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50周年を迎えて
日本臨床神経生理学会　理事長　　

正　門　由　久

　日本脳波学会と日本筋電図学会は、それぞれ、発起者の構成も発足の時期も違うが、戦後いちはやく、
外国の基礎医学や臨床医学などの研究の趨勢を察知し、筋肉を含めた脳・神経系の研究に、新しく開発
された電気的手法をすばやく導入した。わが国の研究者たちの熱意によって設立されたものである。そ
して、昨年までに、日本脳波学会の会員数は2,296名、学術大会は20回を重ね、日本筋電図学会の会員
数は883名、学術大会は24回を重ねるという隆盛をみるにいたった。数年前から、学問の性格上、日本
脳波学会と日本筋電図学会とは合体すべきでないかという意見を提出していたが、同時開催の線にまで
はこぎつけたものの、いろいろな事情のために、今日まてその実現をみることができなかった。両学会
に、合同検討委員会（日本脳波学会：江部充委員長、日本筋電図学会：本間三郎委員長）が設置され、
さらに両学会合同実行委員会（委員長：平井富雄、副委員長：中西孝雄）にまで発展したのである。そ
して、委員の方々のなみなみならぬご努力と両学会の役員や会員の方々の良識あるご理解とご協力に
よって、昭和46年12月12日に、両学会の名誉ある合同の実現をみるにいたり、翌13日、新しく日本脳波・
筋電図学会が発足した。 私の多年の念願でもあったし、また私がたまたま両学術大会の会長をつとめ
ていたためもあって、私にとってはこのうえない喜ひびであり、この喜びの気持は、両学会のすべての
会員の方々とわかちあえたに違いないと信じている。
　以上は、時実利彦先生が書かれた日本脳波・筋電図学会誌　脳波と筋電図第１巻の巻頭言である。こ
の年昭和46年12月11日から13日　時実利彦先生（京都大学  霊長類研究所  教授）が会長となられて、第
１回日本脳波・筋電図学会学術大会が行われた。
　日本脳波・筋電図学会は、平成12年１月１日には学会の名称が日本脳波・筋電図学会から日本臨床神
経生理学会に変更され、2004年（平成16年）４月１日に有限責任中間法人日本臨床神経生理学会として
登記された。2008年（平成20年）12月１日に、「一般社団法人日本臨床神経生理学会」に変更し、現在
に至っている。国際的にも、International Federation of Clinical Neurophysiology（IFCN）の有力な
メンバーで Japanese Society of Clinical Neurophysiology（JSCN）として活動している。
　日本臨床神経生理学会は、本年第50回学術帯会を開催することになりました。50年の伝統という一言
ではあらわせない、非常に多くの先生方のご努力が重ねられてきたことを肝に銘じ、学会発足時の先生
方の熱さに負けないような熱意で、より高みの学会をめざしていきたいと思います。本学会の目的であ
る脳から脊髄、末梢神経、筋に至る広い範囲の機能とその病態を、生理学的に研究し、人間の健康上の
諸問題に直結した臨床的な分野と脳・神経・筋の機能解明のための基礎的な分野が一体となって、ヒト
の神経系を中心とする複雑なシステムの研究し、社会に貢献いたします。
　現在は教育を中心に、基礎医学から臨床医学にいたる、さまざま領域で研究、臨床に貢献できる分野
で人材育成を通じ、社会に貢献しております。より多くの広い領域で、活躍できる人材が増えていき、
臨床神経生理学が発展していくことを願ってやみません。
　現在まで、さまざまな先生方から賜りました格別のご厚情に心よりお礼申し上げますとともに、今後
ともなお一層のご指導ご鞭撻を賜りますようにお願い申し上げます。
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歴代理事長

第１回　時実  利彦先生 第２回　吉井  直三郎先生 第３回　島薗  安雄先生 第４回　大熊  輝雄先生

第５回　木村　淳先生 第６回　柴﨑　浩先生 第７回　丹羽  眞一先生 第８回　辻　貞俊先生

第９回　飛松  省三先生 第10回　正門  由久先生
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歴代学術大会会長

第３回　藤森  聞一先生 第４回　吉井  直三郎先生

第５回　本間  三郎先生

第１回　時実  利彦先生

第６回　黒岩  義五郎先生

第２回　壽原  健吉先生

第７回　板原  克哉先生 第８回　山口  成良先生

第９回　伊藤  忠厚先生 第10回　祖父江  逸郎先生 第11回　島村  宗夫先生 第12回　及川  俊彦先生

第13回　内海  庄三郎先生 第14回　松岡  成明先生 第15回　熊代　永先生 第16回　中西  孝雄先生
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歴代学術大会会長

第17回　安原  基弘先生

第21回　柳澤  信夫先生

第25回　木村　淳先生

第29回　小島  卓也先生

第18回　佐藤  時治郎先生

第22回　福山  幸夫先生

第26回　下地  恒毅先生

第30回　柴﨑　浩先生

第19回　大田原  俊輔先生

第23回　朝倉  哲彦先生

第27回　加藤  元博先生

第31回　千野  直一先生

第20回　佐藤  勤也先生

第24回　佐藤  光源先生

第28回　玉置  哲也先生

第32回　丹羽  眞一先生
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第33回　田中  達也先生 第34回　古賀  良彦先生 第35回　満留  昭久先生 第36回　黒岩  義之先生

第37回　平田  幸一先生 第38回　四宮  謙一先生 第39回　辻　貞俊先生 第40回　梶　龍兒先生

第41回　木村  彰男先生 第42回　片山  容一先生 第43回　谷　俊一先生 第44回　飛松  省三先生

第45回　木下  利彦先生 第46回　宇川  義一先生 第47回　正門  由久先生 第48回　園生  雅弘先生

歴代学術大会会長
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第49回　矢部  博興先生 第50回　齋藤  貴徳先生

歴代学術大会会長
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Memories of the Japanese Society of
Clinical Neurophysiology

Mark Hallett, MD, DM（hon）

　　I have been to Japan many times, but the first was to the meeting of the Japanese Society of Clinical Neuro-

physiology (JSCN) together with the International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN) in Kyoto, Sep-

tember 13-18, 1981.  I travelled there with Dr. Robert Lee from Calgary, Canada, for whom the trip was also his 

first to Japan.  I recall the day of arrival very well.  I left the hotel for a walk to stretch my legs and after a few 

minutes I realized that I was lost.  I was carrying a map, but it was entirely in Japanese, as were all the street signs.  

I was bewildered as to what to do.  I went up to some strangers, but none understood my English.  Finally, with 

one stranger, I pointed to the map with a puzzled look on my face, and he seemed to understand my dilemma, rec-

ognized the hotel name, and guided me to it.  I was very grateful and calmed my anxiety back in the hotel room 

with some Suntory Old that Bob had purchased.  The meeting itself, at the Congress Center went very well.  I had 

two abstract presentations, one on physiological measurements of increased tone and another on associated postur-

al adjustments associated with arm movements.  After the meeting, Bob and I travelled around Japan for about a 

week.

　　My second meeting with the JSCN was also together with the IFCN in Kyoto in October 1995.  By then I had 

moved from the Brigham and Women's Hospital to the National Institute of Neurological Disorders in Stroke.  At 

the NINDS, I had a number of post-doctoral fellows from Japan join my Section for one or more years, and most 

of them were recommended to me by Profs. Hiroshi Shibasaki and Jun Kimura.  At the meeting, my Section had 

six abstracts.  This was the early days of transcranial magnetic stimulation, and four of the abstracts dealt with ear-

ly studies using TMS.  One study was led by Mark George and Eric Wassermann and was one of the first reports 

of the use of rTMS for the treatment of depression.  Another abstract was together with Profs. Kaji, Ikeda, Shiba-

saki, and Kimura on a motor processing deficit in Parkinson's disease.  

　　The JSCN met again in Kyoto in December 2000, and I was invited to give a talk on "Plasticity of the Human 

Fig. 1. November 2009, Kokura. With Masao Matsuhashi
　　　and Yohei Tomura, former fellows at NIH.

Fig. 2. October 2010, Kobe.  Dancing with the experts
　　　including Ryuji Kaji.
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Motor System".  There was attached meeting in Kyoto, International Symposium on Inter-areal Functional Cou-

pling, and I gave a lecture, “Multimodal Brain Imaging”.  In that year, I began my eight-year tenure as Editor in 

Chief of Clinical Neurophysiology.  

　　My fourth meeting of the JSCN was in Kokura (finally not in Kyoto) in November 2009.  I gave the Keynote 

Lecture on the "Physiology of Dystonia".  We had just completed the second International Workshop on the safety 

of TMS, and I gave a second lecture on "Safety of TMS".  Likely I have photographs from the earlier meetings, 

but by 2009, I was doing digital photography and these photographs are well organized.  I usually take sightseeing 

photos, but I do have one of me with two of my fellows, Masao Matsuhashi and Yohei Tomura (Fig. 1).  

　　I suspect everyone has photos and videos of me at the JSCN meeting together with the IFCN in Kobe in Oc-

tober-November 2010.  Prof. Ryuji Kaji had me join him dancing with the professional dancers in proper costume 

(Fig. 2).  At the Gala Banquet, I had the pleasure of having dinner with my good friend, Prof. Hiroshi Shibasaki 

(Fig. 3).  Of course, I took the opportunity to have some Kobe beef; I went with a group of my fellows to a restau-

rant in the city.  The beef was incredible tender (and also expensive!).  I had three lectures at the Congress, “Intro-

duction to Brain-Computer Interface and Physiology of Volition,” “Clinical Neurophysiology of Psychogenic 

Movement Disorders,” and “Clinical Neurophysiology of Dystonia”.

Fig. 4. October 2016, Fukushima. Breaking the sake barrel 
　　　with Jun Kimura, John Rothwell, Y. (Kaz) Ugawa.

Fig. 3. October 2010, Kobe. At the dinner table with
　　　Hiroshi Shibasaki.

Fig. 5. October 2016, Fukushima. With Shozo Tobimatsu
　　　enjoying sake.
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　　My fifth time at JCNS, the most recent, was in October 2016 when I was President of IFCN.  The meeting 

was in Fukushima, but, as Prof. Y. (Kaz) Ugawa pointed out, the meeting was sufficiently separated in time and 

space from the nuclear disaster there, that we did not have to worry.  The whole Executive Committee of IFCN 

came to the meeting.  I had two lectures, “Clinical Neurophysiology of Functional Movement Disorders” and 

“Clinical Neurophysiological Assessment of Tremor".  However, I also had formal responsibilities as IFCN Presi-

dent, such as breaking the sake barrel (Fig. 4).  Later I could relax and enjoy some good sake, as a photo of myself 

and Prof. Shozo Tobimatsu illustrates (Fig. 5).

　　My attendance at the five JCNS meetings ranged over 35 years and the large majority of my career in neurol-

ogy and clinical neurophysiology.  I went to Japan many other times and for other meetings and purposes, but the 

JCNS meetings were the mile markers.  My professional relationships in Japan have been important to the prog-

ress of work in my Section at NINDS, and my friendships in Japan have been important for the enjoyment of life.
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「学会設立50周年を記念して」
（アジアオセアニア地区プレジデントの立場として）

自然科学研究機構生理学研究所　　

柿　木　隆　介

　現在、IFCN のアジアオセアニア地区（Asian-Oceanian Chapter, AOC と略）には、日本、中国、香港、
韓国、台湾、フィリピン、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシア、インドの11か国が加盟し
ている。
　第１回の Asian-Oceanian Congress of Clinical Neurophysiology (AOCCN) は1996年に中国の北京で
開催され、この回が実質的に AOC 活動の開始となった。その後、AOCCN は原則的に4年に1回開催さ
れることとなり、これまで、フィリピン、タイ、韓国、インドネシア、インドで開催された。参加者、
発表演題数ともに徐々に増加しており、AOC 加盟国の国力の向上を良く反映している。また、アジア
地区独特の「おもてなし」精神により、各回いずれも、参加者に対する hospitality は素晴らしく、欧
米での学会の事務的な対応とは異なり、非常に「記憶に残る」学会ばかりであった。
　第７回の AOCCN は2020年４月にマレーシアのクアラルンプールで開催予定であったが、コロナウ
イルスによる新型肺炎の影響で、2021年１月に延期されることになった。マレーシア臨床神経生理学会
は周到な準備を行い、盛会は間違いなしと考えられていただけに、非常に残念に思っている。新型肺炎
感染の早期の終息を願わずにはいられない。
　AOC の会長（President）は、以前は AOCCN 開催国の代表が、その後の４年間務めることが慣習と
なっていたが、IFCN の指示により、2012年のインドネシア（バリ島）での会合の時から、選挙によっ
て選出されることになった。その選挙による初代の President に私が選任された。続くインドでの選挙
でも私が再任されたため、私の President としての仕事は８年に及ぶこととなった。本来は、４月に開
催予定であったクアラルンプールでの会合で新しい President が選任される予定であったが、当面は私
が President を務めることとなっている。
　日本臨床神経生理学会は、会員数、発表論文数、多方面における活動など、すべての AOC 構成国の
中では最も重要な組織である。AOCCN は、日本からの多くの参加者と質の高い発表によって支えられ
ている事は間違いなく、AOC 構成国からの日本への高い期待は、President を務めている８年間にひ
しひしと感じてきたことである。しかし、未だ AOCCN を日本で開催していない事は極めて残念である。
もちろん、2010年に ICCN を神戸で開催したため、当分は臨床神経生理学の国際学会の開催には及び腰
であることは理解できるが、近い将来、是非、日本で AOCCN が開催されることを祈っている。
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学会設立50周年を記念して 
香川大学医学部健康科学系健康科学　国際複合医工学会（ICME）理事長　　

峠　　　哲　男

　日本臨床神経生理学会設立50周年、おめでとうございます。私が日本
臨床神経生理学会に最初に演題を発表したのは、1986年の筑波大学で開
催された第16回日本脳波・筋電図学術大会ですが、それから早34年が経
過したことになります。当時は、市販型コンピューターの機能が飛躍的
に進歩している時期でしたので、臨床神経生理学の分野では脳波のより
詳細な解析法、いわゆる加算平均法を用いて大脳誘発電位や事象関連電
位が開発と研究が進んでいる時期でした。当時、私は反射性ミオクロー
ヌスに興味を持ち、体性感覚誘発電位と同時にＣ反射（Ｃ反応ともい
う）の研究を行いました。その後、不随意運動に関する研究から人の運
動機能の解析に興味を持ち、当時、柴崎浩先生のグループが積極的に研

究を進められていた運動準備電位を取り入れて、パーキンソン病の脳の運動機能を解析してみようと考
えました。この研究を行うために1989年にロンドン大学神経研究所の Charles D. Marsden 教授の研究
室に留学いたしました。パーキンソン病の運動準備電位の計測を行うことと並行して、私の研究指導を
行っていただいた John C. Rothwell 先生が進めていた当時の最先端技術であった脳磁気刺激の研究に
も興味を持ち、Premovement inhibition の研究などを行いました。
　このように臨床神経生理学と研究機器の開発や改良は密接な関連があることはご存じのとおりです。
そのため、臨床神経生理学や脳神経科学の研究をより効率的に推進するためには、工学系の研究者と共

CME2007 at Beijing
Prof. Hiroshi Shibasaki, Prof. Shozo Tobimatsu and others in the Congress Venue
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同で研究を行うことが理想的です。この考えを基に私と私の上司であった竹内博明先生、当時、香川大
学工学部に在籍しておられた呉景龍先生を中心としまして、国際複合医工学会（以下 ICME）を設立す
ることにいたしました。
　ICME は医工学、特に神経系の医工学を専門領域とする、医学系と工学系研究者、およびその関連す
る分野の研究者が集まり、2005年に創設いたしました。この ICME には日本臨床神経生理学会員の方々
が多数参加していただき、名誉会員として柴崎浩先生を始めとし、歴代の理事長には竹内博明先生、福
山秀直先生、飛松省三先生が就任され、医学系の国内理事のほぼ全員、工学系の国内理事の一部も日本
臨床神経生理学会員で構成されております。また海外の顧問（一時期は理事長）にはアメリカ合衆国の
Mark Hallett 先生、理事にはイギリスの John Rothwell 先生、ドイツの Michael Nitsche 先生など世界
における臨床神経生理学分野のリーダーの先生方に御参加いただいております。ICME のこれまでの活
動としましては、設立当時の2005年５月に香川県高松市におきまして、香川大学、日本臨床神経生理学
会、IEEE 関連学会等の共催の下、第一回国際会議（CME2005）を開催いたしました。それ以後は毎
年、国際会議または国際シンポジウムを日本、中国、アメリカ、オーストラリア、台湾、ドイツにおい
て開催し、2020年７月には、香川県高松市において第14回国際複合医工学会学術大会（CME2020）を
開催すると同時に ICME 設立15周年講演会を催す予定でしたが、あいにくの COVID-19の流行により、
WEB 開催のみとさせていただきました。
　このように ICME は日本臨床神経生理学会と極めて密接な関係のある学会であり、今後も脳神経科
学を中心とした医学と工学の相互間の研究を促進するため、活動を更に発展させて行きたいと考えます
ので、当学会への益々のご参加をお願い申し上げます。
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日本臨床神経生理学会設立50周年によせて 
日本脳科学関連学会連合・代表　　　　　　

伊　佐　　　正

　貴学会の発足50周年にあたり、脳科学関連学会連合（脳科連）を代表
してお祝いを申し上げます。これまでの50年を基盤として次の50年への
さらなる飛躍を祈念致します。脳科連は、余り馴染みがないかもしれま
せんが、脳・神経系の基礎・臨床を専門とする学会の coherent voice
の発出を目的として、2012年に組織された学会連合です。今日、加盟学
会31、延べ会員数11.1万人（重複あり）にまで成長しました。詳しくは
HP（http://www.brainscience-union.jp/）をご覧ください。代表の任期
は2年で、私は本年7月より、前任の山脇成人先生（広島大学特任教授、
精神科）の後を受けて就任しました。専門は神経生理学の基礎研究で
す。副代表は脳神経外科の斉藤延人先生（東京大学）と精神科の尾崎紀
夫先生（名古屋大学）です。

　脳科連の重要性はどんどん増しています。脳科連発足前は、各学会が別々に提案を中央省庁に持参さ
れるため、「何が coherent voice なのかわからない」「脳研究者にはまとまりがない」と言われ、要望
もなかなか通りませんでした。それが、脳科連が設立され、将来構想委員会での議論が脳プロ・革新脳
など文科省・AMED のプロジェクトの構想立案に直結するようになりましたし、国際ブレインビー

（脳科学オリンピック）という高校生の脳科学コンテストも、脳科連が運営主体となることで文部科学
省の後援が取れたと聞いています。
　一方で、各方面への提言も、脳科連として発信することで、大きく扱ってもらえるようになっていま
す。本年４月に将来構想委員会の議論をまとめて発出した「臨床試験に資する精神・神経疾患データ

2019年神経科学大会（新潟）における国際脳科学オリンピック国内予選入賞者の表彰式にて
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べース構築と人工知能を用いた診断補助・ビッグデータ解析に関する産学官連携の提言」や、日本学術
会議の神経関係３分科会（神経科学分科会、脳とこころ分科会、アディクション分科会）での議論を、
山脇前代表がフル回転でまとめられた緊急提言「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係るメン
タルヘルス危機とその脳科学に基づく対策の必要性」（６月25日発出）も、広く報じられました。
　このような脳科連の活動ですが、一方で加盟学会の会員一人一人に知られるまでには至っておりませ
ん。私の任期中の仕事は、加盟学会の皆様に脳科連の存在と活動を広く知らていたさき、活用いただく
ようにすることと認識しています。日本臨床神経生理学会の皆様も、今後脳科連の活用を是非ともお考
えください。
　最後に、個人的な話になりますが、私は東京大学医学部付属脳研究施設で大学院の博士課程と留学後
の助手時代を過ごしました。研究室の初代教授は時実利彦、２代目は島津浩、そして３代目は本郷利憲
と、いずれも1960年代頃に筋電図のスペクトラム解析やγ系などの仕事をされた先生方で、脳波筋電図
学会に深くご縁があったと伺っています。その後、神経生理学は個々のニューロンを分析する、より

「細かい仕事」に移っていったため、基礎の生理学者と脳波筋電図学会の先生方との交流は減っていた
ように思います。しかし、近年になって、神経生理学も多階層的に研究が進むようになり、個々の
ニューロンから局所回路、そして末梢も含めた大局的なネットワーク機能を対象とするように変化しつ
つあります。また脳・脊髄損傷からの機能回復や、精神神経疾患の病因・病態を基礎科学的な視点から
解析していく流れも生まれています。そういう中で基礎と臨床の連携の重要性がより増してきていま
す。私自身も今後臨床神経生理学会の先生方とのご縁が益々深まるものと期待しています。宜しくお願
い致します。
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学会設立50周年を祝して
日本精神神経学会・理事長　　　

神　庭　重　信

　日本臨床神経生理学会の設立50周年をお祝いし、精神医学・精神科医療の基幹学会である日本精神神
経学会よりご挨拶を申しあげます。
　脳波の発見者であるハンス・ベルガーは、医学研究を始めた頃から脳の疾患と精神疾患の研究に最も
興味を持っており、脳波研究に取り組んだのは情動や注意などの精神活動と脳活動の対応を調べるため
であったとされていますので、日本臨床神経生理学会と日本精神神経学会とは、100年近く前から深い
つながりで結ばれていることになります。
　日本脳波・筋電図学会が設立された1971年頃は、人間の脳機能を測定できる臨床検査は脳波に限られ
ていましたので、当時より貴学会と日本精神神経学会の間には幅広い交流がありました。1960年より日
本精神神経学会の理事長を務められた秋元波留夫先生は、貴学会設立を遡る1962年に第11回脳波学会の
会長を務め、1967年には脳波と関連の深い日本てんかん研究会の会長を務められました。1986年より国
立精神・神経センターの初代総長を務めた島薗安雄先生は、日本脳波・筋電図学会の設立時の理事で、
1981年に第10回国際脳波・臨床神経生理学会議を大会長・組織委員長として成功に導き、翌年の1982年
から理事長を６年間お務めになられました。2015年からは、日本臨床神経生理学会賞の島薗賞としてお
名前が遺されており、また日本精神神経学会の精神医学・医療奨励賞は島薗先生のご遺志にもとづいて
設立されたものです。1971年より日本精神神経学会の理事長を務められた大熊輝雄先生は、1963年に名
著『臨床脳波学』の初版を刊行されご自身の手で第５版まで改訂を重ね、1986年には『脳波判読 step 
by step』の初版を刊行し第４版まで改訂を重ね、1992年より国立精神・神経センターの初代総長を務
められました。2011年に貴学会の第１回日本臨床神経生理学会賞を受賞した丹羽眞一先生は、日本精神
神経学会の生涯教育委員会委員を長年にわたってお務めておいでです。
　脳波の脳病変局在診断としての役割は、脳画像に譲られることになりましたが、そうした脳画像所見
と臨床症状とを結ぶ脳機能の指標として、臨床神経生理学は精神医学における大切な役割を果たしてい
ます。誘発電位や事象関連電位は、精神疾患の脳情報処理の特徴の解明に活躍しており、脳磁図は局在
する神経活動の同定に威力を発揮しています。脳波と脳磁図がともに多チャンネル化され、脳全体の活
動を同時に捉えることが可能となったことで、精神疾患における脳機能ネットワークの特徴を全脳的に
捉えることが可能となりました。また脳波や脳磁図だけでなく、眼球運動など用いた精神生理学の指標
も臨床神経生理学会の研究分野に含まれており、島薗先生のお仕事は眼球運動を中心としたものでした。
さらに、こうした臨床神経生理と脳画像を統合する研究により、精神疾患の病因や病態を重層的に捉え
ることができるようになってきています。
　脳波を始めとする臨床神経生理の指標は、脳の神経細胞の機能を反映しているために、脳画像よりも
直観的に理解しにくい難しさがあります。それは精神疾患についての理解の難しさとも共通するもので、
臨床神経生理と精神疾患という現象の背景にある、脳メカニズムの複雑さを反映しています。そうした
難しさを共有する日本臨床神経生理学会と日本精神神経学会とがこれまで以上に手を携えていくことで、
これからの医学と医療の発展にますます貢献できるものと信じております。そうした未来に向けまして、
日本臨床神経生理学会が50周年を迎えられましたことを心よりお祝いし、今後のますますのご発展を祈
念申しあげます。

