに手技および判読方法を変

える事ができ、効率的な脳波検査が可能となります。

このシンポジウムは、脳波検査の Specialistには物足り
ないかもしれませんが、少し不安を抱えながら脳波検

査を行っている技師の方々（判読医のいない救急総合

病院で日々奮闘している私も含め）と共に、基礎と基

本を振り返りつつ情報共有の場ともなり得るような内

容にしたいと考えています。　「一緒に脳波を楽しみ

ませんか？」

基礎と基本だけで脳波は乗り切れる！

◎高野 静香 1)

高知赤十字病院 1)
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【はじめに】

呼吸機能検査は術前・術後検査、呼吸機能の経時的変

化の確認などに幅広く用いられる検査である。適正に

得られた結果は患者の呼吸機能を推測・把握可能とな

り、臨床判断に大きく貢献する。

また、呼吸機能検査は生体を対象とする検査の中でも

患者努力の比重が大きい。患者の最大限の努力が得ら

れなければ正確な検査結果を得ることが出来ない為、

担当検査技師の技量によって結果が大きく左右される

検査でもある。

検査実施の上で、検査者には各検査手技の習得、結果

の信頼性に対する判断と妥当なデータの選択、検査に

対する精度管理等の事前準備が求められる。

また、最善の結果を得るためには患者と十分なコミュ

ニケーションを取り、検査に対する理解と協力を得る

ことが重要である。

【手技】

信頼性の高い検査結果を得る為に、検査者には各検査

の標準的手技の習得と、測定結果に対する妥当性の評

価が求められる。

今回、呼吸機能検査の基礎を考える上で、呼吸機能検

査ガイドラインおよび呼吸機能検査技術教本に沿って

肺活量、努力性肺活量、残気量測定、肺拡散能力の検

査手技と、測定時のポイントや、測定結果画面の見方、

妥当性評価、再現性の確認、測定データの選択に関し

て解説する。また、日常的に遭遇しやすい、標準的測

定手技を説明・実践しただけでは、患者の理解が不十

分で適正な結果が得られないケースと、その対応につ

いて紹介する。

これらの経験を多く積むことで、検査過程と結果をあ

る程度パターン化することが出来るようになる。これ

は検査の正確性と迅速性を得ることにつながる。

【急変事例】

呼気と吸気の速度や大きさを調節することで呼吸機能

検査はなされるが、患者体内では大きな循環動態の変

化が発生しており、検査には急変の可能性が常に存在

する。そのため検査者は検査過程で常に患者を観察し、

状態変化がないか注視する必要がある。

急変発生に対処しやすい検査環境の用意も重要である。

臨床へのスムーズな連絡を可能にするための掲示物や、

急変発生に備えた各種救命用具の準備や、検査技師へ

の定期的なトレーニング・検査室内対応マニュアル作

成により、急変事例などの不測の事態に素早く対応で

きる可能性が高まる。

今回、当検査室で経験した、検査中の患者意識消失事

例の経緯と当日の対応、後日の振り返りについて触れ

た後、当検査室で急変発生に対する準備について紹介

する。

【精度管理/日常点検】
ガイドラインに沿った精度管理手技の基本について解

説を行う。

業務前に精度確認を行うことで、検査装置の特徴や微