20 学会創立50周年を記念して



学会設立50周年を記念して
日本てんかん学会理事長　　　

池　田　昭　夫

　このたび、日本臨床神経生理学会が発足から50周年を迎えられ、貴学会のご発展とご成功に、日本て
んかん学会より心からお慶び申し上げます。
　貴学会の前身は1952年に日本脳波学会が設立され、日本筋電図研究会が1951年に発足（日本筋電図学
会に1955年に改名）しました。1971年12月に、日本脳波学会と日本筋電図学会とが合同して、日本脳
波・筋電図学会が設立されました。黎明期の貴学会の歴史はまさに日本の脳波研究と筋電図研究の歴史
そのものです。国産第１号とされている臨床用脳波計は1951年に三星電機から“木製号”が発表され、
日本脳波学会の設立１年前です。当時は真空管を用いたアナログ脳波の限られたチャンネルの脳波計か
ら始まり、日本での臨床脳波の基礎研究と臨床研究ならびに国内の脳波検査と診療の普及に大きな役割
を果たし、貴学会は70年代から80年代にかけて臨床分野の神経系に関する代表的な学会の一つとなりま
した。
　当初は脳波と筋電図という研究手法が世界的にも学会名に冠されていたように、貴学会では末梢神
経・筋から脊髄・脳に及ぶ身体の神経筋システムとそのネットワークに対して、主に脳波と筋電図によ
る研究を推進して、基礎研究と基礎的理解と同時に臨床研究と臨床応用が発展しました。さらに2000年
に学会名が「日本脳波・筋電図学会」から「日本臨床神経生理学会」に変更され、機能画像研究分野も
対象として、またより関連する臨床的諸問題に対して学会として広く取り組み、本分野の我が国だけで
なく国際的発展に大きく貢献されました。
　以上のような輝かしい発展に基づく歴史ある貴学会と日本てんかん学会は、歴史的経緯、学会の目的
と活動において、必然的にかつ幸いなことに大変密接な関係を築いてくることができました。日本脳波
学会、日本脳波・筋電図学会設立からそれぞれ10年余で後続して、1967年に日本てんかんの前身の日本
てんかん研究会が発足し、1979年に現在の日本てんかん学会に移行設立しました。当時の脳波は、現在
以上に圧倒的にてんかん診療とてんかん学の基礎研究および臨床研究にとって、基盤的かつ重要研究手
法であり、日本てんかん学会は貴学会の発展と功績の恩恵を最も享受した学会の一つであり、20世紀後
半の両学会の設立から発展期には、佐野圭司教授、太田原俊輔教授、福山幸夫教授、山口成良教授、渡
辺一功教授、佐藤光源教授、田中達也教授、辻貞俊教授、松浦雅人教授など多くの先生方が両学会の中
枢部で指導的な役割を果たされました。また最近の両学会の年次集会では両学会共催あるいは合同企画
シンポジウムが数多く開催されて、現在両学会で一部の理事、評議員も共通しています。私も貴学会の
会員として、1987年に入会以降、臨床脳波・臨床神経生理学分野の研究、臨床、教育の面で大変勉強さ
せていただき育てていただきました。
　その後も、脳・神経・筋分野における学問的・臨床的発展は目覚しく、1990年代以降のデジタル脳波
の普及、遺伝子研究、画像研究、21世紀になり wide band EEG、ゲノム解析、iPS 研究、ICT の発展、
brain machine interface、AI 研究の実用化、ビッグデータにもとづく個別化医療、neuromodulation、
遠隔脳波判読、オンライン診療、自己免疫てんかんなど新規病態の台頭、てんかん発作の数理モデル化
と病態分析など、脳・神経・筋分野における基礎・臨床・診療での多彩な発展を遂げてきています。ま
た臨床神経生理分野は広く社会に認知浸透して、次世代教育と社会への広い啓発が益々求められていま
す。
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　このように今後も貴学会の社会的使命は大きく期待されています。また貴学会と日本てんかん学会に
は、脳波と機能画像など共通する基盤的研究課題は多く、また両学会ともに多診療科・多研究分野・多
関連分野から成り立つ学会であり、多くの共通点を有しています。貴学会の今後の益々のご発展を祈念
いたしますとともに、両学会が協力して多くの患者さんにとって貢献できるように、今後も密接な協力
関係を維持してお互い発展できますことを祈念いたします。

2020年７月吉日
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日本臨床神経生理学会設立50周年を記念して
日本てんかん外科学会　事務局長／自治医科大学脳神経外科　　　

川　合　謙　介

　日本臨床神経生理学会におかれましては、この度設立50周年を迎えられ、まことにおめでとうござい
ます。日本てんかん外科学会を代表して、お祝いを申し上げます。
　貴学会は1971年に日本脳波学会と日本筋電図学会が合併して、日本脳波・筋電図学会として設立され
ましたが、日本てんかん外科学会はそれから７年遅れた1978年に「ペンフィールド記念懇話会」として
発足しました。当時は1970年前後の大学紛争の影響で全国的にてんかん外科を行い難い状況であったた
め、あえて Wilder Penfield の名を冠してのスタートでした。熊本で開催された第１回ペンフィールド
記念懇話会では、大阪大学の六川二郎先生と東京大学の佐野圭司先生による特別講演の他、５題の一般
演題のうちの１題は、後に第23回貴学会（1993年）会長を担当された鹿児島大学脳神経外科の朝倉哲彦
先生によるものでした。
　本会の事務局長は長らく真柳佳昭先生（東京警察病院）が務められておられました。東京警察病院
は、私が1987年に卒後最初に脳外科医としてトレーニングを受けた病院であり、最初の手術が真柳先生
の選択的扁桃体海馬切除術でした。真柳先生には私が会長を担当した第35回日本てんかん外科学会

（2012年）でご講演をいただきましたが、その際に、1960年代後半から70年代にかけて取り組んでいた
てんかん脳波の slow changing potential（DC potential）の研究に触れ、しばらく忘れ去られていたこ
の領域が池田昭夫先生らの研究によって再び注目されていることを大変喜ばれていたのが印象的でし
た。
　その後も、田中達也先生（第33回貴学会会長）、渡辺英寿先生（第37回貴学会副会長）、最近では中里
信和先生（第51回貴学会会長）を代表として、多くの先生が両学会で活躍されてきましたが、これはて
んかんや脳波といった共通のテーマを考えれば当然のことと言えます。主に手術だけを担当する欧米と
異なり、本邦のてんかん外科医は伝統的に、術前診断から術後フォローまでを自らの手で行ってきまし
た。頭皮脳波のみならず頭蓋内脳波や電気刺激マッピングなど臨床神経生理学の知識と経験は必須のも
のであり、この領域での研究も積極的に行っています。てんかん外科で得られた知見は、臨床神経生理
学から広くヒト神経科学の進歩に貢献しています。さらに最近では、迷走神経刺激療法など植込型電気
刺激装置が導入され、頭蓋内植込型脳電気刺激装置も本邦への導入が待たれる状況です。特に後者は年
余にわたる長期の頭蓋内脳波を記録することが可能であり、臨床神経生理学にまったく新しい知見をも
たらすことも期待されます。
　日本てんかん外科学会の多くの会員は、貴学会との交流をますます強め、ともに本邦における臨床神
経生理学の普及と発展に寄与したいと願っております。末筆ではございますが、日本臨床神経生理学会
のますますのご発展を祈念しております。
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学会設立50周年を祝して 
日本神経治療学会　理事長／獨協医科大学　内科学（神経）　　

平　田　幸　一

　日本臨床神経生理学会50周年誠におめでとうございます。
　小職は長年にわたり理事を務めさせていただくとともに第37回日本臨
床神経生理学会学術大会を開催、また時実賞を受賞するなど学会からは
大変大きな名誉を頂戴したと、心から感謝しておりますが、それに至る
過程を脳神経内科医の立場から述べさせていただきます。
　現在小職は日本頭痛学会代表理事、日本神経治療学会理事長、日本睡
眠学会副理事長を拝命しておりますが、実はそのすべての学会が日本臨
床神経生理学会と深い関係をもっているのです。
まず日本頭痛学会ですが、こちらは特に学会での合同シンポジウムなど
はありませんでしたが、頭痛、とくに片頭痛の研究手法としての

VEP、脳波電場解析、NIRS による脳血流変化が数多く行われました。もちろんわれわれも脳波電場解
析、NIRS については多くの研究を行い、特に前者の研究はのちに生労働科学研究費補助金 難治性疾患
等政策研究事業（難治性疾患政策研究事業）「種々の症状を呈する難治性疾患における中枢神経感作の
役割の解明とそれによる患者ケアの向上」（研究代表者　平田幸一）に繋がっています。
　日本神経治療学会としては標準的神経治療という非常に有名な出版物を発行していますが、21の出版
物のうち少なくとも17が何らかのかたちで臨床神経生理学検査が関与しております。特に当教室の国分
則人准教授が得意とする末梢神経生理の関連がなければこれらの出版はできなかったと思っています。
日本睡眠学会ですが、いうまでもなく PSG による睡眠障害研究とりわけ REM 睡眠行動異常症（RBD：
REM sleep behavior disorder）の研究は将来のパーキンソン症候群、レビー小体型認知症を予測する
重要なマーカーと今や脳神経内科医の多くが注目しているのはあまりにもよく知られたことです。
　最後に、脳神経内科医とは直接関係ないのですが、木下利彦先生が理事長の薬物脳波学会では、と古
賀良彦先生とともに副理事長を務めさせていただき、よく学びよく遊びの精神で脳波の勉強をさせてい
ただいたのは小生にとっての大きな財産でした。
　日本臨床神経生理学会の更なる御発展を心からお祈り申し上げます。
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第37回日本臨床神経生理学会学術大会

時実賞を受賞
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お祝いの言葉
日本生体磁気学会　理事長　　　

長　峯　　　隆

　日本臨床神経生理学会創立50周年にあたり、一言、お祝いを申し上げます。貴学会は、長年にわたっ
て、ヒトを対象とした神経生理分野の基礎、臨床を先導して来られ、分業が進んでいく我が国の医療制
度の中で、確固たる活動領域を確立されました。これまでの結実成果をもとに更なる発展を目指してお
られるに違いありません。まだ途中ではありましょうが、50年の一区切りを無事に迎えられたことに心
よりお祝い申し上げます。
　当学会（日本生体磁気学会）は、貴学会に遅れること約15年、生体磁気に関する医学、生物学及び工
学における研究と技術の向上を通じ、医学の発展と知識の交流を図り、社会に貢献することを目的とし
て設立されました。生体磁気という狭い領域ではありますが、医学と他領域の連携を図っていく面では、
貴学会と同一の方向を目指しております。様々な場面において、領域をまたいでの事業推進を先導して
いただいたり、時には協力して新しい分野を切り拓いてたりさせていただきました。
　中でも、脳磁図計測の臨床応用、保険診療適応に関しては、大変お世話になっております。1990年代
に入って多チャンネルの脳磁図計測装置が国内に導入され、高度先進医療に取り組むようになりました。
当学会が理論面、解析面での取り組みに注力するのに対し、臨床応用の範囲拡大については、貴学会で
の積極的な取り組みが大きな推進力となりました。保険診療適応を目指して作成された「臨床脳磁図検
査解析指針試案」は、有志の方々による私的なものでしたが、2004年に「臨床神経生理学」誌に採択し
ていただき、それを引き継いで、貴学会において「脳磁図ガイドライン作成委員会」を設立して頂きま
した。修正、補遺が行われた指針案は、１年間の意見募集期間をおいて、邦文の「臨床脳磁図検査解析
指針」と英文の「Guideline for Clinical Application of Magnetoencephalography」として再度、「臨床
神経生理学」誌に発表されました。この指針は、2004年4月より始まった「神経磁気診断」の保険診療
適応の公知の基盤情報として用いられ、また、学会ホームページに掲載されたこともあり、英文のガイ
ドラインは、現在に至るまで、世界の脳磁図検査の指針の大きな基盤として位置付けられるものとなっ
ています。この委員会は「脳磁図検査法に関する委員会」と発展したのち、一定の役割を果たしたとし
て一旦解散したものの、貴学会の「保険点数適正化に関する委員会」のご尽力により、本年の診療報酬
の大幅な改正の成果を得ることができ、関係者一同、厚く感謝しております。
　脳磁図以外では、次なる臨床応用の希望となっている脊髄や末梢神経の伝導検査への応用があります。
解析方法の開発や検証、また、神経系以外の肺や消化器系の臓器の磁場活動を見ることによる自律神経
系の評価、生体への磁場影響の検討なども、両学会の共通分野はまだまだ控えております。題目によっ
て連携の程度は異なっていますが、これまで同様、両学会で別の視点から検討するところから始まり、
相互の統合作業が行われることによって、臨床神経生理の新たな世界が拡がっていくことと期待いたし
ます。
　当学会もこれからも挑戦を続けて参りますので、貴学会の次の50年に向けて、学会のみならず臨床神
経生理、ひいては神経科学の発展のため、歩みを共にさせていただきたくお願いを差し上げ、お祝いの
言葉に代えさせていただきます。
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学会設立50周年を記念して
日本生体医工学会理事・大阪大学脳機能診断再建学　　　

平　田　雅　之

　日本臨床神経生理学会50周年、誠におめでとうございます。この度は
日本生体医工学会を代表致しまして御寄稿いたします。私の日本臨床神
経生理学会との出会いは、大学院にて脳磁図を用いた脳機能マッピング
の研究に取り組み、その成果を2000年12月に開催された京都での学術大
会で学会に入会して、初めて学会発表しましたのが、その始まりです。
貴学会が丁度、日本脳波・筋電図学会から日本臨床神経生理学会に名称
変更して初めての学術大会から参加したことになります。当時、私は大
阪大学脳神経外科で大学病院の病棟医として臨床業務に専念する中、発
表日が受け持ち患者の手術日と重なってしまうという事態になってしま
いました。しかも難易度の高い頭蓋底腫瘍の長時間手術です。執刀医の

甲村英二先生（前神戸大学脳神経外科教授、当時大阪大学脳神経外科講師）に相談したところ、快く学
会発表を認めてくださりました。研究の重要性もよくご理解されていたのだと思います。とはいうもの
の、自分の受け持ち患者の手術です。手術の途中で発表時間に合わせて京都に向かい、学会発表が終わっ
たら、すぐに病院に帰ってまた手術に参加したのを思い出します。
　日本臨床神経生理学会は、1971年に日本脳波学会と日本筋電図学会が合同して日本脳波・筋電図学会
として設立されたのが、その始まりです。私は日本臨床神経生理学会の50周年という長い歴史の中では、
丁度、後半の20年間を、研究者として日本臨床神経生理学会で学び、発表し、交流を深める中で育てて
頂いたことに深く感謝いたします。今回、日本生体医工学会を代表しての寄稿なのですが、日本生体医
工学会は、主にブレイン・マシン・インターフェースの研究成果を発表する場として、2010年頃から参
加を開始しましたので、貴学会での活動のほうが、随分長くなじみ深くもあります。その意味では日本
生体医工学会の代表としてこの寄稿を執筆するのは、嫁いだ娘が頻繁に出入りしている実家の両親の金
婚式を祝うような、あらたまって礼儀正しくお祝いすることへの恥ずかしさのようなものを感じるのを
禁じ得ません。
　日本臨床神経生理学会での20年間を振り返ってみますと、冒頭に紹介しました脳磁図を用いた脳律動
変化にもとづいた脳機能解析の研究成果を発表する中で、高周波活動に脳機能局在に関する情報が豊富
に含まれているということに確信を持つようになりました。その神経生理学的な知見にもとづいて、頭
蓋内脳波を用いたブレイン・マシン・インターフェースの研究に取り組みました。この研究では、脳信
号の解読を行うための人工知能技術の活用や、在宅で長期間にわたって利用するための体内埋込装置の
開発など、工学技術の活用が必須であり、日本生体医工学会での活動を自然とするようになって行きま
した。現在、これをさらに臨床応用するべく、治験を準備しています。その意味では、まさに日本臨床
神経生理学会が、私の研究の道標をつけて下さり、日本生体工学会が研究を臨床応用につなげる具現化
を助けて下さっているのではないかと思う次第です。
　日本生体医工学会は工学技術を医学に活かす場として、臨床神経生理学との接点も多く、日本臨床神
経生理学会と相互にその発展を助けてきた関係にあるように思います。今後もさらに互助を深めて、日
本臨床神経生理学会、日本生体医工学会がますます発展することを祈念したいと思います。私も微力な
がらその一助になれるよう努力していきたいと思います。
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「学会設立50周年を記念して」 
京都大学名誉教授　　　　　　

木　村　　　淳

　昨年、国際臨床神経生理学会 International Federation of Clinical 
Neurophysiology（IFCN）の機関誌、Clinical Neurophysiology が70周
年を迎え、その行事の一環として IFCN の歴史を振り返るため、筋電図
分野の回想を Editorial として書かして頂いた1）。学会設立50周年の記念
も、この線に沿って、筋電図を専攻する在外邦人の私見を述べたい。
IFCN の前身 International Federation of Societies for Electroencepha-
lography and Clinical Neurophysiology（IFSECN） の 初 会 合 The 
Founding Meeting of the International Congress of EEG（EEG Con-
gress）は機関誌発刊の２年前、1947年に London で開催された。これ
に比べると、我が国の学会が今年、漸く50周年を迎えるのはこの領域で

少し遅れをとっているかの印象を与える。しかし、日本では、1950年頃から東大の時実利彦と津山直一、
その他の先駆者により筋電図に関する基礎的、臨床的研究が開始され1951年12月に第１回筋電図研究会
が開催された。この時期は世界的にみても画期的に早く、米国の筋電図学会の設立が1953年であること
を鑑みるとそれに先駆けての設立となる。この研究会は1955年に筋電図学会と改称され、1971年末に、
脳波学会と合同し脳波・筋電図学会となり現在の臨床神経生理学会へと続いている。

　また、講和条約発効の年（1952）に協同医書出版社から発刊された時実・津山著の「筋電図の臨床」
を読むと実感できるように、当時日本の筋電図のレベルは世界の最先端にあったと考えられる２）。本書
は欧米でも翻訳されて読まれたもので、内容のほとんどは今でも色あせていない。Marinacci による最
初の英文の教科書３） に三年先んじて出版されたことも、また、この英文のテキストを当時米国留学中の
祖父江逸郎らが直ちに翻訳していたのも一筆に値する。この流れの中で東京オリンピックの年（1964）
に出版された三木威勇治、時実利彦編の「筋電図入門（南山堂）」は時実、津山のほか藤森聞一、島津浩、
真島英信など当時新進気鋭の生理学者を中心とした協同執筆で、日本の筋電図学にとって戦後の記念碑
的な教科書となった４）。今でも学ぶところの多い素晴らしい内容だが、残念なことに現在では絶版となっ
ている。

　僕は1962年に渡米し、神経内科レジデントと脳波の研修を済まし、その後、アイオワ大学神経内科講
座発展の一端として筋電図を担当した。米国屈指と言われた A L Sahs、 Maurice Van Allen 両教授の
教えを受け、同僚や技術員にも恵まれた環境で、ミネソタ大学から招聘した名古屋大学の山田徹先生と
一緒に臨床神経生理学部門を設立、日本を始め、諸外国からの留学生も120人を数えた。その間、我が
国では、1981年 に島薗安雄教授を会長として第10回国際脳波・臨床神経生理学会議（EEG Congress）
が京都で開催され、同時に世界神経学会、国際てんかん学会議も行われることとなり、この三分野にお
いて日本が世界に躍り出た快挙であった。アイオワから参加した僕達もそのレベルの高さに驚き、米国
の研究室もなお一層の努力が必要と認識した。会長招宴で、在外邦人は一番上座の席だったので、「僕
は若輩ですから」と困っていると、隣席の島薗会長が、「君は今日は来賓だけど、日本に帰ってきたら、
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一番下座だよ」と言われ、それがマイクで会場にながれ、大爆笑になった。それから数年、全く思いが
けない巡り合わせで、母校の京都大学で教鞭をとることになり、1989年１月に帰国し、ただちに日本臨
床神経生理学会に入会した。その前年末に行われた IFCN の選挙で、アジア初の候補者であることが幸
いして、理事長就任が内定していた。
　入会当時、新会員は会則により理事はおろか評議員に立候補する資格もなく、当初、日本での学会活
動は困難に思えたが、島薗理事長はじめ、大熊輝雄、島津　浩など担当理事の先生方の格別のご好意で、
IFCN 代表として常時、理事会に参加させて頂いた。この時の経験は1991年に漸く資格が整い、評議員、
理事、理事長に選出された際の追い風にもなり、その後、1995年第10回国際筋電図・臨床神経生理学会
議（EMG Congress）のお世話をした時５）、柳沢信夫事務総長、下地恒毅財務長、柴崎　浩プログラム
委員長、下河内　稔募金委員長、など学会中核の先生方と対策を練るのに大変役に立った。学会の準備
には多くの方々のお世話になったが、原動力になったのは秋口一郎助教授、梶龍児講師、幸原伸夫事務
局長、はじめ教室の諸先生方や秘書さんだったと思う。その後15年が経ち、柴崎　浩先生が2006年、
IFCN の理事長に就任し、2010年に第29回国際臨床神経学会議 International Congress of Clinical Neu-
rophysiology（ICCN）を神戸で主催した。結局、日本では過去40年間に、EEG Congress（1981）、
EMG Congress（1995）及び ICCN（2010）と IFCN 傘下の国際会議が三回にわたって開催された訳で、
いずれも成功させたことは我国の大きな誇である。

　今思えば、1966年、米国で電気生理学を志した当初、適当な欧米の教科書が見付からないまま、アイ
オワに「筋電図入門」を持参し、これで筋電図の基礎を学んだのがその後の自分の研究活動の励みになっ
た。我が国では臨床家とともに基礎の生理学者が筋電図に直接関わることが普通であった幸福な時代で
あり、このことが日本の筋電図学を基盤のしっかりした学問として育てたものと思う。これ以後の臨床
家への教育、普及という段階では欧米諸国に少し遅れをとった感もあるが、近年の臨床神経学の発展と
臨床神経生理学会の努力もあり、多くの医師や技師がその臨床的価値を理解するようになってきている。
臨床筋電図・電気診断学において今や欧米の水準に追いつき、追い抜ける時期になったと期待される。

令和２年２月26日

文　献
1）　Kimura, J :  An electromyographer recalls the history of the Federation on the 70th anniversary of its journal, 

Clinical Neurophysiology :  Editorial, Clinical Neurophysiology 130 （2019） 2264-2267
2）　時実利彦，津山直一：筋電図の臨床　協同医書出版　東京　1952
3）　Marinacci, AA :  Clinical Electromyography. San Lucas Press, Los Angeles, 1955.
4）　三木威勇治，時実利彦編：筋電図入門　南山堂　東京　1964
5）　Kimura J and Shibasaki H （Editors） :  Recent Advances in Clinical Neurophysiology :  Proceedings of the Xth In-

ternational Congress of EMG and Clinical Neurophysiology, Kyoto, Japan, 15-19 October 1995 （International Con-
gress Series） Elsevier Health Science, Amsterdam 1996
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日本臨床神経生理学会50周年に当たって 
京都大学医学部名誉教授　　　　　　

柴　﨑　　　浩

　Berger が1929年にヒトの頭皮上から脳波を記録することに初めて成功して以来、多くの国々に脳波
学会の前段階と考えられるグループが結成された。それから20年後の1949年には英国の Adrian を名誉
プレジデント、カナダの Jasper を初代プレジデントとして国際連合が設立された。その名称は当初 In-
ternational Federation of Societies for Electroencephalography and Clinical Neurophysiology という
脳波中心のものであったが、1990年に筋電図分野も含めて International Federation of Clinical Neuro-
physiology（IFCN）と改称された1）。わが国でも1940年ごろから本川を中心として脳波の記録が始まり、
筋電図および脳波に興味をもつグループが結成され、1952年に日本筋電図学会と日本脳波学会がそれぞ
れ独立して発足した２,３,４）。そして、その２つの学会が合併して日本脳波・筋電図学会が結成されたのは
1971年であった。初代の理事長は時実利彦先生が務められ、その後吉井直三郎先生、島薗安雄先生、大
熊輝雄先生、木村淳先生、柴﨑浩、丹羽真一先生、辻貞俊先生、飛松省三先生が引き継ぎ、現在の正門
由久先生に至っている。そして2000年に学会の名称が日本臨床神経生理学会に改称され３,４）、2006年に
は認定制度が設立された。

　本学会は IFCN が結成された早期からその学術大会に参加しており、現在 IFCN を構成する63学会の
うち、わが国の学会はその会員数でアメリカ、ドイツについで3番目に大きな学会である。IFCN の執
行委員会（Executive Committee）には、木村淳先生が第11代 President として、梶龍兒先生が Mem-
ber-at-Large として、柴崎浩が Secretary を経て第15代 President として、最近は宇川義一先生が Sec-
retary として、さらに現在柿木隆介先生がアジア大洋州地域の代表者として参加している。また学術
的にも、本学会はこれまでに IFCN の国際学術大会を3回主催した。まず1981年には第10回国際脳波臨
床神経生理学会が島薗安雄会長のもとに京都で、そして1995年には第10回国際筋電図臨床神経生理学会
が木村淳会長のもとに同じく京都で開かれ（写真１）、2010年には第29回国際臨床神経生理学会が柴﨑
浩会長のもとに神戸で開かれた（写真２）５）。

第10回国際筋電図臨床神経生理学会（1995年）（木村淳
会長）に先立って、1994年に京都国際会議場で開かれた
組織委員会

第29回国際臨床神経生理学会（2010年）（柴﨑浩会長）。
神戸国際会議場で開かれた開会式後のWelcome Party
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　このように、わが国の臨床神経生理学は各方面で順調に発展しており、国際的にも多大の貢献を果た
してきた。諸外国の同種の学会に較べて、日本の本学会の特色は、その会員構成が医学または臨床分野
だけではなく、各種の基礎分野を含めて多岐にわたっていることである４）。また、その取り扱う領域に
ついても、脳機能イメージング分野も含めたその特徴を生かして、将来益々発展していくことが期待さ
れる。

文　献
1）　Nuwer MR, Lűcking CH. Wave length and action potentials :  History of the International Federation of Clinical 

Neurophysiology. Supplement to Clinical Neurophysiology Vol 61, Elsevier, Amsterdam, 2010, pp. 3.
２）　柳澤信夫，柴﨑浩．臨床神経生理学．医学書院，東京，2008, pp. 9.
３）　柴﨑浩．内科―100年のあゆみ（神経）．Ⅰ．神経領域の100年．８．電気生理学診断法．日本内科学会雑誌，91：

2272-2276，2002．
４）　柴﨑浩．日本臨床神経生理学会の発展を期して．臨床神経生理学，30：1-3，2002．
５）　第29回国際臨床神経生理学会組織委員会．第29回国際臨床神経生理学会事業報告．臨床神経生理学，39：61-82，

2011．

［追記］
　2020年11月26日に京都で開かれた「50回記念レジェンド講演・座談会」において、将来の課題として、
若手会員を増やし、若手研究者にこの領域に対する興味を喚起することの重要性が討議された。そのた
めの実際的なアプローチとして、学部学生、大学院生、研修生、および若手研究者を参加費免除で学術
大会に招待することがあげられる。とくに本学術大会の特色であるデモンストレーションやワーク
ショップを体験することは非常に有効と考えられる。

50年を振り返って 33



日本臨床神経生理学会で学んだこと
―― 学会設立50周年を記念して ――

福島県立医科大学　会津医療センター　精神医学講座　　

丹　羽　真　一
　

　最初に本学会に参加しましたのは、医師となって２年目の1973年の第
３回日本脳波筋電図学会ではなかったかと思います。札幌で開催されま
した。学会というものに参加するのは初めてで、同じ教室の人たちに混
じって参加し、先輩の太田昌孝先生による自閉症の脳波についての発表
をお手伝いするだけでしたが、知らない世界をのぞいた新鮮な気分を味
わいました。以来、他の学会にはあまり参加しませんでしたが本学会に
は毎年参加して、自分での発表もするようになりました。脳波筋電図学
会は多様な分野の研究者により構成される学会ですから、臨床医学にと
どまらず基礎的な生理学や心理学、工学といった他の分野の先生方の発
表を聴くことができ、深い理解はできないものの現象を多角的に見るこ

とを学べたことは幸いであったと思います。
　先に述べた自閉症の臨床脳波研究は、後に自閉症が発達障害であることを確定する有力な根拠となり
ました。当時はまだ自閉症は最早期発症の統合失調症であるとか、養育の問題から発症するのではない
かとか言われていました。ところが臨床脳波研究から、自閉症には突発性脳波異常が高頻度に出現し、
てんかん発作を起こすことも多いとが指摘されるようになり、それが自閉症は脳機能に問題がある病気
であることの確定につながったというわけです。脳波筋電図学会でその現場に立ち会うことができたこ
とはいささかの興奮を伴う幸いなことでした。
　臨床脳波によるアプローチが自閉症の病態解明に大きな力を発揮したことに触発され、統合失調症の
病態解明に脳波を役立てられないかと考えました。統合失調症に認知障害があることが心理学の視点か
ら指摘され始めていましたので、認知障害の実態を神経生理学的に解明できれば統合失調症が脳機能に
問題がある病気であることを確定できると期待したのです。折しも1980年代になり事象関連電位の研究
が急速に進展しつつありました。脳の情報処理活動を反映できる臨床神経生理指標である事象関連電位
を用いることで、統合失調症の認知に伴う脳内情報処理の特徴を明らかにできると考え、いくつかの心
理学的パラダイム遂行時の統合失調症の人の行動成績と事象関連電位の特徴を本学会で継続的に発表し
ました。この一連の研究から認知障害の基礎には脳内情報処理の問題があることを明らかにできたと考
えています。この研究には脳波リズム発生モデルの研究をしておられた工学部出身の伊藤憲治先生のお
力が大でした。多様な分野の研究者が集う脳波筋電図学会で学んだ多角的視点が生かされた経験でもあ
ります。
　日本脳波筋電図学会の名称は2000年から日本臨床神経生理学会へと改称されました。改称された後の
ことになりますが、第32回日本臨床神経生理学会／第39回日本臨床神経生理学会技術講習会を開催する
ように学会の指示を受け、2002年11月に福島市で開催いたしました。また改称に努力された柴崎浩理事
長の後を受け、2005年から2009年まで臨床神経生理学会理事長をお引き受けいたしました。いろいろお
引き受けしましたのは、多くのことを学ぶことができた脳波筋電図学会／臨床神経生理学会への恩返し
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のつもりでした。理事長として直面した課題は、臨床神経生理学会の存在意義の強化と会員増、学会事
務運営のスリム化でした。そのために認定医・認定技術師制度の発足を2006年に決定しましたし、また
学会事務の外部委託を行うこととなり、長年にわたり脳波筋電図学会／臨床神経生理学会を支えてこら
れた事務局員の退職を機に学会事務機能の外部委託に踏み切りました。もう一つの大仕事は第29回国際
臨床神経生理学会（ICCN2010）の開催準備を進めることでした。幸い ICCN2010会長の柴崎浩先生の
ご指導をいただき準備を進めることができました。
　私が行ってきたことが臨床神経生理学会の発展に貢献できたとすれば幸いです。1971年の脳波筋電図
学会発足から50年を迎える今、学会員の皆様が協力して力を発揮され本学会がこれからも一層発展する
ことを祈念いたします。
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学会設立50周年を記念して、過去と未来
産業医科大学、国際医療福祉大学　名誉教授、元理事長　　

辻　　　貞　俊

　日本臨床神経生理学会が設立されて50周年、半世紀を積み重ねて学会
は着実に発展しており、誠におめでとうございます。心からお祝い申し
上げます。これもひとえに学会員の皆様方のおかげであります。
　本学会の50年は、神経生理学に貢献してきた歴史でもあります。設立
50年は長い歴史となりますが、学会から常にインパクトを受けていまし
たので、実感としては束の間の半世紀でした。しかし、これは通過点に
すぎませんので、これからも日本のみならず世界の臨床神経生理学を牽
引してください。
　臨床系、基礎系、検査技師系という多職種の皆様が学会員であるとい
う特色を、今後も大いに活かしてください。学会員は着実に増えており

ますが、これは学会の発展に繋がり、輝かしい伝統の継続となります。
　私事になりますが、私は医学部卒業２年後の昭和50（1975）年８月に当時の日本脳波・筋電図学会に
入会しましたので、既に45年の会員歴となりました。入会時は九州大学神経内科で修練を開始したばか
りで、脳波も筋電図も知識のない状態でした。そんな中で、第５回日本脳波・筋電図学会学術大会（昭
和50年、本間三郎会長）に初参加しましたが、講演等は理解できず、研究の見当もつかず、不安ばかり
が募ったことを今でも覚えています。しかし、当時所属していた九州大学神経内科は、臨床神経生理学
を修得するのには最高の場でした。黒岩義五郎教授（第６回会長）、村井由之先生（第14回副会長）、加
藤元博先生（第27回会長）、柴崎　浩先生（第30回会長）等、錚々たる専門の先生方がおられ、各分野
を基礎から臨床・研究まで懇切丁寧に教えていただきました。更に、柿木隆介先生（元本学会理事）、
飛松省三先生（前理事長、第44回会長）が入局され、頼もしく、また大いに刺激を受けました。九州大
学神経内科同門であります元クリーブランド クリニック財団病院神経内科部長 Hans Luders 教授に
は、クリーブランドでお教えいただき、第39回学術大会では特別講演を賜りました。脳波や筋電図等に
興味を持つためには、この様に教えていただける専門家が身近におられ、分かり易く、楽しく経験する
機会が大切です。喜ばしいことに、50年の歴史で学術大会での演題数は増加し、内容は充実していま
す。
　懐かしく思い出されるのは、九州大学神経内科の抄読会で紹介されていた、国際学会誌であった
EEG Journal の論文が難解なので、EEG を引っ掛けて「easy でない EEG Journal」と呼ばれていたこ
とです。本学会関連領域は難しいというのが若い頃の印象でしたが、逆に言えば遣り甲斐のある領域で
した。編集委員もやりましたが、査読には苦労しました。
　本学会は脳波判読等の教育にも尽力されていますが、脳波判読のできる専門家の減少が気になってい
ます。大学を定年退職後、市中病院で神経内科診療を行っていますが、即座に検査でき、結果を説明で
きる脳波や筋電図が診療では有用であることを痛感します。本学会の認定制度は、質の高い神経生理検
査を保証し、医療現場に貢献していますので、更に充実し、発展させることが使命となります。
　2009年11月から４年間、本学会の理事長を拝命いたしました。それ以前も庶務理事として学会事務局
運営に関わっていましたが、多くの課題がありました。柴崎　浩先生、丹羽真一先生が理事長をなさっ
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ていた時に、学会収支を考慮すると学会事務局体制の改革が喫緊の課題となりました。当時は学会の法
人化もあり、破産する学会もありましたので、理事会は危機感を持ち、学会専門業者さんに事務局を委
託する移行期となりました。しかし、事務の電子化等の課題も多く、飛松省三前理事長に引き継ぎ、事
務体制の整備が進んでいます。
　思い出としてあるのは、柴崎　浩会長が2010年に神戸市で開催された第29回国際臨床神経生理学会

（ICCN2010）が盛会裡に終わったことです。柴崎会長、柿木隆介プログラム委員会委員長の多大なご尽
力で、高い評価の国際学会となったのは、日本臨床神経生理学会としても誇るべきことでした。柴崎会
長は本学会の功績を示していただき、深謝いたしております。
　人生100年の時代となってきましたが、日本臨床神経生理学会も100周年を目指し、更に進歩してくだ
さい。
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「学会設立50周年を記念して」 
福岡国際医療福祉大学・医療学部・視能訓練学科　　

飛　松　省　三

　1979年、九州大学医学部を卒業して黒岩義五郎教授が主催される神経内科に入局した。その当時、加
藤元博九州大学名誉教授、柴崎浩京都大学名誉教授、辻貞俊産業医科大学名誉教授が教室におられ、自
然と電気生理の道に入った。時実・島薗先生らが書かれた「新脳波入門」は、当時の私にとっては難解
だったが、今も時々見返して参考にしている。本学会との出会いは、研修医時代に担当したシアリドー
シスタイプ２のミオクローヌスに関する研究を1982年の第12回脳波・筋電図学会で発表したことに始ま
る。それを基に EEG J に出した論文が初めての英文原著（第一著者）となった。以来、留学時を除き、
毎年本学会に参加している。
　1999年、加藤名誉教授の後任として、九州大学大学院医学研究院臨床神経生理の教室運営に携わるこ
とになった。教室の研究テーマは脳波・誘発電位・脳磁図などの電磁気生理学的手法と機能的 MRI な
どの脳機能イメージングを統合した非侵襲的脳機能計測法によるヒト高次脳機能の解明とした。「脳を
診る」、「脳を読む」、「脳を変える」ことにより、どのように脳内ネットワークが働き、時々刻々と変化
する外界からの情報を適切に処理し、行動しているかを知りたいと考えたからである。そういう立場に
なると、本学会を大学院生やスタッフの研究発表の場として活用させてもらい、論文発表の礎とさせて
もらった。

2013年10月  日本臨床神経生理学会理事長就任
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　本学会の運営への関わりは、2004年１月に認定制度設立準備ワーキンググループ（WG）委員長に就
任してからである。その後、この WG は認定委員会に発展し、委員長として認定制度の確立に努力した。
その結果、2005年度に書類審査による認定移行措置で脳波分野、筋電図・神経伝導分野の認定医・認定
技術師を導入した。2008年度には試験制度を導入した。
　第10回日本臨床神経生理学会社員総会（平成25年11月６日）で承認された新理事会において辻貞俊理
事長の後任として理事長に選出された。伝統ある本学会の理事長職に就けたことは、身に余る光栄であ
り、４年間、全力を尽くした。辻理事長の下で庶務理事を担当したので、学会内部のことはある程度理
解していたし、学会の問題点も私なりに捉えていた。丹羽眞一、辻貞俊理事長時代から本学会は関連臨
床領域（精神医学、神経内科、小児神経、脳外科、整形外科、リハ科、検査科など）のハブとしての役
割を強調されていたが、ハブだけなく本学会がコアになる分野もたくさんあると考え、コアとして他学
会や社会へ発信することを心がけた。例えば、種々の疾病ガイドラインが作成されているが、脳波・筋
電図の重要性が盛り込まれていない物も見受けられるので、積極的に情報発信に努めた。「誘発電位測
定マニュアル2019」、「モノグラフ臨床脳波を基礎から学ぶ人のために  改訂第２版」を世に出した。また、
認定制度に「術中脳脊髄モニタリング分野」を新しく創設した。各種委員会の効率化を高めるため、委
員会の再編を行った。そのために、委員会細則を新たに定め、定款や会則の整備を順次進めて行き、無
事に正門由久先生にバトンタッチすることができた。
　理事長在任中に学会事務局を変更せざるを得なかったのが唯一の心残りである。理事会と事務局との
緊密な関係が事務連絡のタイムラグをできるだけ無くして、学会運営の迅速化を図れるのだが、なかな
か人は思い通りに動いてくれない。新事務局には過度な負担を強いるのをやめ、学会事務、会員管理、
認定制度の３つを委託し、主催セミナー運営は、他の学会事務局に任せるようにした。
最後に、2018年に栄えある島薗賞を受賞した。「臨床神経生理学と共に歩んで」と題して講演した。私
を育ててくれた本学会に感謝すると共に、若い会員の方には、目先の成果に囚われずに、自分を信じて

「サステナビリティー研究」をしていただきたいというメッセージを込めた。50周年を迎えた本学会が
さらなる発展をし、世界に発信続けることを祈念して筆をおく。
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50年を振り返って

大勝病院　　　　　　　　　

有　村　公　良

　日本臨床神経生理学会50周年おめでとうございます。これまでの関係者の皆さんのご努力に心から敬
服するとともに、感謝の念に堪えません。
　私が本学会に参加したのは1980年代はじめの日本脳波筋電図学会でした。当時私は鹿児島大学から産
業医科大学に国内留学中で、そこで恩師の村井由之先生から筋電図の薫陶を受けました。村井先生は米
国で臨床筋電図を研鑽され、最終的には指導者として帰国された方です。初めて参加した日本脳波筋電
図学会で、村井先生が教育講演をされ非常に感銘を受けたことを記憶しています。今では常識となって
いる筋電図検査における安静時活動の重要性を強調され、多くの聴衆に感銘を与えておられました。当
時の産業医大は東大で筋電図を学ばれた整形外科の先生、Goodgold 先生から学ばれたリハビリの先生
と神経内科医が中検で一緒に筋電図を行い、様々な波形の解釈や電気生理診断の考え方を学べました。
このころから現在のスタンダードな筋電図検査の手法や解釈の仕方が一般的になってきたように思いま
す。また学会への参加や研究発表の重要性も教えて頂き、以後本学会には欠かす事なく参加しています。
　その後鹿児島大学へ帰局し、神経内科医としての臨床と併行して臨床筋電図を継続していましたが、
1986年（？）インドのボンベイ（今のムンバイ）でワークショップがあるとのことで、当時の鹿児島大
学第三内科の井形教授から勧められて同僚と二人参加しました。参加した日本人は我々だけで、当時の
ボンベイは日本と全く違う環境（医師のみの講演会場のトイレに紙がない！）で大変でしたが、そこで
講師としてウプサラ大学の Stalberg 教授とお会いし、その卓越した理論、SFEMG の技術に感銘を受
け、1989年にウプサラ大学に派遣留学生として短期留学することが出来ました。当時のウプサラ大学は
世界的に有名な臨床神経生理学のメッカであり、臨床電気生理診断はもちろん、SFEMG を中心とした
臨床研究も盛んでした。もう一つは筋電図検査のシステム化が進んでおり、データのファイル化、報告
書の作成、研修医への教育など非常に参考になりました。帰国してから鹿児島大学で筋電図室のシステ
ム化、教育の充実を図り、多くの国内・国外留学生を受け入れることが出来ました。途中で一度 Mayo 
Clinic の筋電図部門で勉強する機会がありましたが、少なくとも診断方法に関しては、日本はさほど遅
れていないことを感じました。1986年に木村　淳先生が京都大学へ赴任されたことが、日本の臨床神経
生理学会にとって、大きな転換点になった気がします。それはより臨床に即した筋電図の普及が始まっ
たからです。私もウプサラ、Mayo などを見て常々電気生理診断が、学会が発展するキーになると考え
ていました。そして2004年に学会が日本臨床神経生理学会と改名するとともに、木村先生のご指導のも
と、同じような志を持つ馬場先生達と電気生理診断ハンズオンを始めることが出来ました。また木村先
生は本学会を世界、とくにアジアに向け開かれたものにするべく積極的に我々を海外のセミナーでの講
師として紹介して頂き、多くの友人を得ることが出来ました。2010年に世界臨床神経生理学会が神戸で
開催されました、そのサテライトとして SFEMG 学会・講習会を帝京大学の園生先生らと一緒に開催
することが出来ました。これも木村先生をはじめとする諸先輩方のご支援の賜でした。
　日本臨床神経生理学会は教育セミナーなどの努力が実り、若手の臨床神経生理診断医が次々と育って
います。また生理学のみならず、遺伝、免疫、画像診断などとの連携を計りながら、発展しつつありま
す。学会として、これからも既存の概念に留まる事なく、新しい分野を切り開いて行くことを期待して
います。
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1997年（第27回）福岡

2000年（第30回）京都

2013年（第43回）高知
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50年を振り返って
福島県立医大・神経再生医療学講座　　

宇　川　義　一

　学会から  “50年を振り返って”  と言う題名で原稿依頼が来たが、50年を振り返ることは、私にはでき
ない。学会に入会して、36年しか（36年も）たっていないからである。そこで入会してからの学会との
関わりについて述べる。
　私が臨床神経生理学に興味を持ったきっかけは、今で言う BAFME の患者さんを1982年に受け持っ
た事である。この患者さんで C-reflex、jerk locked back averaging の解析を独学で施行していて、
1983年に学会に入会した。
　従って、入会初期の頃は、この分野で国際的に活躍されていた、柴崎浩先生、辻貞俊先生、飛松省三
先生方に直接質問するのが学会の楽しみであった。すなわち、情報を得ること・新しい事を勉強する事
が学会参加の目的であったと思う。私以外にも多くの先生方が専門の先生に質問する順番を待っていて、
私の番が回ってくる前に時間が無くなることもあった。このような先生方と今では、あまり隔たりなく
会話ができていることは、当時は想像できないことである。当時は誘発電位が最盛期で多くの仕事が出
ていたが、この頃から中枢神経へのインプットではなく、中枢神経からのアウトプットを研究できない
かと考えていた。
　入会から５年くらいして、転機が訪れた。1987年に、Dr Barker が磁気刺激法を発表したのである。
中枢神経のアウトプットを解析できる方法が発表されたのだ。それからの私の研究は、磁気刺激に集中
していった。磁気刺激の安全性の委員会に関することは、別の原稿で述べたので、ここではそれ以外の
事を記載する。ロンドンの Professor Marsden のところに留学し、そこでも主に磁気刺激の研究を行っ
たため、研究の方向性が決定した。留学中に海外から日本の研究者を見ていたが、本学会の先生方の国
際的な活躍は誇らしいものであり、日本臨床神経生理学会の素晴らしさを実感した。
　1990年に留学から戻ってからは、学会は自分の仕事を宣伝する機会となった。また、自分と一緒に仕
事をしている若い人を売り込む場所ともなったと思う。常に新しい事を研究している環境を整えていた。
楽しい仲間と知り合い、彼らには自分の好きな事をさせれば、研究が進んだ印象を持っている。1995年
には、木村先生会長で ICCN が京都で開催された。この時に、Hallett 先生が我々のポスター発表を見

図１　2006ICCNエジンバラ
  general assembly

図２　2006エジンバラ神戸にどうぞ
　

図３　2006エジンバラミルズさんと
ともに   　　　　　　　
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に来てくれて、君のところは面白い事をやっているねとコメントをくれたことは思い出深い。また、日
本の一員として、国際学会のビジネスミーティングに参加したのも思い出の一つである。2006年のエジ
ンバラでの ICCN である。そこで、柴崎先生が役員としての発表をしたあと（図１）、2010年に予定さ
れていた神戸の学会の宣伝を発表された（図２）。また、Mills 先生が民族衣装を着ていた印象が強い（図
３）。
　2007年に福島に移り、その後南東北臨床神経生理セミナーを始めた。多くの福島の方にお世話になり、
なんとか軌道にのせたと言う感じである（図４）。
　2010年になると、柴崎先生を会長として ICCN が神戸で開催された。この時は学会主催者の一員とし
て働いた（図５、６、７）。
　その後は柴崎先生の推薦で、2014年から2017年に国際学会の役員を勤めさせていただき、多く国際的
経験をした。2016年には、福島県郡山市で第46回日本臨床神経生理学会を会長として開催した。IFCN
の Executive committee のメンバーの先生方に参加いただいた（図８、９）。
　最近になると、学会の理事、監事として仕事をしていて、学会全体を運営する立場に変わってきた気
がする。
　以上のように、36年間、臨床神経生理学会にお世話になり、育てていただいたと思っている。私が柴
崎浩先生、木村淳先生にお世話になったように、これから私が若い人の少しでも手助けをできれば幸い
である。

図７　ICCN2010神戸

図４　2013南東北臨床神経生理
セミナー   　　　　

図８　福島学会鏡開き

図５　ICCN2010 young investigator
awads　　　　　　　　

図９　福島学会閉会式

図６　ICCN2010神戸ハンズオン２
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50年を振り返って

日本睡眠学会理事長・日本大学客員教授／東京足立病院院長　　

内　山　　　真

　日本臨床神経生理学会50周年まことにおめでとうございます。心から
お祝い申し上げます。本学会は、1971年に日本脳波学会と日本筋電図学
会が合同し日本脳波筋電図学会として発足しました。母体となったそれ
ぞれはそれぞれ20年以上活発に活動してた学会でした。こう考えると、
20世紀後半からの世界における臨床神経生理学の興隆と軌を一にして、
この分野における発展をリードし支えてきたと思います。1979年の日本
睡眠学会の創設は、そのほとんどが本臨床神経生理学会の会員によるも
ので、その後の相互交流と研鑽は現在の両学会の発展をもたらしたと感
じます。ここでは、本学会の一会員として、懐かしい昔話を述べたいと
思います。

　私は、1980年に大学を卒業し、東京医科歯科大学神経精神医学教室で精神科医としての研修を始めま
した。当時教室の神経生理グループでは、脳波基礎活動の藤森法による視察的定量解析をコンピュータ
にシミュレートさせ、中枢神経の発達と老化、意識の病態、精神疾患における脳機能などを客観的かつ
数量化して示す機器の開発を行っていました。入局当時から、本学会での発表を目標に、当時、松浦雅
人先生が夜を徹して仕事をされていました。

　最初は物見遊山で研究室に出入りしていたところ、同期入局の石束嘉和君と大久保善朗君とともにお
手伝いをさせてもらうようになりました。島薗安雄先生が会長になられた第10回国際脳波臨床神経生理
学会の準備が忙しくなってくると、講師の小島卓也先生から頼まれ、何回か学会の雑用をすることにな
りました。当時、本郷にあった事務局に書類を届けたり、行ったついでに事務局におられたベテラン女
史に言われて封筒に切手を貼る仕事を手伝ったりしました。今から考えるとアルバイトがするような雑
用ですが、国際学会の仕事を手伝ったという少し誇らしい気持ちでした。

　1981年の京都における国際脳波臨床神経生理学会が生まれて始めて出席した学会でした。研究室の先
輩の松浦雅人先生が脳波定量解析の研究、私が少しお手伝いさえていただいた渥美義賢先生の抗コリン
薬による意識障害のポリグラフ研究、一瀬邦弘先生のアルコール症の睡眠研究など、医局の先輩が英語
で発表するのを見学しました。隔週で研究室にいらして私たちに気さくに話しをして下さる宮坂松衛先
生がレセプションで非常にしゃれた英語のスピーチをされるのを聞きました。自分でも何時かは国際学
会で活躍してみたいと思うようになりました。

　この国際学会では、当時睡眠研究の最高峰であったクロードベルナール大学の Michel Jouvet 先生の
お話を聞くチャンスを得ました。英語の講演を聴いてそのまま理解するのは全く困難でした。ただし、
学会前に渥美義賢先生から Jouvet 先生の論文のコピーをもらい、レム睡眠制御機構について教えてい
ただいていたため、見たことのある図が多く、わかった気がして、睡眠研究が面白いことがわかりまし
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た。Jouvet 先生とは、その後お目にかかった際、日本の講演での感動を伝え、楽しくお話ししました。

　この国際学会でもう一つ収穫だったのは、菱川泰夫先生のもとで睡眠障害の研究をされていた大阪大
学精神医学教室の先生方と、日本語で話し合う機会を持てたことです。その後ずっとおつきあいさせて
いただいている清水徹男先生に始めてお会いし、神経変性疾患の睡眠についてポスターの前でお話しを
伺ったのはとても刺激になりました。その後、自分でも神経変性疾患の睡眠脳波をとるようになりまし
た。1984年に北九州で行われた第14回日本脳波・筋電図学会学術大会において菱川泰夫先生が組織され
た異常な睡眠段階判定についてのワークショップで、生まれて初めて演者に指名していただいた時とて
も嬉しかったのを覚えています。

　思い返してみると、私にとって卒業後５年間の日本臨床神経生理学会との関わりがその後の臨床と研
究を方向づけてくれたと改めて感じます。私自身が属する精神医学の世界では、ポストゲノム研究の推
進にあたって、侵襲の少ない中間表現型同定や測定技術の確立がまさに求められ、臨床神経生理学への
期待が益々高まっています。日本臨床神経生理学会では、理事の任期中に、学会運営や組織構成などの
面で多くのことを学ばせていただきました。50年を区切りとしながら、日本臨床神経生理学会のますま
すの発展を祈念いたします。
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50年を振り返って
―― 脳波と筋電図と恩師 ――