妙な変化を捉えることが出来るようになり、異常の早

期発見や適切な対処が可能である。

当検査室では点検や保守の際の参考となるように管理

表を作成し、データをチェック表や検査室情報システ

ムへインプットし、測定値変動の確認をすることで精

度管理を実施している。これらの管理手法によって、

測定装置の異常を早期に発見した事例について紹介す

る。

【まとめ】

呼吸機能検査は検査種別が多く、言葉の指す意味は幅

広いが、いずれの検査においても標準的手技の習得と

実践が必須である。しかし、それのみではすべてのケ

ースには対応できない。

それぞれの患者背景やそれに対する理解度、測定装置

の状態など、様々な要因によって測定値は変動し得る。

測定装置の精度管理等、検査への入念な準備をしたう

えで、患者に対して真摯に接し、良好なコミュニケー

ションを築きながら、患者状態をできるだけ正確に把

握しようとすることで、検査不良ケースに対する修正

が容易になり、急変の予兆により気がつきやすくなる。

これらの項目の総合的な能力の獲得が呼吸機能検査の

基礎になると考える。

ヤスイ　ワタル

(連絡先)
島根大学医学部附属病院検査部生理機能検査部門心電

図室

0853-20-2412
w_yasui@med.shimane-u.ac.jp

呼吸機能検査実践のポイント

◎安井 亘 1)、福間 麻子 1)、常松 明莉 1)、石飛 文規 1)、新田 江里 1)、荒木 剛 1)、矢野彰三 1)

島根大学医学部附属病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

心電図検査は不整脈や虚血性心疾患の診断など循環器

領域のスクリーニング検査に有用であり、手技が簡便

で検査に要する時間も短く、施設の規模を問わず行わ

れる生理機能検査である。当直帯などでは生理機能検

査担当者以外が施行する場合もあるが、いかなる状況

下であっても、心電図検査は「迅速に、綺麗に、正確

に」記録することが求められる。

【検査前の準備】

電極とリード線の装着状況やリード線の絡みの有無を

チェックし、問題がある場合は必ず適切な状態に調整

する。電極にはリユーザブル電極やディスポーザブル

電極があるが、これらが混在することなく必ず同素材

の電極を使用する。

【電極の装着】

右足は基準点である中性電極の役割を担っていること

から、基準点のインピーダンスが早く安定するように

右足から装着する。不正確な電極の装着は波形に大き

く影響するので、技師間差が生じないように電極の装

着に関する定期的な訓練が必要である。胸部誘導では

1肋間ずれれば波形に変化が生じ、V5、V6が V4と同
じ高さになっていないことや V4～V6が等間隔で装着
されることなどは意外と多く経験するため、これらの

点も踏まえた正しい装着部位の把握が重要である。肋

間の判断に苦慮する時は解剖学的にも特徴のある胸骨

の出っ張った部分の胸骨角（ルイ角）を確認すること

も有効である。これは、第 2肋骨にみられるため、ル
イ角の下に存在するくぼみの部位が第 2肋間となる。
第 1肋間が分かりにくい場合はルイ角を確認すること
で正確に第 2肋間を認識できる。胸部誘導では隣の装
着部位のペーストや電極同士が接触すると波形に影響