名誉会員　　　　　　　　　

大　島　知　一

　「脳波と筋電図」第１巻１号の巻頭言に時実利彦先生は学会設立の趣旨として基礎医学と臨床を貫く
学際的な交流と情報の共有を挙げておられます。国際会議を含め本学会はその趣旨をこれまで着実に実
践してきたと思います。先生は学会設立に多くの方々の努力が積み重ねられたことを述べておられます
が、その後の50年の維持と発展にも多くの方々の献身的な奉仕があったことにここで感謝の念を新たに
しておきたいと思います。
　日本臨床神経生理学会50周年への私の個人的な想いは恩師時実（1909-73）、島津浩（1925-2019）両
先生への追憶につながります。時実先生の講義が面白く学部学生の頃から実験室に出入りし、大学院へ
進み、脳波と筋電図を教わり、それが生涯続く研究課題となりました。両先生は本学会の創設と運営に
深く関わられたので、私のホームグラウンドは自然に本学会となり、理事の末席を汚すことにもなりま
した。
　私が本学会の恩恵を十分に受けたと思うのは、学会が創立され機関誌が発行された1971年から2017年
までに38篇の学会報告を出させて頂いたことにあります。抄録の多くは和文で、学会でコメントを頂い
たあと英文の原著や総説にまとめました。因みに第１回大会で発表した「利き手と反応時間」から２
篇、第２回大会の「覚醒反応と錐体路細胞の興奮性」からは10余の論文が生まれました。皮質覚醒の研
究は本学会が1981年９月に参加した世界神経学会議（京都）で40分ほどの特別講演をさせて頂き、Jean 
Desmedt（座長）、Manfred Klee、Edward Evarts をはじめ驚くほど多くの海外の知己・先達と討論で
き深い印象が残っています。
　機関誌の発行は難事ですが、その意義は大きなものです。脳波学会と合同前の1970年、私は最後の筋
電図学会でパーキンソン病患者の単一神経筋活動の発火パターンが持続性（tonic）に傾くのを筋固縮
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の病理として論じた発表をしました。これは学会に記録がなく、その片鱗が Tokizane T, Shimazu H 
（1964）Functional differentiation of human skeletal muscle, Univ. Tokyo Press に収録されているのみ
です。抄録もないので、患者数や症状の程度もわからなくなりました。しかし、この仕事が後年「臨床
神経生理学」でのいくつかの発表抄録に引き継がれ、2014-2016年7篇の原著（Neurology and Clinical 
Neuroscience に掲載）にまとまりました。時実先生は辺縁系や睡眠のご研究で深部脳波が質量ともに
大きな情報源となることを夙に教示されており、その教えがパーキンソン病の解析にも活かされ学恩を
想うこと一入です。 
　時実、島津両先生は多くの学会で要職を務められましたが、合同前の2学会と本学会には特別な気持
ちでおられたようで、大会に参加される折は本当に楽しそうでした。準備の悪い私たちが出かける時の
汽車の中でスライドの枠付け（当時の習慣）をしていてもニコニコとお叱りはありませんでした。お二
人は異なる豊かな個性をおもちでしたが、こと学問となると全くよく似た発想と方法で多くの仕事をな
さいました。島津先生が時実先生に倣ったのではなく時実先生が時折語られた歴史的な学風にその淵源
がありそうです。母校東京大学の実験生理学の開祖で時実先生の師は橋田邦彦先生（1882-1945）です
が、その「医道訓」に曰く「医ニ学アリ術アリ。学ハ道ニ則リ術ハ道ニ順フ。道ニ則ルハ観ナリ。…道
ニ順フハ行ナリ。…学術道三者渾然として一ニ帰ス…」道とは人を含む自然の法則と理解しています。
本学会の50年以前の50年に思わずタイムスリップしてしまいました。妄言多謝、学会の更なる発展を祈
念致します。
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50年を振り返って
―― 日本脳波・臨床神経生理学会創立から国際会議の誘致へ ――

日本臨床神経生理学会名誉会員・茨城大学名誉教授　　

尾　﨑　久　記

　1971年に日本脳波学会と日本筋電図学会が合併して日本脳波・筋電図学会（その後、日本臨床神経生
理学会に学会名を変更）が発足し、第１回学術大会（大会長：時実利彦教授・東京大）が開催されまし
た。この学会では、発足当初より国際会議を日本で開催することが構想されていたようで、1972年に開
催された第２回学術大会（大会長：壽原健吉教授・東京教育大）において、1977年開催予定の第９回国
際脳波・臨床神経生理学会議 International Congress of Electroencephalography and Clinical Neuro-
physiology : ICECN を日本に誘致することが決定されました。当時、私は大学院生で、第２回学術大
会には大会開催校スタッフの一員として参画したのが学会との出会いであります。
　しかし、日本脳波・筋電図学会を牽引されてきた時実利彦教授が1973年８月に他界されたこともあっ
て、第９回 ICECN の日本誘致は見送られ、それは1977年９月に Amsterdam で開催されることになり
ました。その後、日本脳波・筋電図学会では改めて国際会議誘致を検討し、1975年の第５回学術大会

（大会長：本間三郎教授・千葉大）において、1981年開催予定の第10回 ICECN を日本に誘致しようと
決定されました。その頃、私は東京教育大学の助手であったことから、壽原国際担当理事付の事務局幹
事として理事会等に陪席するとともに、国際脳波・臨床神経生理学連合 International Federation of 
Societies for Electroencephalography and Clinical Neurophysiology : IFSECN との折衝の手伝いをさ
せて頂きました。
　その後、日本脳波・筋電図学会は、いろいろな機会を捉えて IFSECN 役員や加盟学会代表者宛に招
致運動を展開し、多い時には１日20通近くもの壽原国際担当理事からの Air Mail を作成して、深夜に
東京中央郵便局に持ち込んだのを記憶しております。そして、1977年２月には IFSECN Secretary の 
R.J. Ellingson 氏宛に（President の W.A. Cobb 氏宛には Cc. で）、日本脳波・筋電図学会としての for-
mal invitation letter を送付して正式に第10回 ICECN 招致の意向が表明され、1977年９月に Amster-
dam での第９回 ICECN に臨むことになりました。

写真１　Ellingson IFSECN Secretary と壽原国際担当理
事ー尾崎久記

写真２　Prof. Lehmann と筆者―尾崎久記
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　Amsterdam での第9回 ICECN には、日本脳波・筋電図学会の吉井理事長をはじめ島薗理事、壽原理
事、江部理事など、日本脳波・筋電図学会の多くの役員が参加されました。私も、国際会議で初めて発
表すべく参加しておりました。写真１は、同国際会議場で壽原国際担当理事が IFSECN Secretary の
Ellingson 氏と協議されている場面です。論文で拝見したことがある名だたる IFSECN 執行幹部に日本
脳波・筋電図学会幹部の先生方が、国際会議期間中はもとより会議前後の様々な機会を捉えて丁々発止
の招致活動を展開されるのを目の当たりにして、感動すら覚えたのを記憶しております。
　なお、Amsterdam の国際会議での脳波トポグラフィーに関する私の口頭発表での Zurich 大学
Lehmann 教授とのやりとりをきっかけとなって、私が３回 Zurich 大学へ留学するとともに Lehmann
教授を茨城大学に招聘し（写真２）、さらに同教授門下生との相互交流は今も続いております。
　その後、国際神経学会の1981年日本開催も決まり、1977年10月に第10回 ICECN 日本開催の正式決定
が届きました。日本脳波・筋電図学会は、島薗安雄 Convener、江部充 Secretary、島津浩 Treasurer
の下、総力をあげて準備に取り組み、1981年９月12日～18日に国立京都国際会館で第10回 ICECN を盛
大に開催いたしました。この第10回 ICECN の準備経緯と開催状況は下記にまとめられておりますの
で、詳細についてはそちらを参照願います。

　・「脳波と筋電図」第10回国際脳波・臨床神経生理学会議報告、日本脳波・筋電図学会
　　1982年9月30日発行
　・10th International Congress of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology FINAL
　　REPORT, JAPAN OCIC

　インターネット、電子メール、ウェッブ会議が当たり前の昨今ですが、当時はそれらのかけらもな
く、国際的なやり取りは専ら航空郵便、国際電話、国際電報を介して行うのが当たり前でした。私もそ
の後、長らく日本脳波・筋電図学会の理事をやらせて頂きましたが、学会発足当初のこれらの経験に助
けられることが度々ありました。
　この国際会議開催は、わが国の脳波学、筋電図学、臨床神経生理学が国際的に飛躍する契機となった
エポックメイキングな出来事となったように思います。その後、1995年には第10回国際筋電図臨床神経
生理学会議（京都：木村淳会長）を、また、2010年には第29回国際臨床神経生理学会議（神戸：柴崎浩
委員長）を開催するなど、本学会が非常に活発な活動を展開してきたのはご存じのとおりです。国際会
議は、国際的な規模で幅広く研究者が出会ってつながる絶好の場であり、そのような機会を今後も重
ね、日本臨床神経生理学会が更に発展することを期待しております。
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50年を振り返って
第42回学術大会会長　　

日本大学名誉教授・青森大学脳と健康科学研究センター／青森新都市病院長　　

片　山　容　一

　日本臨床神経生理学会は、1971年に日本脳波学会と日本筋電図学会が
合流し、日本脳波・筋電図学会が創設されたことに始まります。あの当
時、日本脳波学会は、国民に広く知られた存在でした。私は、1974年に
日本脳波・筋電図学会に入会したのですが、それよりも前から、日本脳
波学会という学会名を新聞やテレビの報道で知っていたように思います。

　その理由は、1968年に行われた日本初の心臓移植手術でした。この出
来事を境にして、国民の話題として脳死判定が盛んに取り上げられるよ
うになりました。脳死を大脳および脳幹の「不可逆的」な「機能停止」
と定義すれば、大脳の「機能停止」を確認する検査として、脳波が脳死

判定の項目の一つになるのは当然でした。そのお蔭で、脳が脳波というものを出していること、そして
その研究者の集まる日本脳波学会という組織があることを、国民の多くが知るようになったのです。

　いわゆる「日本脳波学会の脳死判定基準」が公表されたのは1974年のことでした。言うまでもなく、
1971年に日本脳波・筋電図学会が発足した後のことです。ですから、本来なら「日本脳波・筋電図学会
の～」と呼ばれてもいいはずです。なぜ「日本脳波学会の～」と呼ばれることになったのか。私は正確
な経緯を知りません。私の想像ですが、「日本脳波学会の～」と呼ぶことによって、何年にもわたって
脳波の研究者が議論した成果であることを表現しようとしたのかもしれません。

　日本脳波学会は、早くから東京大学の時実利彦教授を委員長として「脳波と脳死に関する委員会」を
組織しており、日本脳波・筋電図学会が発足する前の1970年には、すでに脳死判定基準をまとめていま
した。1974年に公表された脳死判定基準は、その流れを継承しているという意味で、「日本脳波学会の～」
と呼ばれたのではないでしょうか。

　あの当時、脳死に直面することが多かったのは、脳卒中や脳外傷などによる一次性脳障害を扱う脳神
経外科でした。ですから、脳死判定基準は、この学会と脳神経外科の大きな接点の一つにもなりました。

　杏林大学の竹内一夫教授は、脳神経外科を代表する脳波の研究者として、「日本脳波学会の脳死判定
基準」の作成に参画しただけでなく、その後に組織された厚生省の「脳死に関する研究班」の班長をつ
とめ、1985年に新しい脳死判定基準を公表しました。いわゆる竹内基準です。

　この脳死判定基準は、まさに画期的なものでした。一次性脳障害だけでなく、心停止や窒息などによ
る二次性脳障害でも、同じ基準で脳死と判定できるとするものになったからです。その結果、臓器移植
につながる脳死判定は、その多くが二次性脳障害を対象にして行われるようになりました。

50 50年を振り返って



　脳波は、大脳の「機能停止」を判定できるとしても、それが「不可逆的」かどうかまで判断すること
はできません。それでも、一次性脳障害なら「不可逆的」であることを疑う余地はないのです。一次性
脳障害では、頭蓋内圧が血圧を打ち消すまでに上昇し、脳への血流が途絶したままになるからです。こ
うなると、脳が均一に壊死・融解することは確実です。

　しかし、二次性脳障害で同じことが起きるとは限りません。そうでない場合の方が多いと思います。
ですから、二次性脳障害では、どうしても「不可逆的」であると判断することに不安が残るのです。竹
内基準は、大脳の「機能停止」が６時間以上持続したら、それは「不可逆的」だという経験則によって、
この難問を乗り切れると判断したのでした。

　そんなわけで、私にとって、この学会が創設された頃の記憶は、脳死や脳死判定についての議論と切っ
ても切れないものになっています。
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50年を振り返って
  「木村 淳（Kimura, J）、山田  徹（Yamada,T）先生と Iowa 学派について」

帝京平成大学・大学院　教授　　　　　

栢　森　良　二

　私は1980-81年に Iowa 大学神経内科で臨床フェローを修了した。こ
れ以降、2020年までに100名以上の日本人医師が Iowa 大学の木村先生、
山田先生の元で臨床神経生理学を学んでいる。台湾、韓国、中国、ブラ
ジルなど世界各地からの留学生を含めるとその数はもっと多くなる。両
先生とも帰化し、米国人になっている。両先生はご高齢になっている
が、喜んで日本臨床神経生理学会に出席してくれている。その学識の深
さから、学会は両先生の出席で瞬く間に国際学会になってしまってい
る。日本に居ながらにして国際学会に出席しているようなものである。
学会主催の神経筋診断セミナーを行うとアジア地区の医師で満員になっ
てしまう。

　1980年頃の私の一日は、午前中は脳波読破、午後は EMG、夕方は SEP、BAEP、 VEP などの誘発電
位の検査を行った。両先生が交代で man-to-man で教育してくれた。時折、大脳深部電極によるてんか
ん病巣検査、手術室での SEP モニターなども経験できた。毎週土曜日午前中の神経内科カンファラン
スでは、主任教授であった Maurice Van Allen 先生（旧い先生方は地球を取り巻く Van Allen 帯があ
ると小中学生の頃習ったと思いますが、Iowa 大学地球物理学の教授で弟にあたる）がレジデントの口
述する臨床症例内容をすべて板書した。さらに最前列に陣取られた前教授の Adolf Sach 先生は几帳面
にノートをとっておられた。わざわざ Iowa 学派と名付けたのは、両巨頭の信念あるいは哲学である、
①尽きない好奇心、向学心をもって勉学に勤しむ、②基礎的実験よりむしろ実施診療での臨床的実験を
行うことである。いやこれらはむしろ1919年以来の Iowa 大学神経内科に脈々と伝えられている伝統的
な信念で、木村先生の恩師にあたる Van Allen、Sach 先生が実践してきたことではないかと思われる。
この考えがほぼ全ての留学生に浸透している。もう１つの特徴は、ここで努力したことが、それに応じ
て帰国後に大きく花開いていることである。フェロー開始６か月後に Iowa の北に位置する Cedar Rapi
ds 空港に町田正文先生夫妻を迎えにいった。夜遅くまで奥さんを実験台に下肢 SEP を導出していた。
この頃 Iowa 大学整形外科では、Stuart Weinstein が主任教授になっており、側彎症の術中モニターが
増加していった。町田先生が主幹として2018年にフランスの大家である Jean Dubousset と Weinstein
と３名で名著の Pathogenesis of idiopathic scoliosis を出版している。ついでに整形外科に関して残念
なことは、Adrian Flatt が1982年に『手の博物館』を Iowa から Dallas の Baylor 大学に移したことで
ある。A Japanese hand surgeon として津下健哉先生のブロンズ手が、Charles Schulz、Walt Disn
ey、歴代の大統領などの手のブロンズと一緒に並んでいた。1981年帰国をしてそのスライドを送った
ら、『Iowa 大学を訪ねたときに、石膏で手形をとられたのを覚えているが、どんなになっているのかわ
からなかった』という手紙を津下先生から頂いた。縁というのは不思議なもので、津下先生の甥にあた
る帝京大学リハビリ科教授岩倉博光先生（菅直人元総理の義兄）が、1988年新潟の片田舎の小さな六日
町病院で働いていた私に帝京大学に来るように誘って頂き、今日に至っている。
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　これが最後かなという思いで、2018年第３回国際 Iowa 臨床神経生理研究会を同窓生故郷の Iowa 大
学病院で開催した（図１、２）。木村先生は1986年第16回日本脳波・筋電図学会（現：日本臨床神経生
理学会）（つくば、会長中西孝雄先生）の招待講演を皮切りに、前後連続４回招待講演、教育講演で来
日されている。このときに第１回目の Iowa 会を立ち上げた。当初、木村先生とアイオワ神経内科 resi
dent 同級生であった八乙女クリニックの高橋剛夫先生、神経心理学名誉教授 Arthur Benton 先生の愛
弟子で失語症研究の第一人者の笹沼澄子先生も加
わっていた。1980年には Benton 先生に代わって
Anton Damasio が神経心理学カンファレンスを
主催していた。1989年に京都大学神経内科教授と
して帰国していた木村先生は1995年第25回の学会
を主催した。Iowa 会同窓生として第35回故・満
留昭久先生、第41回木村彰男先生、第43回谷 俊
一先生、第45回副会長、第50回会長として齋藤貴
徳先生が学会を主催している。小生も第48回園生
雅弘先生のもとで顧問として、学会中１つの会場
を英語の講演のみのプログラムにするなど、多少
なりとも Iowa 色を出させて頂いた。Iowa 会は
緒方廣子先生、第17回会長・安原基弘先生のご子
息安原昭博先生が幹事として伝統は継続されてい
る。

図２　同研究会参加者
最前列木村先生の右隣は、Iowa 大学神経内科主任教授George B.Richerson である。
朝の６時起床し、夜の７時まで研究会があり、残念ながら40年前のセンチメンタル・
ジャーニーの雰囲気は全く味わえなかった。

図１　第３回 Iowa 国際神経生理研究会のパンフレット
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日本臨床神経生理学会50周年に寄せて

一般財団法人脳神経疾患研究所　常任顧問　　

菊　地　臣　一

　学会の50周年に際して寄稿をという事務局からの依頼で筆を執りまし
た。私は、昭和46年（1971）に福島県立医科大学を卒業しました。本籍
は整形外科です。専門は脊椎・脊髄外科です。生涯の研究主題は、腰痛
です。
　私が、整形外科へ入局した当時、大学では医局廃止、学位ボイコット
という運動が尚続いていました。教室に医局は無く、自治会という任意
の組織が管理運営していました。当然、この組織には教授は入っていま
せん。前任の鈴木良平教授が、大学紛争の煽りで、長崎大学へ転じた後
でした。それでも、先天性股関節脱臼の研究と共に鈴木先生の関心分野
である末梢神経や筋肉に関心を持っている先生方が居ました。４、５人

の先輩が「麻痺班」と称して、一つの部屋でかたまって筋電図の仕事をしていました。
　日本臨床神経生理学会は、私が卒業した昭和46年に、我々整形外科医が所属していた筋電図学会と日
本脳波学会が合同して、日本脳波・筋電図学会が設立されました。学会が統合されてから暫くの間は、
多くの整形外科医がこの学会に参加して発表していました。
　私自身のこの学会での発表は、1980年の第10回日本脳波・筋電図学会（11月、名古屋）でした。演題
は、「腰部椎間板ヘルニア患者の体幹筋の筋力と筋電図－術後変化について－」です（脳波と筋電図９

（1）：78，1981）。その後は、共同研究者として何度も発表しました。
　今、この学会への整形外科医の参加や関心は、以前と比べて、決して多くも高くもありません。昔を
知る人間にとっては寂しい限りです。
　私自身は腰痛を追い続けてきました。最近の脳や筋肉の画像検査は、形態は元より、機能も詳細に把
握出来るようになりました。その結果、新たな知見の集積には目を見張るものがあります。それだけ
に、異なった専門家集団が集うこの学会に寄せる期待には大きいものがあります。
　古い人間からの本学会への希望は、集学的な研究者集団という本学会の利点を生かすことに尽きま
す。症状や病態毎に、それぞれの専門家集団の研究手段を結集して、成果を出していくことが、今、本
学会が求められている役割ではないでしょうか。
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50周年を振り返って
  「第41回学術大会の思い出」

日本臨床神経生理学会　名誉会員　　　　
慶應義塾大学医学部　　名誉教授　　　　

木　村　彰　男

　日本臨床神経生理学会の第41回学術大会を開催させていただいたのは
（第48回日本臨床神経生理学会技術者講習会、同時開催）、2011年11月の
ことで、早いもので９年が経過しました。リハビリテーション医学の分
野において臨床神経生理学が揺るぎない地位を獲得しており、それに習
熟することがリハビリテーション科専門医の必須の条件であることは、
本記念紙の各科との関わりのなかで述べさせていただいた通りです。
　歴史の浅いリハビリテーション科からは、私の恩師である千野直一教
授が本学術大会の第31回会長を務められ、それ以来ということで２人目
の会長を仰せつかった次第です。第31回の際に幹事を務めた経験から、
学際的で基礎臨床の各科にまたがり、さらに工学や検査技師・療法士な

ど幅広い職種の参加する本学会の運営が非常に大変なことは理解していたつもりですが、10年間で大き
な発展を遂げており、第41回大会の運営は想像以上に大変であったことが思い起こされます。
　中でも一番気になったことは学会場の選定でした。当時、私は伊豆半島にある慶應義塾大学月が瀬リ
ハビリテーションセンターに勤務しており、静岡県に住んでおりました。全国規模の学会、静岡で開催
されることは稀で医学部のある東京での開催が無難とは思いましたが、一方、静岡市のような地方都市
で行うことは地方の活性化につながり、また会員の皆様には日本の象徴である霊峰富士を仰ぎ見ること
ができる静岡県に来ていただく良い機会になると考え、悩んだ挙げ句、静岡市にあるグランシップを会
場とすることに決定しました。宿泊や交通でご不便をおかけしたことと思いますが、皆様からは評判が
良く、静岡市での開催としてよかったと思っております。
　特に何の因果か、学術集会開催の頃に高齢化や介護保険などの影響でリハビリ医学・医療の体制が激
変してきていたため、慶應義塾大学月が瀬リハビリセンターを閉院とすることが決まり、本学術大会が
同センターの幕を閉じる最後の年の一大イベントとなってしまいました。同センターに1977年の開院時
より2011年の閉院時まで常に関与した私にとっては、本学術集会により同センターの最後の歴史を飾る
ことができ、感無量の思いで皆様に感謝した次第です。なお2017年の第47回本学術大会を、当時の副セ
ンター長として私を補佐してくれた現在の本学会の理事長である正門由久先生が、リハビリ医学からは
３人目の大会長として開催してくださったことは記憶に新しく改めて感慨深いものがありました。
　第41回学術大会のメインテーマは「役立てよう深めよう臨床神経生理学」として、従来の参加者のみ
ならずリハビリテーション医学・医療の分野から理学療法士・作業療法士などにも積極的参加を促すと
ともに、彼らの養成校からの学生にも学会運営に協力していただき、臨床神経生理学の幅広い啓蒙に役
立つことができたと思っております。
　特別講演をアイオワ大学に留学した際の恩師である木村淳先生にお願いし、リハ医学の分野から Dr. 
Marciniak を、脳神経科学の分野から川人光男先生をお招きし、素晴らしい招待講演をしていただくこ

50年を振り返って 55



とができました。多くのシンポジウム、セミナーとともに沢山の一般演題を採用することができ、学術
的に例年に負けず劣らず素晴らしい学術集会となったことは、私にとってその後の何よりの財産となり
ました。
　最後になりましたが、第41回学術大会において副会長を務めていただいた鈴木則宏先生（現慶應義塾
大学名誉教授）、幹事として運営の一切を取り仕切ってくださった長谷公隆先生（現関西医科大学リハ
ビリテーション医学主任教授）のご尽力に改めて感謝する次第です。
　なお学術大会開催時の写真、学会場からの富士山の素晴らしい勇姿を含め本記念誌に掲載されている
と思いますので、併せてご覧いただければ幸いに存じます。
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50周年を振り返って
―― 脳波、これから ――

杏林大学名誉教授　　　　　　　

古　賀　良　彦

　思い出にひたっていても展望が開けるわけではないので、脳波の今後
への期待を少し述べることにしよう。
　一般に臨床神経生理学というと、精神科医である私は、中枢神経の障
害による神経機能と精神症状を、脳波やさまざまな画像を駆使して研究
するものと考える。しかし、精神科の手中にあったてんかんと睡眠障害
の研究は、すでに本学会の手を離れて久しく、それぞれが高く評価され
る学会組織を持っている。画像については、始めから本学会はちょっと
埒外という印象は拭いえない。いま、本学会がかろうじて臨床研究を
リードしているのは末梢神経の分野だが、それにしても一部会員の献身
的な努力によって維持されているようにみえる。

　新たなブレイクスルーが展開されねばならない。誰でもが思いつくし、すぐにでも実行出来そうだ
が、実際にはけっこう大変なのは脳波の再興である。手技と判定技術の習得が難しいことから、若い研
究者で脳波に関心を持つものは少ない。といって脳波が臨床に役立たないかというと、決してそうでは
ない。冒頭に述べた臨床領域で最も役に立っているのは、今も昔も脳波である。以前、私はこの学会の
学術集会を行った際に、「脳波なんて三日で分かる」ということをテーマにしたが、率直に言って、あ
まり若い研究者の興味を惹きつけることはできなかった。脳波の意義を短期間に単発的に説いても意味
はないと思い知らされた。
　意図には反するが、思い出話を二つする。だいぶ前のことだが、「性格・行動と脳波研究会」という
小さな組織があった。臨床領域のみならず心理学や教育学など非常に幅広い分野のメンバーの集まり
で、斯界のオーソリティーからフレッシュマンまでが、遠慮なく討論できるのが会の魅力だった。会場
は温泉宿の宴会場が多く、あぐらを組んで発表を聴き、畳から立ち上がって質問したりした。いちばん
の楽しみは、懇親会のあと、酒を酌み交わしながら、夜が明けるまで脳波にまつわる話を大先輩とする
ことだった。寝転がって聞く教科書で名前を知った人物の話はあれだけ印象的だったのに、いつもひど
く酔っていたので何も覚えていない。しかし、大先輩の周りを囲んでいた悪童達は、何回も参加してい
るうちに脳波から抜け出せなくなり、その後の脳波研究や臨床の進歩に大いに貢献した。この経験か
ら、脳波への関心を喚起するには、電気生理学に熟達した者が肩の凝らない形で時間をかけて指導する
しかないなと、今になって思っている。
　私が理事会に出席するようになった時のメンバーは、いわゆる学会の重鎮によってほぼ占められてい
て、木村淳先生が理事長を務めていらした。参加して間もないころ、木村先生からフリーに発言する機
会をいただいた。私は、前出の研究会の習慣が抜けずに好きなことを言いたくなり、今後学会が発展を
目ざすには、中長期の計画を立てる委員会を作り、しかも若い役員で構成したらどうかと提案してし
まった。詳細は省くが、提案は奇跡的にその場で認められてしまった。やはり新任の尾崎久記先生と相
談し、確か７人の若い委員を選び、時間を忘れて議論し、数年後には学会の近未来像について改革案を
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まとめることができた。
　学会は、ひとり傑出した者がリードするか、あるいは複数の俊秀が覇を競いながら運営される。本学
会は、両者が入れ替わりながら規模が大きくなった。現在の理事会や代議員会の構成や運営については
知らないが、誰かが脳波学中興の祖となり、気概のある若い研究者を育て縦横に活躍できるよう導いて
くれることを願っている。幸い、本学会には、てんかんや睡眠、そして脳機能画像の専門家もまだ充分
に揃っている。彼らとこれまで以上に連携して、脳波の新たな立ち位置が築かれることも期待してい
る。それは今しかないと強く思っている。
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日臨床神経生理学会の50年を振り返って
大宮厚生病院　　　　　　　　

小　島　卓　也

　臨床神経生理学会に参加したのは、東京医科歯科大学の神経精神医学
教室に入局して１～２年経過した昭和42年頃かと思う。当時教室の生理
グループを指導しておられた宮坂松衛講師（後の獨協医科大学教授）や
先輩に連れられて参加した。学会前の準備としてスライドを作るのが重
要であった。先輩に教えられてスライドのための脳波の原図を作った。
沢山の記録の中から適切な場所の脳波を選びコピーして厚紙に張り付け、
タイトルを上に、左側には誘導部位（F, C, など）を張り、右下に
50 μvolt 7 mm のスケールを貼り付け完成した。臨床の経過図も作った。
先輩から見る人の立場になって簡潔にわかりやすくとよく言われていた。
脳波の図を何枚も作って写真屋に持っていきスライドにしてもらった。

学会の前には医局会で予行練習があり、他の先生方から質問やアドバイスをもらって慌てて図を作り直
したりした。最終電車を乗り過ごしてタクシーで帰ることもしばしばだった。宮坂先生が御茶ノ水橋の
たもとに店を出している屋台のおじさんのところに我々を連れだしてくれて、一緒におでんを食べ、お
酒をご馳走になったことが懐かしく思い出される。学会では夕方先輩と一緒に街に繰り出して食事をし
てアルコールが入ると研究の動向や各大学の研究の話は勿論、様々な話が聞けて面白かったし、楽しみ

であった。研究発表は、初めは症例報告が多かったが、意
識障害のポリグラフィー、閉瞼時眼球運動と覚醒水準、統
合失調症患者・うつ病患者の閉瞼時眼球運動、統合失調症
患者の開瞼時眼球運動（探索眼球運動）と研究のテーマが
移っていった。臨床神経生理学会という名前が変わって脳
波以外の指標を使った研究も気楽に出せるようになったこ
とを記憶している。

第29回日本脳波・筋電図学会開催の挨拶 第29回日本脳波・筋電図学会シンポジウム
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　平成４年に日本大学に移ってからは、日大の教室の仲間と一緒に毎年参加していた。学会に長年参加
していると役員に選ばれ、財務担当委員長を長くやっていたように思う。精神科からの参加者が少なく
なっていくことに危機感を感じ、対策をいろいろ考えたこともあった。日大で学会を開催するようにと
の要請を受け、平成11年11月10日～12日第29回脳波・筋電図学会学術大会を京王プラザと NS ビルの２
会場で開催した。副会長に片山容一先生になっていただき、松浦雅人助教授をはじめ教室の人たちに助
けてもらいながら開催した。1100名の方々に参加していただいた。平成11年（1999年）は翌年に名称変
更を控えており、日本脳波・筋電図学会という名前の学術大会としては最後の学会であった。学術大会
に先立ち平成11年11月８～９日第36回日本脳波・筋電図技術講習会を新宿朝日生命ホー ルで開催し、「明
日の検査に役立つ知識と技術を求めて」という目標を立てて臨床現場の若い人たちに役立つように工夫
した。460名の予想を越える多数の方々に集っていただいた。大熊輝雄国立精神・神経センター名誉総
長に「私の臨床脳波学」、木村淳理事長には「21世紀の神経生理学　神経伝導検査の基本原理」という
タイトルでお願いした。
　学術大会は、「皆さんに興味を持っていただけるような、そして将来に希望が持てるような学術大会」
にしたいと考えた。プログラム作成に当たり理事・評議員の方々、プログラム委員の方々、上記の方針
をお話しして、数人の方々から特に情報を頂き、何度も話し合いながらイメージを描き最終的に決定し
た。海外からは３名の方に来ていただき、世界の動向を踏まえて最新の研究について話していただいた。
今から考えると、当時出来ることを精一杯やったという学会で私や教室の人たちも達成感を感じること
ができた。楽しい思い出である。

2013年10月  日本臨床神経生理学会理事長就任
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「神経筋診断セミナー」事始め、2004年の裏話
国立病院機構箱根病院神経筋難病医療センター　　

小　森　哲　夫

　毎年、会員から好評をいただいている「神経筋診断セミナー」の事始
めについて、最初から深く関わった者として書き残したいと思います。
ただし、全てが個人的な記憶と印象や感想であるので不正確な場合もあ
ることをお断りしておきます。
　当時の日本脳波筋電図学会で既に「技術講習会」が行われていました
が、電気診断を担う医師に焦点を当ててはいませんでした。そこで、馬
場正之先生、幸原伸夫先生、有村公良先生、園生雅弘先生達と相談し、
神経筋電気診断を学びたい医師を増やし、質の向上も図るために「医師
のための」と銘打ってハンズオンを取り入れた研修を考えるのが良いの
ではないかと言うことになりました。場所は全国からの交通が便利な東

京で会場費をかけないでハンズオンが出来る場所とし、私が準備を担当することになりました。
　いくつか考えた結果、当時勤務していた東京都立神経病院と隣にある東京都神経科学総合研究所（当
時）を使って講義とハンズオンブース10カ所の会場を準備することにしました。ハンズオンは、病院の
筋電図室にある小部屋５カ所とリハビリテーション訓練室を片付けた５カ所という構成です。今思うと、
病院に細かな計画を示して許可を求めた記憶がなく、職員として場所を使用する申請だけで、結構強引
にセミナー開催に邁進したような気がします。講義は研究所に勤める知人の名義を借りて会議室を確保
してもらいました。業者への機器使用と人の協力依頼も３社にお願いし、快諾（に見えた）して頂きま
した。ハンズオンと講義の講師確保は学際的な学会を意識しながら、神経内科、リハビリテーション科、
小児科、整形外科など各科の先生に個別にお願いをしました。結果的には神経内科の諸先生と正門由久
先生、栢森良二先生のリハビリテーション科の先生で構成することになりました。そして木村淳先生に
セミナーの核となるハンズオンレクチャーをお願いしました。
　次は、受講者の募集と宿の手配です。受講者の募集は２月に学会誌への案内掲載で行いました。そし
て、４月に募集を開始する日程は今も変わっていません。どのくらい応募があるかわかりませんでした
が、定員はハンズオンを中心に考えて６人づつの10グループとして60名にしたと思います。開始してみ

2003　第33回学術大会での小森哲夫ハンズオン 2005　第２回神経筋電気診断セミナー参加者記念写真
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るとあっという間に定員を超えました。驚きました。席が直ぐに埋まるのは、今も変わらないですね。
名前、所属、連絡先、電気診断の経験などの整理は当時の事務局にいた廣瀬さんが担当してくれました。
毎日「〇〇人まで埋まったよ」と連絡をくれました。大変助かりました。会場は、東京区部でなく府中
市にあります。元々、受講者を近くに泊めて２日間を電気診断漬けにしようという方針でしたので、講
師の宿泊とともに近隣のホテルを確保して受講者にも斡旋しました。これは、結構大変だった。
　テキストは、園生雅弘先生が原稿集めから編集・印刷、バインダー形式での製本まで全てを請け負っ
てくださいました。全くのお任せです。セミナー前日の午後に畑中裕己先生と塚本浩先生が、帝京大学
から神経病院まで自分の車にテキストを積んで運んできてくれました。帰りに□□□によって△△を食
べて帰ると言ったような気がしますが、忘れました。
　夕方には全国から講師の先生が続々集まって下さいました。前夜の打ち合わせです。この打ち合わせ
は、その後、毎年の「お楽しみ」になりました。with Corona の今では難しい「密な状態で会話する」
という打ち合わせです。
　2004年６月19日に第１回「医師のための筋電図・神経筋電気診断セミナー」が始まりました。１日目
はセミナーを担当する「筋・末梢神経電気診断技術向上委員会」の委員長であった馬場正之先生の挨拶
に始まり、神経伝導検査と針筋電図の基本的なレクチャーの後「上肢の神経伝導検査」「下肢の神経伝
導検査」「針筋電図」「表面筋電図」「反復刺激検査」の５つを60分ごとにルーレット形式で回っていく
ハンズオンと木村先生の「神経伝導検査の pitfall」のハンズオンレクチャー、２日目は「神経伝導検査
の基礎知識」「針筋電図の基礎知識」「絞扼性神経障害」「神経根障害」「運動ニューロン疾患」「脱髄性ニュー

2006　第３回神経筋電気診断セミナー参加者記念写真

2005　第２回神経筋電気診断セミナーでの木村淳先生レクチャー

2010　QEMG国際学会での馬場正之先生ハンズオン

2005　第２回神経筋電気診断セミナー梶先生ハンズオン
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ロパチー」「ミオパチー」「神経筋接合部疾患」の講義が進んでいきました。10ブースのハンズオンを担
当するギリギリの講師しか頼んでいませんでしたので、講師の先生方は連続してハンズオンを続けるこ
とになり、ヘトヘトになりました。今では懐かしい思い出？ですが、「本当に辛かった」と皆さんがおっ
しゃいます。翌年の第２回から講師の数を増やしました。セミナー１日目の夜には幸原伸夫先生が進行
役で「質問タイム」という懇親の場を設けました。病院地下の食堂が会場です。木村先生の著書にサイ
ンをお願いする受講者の列ができて途切れることがなかったことを鮮明に覚えています。セミナーの裏
方は、神経病院の仲間に結構無理やりお願いした記憶があります。タイムキーパー、講師へのペットボ
トル差し入れ、果ては懇親の場の飲食の準備までです。鏡原康裕先生、清水俊夫先生、釘尾由美子先生
などが手伝ってくれました。本当にありがたかったと感謝しています。
　あの時から17年です。４年目からベーシックコースとアドバンスコースの２コースにし、10年目には
有村公良先生の発案でアジアからの受講者を受け入れ、その後、神経筋超音波診断も加わってセミナー
の名前が変わり、講師も増え、英語コースも定着し内容も高度、かつて受講生として参加した先生が講
師となって運営側に回り、学会主催セミナーの先駆けとして維持されていることは本当に喜ばしいと思
います。沢山の関係者の交流が進みましたし、日本の神経筋診断学のレベル向上に一役買っていること
は間違いありません。これからも、17年前に「セミナーをやろう」と集まった講師の熱い思いが年代を
経て受け継がれ、ますます発展していくことを心から願います。
　園生雅弘先生が以前に学会誌に載せて下さいましたが、第１回セミナーでは関係者全員あまりにもゆ
とりがなく、写真が一枚もありません。それも語り草。お笑い下さい。

2010　ICCN2010の懇親会にて

2010　QEMG国際学会での小森哲夫ハンズオン

2010　第40回学術大会表彰式前

2010　ICCN2010で Dr. Bromberg と記念写真
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50周年を振り返って
―― てんかんのキンドリングモデルを中心に ――

東北大学名誉教授・名誉会員　　

佐　藤　光　源

　日本臨床神経生理学会が、前身の日本脳波・電図学会の設立から数え
て50周年を迎えたことを心からお祝いします。その間の学術的な進歩だ
けでなく、学際的な研究や国際的な活動の広がりに感慨深いものがあり
ます。
　私事ながら、私が精神科医になった1963年は大熊輝雄先生が「臨床脳
波学」第１版を上梓された年で、精神神経学の大脳生理学、とくに脳波
学への関心が高まっていました。当時は、三大精神病（統合失調症、双
極性障害、てんかん）と呼ばれていた精神疾患の病因解明が歴史的な課
題でしたが、臨床的には病態生理の解明が急務でした。とくに臨床脳波
は新たな脳機能検査法として早くから期待され、すでに1940年頃から大

学の精神科と生理学教室で脳波の臨床、基礎的な研究が行われ、1952年には日本脳波学会が設立されて
います。
　私も大学院時代はアメリカ生理学会の Handbook of Physiology；Neurophysiology（1960）をテキス
トに、慢性深部電極を装着した動物で、前頭前野の視床下部性情動に対する統合機序の研究に没頭して
いました。その後、1971年にカナダのブリティッシュコロンビア大学精神科 Kinsmen 研究所に留学し、
JA Wada 教授のもとで Kindling effect（燃え上がり現象）の実験に着手しました。その結果、ネコの
扁桃核刺激（１日１回１秒間、100～200 μA）を繰り返していると刺激部の後発射がしだいに延長し、
振幅が増大して全脳に伝播し、行動上も部分けいれんが増強して20日余りで二次全般性けいれんに発展
することがわかり、行動・脳波の同時記録に成功しました（Neurology, 1993）。その実験を Eccles 先
生に供覧した日のことはいまも忘れません。さらに、いったん kindling が完成すると、kindling けいれ
んと同じ Jacksonian march のてんかん発作が自発することがわかり、kindling preparation がてんかん

（とくに側頭葉てんかん）の理想的な実験モデルであることを発表しました（Epilepsia, 1994）。
　1993年に帰国し、岡山大学で行った大脳辺縁系キンドリングの成績とともに日本で初めて発表したの
が第４回日本脳波・筋電図学会（1974）でした。一般演題の３部構成（Ⅰ．扁桃核発作の発展過程とそ
の機序、Ⅱ．海馬発作の発展過程とその機序、Ⅲ．転移現象からみた二次てんかん性の獲得）でしたが、
一括して発表し熱心な討論があったのが深く印象に残っています。内外で kindling 現象の電気生理学
的な研究が広がり、国内は日本てんかん学会を中心に、海外では Epilepsia、Electroenceph.clin.
Neurophysiology（EEG Journal）や Brain Research などに多くの論文が掲載されています。
　Kindling は実験てんかんモデルだけでなく、その基盤にある長期持続性の経シナプス性変化が記憶
のエングラムの実験モデルとして注目され、カナダ、日本、ニュージランドなどで Goddard、Racine, 
Morimoto らを中心に実験心理学的な研究が行われ、EEG Journal や Experimental Neurology などに
多く報告されています。
　日本の脳波研究は早くから国際的で、1950年には国際脳波学会連合に加盟しています。私も国際脳波
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臨床生理学会の Editorial Board Member（1896～1990）になり、同学会の国際大会（Amsterdam 
1977, Vancouver 1980, Kyoto 1981, Rio de Janeiro）や国際生理学会（Budapest 1980）で教育講演やシ
ンポジウムを行い、「Kindling-basic mechanism and clinical validity」のレビューをしました（EEG J, 
1990）。また、国内では第12回日本脳波・筋電図学会（米子、1982）で教育講演「キンドリング研究の
回顧と展望」を行い、第24回日本脳波筋電図学会学術大会（仙台、1994）を開催するなど、その時々の
思い出は尽きません。
　上述のように、精神医学にとって臨床神経生理学はとくに重要な研究領域です。秋元波留夫、内村祐
之、島薗安雄、大熊輝雄先生など多くの先達がこの領域を開拓して推進し、多くの方法論（脳波、筋電
図、誘発電位、事象関連電位、探索眼球運動、ポリソムノグラフィー、PPI、神経画像など）による多
数の研究成果が集積されています。
　これからも本学会がさらに発展して精神機能の科学的な理解が深まり、精神疾患の病態生理が解明さ
れることを大いに期待しています。
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脊髄誘発電位と共に

三鷹病院　　　　　　　　　

里　見　和　彦

　小生は昭和45年卒業です。当時、母校慶應義塾大学整形外科学教室で
は学会予演会で筋電図関係の先輩の発表を聞きましたが、あまり興味は
ありませんでした。教育として、筋電図係にも時々当たりましたが、有
能な検査技師が「f が出てる、P が出てる」と言われると、そのように
診断していた程度でした。
　その内、数年先輩の千野直一先生が米国留学から帰国し「リハビリ
テーション医学講座」を開設し、その研究手段の一つとして筋電図を重
視され、大学では目覚しい進歩が見られました。千野先生に指導された
弟子たちが、全国の新しく開設されたリハ講座の教職として送り出され
たことは、ご承知の通りです。

　小生は、千野先生のご指導を受け学位研究として「ヒトにおける皮膚誘導による脊髄誘発電位の測
定」の仕事を始めました。さらに、当時千葉大学におられた玉置哲也先生のご紹介で、米国の Rancho 
Los Amigos 病院で動物実験を行うことができました。いずれも本学会のご縁と両先生に深く感謝して
おります。帰国後は、多くの仲間（慶應大学、杏林大学）と共に研究を続け、その成果の一部は臨床神
経生理学会でも発表させていただきました。また、その内容を「脊髄誘発電位」という単行本として出
版することができました。小生の大学定年退職後も杏林大学では、高橋雅人先生を中心に誘発電院研究
を続けております。

　臨床神経生理学会は色々名称が変わりましたが、今まで委員として「保健委員会」や雑誌の査読者の
一人として、学会の仕事もさせていただきました。また。杏林大学精神神経科の古賀良彦先生が第34回
の本会の会長を務められた時は、副会長としてお手伝いさせていただきました。

　現在は、小病院で最後の務めを果たしていますが、筋電図検査機器などありません。しかし、学会発
表を視聴するのを楽しみにしています。
　最後に、臨床神経生理学会並びに会員皆様の益々の発展を祈念しております。

令和２年９月14日
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日本臨床神経生理学会の50年を振り返る
  （整形外科領域）

第38回日本臨床神経生理学会学術大会長・東京医科歯科大学整形外科名誉教授　　

四　宮　謙　一

　この度、整形外科領域から日本臨床神経生理学会の50年を振り返って
みます。
　本学会の前身である日本脳波・筋電図学会は1971年に日本脳波学会と
日本筋電図学会が合併して設立されました。日本筋電図学会は筋電図研
究の草分け的存在の東大整形の津山直一先生（図２）が中心となり、
1952年に設立されたと聞いております。私が東京医科歯科大学整形外科
に入局したのは1972年ですが、津山直一先生が医科歯科在任中に地下に
シールドルームを作って筋電図研究の礎を作られたおかげで、20年後の
研修医にとって筋電図検査は重要な整形外科研修カリキュラムの一つと
なっていました。検査の際、筋電図の波形だけでなく線香花火や急降下
爆撃音のような特徴的な信号音が興味深く、その後も筋電図室に足を運

ぶようになりました。それが縁あってか、FineWire を用いた腰痛症に対する筋電図研究に進み、当然
ながら日本脳波・筋電図学会で発表を行うことにもなりました。日本脳波・筋電図学会はポスターセッ
ションが多く、自分のセッションが終わった後に自由に移動して他のテーマを見に行くことができまし
た。1970年台後半は脊髄誘発電位研究が花形であり、東大整形の黒川高秀先生、千葉大整形の玉置哲也
先生、日大脳外の坪川孝志先生、新潟大麻酔の下地恒毅先生方の白熱した討論を見る機会がしばしばあ
り大変に刺激を受けました（図３）。私は脊椎脊髄外科を志望していたので、自然と脊髄誘発電位を用
いた脊髄機能診断が自分の研究分野となったのではないかと思います。当初は末梢神経・脊髄に対する
電気刺激による脊髄機能モニタリングが中心テーマで、黒川先生、玉置先生の諸先輩方から厳しい教育

図２　津山直一先生
　

図３　シンポジウム風景　左から柴崎浩先生、  　
　　　下地恒毅先生、長野昭先生、佐藤勤也先生

図１　四宮謙一
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的な指摘を受けながら、旭川医大整形の原田吉雄先生、大阪市大整形松田英雄先生の諸先輩方や同世代
の慶応整形の里見和彦先生達と切磋琢磨していました。その後1980年台になって高知大学整形谷俊一先
生、関西医大整形斎藤貴徳先生たちのアイオワグループが SEP 研究を携えて新たに学会に参加され、
さらに1990年台になってからは磁気刺激、多重電気刺激を用いることにより大きな誘発電位を得ること
が可能となり、脊髄機能診断の精度は飛躍的に進化したと考えます。また東京医科歯科大学整形外科で
は、2000年を前に川端茂徳をチーフとする脊髄磁場測定による脊髄機能診断の研究が始まり、理工学領
域との20年近くの地道な共同研究が実り、ようやく脊髄磁場測定装置が世に出ることになりました。術
中脊髄モニタリングに関しても、第38回学術大会のころから医科歯科、高知大学、関西医大、女子医
大、和歌山医大、杏林大、名古屋大などの整形外科グループによって多施設共同臨床研究が行なわれ、
より信頼性の高い脊髄術中モニタリングの基準が決められてきました。また里見和彦先生方のご尽力
で、脊髄誘発電位測定等加算として診療報酬算定が認められました。
　現在まで整形外科領域が主催した学術大会は、日本脳波・筋電図学会学術大会において、第９回

（1979年）伊藤忠厚（日本医大：東京開催）、第20回（1990年）佐藤勤也（日本大学：東京開催）第28回
（1998年）玉置哲也（和歌山医大：神戸開催）（図４）、そして日本臨床神経生理学会学術大会になって
からは第38回（2008年）四宮謙一（東京医科歯科大学：神戸開催）（図２）、第43回（2013年）谷俊一

（高知大学：高知開催）、となっています。そして2020年に第50回記念学術大会を関西医大整形外科の斉
藤貴徳教授が京都で主催されることになっています。
　最後に、日本臨床神経生理学会50年を振り返る機会をいただき、「本学会は関連領域各科が異なる知
見を持ち寄り、その結果新たな学術的成果を創生することができる、優れた特長を持つ学会である」こ
とを改めて確認することができました。

図４　第28回大会長の玉置哲也先生と木村淳先生
　

図５　脊髄術中モニタリングの基準作り
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我が国における脳波学会の準備状況について

東京都医学総合研究所（特別客員研究員）　　

島　村　宗　夫

　生体が活動すると電気が発生することは、古くはイタリアの Galvani
と Volta との論爭以来よく知られているが、吾か国では1932年に橋田邦
彦の生物の電気発生（岩波書店）、鈴木正夫の生物電気（1949）、更に本
川弘一の脳波（1947）南絛書店等がある。本川教授は文部省の科研費で
脳波研究会を組織し、そこでの討論を教授自身がまとめたのが本書脳波
であると述べておられ、これが学会発足の準備となったものと考えられ
る。本川教授は第２回学会の会長を引きうけておられる。
　脳波は Caton に始まり Bremer により確立され、ヒトの脳波は Berg-
er（1927）により記録された。その後 Adrian と山極一三教授によって
1935に追試されている。

東京歯科医専（現東京医科歯科大学）
Adrian E.D. and Yomagiwa I. The origin of the Berger Rhythm. Brain 58. 323-351. 1935.

　国産脳波計の出現と脳波学会
　第１回日本脳波学会が東大外科の清水教授のもとで開かれたが、その会場で、糸川英夫教授（生産技
研）が４素子の脳波計をひろうされた。藤森教授が被検者となって脳波が記録された。これが国内脳波
計一号と言える。それに続くように東大工学部の坂本教授のグループ、メーカーの三栄測器　日本光
電、東亜電波、日立東芝等の脳波計が発表され、国内の学会の発展が望まれるようになった。当時の研
究環境は眞空管を使っての手製の増巾器と、横河の電磁オシロスコープとを組み合わせた装置が主体
で、（参考資料　本川教授著　脳波と電気的実験法）脳波も細々と記録していたに過ぎなかった。筋電
図についても同様であったがブラウン管オシロスコープが時実教授等の努力で筋電計として開発され、
神経の活動電信の記録に活用されるようになった。
　私は運動の神経機構に興味をもって研究を進めてきたが、その途中で、脳幹を折り返えす、運動反射
Spino-balbo-spinal（SBS）reflex を発見し、J. of Neurophysiology（米国）に発表することができた。
多の研究者から関心がもられたが、中にはスエーデンのカロリンスカノーベル研究所からノーベル賞候
補者の推薦依頼の手紙も含まれており毎年送られてきたのには驚かされた。

　国際シンポジアム「聴性脳幹反応と顔面神経反射」について（資料①参照）
　昭和56年９月中旬（1981）に神経科学関連の国際学会が京都市において開催されたのを機会に、比較
的小グループを対象に本シンポジアムが計画された。テーマは表記のように、脳幹反射の一部、聴性脳
幹反応と、顔面神経反射とに限った。
　聴性脳幹反応については、２年前に米国ホノルルで開かれた日米セミナー出席者を中心に演題募集が
おこなわれ、その後生じた問題進歩などが提示された。顔面神経反射については、これも臨床神経学の
立場を中心に、最近の知見が示された。
　発表数は総数34、内分けをみると、数の多い順に、耳鼻咽頭科18、内科６、生理６、脳神経外科３、
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眼科１であった。
　シンポジウムは会場、その運営、討論の進行など適切に行なわれ、参加者の評価も良好であった。２
年後に類似のシンポジウム計画を約束して散解した。本シンポジウムには大塚製薬の援助を受けた事を
記し謝意を伸べたい。
　本シンポジウムの英文抄録集が、米国の雑誌 Archieves of Neurology に参加者の Arnold Starr. Jun 
Kimura 両氏によって投稿された（資料②）。

第11回日本脳波・筋電図学会学術大会の思いで（資料③参照）
　本学術大会は昭和56年12月２～４の３日間、東京虎の門の国立教育会館において開催された。同年９
月に京都で第10回国際脳波・臨床神経生理学会議がもたれ、わが国においてこの方面の国際会議ははじ
めててあったが、多彩なプログラムと運営の良さともあいまって、盛会であった。それに対して国内学
会は、はたしてどうか、あやぶむ声もあったが、演題数も例年より多少減ったものの300題集まり、１
題の持ち時間を多くとりうる利点を生み、結果的には盛会で終了することができた。
　シンポジウムは２題で１つは脳波関係で、補助診断法としての脳波を考える場合、その妥当性と信頼
性という点から検討する必要性があり、現時点での脳波の臨床的な有用性と限界を話題の中心にと企画
された。
　シンポジウムの他の１つは運動関係であり、日常実際に行なわれている運動機能検査に立脚した研究
法の現状と、その可能性を討論すべく企画された。演者は運動の基本的な要素をさぐり、さらに個体全
体としての異常を定量的に把握して、神経系の機能について理解を深めるために、どのような方法が可
能性をもつか、また予測されるかなど、有意義な話題提供があり、活発な討論がなされた。
　本学術大会の特徴の１つにポスターによるシンポジウムが持たれたことである。脳波とか筋電図など
の記録された波形について云々する場合の多い本学会では、短時間に消えしまうスライドプロジェクト
より、十分な時間提示され、多くの人の視覚にうったえるポスター展示の方が良い場合が多い。今回は
この利点を生かし、十分な発表、討論時間を持って企画した。活発な討論が時間を延長してまで続き好
評であったのは幸であった。