を与えるので、特に小児など体が小さい患者の心電図

の際には注意が必要である。

【記録時】

心電図を正しく判読するためにはアーチファクト（筋

電図、基線の動揺、交流障害）の少ない波形を記録す

る必要がある。それぞれのアーチファクトを軽減する

ポイントは以下の通りである。

筋電図：力が入っている筋肉のおおよその部位につい

て心電図波形から推察し、その部位を患者さんに具体

的に伝えるとともに協力を得る。枕が原因となること

もしばしばみられ、枕を外したり、種類を変えること

で軽減される。呼吸に合わせて筋電図が出現消失を繰

り返すパターンは、吸気による呼吸筋力を反映してい

る可能性があるので、安静呼気（FRCレベル）で軽く
息止めをすることが有効となる場合がある。また、手

足の震えや拘縮によって発生する筋電図は、電極を手

首から腕の付け根、足首から足の付け根に移動させ、

体幹に近い位置に装着することで影響の少ない波形を

記録できる。このような対応を行っても筋電図が生じ

る場合は、体幹部に四肢電極を装着する（Mason-
Likar誘導法）。しかし、この方法は標準 12誘導波形
と比較するとⅠ誘導波形が小さくなるなど波形に変化

が生じるため判読時には注意が必要となる。従って、

この誘導を用いる時は、必ず通常の装着位置と異なる

旨のコメントを記載し、注意を促すことが重要である。

基線の動揺：呼吸が原因の場合は安静呼気で息止めを

行い、発汗が原因の場合はティッシュなどで汗を拭き

取ったのち、再度電極を装着する。空調によるコード

の揺れなどが原因となることもあるため、必要に応じ

て空調の向きの変更や一時的な停止も有効である。

交流障害：特定の誘導にのみみられる場合は、対応す

る誘導コードの異常を確認する。電極の接触不良が原

因となることもあるので、電極の錆やペースト不足に

よる接触不良について確認する。

フィルターはアーチファクトの軽減に効果的であるが、

これを使用することで電位の変化が生じ、微小電位の

評価などが不十分となる。従って、フィルターはやむ

を得ない場合を除き使用せず、アーチファクトに関す

る知識の習得とそれに基づいた適切な対応により綺麗

な波形をとることを心がける。

【まとめ】

心電図検査は患者一人一人によって対応すべき内容も

異なり、これまで述べたようにさまざま注意点がある。

今回の発表では、正しい電極位置でアーチファクトの

少ない心電図波形を記録するためのコツや工夫を中心

に報告する。

（連絡先：084―970―2121）

心電図

正しく綺麗な心電図を記録するコツ

◎松田 浩明 1)

公立学校共済組合中国中央病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

　運動負荷試験は、不整脈の評価や虚血性心疾患の診

断目的だけでなく、既知の虚血性心疾患の重症度評価、

治療効果判定、予後判定などの目的で広く行われてい

る。検査の種類には、マスター 2階段試験、トレッド
ミル試験、エルゴメーター試験、心肺運動負荷試験な

どがあり、患者の運動耐性や検査目的に合わせて使い

分けていく。

【技師の役割】

当院での運動負荷試験は医師 1人・技師 1人体制で
施行している。技師は検査がスムーズに運ぶように検

査準備、患者準備、検査中の心電図・血圧記録等を行

っている。検査前には患者カルテをチェックし、検査

目的は何か、負荷をかけることにより発生しうる心電

図変化（不整脈や虚血性変化）を予測しておく。負荷

中は、心電図変化や血圧変動を常に監視し、異常が出

現すれば医師に速やかに知らせる必要がある。特に心

室性期外収縮の頻発・連発・多源性などは、致死性不

整脈に移行する可能性もあるため注視する。当院での

負荷終了の判断は医師に委ねられているが、患者の様

子を観察することや中止基準を把握しておくことで終

了のタイミングを予測でき、すばやくリカバリー体勢

へ入ることができる。回復期は迷走神経反射による急

激な心拍数低下・血圧低下が生じることがあるため、

適宜、患者の様子をうかがうようにする。

【運動負荷心電図】

虚血性心疾患の評価は、ST変化の程度を用いて行う。
ST低下の計測は QRSの終末と T波の接合部、いわゆ
る J点の 60-80ms後方が基線より 0.1-0.2mV低下で陽
性とする。STの下降パターン（上向傾斜型、水平型、
下降型）によって、陽性基準が変わることに留意する。

実際に当院で経験した症例も提示しながら解説してい

きたい。

【検査環境】

　非侵襲的な検査であるが転倒事故のほか、虚血や致

死性不整脈が誘発されるなど心事故につながる可能性

もある。緊急時に備えて検査室には救急カートや除細

動器を常備し、いつでも使用できるように、検査前に

は動作確認や備品チェックをしておく必要がある。処

置に必要な物品について日頃から把握しておくことは

大切であり、患者急変時に指示があればすぐ出せるよ

うにはしておきたい。

【おわりに】

　運動負荷試験の概要や検査手技を再確認する。また

患者急変時に備え、環境整備を行うことや技師の安全

教育も大切である。

連絡先：0859-38-6823

運動負荷心電図

◎上川 麻美 1)

国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 1)
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