資料① 資料② 資料③
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50年を振り返って
第31回学術大会会長・慶應義塾大学名誉教授　　

千　野　直　一

　日本臨床神経生理学会が発足して今回、50周年記念の学術大会を開催
するにあたり、大会長 齋藤 貴徳先生はじめ会員の皆様と共にお祝い申
し上げたいと存じます。
 私は2001年の第31回学術大会会長を仰せつかりました。リハビリ医学
関連からご推薦いただいた最初の会長職であり大変光栄でありました。
また、慶應大学脳神経外科 河瀬 斌 教授（現・名誉教授）に副会長をお
願いし多大なご支援をいただいたことに改めて感謝いたします。
　私は1966年に医学部を卒業し米国横須賀海軍病院でインターンをした
後、米国ミネソタ大学リハビリ科大学院でリハビリ医学を研修し、その
後、米国ミシガン大学でリハビリ医学教育に携わりながら臨床筋電図・

伝導速度などの研鑽を続けました。
　ご承知ように米国筋電図学会は主として神経内科、リハビリ専門医が中心の学術団体です。殆どのリ
ハビリ専門医は筋電図学会の専門医資格（American Board of Electrodiagnostic Medicine）を取得し
ています。
　私は米国から帰国後、1974年に日本臨床神経生理学会の前身である日本脳波・筋電図学会と言われて
いた本学会に入会しました。
　約半世紀前の我が国での臨床筋電図・伝導検査がどのように行われたか、そして、ME 機器の急速な
進歩によって日常の臨床神経検査が当たり前のように行っている本学会の若手会員の先生方に、温故知
新としてご参考になればと思い以下の４項目の思い出話をいたします。
１）50年前の日本には臨床筋電図計測機器がなかった。
　1974年初頭、米国より帰国して慶応病院でのリハビリ診療（リハビリ科という法的標榜科がなく院内
標榜でした）と合わせて、臨床検査室での筋電図検査の一部を受け持ちました。まず驚いたことは、筋
電図・神経伝導測定機器が生理学教室で動物実験などに使用している精巧かつ巨大な機器でした。
　小さなブラウン管で波形を見つめてツマミでゼロ節点を調節し、電位波形の確認が大変でした。更に、
神経伝導検査での波形解析は、写真撮影して翌日、スクリーンに投影して波形、振幅を確認し、巻き尺
で伝導速度などを算出しました。神経筋疾患の電気診断では針筋電図所見と合わせて神経伝導検査結果
が必要です。針筋電図検査した患者さんの伝導検査結果が判るのが翌日になってしまい、電気診断を知
らせることが困難な状態でした。
２）臨床筋電図検査器の輸入に尽力。
　ミシガン大学医学部在職中に知り合った筋電図検査機器（当時、TECA：販売製造元は英国
Medelec）の社長と手紙（FAX やメール前の時代）で何回も交渉し、三栄測器会社（今は消滅）を通
して日本に数百台輸入できて、とても便利になりました。
３）臨床筋電図・電気診断学のマニュアル作成。
　慶應大学でリハビリ医学教室が正式に設置されたのは1992年でしたが、既に1974年からリハビリ医学
に興味をもった研修医が大勢入局してきました。臨床筋電図など指導するために、臨床筋電図・電気診
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断学のマニュアルを作成しました。それが「医学書院」の目にとまり、少々手を加えて1977年に「臨床
筋電図・電気診断学入門」として出版しました。そして、1999年に木村淳先生をお招きして慶應大学で
第１回臨床筋電図講習会を開催し現在に至っております。
４）木村淳理事長と筋電図診療報酬点数での奮闘。
　当時、今も同様ですが、医師が行う筋電図検査に対する診療報酬が米国などに比べて何十分の１、と
いう低い点数でした。診療報酬を上げるのは至難の技です。当時の木村淳理事長とご相談し、筋電図検
査が１肢で XX 点と評価されていたのを、１筋で XX 点と評価するように関連医学会の同意書などをま
とめ歩いた思い出があります。
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偉大な Mentor 達から教えられたこと

旭川医科大学　名誉教授・国際抗てんかん連盟　前副理事長　　

田　中　達　也

　九州大学脳神経外科での2年間の初期臨床研修が終わりに近づいた時、研究の進路を決めるようにと
福井仁士医局長からお話があり、神経生理学のてんかんの基礎研究に決めた。理由は、脳腫瘍で難治性
てんかんを合併した症例を担当した時、てんかん発作の治療に大変苦労した経験からである。初めに松
岡成明助教授から、慢性ネコの Kindling effect を用いた、実験てんかん研究の指導を受けた。ネコの
麻酔法、定位脳手術でステンレス鋼の慢性双極電極をターゲットに刺入してデンタルセメントで固定す
る方法、電極を多極ソケットにハンダ付けする技術など、見るも新しい大変な研究が始まり、不器用な
自分にとっては毎日が失敗の連続だった。この時、扁桃核と海馬の「てんかん原生」に興味をもち、て
んかん研究のメッカに留学して研究したいという気持ちが湧き上がってきた。
　「Professeur Henri Gastaut、私は日本人の若い脳神経外科医です。先生の研究室で、扁桃核とてんか
んの基礎的な研究を指導してください」。怖いもの知らずとは、こういうことなのだろうと、今ではと
ても信じられないようなことなのだが、脳研の研究室でラサール高校の選択授業で覚えた拙いフランス
語の知識で、フランス語の辞書を片手に手紙をしたためて、マルセイユ大学に手紙を送ってしまった。
しかし、なんの返事もなく、てんかん猫の脳波記録に明け暮れていた年末の頃である。パリの Robert 
Naquet 教授から、「Henri Gastaut 教授が、あなたの手紙を私に渡して、扁桃核の基礎研究は Naquet
が専門だから、お前が研究を指導するようにと言われた。パリに来る意思があるか？」との手紙をいた
だいた。北村勝俊教授のお許しを得てから、フランス政府給費留学生の資格試験を受けたり、ビザの取
得のため、東京のフランス大使館に行ったりで、1973年の夏、パリの Gif-sur-Yvette の国立科学研究所
に到着したときは、なかば虚脱状態になっていた。しかし、photosensitive baboon Papio paio（体重６
－11 kg）というどう猛なマントヒヒが、実験動物であったため、危険と隣り合わせの Kindling 実験に
明け暮れる毎日となった。Naquet 教授は、当時、国際臨床神経生理学会の理事長職にあり、研究室に
出勤されることが少なかったが、在室の時は夕方に研究所内の各研究室の回診があり、大きな声で、

「Quoi de neuf!、Quoi de neuf!」（クワ　ドウ　ヌフ、今日得られた新しい知見は？）と質問され、時間
をかけてそれぞれの結果についての議論があり、この考えが研究の新し
い発見に大切であると教えられた。パリでの、フランス脳波・臨床神経
生理学会のおり、Lennox-Gastaut 症候群で有名で、実際、帝王のよう
に偉そうな Gastaut 先生に紹介してもらって、「Bonjour! Professeur 
Henri Gastaut」と挨拶し、留学の機会をいただいたことのお礼を申し
上げた（図１）。ところが、すっかり忘れておられ、拍子抜けしてし
まった。「Naquet の研究所では、どのような研究をしているのか？」
と質問されたので、「Kindling の研究です」と答えたところ、「あ！
Kindling は面白いよ」と一言のみ言われ、あたふたと部屋からでてい
かれた。Naquet 先生に言わせると、「あの態度が、彼一流のポーズだ
よ」とのことであった。
　この時以来、Gastaut 教授が、パリの研究室に来られた時は、Kin-
dling のことや実験結果の分析で、助言を頂けるようになった。短気で

図１　講演されている
　　Gastaut 教授
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カッカとしやすい、典型的な南フランスのマルセイユ魂丸出しの、頑固な学者であると同時に、皆から
信頼される優しさも持ち合わせておられた。カンファレンスの時、「てんかんになりやすい人と、なり
にくい人は、どこが違うのでしょうか」と、お聞きしたところ、Gastaut 教授は、「人は、脳の中に、
ペンチレンテトラゾールのような、脳内固有のけいれん誘発物質を持ち合わせているのだが、その量の
多い少ないによって、軽い頭部外傷でも、外傷後てんかんになる人がいるのだよ」と自然な口調で言わ
れ、最後に片目でウインクされた。このことは、いまでも昨日のように思い出される。最近の遺伝子研
究の隆盛ぶりを見るにつけ、Gastaut 教授は、てんかん遺伝子の存在をその頃すでに考えておられたの
かなと思ったりするこの頃である。Gastaut 教授が、脳内の神経抑制機構として提唱されていた「Thal-
amo-caudate inhibitory system」については、お聞きする機会がなかったのが残念である。旭川医科大
学に勤務するようになってから、米増祐吉教授のお許しを得て、パリでの２回目の留学の時は、日本の
竹本常松教授が沖縄の海草の「海人草」から発見されたけいれん誘発物質のカイニン酸を、扁桃核内に
微量注入した、けいれん重積モデルの研究を行った。学会を通じて、ヨーロッパの多くの若い研究者
と、親交を結ぶこともできた（図２）。３年半におよぶ２回の留学で、当時神経生理学で最も権威の
あった Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 誌に７編の論文を掲載することができ
た。Naquet 教授の家に Dinner に招待されたとき、Tanaka は Neurosurgeon だから、Montreal Neu-
rological Institute（MNI）で、最高のてんかん外科を勉強したほうが良いと勧められ、脳神経外科の
André Olivier 教授と、神経生理学の Pierre Gloor 教授に推薦状を書いていただき、MNI に短期留学を
することになった。Gloor 教授は、てんかん発作の２次性全般化発作の基礎と臨床の世界的権威で、私
の Kindling モデルとカイニン酸誘発てんかんモデルの論文の２次性全般化機序仮説について議論して
いただく機会があり、毎回最後は、Wit に富んだ「Thalamus?、MRF（Mesencephalic reticular for-
mation）?　That is a question !」というお言葉でお開きになるという楽しい時間が持てた（図３）。Ol-
ivier 教授は、Penfield 教授や「Red spike と Blue spike の違い」で有名な Rasmussen 教授のお話を回
顧されることが多く、ワインを片手の after five の時間では、お得意の「Hippocampus is the true ori-
gin of temporal lobe epilepsy」について滔々と話されて、楽しい時間を過ごすことができた（図４）。
私事であるが2009年ブタペストで開催された、国際てんかん学会の総会の理事選挙で、国際抗てんかん
連盟（International League Against Epilepsy, ILAE）の第一副理事長に選考された。ILAE の理事長
や理事たちは、欧米の著名な大学の教授達で、緊張の連続であったが、直ちに国際抗てんかん連盟の定

図２　Marseille で Naquet 教授が主催された国際てんか
んシンポジウムに全世界からNaquet 教授に指導
を受けた研究者が参加された。Jerome Engel Jr
教授、Juhn A Wada 教授、等々。

図３　Gloor 教授宅でのホームパーティ
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款改定委員会の委員長を兼務した。課
せられた任務は、長い間変更されてい
なかった ILAE の定款を、最近のイン
ターネット時代に適応して、世界各国
の ILAE Chapter の声を吸収できるよ
うな、最新の定款に変更することで
あ っ た。 英 国 の「Robert’s Rules of 
Order」の分厚い法律辞書を片手に、
任期の４年間を費やしてやっと完成
し、2013年の Montreal での国際てんかん学会での総会で承認を得ることができた。ところが、この
Montreal での国際てんかん学会の理事選挙で副理事長に再任された。再度、年に５－６回の米国やヨー
ロッパの出張を繰り返す４年間となった。さらに、アジア・オセアニアてんかん学会の理事も兼任して
いるため、東南アジアへの出張もあり、大変忙しい人生になってしまったが、これも、全世界に約6000
万人いるてんかんに苦しむ患者さんのため、微力を尽くして頑張れという、私に課せられた運命であっ
たと思っている。
　50周年記念誌に、長文の随想になってしまったが、これは、臨床神経生理学を目指す若い医師たち
に、臨床ばかりでなく、臨床研究と基礎研究との両立が絶対に必要であるという、私からのメッセージ
を伝えたかったからである。「若い能力のある医師は、世界の一流の Mentor の指導を受けることによ
り、さらに能力が開花する」と言われていることは、私も同感である。日本の若い医師達が、苦学をい
とわず、世界の有名な研究施設に飛び込んでいく勇気を持ってほしいと夢見ているこの頃である。

令和２年７月25日

図４　Olivier 教授と Bertrand 教授と共に
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50周年を振り返って
―― 私の研究の原点 ――

金沢工業大学　客員教授　　　　

橋　本　　　勲

　日本臨床神経生理学会創立50周年おめでとうございます。私は脳波・筋電図学会からの会員ですの
で、すでに半世紀が過ぎたのかと感無量です。この間の私の研究を振り返りますと、ほぼ10年毎に（一
部オーバーラップしながら）研究テーマと方法を変えてきたことが分かります。大学での脳外科修練を
終えて、1973年に関連病院の虎の門病院に赴任しました。当時耳鼻科では、頭皮上から記録される極め
て微弱な聴覚脳幹反応（以下 ABR と略す）の本体は何か、どこに起源するのか議論されていました。
しかしおそらく未知の技術的問題のために再現性の良い ABR 波形を得ることが困難でした。そこで生
理学科の江部充先生（部長）に相談し、石山陽事先生と共同研究をすることになりました。看護婦さん
を対象として、“美人の脳波”（ABR の事：石山先生の命名による）の研究が始まり、工夫を重ねた
末、再現性の良い、きれいな美人の脳波を記録することができるようになりました。４年後、都立府中
病院に転勤した後も共同研究は継続され、ABR 各波（１波から５波）の発生源が脳幹聴覚路のどこに
あるのか、脳幹からの術中記録と頭皮上の ABR を対応させて検討を加えました。1981年、その成果を
英国の神経科学雑誌“Brain”に投稿し（文献１）、なんと２週間後に accept の返事を貰いました（当
時ファックスや e- メールはまだ存在していません）。revision についての要請は、解剖学的位置の記載
に presumed（推定される、おそらく）の一語を追加するようにとの一点だけでした。ABR の起源を
ヒトにおいて明らかできたことが評価され、国際学会や欧米の大学での講演に招待されました。特に思
い出に残っているのは、第10回国際脳波・臨床神経生理学会（1981年９月、京都）と米国 NIH の
NINCD-SNB セミナー（1982年11月、Bethesda, USA）で、京都の講演後には、毎日新聞の科学部記者
のインタビューを受け、翌日新聞一面トップに“脳深部からの信号”として大きく報じられました。
　1980年代の中ごろに、体性感覚の刺激法として、立ち上がりの鋭い自然刺激法－air-puff（立ち上が
り、立ち下がり各 1 ms、全時間経過 2 ms）を独自に開発して、刺激の物理量を定量化することができ
ました（文献２）。電気刺激と異なり、air-puff は皮膚機械受容器を刺激する自然刺激であること、さら
に自然刺激の artifact は電気刺激と比べて極めて小さいので、記録電極を刺激部位に近づけることがで
きます。例えば、三叉神経誘発電位の記録も容易です（文献３）。air-puff による末梢神経活動電位

（SNAPs）の特徴は多相性で持続が長く、各種機械受容器の立ち上がり時間と閾値の差を反映すると考
えられます。SNAPs の時間積分は主観的感覚量と高い相関を示しました。air-puff を用いた体性感覚系
の研究は末梢から中枢の多岐にわたっており、その概要を1998年、岡崎の生理学研究所で開催された第
6回国際誘発電位シンポジウムの会長講演で紹介しました（講演タイトル：From input to output in 
the somatosensory system for natural air-puff stimulation of the skin）（文献４）。
　1990年代の初めに東京都精神医学総合研究所（精神研）に転勤し、ほぼ同時期に NTT の基礎研グ
ループに招かれ、当時最新鋭の MEG 装置を用いて、研究を始めました。磁場計測は初めての経験でし
たので、電位計測との異同を確認するために、末梢神経活動に伴う神経磁場の記録から始めました。そ
の結果、活動磁場は moving quadrupole として視覚化できることを世界に先駆けて示しました（文献
５）。この基礎的研究を出発点として、主に体性感覚系の脳磁図研究を展開してきました。1997-2000年
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　岡崎生理研客員部門教授併任、2000-2005年　金沢工業大学主幹研究員、2005-2012年　金沢工業大学
客員教授として、異なる MEG 装置を用いて、研究を継続しました。成果の全体像はスペースの制約の
ために紹介できないのが残念です。ここでは（1）体性感覚系の高周波信号（HFOs）（＞300 Hz）、（2） 
脳深部白質の活動、（3）小脳の活動と（4）注意による体性感覚野の皮質再現の変化の４点に絞って紹
介します。
　（1）HFOs は色々な条件において（例えば睡眠－覚醒周期）、N20（3b 野錐体細胞の集合 EPSP）と
の間に乖離あるいは相反性の関係を示すことから、抑制系ニューロン活動を反映すると推察されます

（文献６）。大脳皮質の単一細胞記録によると fast-spiking 抑制介在ニューロンの特徴は高頻度発射
（400-600 Hz）であり、樹状突起と軸索の形態からその活動が開電場を形成する可能性があります。こ
の仮説をめぐる研究が世界的規模で行われ、本学会でも多くの発表があったことを記憶されている会員
も少なくないと思います。起源についてコンセンサスが得られたわけではありませんが、私どもの基本
的立場を Clin Neurophysiol の Invited Review に発表しました（文献７）。
　（2）M20皮質反応のオンセット直前の1.6-1.8 ms 以内に伝導速度が約30 m/s で視床皮質路を上向
し、3b 野の手の領域に向かう、細胞内脱分極活動電流を検出しました （文献８）。MEG で脳深部の活
動を見ることは従来、不可能とされてきましたが、この新しい知見はこの考え方に修正を加えるもので
あり、脳科学における MEG の有用性は高まると期待されます。
　（3）正中神経の電気刺激による小脳の活動を MEG 計測でとらえることができました（文献９）。活
動部位は脊髄小脳に限局しており、少数例では S1反応と独立のダイポールパターンをはっきりと認め
ました。この時の160個のセンサーの位置に表示された磁場の原波形が論文掲載誌の表紙を飾りまし
た。小脳は構造的に閉電場を形成せざるを得ないので、その活動は外部計測できないというのが従来か
らの常識でしたので、その検出は “ 常識 ” に挑戦することになりました。2004年、理化学研究所（和光
市）の RIKEN BSI の FORUM に招待されました（講演タイトル：Magnetic imaging of human cere-
bellar activity）。
　（4）２指と３指を同時刺激し、どちらかの指に注意が向きますと注意指側に M50（SI 反応）の信号
源が偏移します。しかし、M50振幅は１本指刺激と同じです。この結果は注意指の投射野の拡大と反応
の強化、同時に非注意指の投射野の抑制を表現するものと考えています（文献10）。

　私は研究者としての人生で秘かに誇りに思うことが一つあります。論文の執筆は研究者の避けて通る
ことのできない道であり、また醍醐味ではないでしょうか？　苦労して仕上げた英語原著論文は通常投
稿前に研究指導者のもとで十分な校閲を経た後に、投稿されるのが一般的と思います。私のもとにも共
同研究者や時には外部の研究者からも多くの論文が送られてきました。校閲は必ずしも楽しい作業とは
限りませんし、先送りの誘惑に負ける時もあるでしょう。しかし私はある出会いを切っ掛けとして、送
られた論文の加筆訂正を最優先させ、進行中の仕事をしばらく棚上げしても、可能な限り迅速に論文を
著者に返送するよう心掛けるようになりました。また投稿論文の査読についても同じです。
　これは40年前 Brain の editor が教えてくれたことでした。異例に属する返信の速さ、“Dear Dr. 
Hashimoto, May I congratulate you on your mastery of our language.”で始まる、一寸風変わりな励
ましの言葉が今でも心の底に残っています。振り返りますと、この editor との出会いが私の一期一会
であり、研究の原点だったなと感じています。
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2005, 116: 1077-1087.
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50年を振り返って
―― 私の筋電図の思い出 ――

独立行政法人労働者健康安全機構　九州労災病院門司メディカルセンター　院長　　

蜂須賀　研　二

　日本臨床神経生理学会50周年、おめでとうございます。
　本学会は多くの会員の方々はご存じと思いますが、1971年12月に日本
脳波学会と日本筋電図学会が合同して日本脳波・筋電図学会となり、さ
らに2000年１月に名称を日本臨床神経生理学会と変更し、2004年に有限
責任中間法人、2008年に一般社団法人になりました。本来の二つの学会
は領域が特定された専門性の高い学会でしたが、臨床神経生理という大
きな括りで学会規模が拡大し、多彩な臨床領域および基礎領域の方々ま
た多数の専門職の方々が共通の基盤で学会に参加ができるようになった
のは大きな功績と言えます。
　さてここで私の筋電図の思い出をお話します。私は1975年に慶応義塾

大学医学部を卒業し、千野直一講師（当時）のもとでリハビリテーン医学の道に進むことにしました。
千野先生は診療ばかりではなく、病院の筋電図検査を７号棟地下の筋電図室（当時）にて週１回程度担
当されていました。この見学とお手伝いをしながら、神経伝導検査や針筋電図の指導を受けるという貴
重な経験を得ました。1978年頃からは指導を受けながら筋電図を行うようになり、日本脳波・筋電図学
会にも参加することになりました。 
　1976年に国立塩原温泉病院（当時）に１年間赴任した際、入院患者にポリオ罹患者がおり運動療法の
注意として overwork weakness（Bennett 1958）があることをご指導いただきました。学位の研究は
これに関することにし、同僚の梶原先生と２人で、まずラットに acrylamide を投与して neuropathy
を生じさせ、運動負荷を加えると障害がより高度になるか否かを明らかにすることにしました。障害の
判定は、運動障害の臨床評価、脛骨神経の有髄神経線維の組織定量的計測、電気生理学的評価として脛
骨神経伝導速度を測定することにしました。この測定を行うにあたり、発泡スチロールを削り、Thio-
pental sodium を投与したラットを腹臥位・下肢下垂位に固定するための検査台を試作しました。刺激
電極は脳波用針電極を用い、近位側は坐骨切痕部、遠位部は足関節部で脛骨神経を刺激し、記録は脳波
用針電極を用いて母趾外転筋より M 波を導出しました。未処置ラットで何度か練習を繰り返し、手技
が安定してから実験を開始した記憶があります。この手技と測定結果は梶原先生が1980年日本脳波筋電
図学会に報告しました。この研究によれば acrylamide neuropathy ラットに走行負荷を加えると、運動
神経伝導速度は走行群と安静群との間に有意差はないが、走行群は腓骨神経の有髄神経線維 histogram
で有意に小径化し、臨床評価も有意に悪化しており、overwork weakness は存在することを示しまし
た（リハ医学、1983）。
　1984年から２年間、Mayo Clinic の Peripheral Nerve Center（P. J. Dyck）に留学の後、1988年より
産業医科大学リハビリテーション医学講座に赴任し、引き続き病院検査の筋電図を担当し、若手医師の
育成にも関与しました。
　1990年代の中頃より、リハビリテーション科外来にポリオ罹患者の受診が多くなり、2001年より年１
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回のポリオ集団検診を開始しました。そのため、ポリオの筋電図を実施する機会が増えました。患肢所
見は運動神経伝導検査では伝導速度は正常ですが M 波の振幅は減少し、針筋電図ではしばしば安静時
電位の異常が出現し、随意収縮時には神経原性運動単位活動電位を認めます。しかし、これらの患者が
ポリオ後症候群に移行するのか否かは判断はできませんでした。F 波も測定しましたが、F 波伝導速度
や出現頻度にも明かな変化はなく、手詰まりの状態が10年以上続いていました。ところが若手助教が F
波の波形を一つ一つ分析し、反復 F 波を見つけ、運動単位数推定、反復 F 波、出現率の関係や推移を
明らかにしました（Muscle Nerve, 2015）。この切り口はポリオ後症候群の診断の糸口となる可能性が
あります。
　今後とも幅広い領域で多くの若手研究者が活躍することを期待するとともに、本学会が益々発展する
ことを願っています。
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50周年を振り返って
―― 筋電図学会を中心に ――

城西病院附属クリニック・通所リハビリテーション所長　　

廣　瀬　和　彦

　わが国では、昭和25年（1950年）ころから筋電図の基礎的ならびに臨床的研究がはじめられ、昭和30
年（1955年）に研究会を改称して筋電図学会となり、昭和46年（1971年）に脳波学会と合流して脳波・
筋電図学会となった。この呼称が平成12年（2000年）に日本臨床神経生理学会に変更され、今年11月26、
27、28日に関西医科大学整形外科教授齋藤貴徳会長の下で開催される学術大会が第50回記念大会となる。
　振り返ってみると、わが国最初のテキスト「筋電圖の臨床」時実利彦　津山直一著は、昭和27年６月
30日発行で、かなりの大著で当時の努力の跡がしのばれる（写真：初版本の表紙）。また内容からは当
時の研究の背景も示唆され、欧米への対抗意識の強さがうかがわれる。その点をとくに印象付けるのは
用語へのこだわりや放電間隔重視の姿勢である。
　すなわち神経筋単位 neuromuscular unit（NMU）voltage という呼称やτ―S 曲線の考案などにその
跡がみられる。なお現在は運動単位電位　motor unit potential（MUP）が本邦でも定着している。べ
つに彼らのこだわりを非難する意図はない。
　筋肉は興奮性細胞である筋線維で構成され、その興奮が生体の動きに対応し、脳幹・脊髄前角に分布
する運動神経細胞を介して大脳皮質運動領の指示が実行されて行動となる機構が成立している。
　人体には430を超える骨格筋があり、各筋には機能に応じた起始、停止があり、通常停止部が固定さ
れた状態で筋が活動し、起始部に運動が起こる。この運動
には筋線維の働きがあずかり、その際筋線維膜には活動電
位が発生し、その記録が筋電図である。臨床医学では　こ
の筋電図の情報を利用して、神経筋疾患の診断や異常運動
の解析に役立てている。
　筆者が最初に学会に参加したのは「第18回日本筋電図学
会総会　昭和40年10月３、４日金沢大学医学部　十全講堂」
で、今もその時の印象は会場の雰囲気とともに印象深く記
憶に残っている。
　筆者の演題発表の最初は、その翌年の米子で開催された
第19回日本筋電図学会で、演題は「安静時における筋電図
波形の分析」で、はじめて fibrillation potential の鑑別を
論じた。その後随意収縮時の波形分析にテーマを遷し、コ
ンピューター解析も応用する展開も試みたが険しい道で、
今なお道半ばである。その他神経伝導速度や H 反射、表
面筋電図なども学会の重要テーマであるがここでは触れら
れなかった。
　終わりに、これまで学会の発展に寄与された方々の労を
多とし、今後の学会の発展を期待する。

時実利彦、津山直一著
筋電圖の臨床（1～299頁）

協同医書出版社
昭和27年6月30日発行
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50年を振り返って
―― 脳機能画像の進歩 ――

京都大学　名誉教授（京都大学　大学院横断教育プログラム　特任教授）　　

福　山　秀　直

　現在、脳機能画像という言葉を知らない人はいないと思いますが、1980年代後半では、日本ではどの
施設でも行われていない PET に酸素15標識水静注法により、脳の活動部分を画像化する手法が世界的
には、多くの施設で始まっていた。特に、アメリカ、セントルイスのワシントン大学、レイクル教授を
中心として、脳機能を画像化する研究が進行していた。これは、1970年代にスカンジナビアで、アイソ
トープカメラを用いて、ラッセン博士らが、運動野の血流が増加する現象から、脳機能の局在を画像で
とらえたものの延長であった。その頃には、X 線 CT がようやく日本に導入され、脳内の画像が64×64
ピクセルで、12スライスが撮れる EMI CT scan が実用され始めた頃である。構造画像で、脳機能を画
像化するという発想はなく、構造画像は、詳細な構造の診断が主体であった。PET による脳血流測定
は、60～90秒の測定で、かなり、詳しく脳血流の測定ができ、Roy & Sherrington の原理に基づく、脳
機能と脳血流はカップリングするという原理に基づいて、脳の機能画像が現実味を帯びてきた。
　1985年頃から、ワシントン大学の方法では、種々問題があることがわかってきて、画像情報を統計的
に用いて解析する、統計画像法が開発され始めた。1990年頃から、Statistical Parametric Mapping 

（SPM）がロンドンのハマースミス病院のフリストン博士を中心として、多くの研究者が、画期的な画
像処理方法を作り上げていった。脳の全ての画素が変化がないと仮定して、まず、幾人かの被験者の脳
を、基準となる脳に正規化し、その画像は全て、一般線形モデルと考え、その基準から解離したもの
が、正規分布をしているとして、t-検定を行うというものである。最初は、ワークステーションで動く
UNIX 上で書かれていたため、使うソフトも、Matlab
で計算する、Analyze というソフトで、画像処理を行
う、メモリーも高価なため、計算した物は、全て、圧
縮してハードディスクに残すなど、涙ぐましい工夫が
されたソフトウエアを作り上げつつあった。ちょう
ど、その頃、私も訪れる機会に恵まれ、SPM を初期
に開発した人たちと知り合いになれたことは幸運で
あった。今の Windows や Mac の能力よりはるかに
低い能力しかない数百万円もするワークステーション
を30台くらい導入し、それを使いこなして、PET の
画像の再構成から、SPM までやれるように整備する
のは、優しいことではないと思われた。
　1995年は、記念すべき年で、MRS（magnetic reso-
nance spectroscopy）と小川誠司先生の見出された
Blood Oxygen Level Dependency（BOLD）の両方が
MRI で使えるようになり、MRI が CT を超える詳細
な画像が得られる機器と考えられていたものが、
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BOLD の変化を画像化する高速撮像法、Echo Planar 法（後、ノーベル賞となる Peter Mansfield 博士
が考案）が使えるようになり、酸素化されたヘモグロビン量の変化を高速に撮像することで、秒単位で
画像を撮像できるようになった。このような、機器の進化とコンピュータの高速化が、いわゆる、
functional MRI（fMRI）を可能にし、かつ、一般臨床機でも脳機能を反映する撮像が可能になった。
　この時点で、重要な点を指摘しておきたい。脳波や脳磁図は、脳表からデータを収集するが、この
データはサンプリングする場所は、100点前後であるが、時間は長いデータで、これを、行列にして縦
を場所、横を時間にしてデジタルデータとして採取されたものを並べると、横に長い行列データとな
る。一方、fMRI は、サンプリングする点は、64×64の画像で、4096点であるが、時間は、１秒ごとの
画像としても、５分から10分なので、縦に長い行列となる。したがって、解析方法としては、同じよう
な手法が応用可能で、共通の解析ができる。SPM で、脳波など電気生理データと画像データを解析で
きるのは、上記の理由によるもので、取得しているデーターを数学的に見た場合、大きな差がないこと
を意味する。Event-related fMRI でもよくわかっているように脳血流は、イベントごとに、10秒の血流
増加が生じるが、空間的に広がりのある far field EEG は、いわゆる、不確定性原理と同じで、時間と
空間を完全に詰められないが、それぞれの特徴を生かした解析が重要である。

　私が臨床神経生理学会に入ったのは、木村淳先生が神経内科の教授でおられた時に、教授室に呼ば
れ、学会に入っていないことがわかった途端に、入会書を渡されたのが始まりで、それまで、脳波、筋
電図からは、程遠いと考えていた画像研究を行っていたので、研究室に戻ると、私の研究室は誰も、入
会していないことがわかりました。木村先生は、それまでにも、サイエンスなどの、視覚の不応期を画
像研究などで行われていることなどを知っていて、1990年頃には、日本でも、電気生理だけではなく、
脳機能画像と組み合わせた研究がこれから重要になると考えておられたと思います。後に、脳機能セン
ターに３テスラ MRI が導入され、その MRI では、脳波の測定だけでなく、スキャナーの上で、磁気刺
激もできるようになり、現在では当然ということが、20年以上前に行われていたということを考える
と、木村先生の先見の明にいくらかはお答えできたのではと考えています。
　表題の脳機能画像は、現在、単なる画像だけではなく、様々な脳の機能を multi-modal に表示するよ
うになってきた。さらに、機能だけでなく、解剖学的神経結合も解明されてきて、私が医師になった50
年前には考えられなかった脳研究が可能になってきている。今後、ますます、若い先生方の創意工夫
で、見たこともない画像で、脳機能がミクロからマクロまで解明される日が来ると期待して、本論の筆
を置きたい。
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50年を振り返って

大勝病院　　　　　　　　　

柳　澤　信　夫

　研究に大切なこと
　日本脳波・筋電図学会が発足して50周年を迎え、振り返ってみると私
が大学医学部を卒業して丁度60年であり、研究・臨床の個人史をまとめ
る機会ともなりました。
　私自身この60年を思い返してみるとき、大切なのは夫々の場における
仕事のやり甲斐と人間関係でした。20世紀末以来の急速な神経科学の発
展の中で、臨床における病態生理を表面筋電図、H 反射、反応時間など
今は古典的となった手法を用いて研究・教育を行ってまたことの意味
と、いささかでも人間として発展し得たのが自分なりに想ってみまし
た。

　大学を卒業した際（1960年）に最も悩んだのは、基礎と臨床のどちらを選ぶか、でした。すでに学生
時代、解剖の小川鼎

てい

三先生、生理の時実利彦先生の講義から脳に興味を持っていましたが、神経学
（neurology）の講座・診療科はなく、時実先生が主宰される脳研究施設生理部門の大学院に入りまし
た。
　大学院のテーマとしては、臨床とのかねあいから自立神経を望みましたが、時実先生はまだ確実な方
法論がなくその時期ではないと言われ、運動系の研究として筋紡鍾活動を指標とするガレア運動系を選
びました。また当時縁があり、日本の定位脳手術の草分けであった楢林博太郎先生の“神経科クリニッ
ク”に週１回伺い、パーキンソン病、脳性麻痺、ジストニアなどの運動障害を診て、生理学、小児神経
学、脳波などを教えてもらう機会がありました。私の多元誘導表面筋電図、Ｈ反射の相反性抑制の研究
は“神経科クリニック”で確立、発展させたものです。また楢林先生の御紹介により、ハーバード大学
の Denny-Brown 教授のもとに1969年から２年半研究留学をしました。
　時実先生は日本筋電図学会の創設時（1952年）に会長をお務めになり、本学会の記念すべき日本脳
波・筋電図学会の合併設立の1971年の学術大会の会長そして1971-74の３年間理事長をお務めになりま
した。そのような状況からでしょうか。私は若い頃から脳波学会、筋電図学会に欠かさず出席し、1991
年には第21回日本脳波・筋電図学会を松本で開催し（図１、２）、その年から新しく理事長になられた
木村淳教授をサポートするかたちで1991年11月から2001年11月まで３期10年間学会の渉外理事を務めま
した。我が国の臨床神経生理学にとって京都大学に木村淳教授を迎え、長期にわたり国内・国際的な活
躍と御指導を得たことはまたとない幸せであったと感謝しています。

　対外的とくにアジアにおける臨床神経生理の発展
　私自身、米国留学から帰国して１年半後の1973年に新設の信州大学第三内科に赴任しましたが、その
頃から政府の ODA あるいは大学間の連携などで外国に出かける機会が増えました。
　初めて国際会議に招待されたのは1976年ブリュッセルで、のちに国際臨床神経生理学連合の理事長に
なった J. Desmedt 教授が主宰するシンポジウムでした（図３、４、５）。さらに次の年1977年には第９
回国際脳波臨床神経生理学会議にミュンヘン工科大学の A. Strupplen 教授に招待されました。いずれ
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もＨ反射・表面筋電図を用いた患者と正常人についての相反性神支配の研究でした。これはのちに臨床
的有用性が確認されたこともあり、このお二人からは年の差が大きかったにもかゝわらず、長年にわた
り御指導を賜わりました。

図１　第21回日本脳波・筋電図学会学術大会のプログラ
ム表紙。図は切り絵作家柳沢京子氏による。空に
脳波と筋電図を抽象化して描き、前景に信州大学
のシンボル“こまくさの花”、松本城などがある。

図２　同学会会員懇親会「パイプオルガンと室内楽」の
コンサートプログラム。

図３　国際ヒト反射・運動障害シンポジウム（ISHRMD）
の風景。発言者はA. Strupplen 教授（ミュンヘ
ン）。そのとなりはE. Pierrot-Deseilligny 博士。
田中勵作氏。柳澤も居る。

図４　ISHRMDの懇親会。給仕の右にH. Hugon 博士、
大江千廣氏、柳澤。右端はE. Evarts 博士（NIH）。
Evarts 氏は1960年代、活動するサルの大脳皮質
ニューロンの持続記録に成功し、霊長類の脳生理
学を発展させた。

　　　Evarts 氏、大江氏はともに早世された。
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図５　1976年の国際シンポジウムを中心に
J. Desmedt 教授が編集した単行本

図６　地域神経生理シンポジウムの例。
　　　1987年９月25日-26日。Bali, indonesia. Regional Sympo-

sium on Evoked Potentials & Clinical U ● os of Neuro-
Physiology.

　　　集合写真。左からDavid Burke、松岡成明、橋本勲、J. 
Desmedt、E. Stal ● erg、玉置哲也、柳澤信夫他

　また Desmedt 教授は当時の発展途上国である東南アジアに臨床神経生理学を発展させることを意図
し、タイ、インドネシア、中国、フィリピン、インドなどで会議を開催しました。但し単独では力不足
であり、世界神経学連合（WFN）と連携したり、スポンサーとの関係でパーキンソン病を会議の名称
に加えるなどの工夫をして、誘発電位や臨床神経生理のシンポジウムを企画・実現しました。私も本学
会の渉外理事のほかに日本神経学会の理事（1988-2002年）、さらに理事長（1996-2002年）も務めてお
り、アジア大洋州神経学会（AOCN）の仕事もしており様々な協力をしました。（図６ほかにも）。
　20世紀末の神経科学の発展により、本学会の研究の方法論、専門性も大きく変わりました。折りにふ
れわが国の研究を考えます。（柳澤信夫．高次脳機能と臨床神経生理学．臨床神経生理学　28：2-3，
2000；柳澤信夫．日本における Parkinson 病運動障害治療研究の歴史と展望．神経治療学　32：22-
33，2015）。
　高齢社会の我が国の現状を考えますと、様々な理由から臨床研究が難しくなった現状においても、臨
床神経生理学、機能回復神経学、神経リハビリテーション医学の重要性は益々大きくなると考えていま
す。
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50年（66年）を振り返って

金沢大学名誉教授・松原病院名誉院長　　

山　口　成　良

　私が日本臨床神経生理学会の前身の日本脳波学会に出席したのは、今
から66年前の昭和29年（1954）４月４日、名古屋大学医学部で勝沼精蔵
会長のもと、第３回日本脳波学会総会が開催された時であります。私
も、恩師の故秋元波留夫教授とともに、シンポジアム「皮質と皮質下の
関係」に演題を発表しました。
　その後、私も金沢大学教授となり、会長として金沢で、昭和53年

（1978）10月25・26・27日の3日間にわたり、第８回日本脳波・筋電図学
会学術大会を開催しました。特別講演として、アメリカ留学中にお世話
になった、UCLA 脳研究所の所長の Dr. Clemente に“EEG and Neu-
rophysiological Studies Relating to the Onset of Sleep and Internal In-

hibition”のタイトルでご講演をお願いしました。
　この金沢の学会中、1981年に京都で行われる第10回国際脳波・臨床神経生理学会の会場視察のために
日本に来られた同国際学会の President の Dr. Naguet（フランス）が金沢にも寄られました。その時
の写真が図１であります。写真の前列が向かって左から山口、Dr. Naguet、寿原健吉先生、後列の左か
ら田中達也先生、藤沢清先生です。その後、Dr. Naguet とは長く文通させていただきましたが、いつ
も手紙の中に、カラーの水彩画で描かれた静物や、風景のスケッチを入れてありました。
　上述の1981年（昭和56年）京都で行われた第10回国際脳波・臨床神経生理学会の前に、Dr. Naguet
の希望により同年９月10日から９月12日の３日間にわたり、金沢大学医学部十全講堂で、私が Secre-
tary General、 藤 沢 清 先 生 が Treasurer と な り、International Conference on EEG and EMG Data 
Processing を開催致しました。そして学会が終わってから、オランダの Elsevier 社から“Recent Ad-
vances in EEG and EMG Data Processing”というタイトルの単行本を出版出来ましたのも、よい思い
出であります。
　終わりに、日本臨床神経生理学会
の更なる発展を祈念致します。
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50年を振り返って
The University of Iowa Hospitals and Clinics　　

山　田　　　徹

　日本脳波学会は1947年に本川弘一先生が発起人として脳波研究委員会が生まれ1952年に日本脳波学会
が発足した。1971年に日本脳波学会と日本筋電図学会が合同して日本脳波筋電図学会として発足し2000
年には日本臨床神経生理学会と名称を変更した。この歴史は日本の学会が他国に比べて先見の目があっ
た事を示すものである。米国では脳波学会は American EEG Society （AEEGS）として1947に発足、筋
電 図 学 会 は1951年 に American Association of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine（AA-
NEM）として発足した。両学会は現在までも合同する事なく別々の道を歩んでいる。1995年 AEEGS
はそれまで中枢神経生理のみに集中してきたが SEP（Somatosensory Evoked Potential）、NIOM（Neu-
rophysiologic Intraoperative Monitoring）等の発展から末梢神経生理の知識の必要性を加味して
American Clinical Neurophysiology（ACNS）となった。米国にはもう一つの脳波学会、AMEEGA

（American Medical Electroencephalographic Association）があるがこの学会も1998年、APEA（Amer-
ica Psychiatric Electrophysiology Association） と 合 同 し て ECNS（EEG and Clinical Neuroscience 
Society）となり幅を広げた。更に我々の分野で最も高く評価されている “EEG Journal”（Electroen-
cephalography and Clinical Neurophysiology）1949年に第一巻が発刊されたがこの Journal も幅を広げ
て1995年には Clinical Neurophysiology となった。日本では先んじて中枢神経生理と末梢神経生理を合
同させ神経系全体の電気生理として取り組んで来た事は先駆的であったと言えよう。更に、米国での
ACNS は90％以上が神経内科医師で構成されているのに反して日本の JSCN は神経内科以外に脳外科、
整形外科、精神科、リハビリ科の医師が参加し広い部門からの意見が反映さて来た事はユニークで神経
内科医のみでは出来ない研究も可能であり極めて有利であろう。
　脳波の歴史は1875年の Richard Caton の動物の脳波から始まり1929年にドイツの Hans Berger（Fig. 
1）により人間の脳波記録に成功したが、Hans Berger の発見は多くの生理学者からは懐疑的に見られた。
しかし1934年イギリスの高名な生理学者 E.D. Adrian と B.H.C. Mathew が、更に日本からの留学生で
あった K. Yamagiwa も含めて Berger の波は確かに人間の脳からの電気現象である事を認めた事で脳
波の基礎的研究、臨床応用が急激に世界に広がった。最初は１Channel の脳波記録（Fig. 2）から多
Channel の脳波記録に発展し、更にここ10数年で Computer 技術の進歩のより Analog 記録から Digital 
記録に代わった。脳波記録の Digital 化により Bedside での長期脳波記録が可能となり脳波の特徴であ
る脳機能変化を刻々示す事が出来る様になった。更に Digital Data を定性的、定量的に解析する事によ
り脳波判読の確認、補充、さらに熟練した判読医でも認められない脳波変化を客観的に表す事も出来る
様になるであろう。脳波の Digital 化 により Analog 記録ではペン の機械的動きでは～100Hz 以上の記
録は不可能であったが Digital Data では1000Hz 以上の速波記録も可能でありこの周波数帯域はこれま
での脳波にとって未知の世界であり今後の開発が期待される。その意味で日本神経生理学会の特徴を生
かして各分野からの貢献で新しい発見に向かって進む事を希望，期待する。
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Fig. 1　2018年 JSCNでのHans Berger  90周年記念で脳波の歴史を講演中の著者

Fig. 2　1936年、アイオワ大学で使われた１Channel 脳波計で書かれた脳波を検索中の
Dr. John Knott（アイオワ大学脳波室創始者） 　　　　　　　　　　　
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50周年を振り返って

苑田会リハビリテーション病院・ニューロモデユレーションセンター　　

山　本　隆　充

　思い返すと、私が初めて学会発表をさせていただいたのは第８回日本
臨床神経生理学会で、卒業して３年目のことだと思います。初めての学
会発表にもかかわらず脊髄電位のシンポジウムに選んでいただきまし
た。発表が終わって壇上のシンポジストの席に座って会場を眺めた時の
緊張感は今でも忘れられません。この時の私の発表は、末梢神経刺激に
よって誘発される cord dorsum negative potential が脳幹の大縫線核を
刺激することによって抑制されることを報告したもので、中枢から脊髄
後角への痛み抑制系についての研究発表でした。他の発表はすべて脊髄
電位の記録についての話で、少しかみ合わないかと心配しながら応募し
た私の演題を選んでいただきました。それから術中モニタリングのセッ

ションに毎回参加し、多くの先生方の発表を聞いて勉強させていただきました。おかげさまで、脳神経
外科手術中のグリオーマ摘出中に、運動機能のモニタリングに最適と思われる cortico-spinal motor 
evoked potential を臨床応用し、論文としてまとめることができました（Neurol Med Chir（Tokyo）
44：170-182, 2004）。また、痛み、不随意運動、意識障害、運動麻痺などに対する脳深部刺激療法と脊
髄刺激療法の効果についても、シンポジウムや教育講演などの機会を数多くいただきました。私にとっ
て日本臨床神経生理学会は、まさに研究の活力を生み出し、研究を支えてくれた学会であったと考えて
います。
　日本臨床神経生理学会の会員としての仕事は、第42回大会の副会長を務めさせていただくと同時に、

米子、安木、松江ツアーに参加した時の記念写真。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
写真の向かって右から、坪川孝志先生、上野、北村、片山、築山、西本、著者、宮崎、バスガイドさん
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保険点数適正化に関する委員会の委員として活動させていただきました。日本臨床神経生理学会は内保
連と外保連の両方に所属している学会で、私は外保連の実務委員として、新規保険適応ならびに既収載
技術の増点などの申請書類を作成し、厚労省に提出するのが仕事でした。新しい技術を新規に保険収載
させるのは大変で、新規収載までには何年もかかりましたが、先輩の先生方のご指導をいただきなが
ら、念願であった手術中の運動誘発電位のモニタリング、定位脳手術中のニューロン活動記録、脳深部
刺激療法ならびに脊髄刺激療法後の刺激調整料などを新規に保険収載させることができました。これは
日本臨床神経生理学会としての成果であり、大きな喜びでありました。
　日本大学脳神経外科の電気生理グループでは、坪川孝志先生を中心として、グループ全員で毎年、日
本臨床神経生理学会に参加するのが恒例でした。また、学会前後あるいは期間中に適当な時間を見つけ
て、全員で観光に行くこともありました。写真は第12回の臨床神経生理学会（米子）に参加したときの
ものです。当日のバスガイドさんは、退職前の最後の仕事日であるにもかかわらず、お客さんが誰もい
ない状況で、そこに私たちのグループが突然に現れたとのことでした。それを聞いて、バスガイドさん
の最後の観光案内を盛り上げ、全員で楽しい時間を過ごすことができました。その他にも、寒い中でカ
イロを懐に入れて薪能を鑑賞したり、ホテルが満室で青函連絡船のお客さんが利用していた隙間風の古
い宿に宿泊したことなど、学会に参加しなくては経験できなかった楽しい思い出がたくさんあります。
　これからも学会員の方々には積極的に日本臨床神経生理学会に参加し、研究活動を楽しみながら日本
臨床神経生理学会を発展させ、研究生活を充実させるとともに、医学の進歩に貢献していただくことを
願っています。
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てんかん外科医から見たデジタル脳波寸描

自治医科大学名誉教授　　　　　　

渡　辺　英　寿

　脳波記録の歴史は1930年代のハンズベルガーがその嚆矢であるが、その長い発展の歴史の中でもデジ
タル脳波はその歴史の中でも大きな転換点であったといえよう。
　我が国ではデジタル脳波計が市販されたのは1993年ころであったと思う。
　ペーパーレスである、モンタージュを後から変更して観察することができるこの２つが当面の大きな
インパクトであったと思うが、モンタージュの変更は歓迎されたものの、今では当たり前のモニター画
面で脳波を判読することに関してはかなり長い間専門家からも抵抗があったように記憶している。しか
し人間はイナーシャが大きいものの一旦慣れればどんなことにでも適応できるもので、今ではむしろ歓
迎されている。病院管理の視点から言えば、紙の脳波を大量にストックするスペースが不要になり、日
を追って大容量・低価格化する記憶媒体のおかげで、デジタルの脳波データを保存することに大きな困
難はなくなった。ビュアーが進化し、周波数分析のデータを使って問題の部分を瞬時に検索したり、棘
波の自動解析の基礎データを提供したりと、臨床面のみならず学問としての脳波学にも大きく貢献して
いる。
　私は長くてんかん外科を専門としてきたが、我々の方面にもデジタル脳波はただならぬ貢献をしてい
る。むしろデジタル脳波がなければ不可能な領域も多く存在する。ここではその一端を振り返ってみた
い。

てんかんモニターの紙出力からビデオ脳波（周波数変調方式）へさらにデジタル脳波
　難治性てんかんの手術においては術前に焦点の部位同定が必須である。最も信頼性の高い同定方法は
頭皮電極あるいは頭蓋内電極を用いた持続脳波モニターで、長期間にわたってビデオ画像とともに脳波
を記録し、発作を補足する方法である。頭皮電極と頭蓋内電極の長所短所はここでは述べないとして、
いずれにしても、患者は長期間ベッド上で寝起きし、ベッド上の患者をビデオで記録すると同時に同期
させて脳波を長時間記録する装置が必要となる。脳波をテープに記録すればよいではないかという考え
もあると思うが、脳波のような低周波の信号はそのままではテープには記録できず、のちの高周波の周
波数を脳波の低周波信号で変調して記録する方式の出現を待たねばならないのである。1990年ころまで
はそのような専用の優れた装置がなかったので、普通に使われていた紙記録式の脳波計を用いて、上方
に設置したビデオカメラで紙の書き出し風景を記録し同時に別のカメラで患者画像を記録する。この二
つのビデオ画像をビデオミキサーで一画面に再構成してビデオテープに記録するというのが当時として
は最先端の記録装置であった。何が起こるかというと受け持ち医は脳波用紙がなくなるごとに２時間に
１回用紙交換し、ビデオカセットは６時間ごとに交換するという作業を、昼夜を分かたず行わなければ
ならない。患者にとってもさることながら主治医にとってはまさに地獄のような検査であった。用紙や
ビデオを交換している間のわずかの休止期に待ち望んだ発作が起きてしまうという、泣くに泣かれない
エピソードも限りなく、現在では考えられないつらい経験をした。それでも最先端の検査だという自負
と、結果が通常脳波では得られない明確な検査結果が得られるという期待とで皆頑張ったように記憶し
ている。1990年ころになると、脳波を周波数変換してビデオに記録する方法が開発され検査を巡る環境
は一変した。すべてが一本のビデオに収まるので６時間に一度ビデオカセットを交換すればよくなった
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のである。さらに時代は下り、デジタル脳波計が登場。ビデオも PC で記録できるようになると、交換
作業なるものはすべてなくなり、ただひたすら RAID に記録がたまってゆく、再生作業も楽になって
きた。
　このように脳波とビデオを効率的に記録観察することができるようになったが、それにとどまらずデ
ジタル脳波でなければできない領域も次々に生み出されている。その一つの例が200HZ 以上の高周波
帯域の脳波である。ペンレコーダーも時代には決して記録できなかった周波数で、てんかん焦点近傍で
は高周波律動が発作に先行して現れることが焦点同定の大きな指標とされるようになってきた。さらに
高周波律動の出現領域を周波数マッピングして可視化することで焦点の広がりも同時に知ることができ
る。これらデジタル脳波ならでは知見といえよう。このようにてんかん学にとってもデジタル脳波のイ
ンパクトは大変大きく、脳波解析の基礎となる重要な技術である。今後のさらなる変革を期待してい
る。
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日本臨床神経生理学会の歴史
筋電図・神経伝導分野

産業医科大学名誉教授　　　　　　　

村　井　由　之

　私は、臨床神経整理部門の論文が評価されて、マイアミ大学の Department of Neurology で instruc-
tor として、２年間勤務致しました。評価された私の業務は殆ど末梢神経を刺激して得られる誘発筋電
図の領域の仕事でした。筋肉に針電極を刺入して得られる安静時の筋活動は、時実先生の時代の業績に
頼っていましたが、日本では殆ど観察することが出来ませんでした。観察できたのは fasciculation po-
tential のように、巨大なものばかりです。
　マイアミ大学の前任者は、地元で開業直前でしたが、私が安静時の筋活動を全く知らないのを知っ
て、数か月指導してくれました。マイアミで、人の筋肉に針電極を刺入すると、これまで、銀座から夜
空を見ていたのが、突然北アルプスから見る夜空のように、様々の電気現象が見えて来ました。end-
plate potential も end-pate noise も遠くの、筋繊維攣縮も極めてよく観察されました。これらの現象
は、見たことはないが、時実先生のご本で学んで知っていました。実際に観察したのは、これが初めて
でした。
　帰国後、日本の針電極の先端の顕微鏡写真をとっては頂きました。封入電極の表面は塗料で覆われ
て、表面に露出していません。その写真は、日本脳波・筋電図学会の特別教育講演会で紹介させて頂き
ました。
　時実先生は、注射針にエナメル線を挿入して電極を作り、数々の業績を残されました。現代の研究者
は、会社が作った機械や道具を使って仕事をしています。それが悪いことではありませんが、我々は、
会社が作ったものを、常にチェックしなくてはなりません。
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日本臨床神経生理学会の歴史
筋電図・神経伝導分野

和歌山県立医科大学名誉教授・名誉会員　　

玉　置　哲　也

　1964年に、著者は千葉大学医学部整形外科に大学院生として入局し
た。直ちに筋電図班に配属され、さらに、二年間第１生理学教室に学内
留学することとなった。
　当時、整形外科筋電図室で使用していた筋電計は、記憶するかぎりで
は、真空管方式の三栄測器社製のもので、使用していた針電極は電線に
つながれており、当然使い捨てではなく、一件の検査終了時にアルコー
ル綿で拭いて再度使用するものであった。
　入局した年に、日本筋電図学会に出席したが、激しい議論がなされて
いたことに驚いたこと以外には詳細な記憶はない。しかし、当時の会員
には、時実利彦、藤森聞一、島津　弘、本間三郎、加藤正道先生（以後

敬称略）など基礎研究者も多く、津山直一、佐藤勤也、祖父江逸郎、中西孝雄など臨床系の研究者との
間で厳しい意見交換が行われており、それがこの学会の魅力となっていた。
　今回、私に与えられたテーマは筋電図・神経伝導分野についての筋電図学会における話題の変遷につ
いてについて述べることとされている。しかし、著者が筋電図に興味を持ち始めた頃にはすでに H 波
が脊髄機能、特に固縮ならびに痙縮の研究手段として注目されており、脊髄機能に関する臨床神経生理
学的研究の発表の場は筋電図学会であった。その後もこれは継承されており、従ってこの項では脊髄機
能研究の推移についても述べさせて頂くこととしたい。
　筆者が渉猟した記述によれば、昭和23年（1946）に筋電図研究会が発足し、昭和27年（1952）には筋
電図学会となっている。さらに、昭和46年（1971）に日本脳波筋電図学会として、それまでも同日に開
催されていた脳波学会と合併し、学会誌「脳波と筋電図」を1972年に発刊することとなった。その後、

左から　木村　淳，玉置哲也、柳沢信夫、橋本　勲先生
第27回日本脳波筋電図学会において

本間三郎先生
1998年第28回日本脳波筋電図学会にて
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平成16年（2004）には日本臨床神経生理学会として発展し、学会誌も「臨床神経生理学」と改変された
ことはご承知のとおりである。
　この学会の萌芽期の時代，すなわち昭和27年（1952）に、我が国における筋電図検査・研究の起爆剤
ともなった時実利彦、津山直一による「筋電図の臨床」が出版されたことを忘れてはならない。そこに
は、電位記録のための増幅器の配線図、針電極の作成手順などが詳しく述べられており、初期の筋電位
記録は研究者の手作りの機器と電極で行われていたことが示されている。その後、筋電図検査は、1960
年代後半の頃からの電気回路のトランジスター化によるハードウェアの進歩があり、それに従って針電
極並びに表面電極の改善が行われ、現在の方法論が確立したと言える。すなわち針電極はまずオートク
レーブによる消毒が行われるようになり、その後ディスポーザブルとなった。記録機器も集積回路化さ
れて格段の進歩を遂げ、現在の増幅器並びに信号処理システムの完成度は高い。
　わが国における筋電図検査が東京大学整形外科教室から始まったこともあり、初期には整形外科学分
野で多く用いられた。しかしその内容は、残念ながら臨床症例の機能的診断あるは鑑別診断を目的とす
る域を出るものではなかった。神経内科領域の利用も、その範囲を大きく超えるものではなかったと考
える。その後、さらなる電子機器の発達と各種電極の開発に伴い筋電図検査はルーティン検査として定
着してきたが、筋電図記録波形の分析、特に臨床診断学的応用に関しては、画期的な方法論の発展は乏
しかったと言わなければならない。しかし、筋電位の定量的分析の試みが　Fritz Buchthal, により提
唱され、更に、single fiber EMG を開発した Erik Stålberg により改良されて現在は以前よりは簡単に
定量的分析は行えるようになっている。また、その為のソフトウェアが装備された機器も購入すること
が出来る。国内でも河合謙一、有村公良、正門由久らにより臨床応用がなされた。しかし、我が国では
検査と分析に時間がかかることから定着せず、従来通りの熟練度が関与する半定量的ともいえる主観が
入る可能性を排除できない方法で、波形診断が行われているのが現状であると云わねばならない。
　神経伝導検査は従来から整形外科領域疾患の鑑別あるいは確定診断のために用いられており、その臨
床的価値は高い。従来の方法論に画期的とも云える展開を呈示されたのは木村淳であり、京都大学に
1989年に赴任されて以来、本学会に大きく寄与された。既に開発されておられた末梢神経へのいわゆる
inching method の導入、脊髄神経伝導速度測定を目的とした F 波の利用、collision 法による選択的伝
導速度測定法の導入など神経伝導の可視化と臨床応用の可能性を示された。また、中西孝雄は遠隔電場
電位が容積導体の impedance 変化に起因するものであることを基礎実験を行って実証し、多くの臨床
家の考察に裏付けを行った。さらに、記憶されるべきは microneurography の導入である。独自に開発

Ernst Niedermyer 先生
1998年第28回日本脳波筋電図学会

Erik Stålberg 先生と玉置哲也会長
1998年第28回日本脳波筋電図学会
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下地恒毅新潟大麻酔科教授と玉置哲也

坪川孝志先生
1998年第28回日本脳波筋電図学会

Prof. Niedermyer, Yamada, ?
1998年第28回日本脳波筋電図学会

若き日の園生雅弘先生
1998年第28回日本脳波筋電図学会

したタングステン電極を、自分の尺骨神経に刺入部に瘢痕が出来るほど多数回刺して、この方法の普及
を図ったのは Karl-Erik Hagbarth である。この方法により、ヒトの筋紡錘発射を末梢神経から観察出
来るなど、末梢神経のみならずその終末器官の機能分析をも可能とする方法論である。真野忠明、桑原
聡らにより臨床神経生理学的手法として応用されていたが、その侵襲性から現在は殆ど利用されていな
いのは残念である。
　先に述べたように、脊髄への臨床神経生理学的アプローチもこの筋電図学会で論じられていた。筆者
が参加し始めた昭和39年（1964）には既に H 波を利用した痙縮、固縮の臨床的分析が藤森聞一、本間
三郎、堀　浩などによって試みられており、前角細胞の運動ニューロンプールの定量的観察の試みなど
がなされていた。 また、脊髄伝導路については島村宗夫らによる脊髄・延髄・脊髄反射（SBS 反射）
も話題になっていた。その後1971年には下地恒毅らによる末梢神経幹刺激脊髄誘発電位、玉置ら、黒川
高秀らによる脊髄刺激・脊髄記録電位が発表されている。また、四宮謙一ら、谷　俊一らは大脳刺激に
よる下行性電位あるいは尾側脊髄刺激による上行性電位を頸髄高位で捉え、脊髄障害の高位診断を行っ
た。特に筆者らによる術中脊髄機能モニタリングを目的とした脊髄誘発電位の利用は、その後多くの整
形外科領域の研究者の研究対象となった。最近では大脳刺激筋誘発電位の利用も含めて、術中脊髄機能
モニタリングの研究とその普及に本学会が大きく貢献してきている。
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日本臨床神経生理学会の小史
脳波分野

名誉会員　　　　　　　　　

加　藤　元　博

　この度、日本臨床神経生理学会が50周年の記念すべき年を迎えたこ
と、心からお祝いしたく思います。この半世紀の間、本学会は活発な活
動によってめざましい発展を遂げたことを、心からうれしく思っていま
す。
　50年といえばもちろん長い年月ですが、今振り返るとついこの前のこ
とだったという感じもあります。以下、思い出すままにこの50年間を振
り返ってみたいと思います。
　本学会の第１回学術大会とされる“第１回日本脳波 ･ 筋電図学会”の
開催当時（1971年：昭和46年）はアナログ型の脳波計と筋電計が主要な
検査機器でしたが、1965年頃から初期の医用コンピューターが市販開始

され、大脳誘発電位の研究が緒についた頃で、何か新しい時代が始まるような期待に満ちた時代でもあ
りました。しかし検査機器の種類と性能はまだまだ低く、今日のように電気生理に加えて磁気生理、さ
らに画像解析など脳神経 ･ 筋の生理的解析が詳細かつ多面的に可能になる時代が来るとは、当時想像も
つかないことでした。
　“第１回日本脳波 ･ 筋電図学会”が発足する以前には、“日本脳波学会”、“日本筋電図学会”の二つの
学会が独立して活動していました。いわば“有史”以前に本学会の基礎となる学会活動が存在していた
わけです。私はこの二つの学会創立当時のことは知りませんが、学会の回数から逆算すると、日本筋電
図学会は1948年（昭和23年）、日本脳波学会は1952年（昭和27年）の創立と考えられます。私はこの二
つの学会に1963年頃に入会しましたが、学会場での熱い討論に圧倒された記憶があります。特に筋電図
学会でのＨ波に関する討論には熱が入っていたように覚えています。第２次世界大戦終了後の混乱時期
に脳神経 ･ 筋の生理学的研究の必要性を感じ、学会の組織と運営に尽力された先達・諸先輩の先見の明
と懸命のご努力に改めて感謝したいと思います。
　さらに本学会の活動として特記すべきことに、“技術講習会”の毎年開催があります。この講習会
は、その回数から逆算すると1964年（昭和39年）に始まり、検査技術師はもちろん、若い医師や研究者
の学習の場として実績を重ね、現在もなお重要な役割を果たしています。企画に当たっては本学会“技
術教育委員会”と当年度の学会会長との緊密な連携のもとに案が練られ、会長のご援助のもとに講習会
が開催されてきました。私も1991年12月から2001年11月まで技術教育委員長として、多少のお世話をさ
せて頂く機会があったことは貴重な思い出です。
　わが国の医学会での認定医制度普及に伴って、本学会でも1990年代に入ってその機運が高まってきま
した。それに呼応して本学会では1995年の理事会で、木村淳理事長から認定制度検討開始の諮問がなさ
れ、理事会は1996年に ｢認定制度検討委員会｣ の設置を決めて10名の委員を決定し、私が委員長として
お世話をすることになりました。
　本学会は他の学会と異なり、学会員は医師、研究者、検査技術師など異なる職種の人々から成り、し
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かもそれぞれの専門分野は臨床各分野 ･ 基礎医学分野 ･ 心理系 ･ 工学系・検査技術系など、広範かつ多
彩な学際的集合団体である事から、すべての会員に平等で、しかも実効性あるメリットを生む認定制度
とするには、どのような内容にするのが最善か？という事が最も難しく､ しかし最も重要な問題であり
ました。委員会では各委員がそれぞれの立場から意見を出し合い、また諸外国の認定制度についても委
員が手分けして調査を行い、さらに会員、評議員を対象にアンケート調査も行って、議論を続けまし
た。その結果、“平等性”と“実効性”を基本理念として、①認定は脳波分野と筋電図分野に分ける、
②対象を医師 ･ 研究者と検査技術師とに分ける、③まず臨床神経生理に関する基本的な検査技術、学術
知識、経験が一定以上の水準に達している事を認定する制度から始める、④専門的で高い水準の認定は
前者の制度実施後の状況を判断して後ほど検討する、という基本方針を決定して2004年に ｢日本臨床神
経生理学会認定制度の基本理念｣ 案、｢日本臨床神経生理学会認定医制度｣ 案、｢日本臨床神経生理学会
認定技術師制度｣ 案を作成し､ 理事会、評議員会での承認後、学会誌と学会場で公表し、さらに質疑応
答を行って、正式に総会で認定制度案が承認され、“検討委員会”は2004年11月に解散しました。その
後の認定制度の実際的な立ち上げと実施のために ｢日本臨床神経生理学会認定委員会｣ が設置され、こ
の委員会が認定制度実施のための諸規則・細則の検討・立案を行い、さらに“検討委員会”では保留し
ていた“専門医・専門検査技術師”の制度まで立ち上げられて、認定制度が発足しました。この拡大か
つ完成された認定制度の開始までには多くの困難や難題があったことと思いますが､ 迅速かつ的確な対
処により制度実施へと進められた“認定委員会”のご努力に対し、心からの謝意を表したく思います。
この認定制度とともに、本学会が次の50年に向けてさらなる発展を遂げることを心から祈念しておりま
す。
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日本臨床神経生理学会の歴史
技術講習会

田崎病院　　　　　　　　　

松　浦　雅　人

　第１回脳波・筋電図技術講習会は、日本脳波学会（1952年発足）と日
本筋電図学会（1961年発足）が協力して、1964年に奈良市教育会館で３
日間にわたって開催され、2000円の参加費で約400名が参加した。当時
は1958年に制定された衛生検査技師の身分法のため、脳波を含む生理学
的検査は衛生検査技師の対象外とされていた。電気生理技術者会は1961
年に東北、1962年に関東、1963年に関西および九州で発足し別々に活動
していたが、この第1回技術講習会を契機に1965年に日本電気生理技術
者会を発足させた。これ以降、日本脳波学会、日本筋電図不学会、およ
び日本電気生理技術者会が共催して、学術大会前の２日間に技術講習会
を開催することが慣例となった。1970年には臨床検査技師法が成立し

て、ようやく脳波を含む生理検査を臨床検査技師が行うことが規定され1）、日本電気生理技術者会は日
本医用エレクトロニクス技術者会と改称した。
　1971年には日本脳波学会と日本筋電図学が合同して日本脳波・筋電図学会が設立され、教育委員会

（若林勲委員長）が設置された。その年の第8回脳波・筋電図技術講習会は東京国立教育会館虎ノ門ホー
ルで開催され、参加者は約550名と最大数を記録した。1986年には教育委員会を技術教育委員会（江部
充委員長）と改称し、日本医用エレクトロニクス技術者会が1989年に解散されるまで共催で技術講習会
を主導した。1991年にはバブル景気最盛期で技術講習会参加費は現在とほぼ同じ10000円まで値上げさ
れた。
　1991年からは学会の技術教育委員会（加藤元博委員長）が脳波・筋電図技術講習会を担当し、2000年
には学会名が日本臨床神経生理学会に改称されたため、臨床神経生理学技術講習会と称することとなっ
た。その年の第37回臨床神経生理学技術講習会は京都国際会議場で開催され約420名が参加した。2001
年にはさらに技術教育・試験
委員会（石山陽事委員長）に
改称され、脳波および筋電図
の医師・技術師育成のための
資格試験を見据えて準備を開
始した。2004年には、脳波分
野と筋電図分野について学会
認定医と認定技術師の資格認
定制度が成立し、新たに認定
委員会が発足した。また、学
会前2日間の技術講習会だけ
では教育機会が不十分なた 第５回「臨床神経生理技術講習会・東京」のスタッフ一同（2009年）
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め、日本各地域で学会関連講習会を整備することとなり、臨床神経生理技術講習会・東京は2005年から
活動を開始した2）（写真）。
　2008年には技術教育・試験委員会（松浦雅人委員長）が資格試験を準備し、翌年には第１回筆記試験
を実施し、資格試験に合格した学会認定医・認定技術師が誕生した。また、2009年からは技術講習会の
２日目と学術大会初日が重なる日程で実施し、2011年からは学術大会期間中に技術講習会を開催するこ
ととなった。これにより臨床検査技師が学術大会へ参加する機会が多くなり、臨床検査技師の学会会員
数も増加し、神経内科医に次ぐ2番目の会員数となった。2013年には技術教育試験委員会（正門由久委
員長）は、第50回の日本臨床神経生理学会技術講習会記念大会を高知市で開催した3）。その後、技術教
育試験委員会は教育委員会と試験委員会に分かれ、技術講習会は教育委員会が担当して現在に至ってい
る。

文献
1）　松浦雅人：日本の脳波研究のはじまり．九州神経精神医学　65：17-25，2019．
2）　松浦雅人：関連講習会だより（４）臨床神経生理技術講習会．臨床神経生理学　38：110-128，2010．
3）　松浦雅人：日本臨床神経生理学会技術講習会の歴史．第50回技術講習会テキスト，日本臨床神経生理学会，1-6，

2013.
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技術講習会

●●●●●●　　　　　　　　　

石　山　陽　事

　56年前の1964年9月に奈良で第13回日本脳波学会学術大会の開催時に
第１回脳波・筋電図技術講習会が主に東北・関東地区の電気技術者会と
の協賛で開催された。
　この開催を契機にこれまで各地で別々に活動し、主に脳波や筋電図な
どの患者を対象とした検査に従事していた無資格者（この中には衛生検
査技師も一部含まれていた）で構成されていた各地の電気生理技術者会

（1961年に東北、1962年に関東、後から1993年に関西および九州地区な
どに技術者会が発足）がその翌年に全国統一会として日本電気生理技術
者会を発足させた。同時に翌年（1965年）金沢での日本脳波学会と日本
筋電図学会の開催時に第２回脳波・筋電図技術講習会が日本電気生理技

術者会との共催という形で開催された。しかしこの技術者会の多くの会員は無資格者であることから、
同年に日本脳波学会に「臨床電気生理検査技術者の身分に関する委員会（藤森聞一委員長）が設置さ
れ、旧厚生省や関係団体に働きかけるなど、技師教育と資格問題等が討議された。その後この問題は
1971年に後述する日本脳波・筋電図学会の技術教育委
員会（1986年江部充初代委員長）の前身である教育委
員会（若林勲委員長）に引き継がれました。そしてこ
の年（1971年） に日本脳波学会と日本筋電図学会の合
併で新たな日本脳波・筋電図学会が誕生し第1回学術
大会が開催されました。しかし前年（1970年）の12月
に衛生検査技師の有資格者のみが経過措置として特例
講習会の受講で、患者検査ができる臨床検査技師法案

写真１・２　1981年9月13日～18日まで国立京都国際会館の国際会議場で第10回脳波・臨床神経生理学会議が
開催されたときに発売された記念郵便切手と切手シート　　　　　　　　　　　　　
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が国会を通過した。その結果これまで衛生検査技師の資格を持たない多くの電気生理技術者の資格問題
が再浮上しました。臨床検査技師法では心電図や脳波などの患者を直接扱う生理検査業務は臨床検査技
師の独占業務（業務制限）であるため、５年間の猶予期間を設けて以後の脳波検査などの生理検査業務
は臨床検査技師の有資格者であることが必要になった。このため無資格者の多いこれまでの日本電気生
理技術者会はこの日を境に「日本医用エレクトロニクス技術者会」に改名した。
　しかし前述したように所謂無資格者が多かった本技術者会は次第に会員が減り、また医療施設側も無
資格者の採用を控える傾向が年々増加して行き、結局この技術者会は資金面での問題も深刻になり1989
年（平成元年）の第19回日本脳波・筋電図学会における第26回脳波・筋電図技術講習会の共催を最後に
解散致しました。その後日本脳波・筋電図学会の全面主導で第27回以降の技術講習会は学会単独主催に
より継続されるようになった。
　以後毎年の学術大会時に技術教育委員会が1988年に発表した技術講習会運営マニュアル（このマニュ
アルは平賀旗夫先生のご尽力によるもの）を参考に大会長のお考えを生かしながら技術講習会は開催さ
れて来ました。講習会参加者は当初学会員ではない臨床検査技師などが７～８割、医師１～２割、その
他メーカ・研究者など１割程度の時代がしばらく続いた。2000年12月に本学会の第30回の学術大会総会
で日本脳波・筋電図学会が日本臨床神経生理学会に名称変更が行われた。これを境に技術講習会の参加
者は臨床検査技師ばかりではなく学会員の参加も次第に増加し、広く臨床神経生理学に関する知識と技
術の向上を目的とした技術講習会へと変貌して行った。この技術講習会は学問の発展と共に内容も進化
していることから学術大会と同等の意義をもっていることが大きな特徴である。その後2005年度に日本
臨床神経生理学会認定医・認定技術師制度の制定を機に技術教育委員会は従来の技術講習会だけではな
く、広く認定医・認定技術師の試験に関する講習会やセミナーの窓口としての役割を担う委員会として
脱皮しました。その結果1986年以来長らく続いた「技術教育委員会」の名称も認定試験も行う「技術教
育・試験委員会」に改組し、その後試験・認定委員会を作って今日に至っている。これらの認定医・認
定技術師の資格制度は「脳波分野」と「筋電図・神経伝導分野」に分類され、最初は2006年１月１日よ
り三年間は移行措置として試験を免除し書類による認定審査によって認定され、2009年度より試験制度
による認定医、認定技術師の資格制度が始まり今日に至っている。
　このように日本臨床神経生理学会の学術大会（今年で50回）と技術講習会（今年で57回）が50年以上
という半世紀もの長きにわたり表裏一体となって発展して来たことは本学会が臨床・基礎医学、工学、
心理などの様々な領域を包含した学術研究に加えて臨床業務を担う学会会員ならびに現場の医療技術者
の長きにわたる努力によるもので、他に類を見ない技術講習会である。

写真３　opening ceremony で挨拶する江部充先生 写真４　左から筆者（石山）、江部先生奥様、江部充先生、
野沢胤美先生、本間伊佐子先生  　　　
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認定・専門医制度
①設立の経緯と黎明期

福岡国際医療福祉大学・医療学部・視能訓練学科　　

飛　松　省　三

　それは、2004年１月２日の柴崎元理事長のメールから始まった。その内容は、１）旭川での総会で認
定医および認定検査技術師の２種類について認定制度を設けることが決まった、２）2003年12月25日、
学会事務運営の拡大委員会で、早期に認定委員会（仮称）を設立することが決まった、３）私（飛松）
に認定委員会（仮称）の委員長を務めていただきたい、４）領域の代表者（ただし脳波と筋電図・伝導
検査のみで誘発電位は含まれない）を数名選び、認定制度設立準備ワーキンググループ （WG）（仮称）
を作って、認定制度を進めていただきたい、であった。そのときは、理事ではなく評議員だったので、
そのような大役を仰せつかることは想像だにしていなかった。また教授になって３年が経ち、ようやく
研究体制が整い、今年は研究に注力しようという、密かな新年の抱負があった。複雑な思いはあった
が、学会認定制度を創るということは、本学会のさらなる発展につながると考え、委員長職を引き受け
た。
　認定制度に関して、それまでの経緯を簡単に振り返ると、加藤元博認定制度検討委員会委員長が認定
制度導入の基本的理念を構築されておられた。その要点は、本学会が当面導入する認定制度（案）は、
１）「認定制度の基本理念」、「認定医制度」、「認定技術者制度（後に技術師に名称変更）」、「附則」で構
成されるが、「やさしいレベル」（minimum requirement）の認定制度である、２）「資格」を認定する
ものではなく、「知識・技術があること」を認定する制度である、であった。
　時間が切迫していたため、認定制度設立準備 WG のメンバーは、柴崎理事長、加藤委員長と相談し
ながら、本学会の特徴である学際的なメンバーを選んだ。WG メンバーは後の認定委員会のメンバーと
なった。

　　　委員長　　飛松　省三　　九州大学大学院医学研究院臨床神経生理学分野
　　　委　員　　池田　昭夫　　京都大学医学部臨床神経学
　　　　　　　　小国　弘量　　東京女子医科大学小児科
　　　　　　　　幸原　伸夫　　神戸市立中央市民病院神経内科
　　　　　　　　園生　雅弘　　帝京大学医学部神経内科
　　　　　　　　高橋　　修　　市川市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院臨床検査科
　　　　　　　　野寺　裕之　　徳島大学医学部神経内科
　　　　　　　　星田　　徹　　県立奈良病院脳神経外科
　　　　　　　　正門　由久　　慶應義塾大学月が瀬リハビリテーションセンター
　　　　　　　　松浦　雅人　　東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科
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　一同に介して face-to-face で審議することはせず、基本的にはメンバーでのメール審議を行い、「認定
制度の基本理念」、「認定医制度」、「認定技術者制度」、「附則」についてそれぞれ審議し、以下のロード
マップを念頭において認定制度導入の準備を開始した。また、申請書の様式は、できるだけ簡単なもの
にすることを決めた。
　
　・2004年度総会 : 認定委員会の設置を総会で承認。
　・2005年春頃 : 移行措置による認定 ( 書類審査 ) の実施を公示。
　・2005年秋頃までに : 「認定医」ならびに「認定技術師」の概要を決定。
　・移行措置による認定の実施 : 2006年、2007年、2008年春頃に、年１回行う。
　・試験による認定 : 2009年度に開始。
　
　第１回の移行措置による認定では、認定医 脳波分野241名、認定医 筋電図・神経伝導分野163名、認
定技術師 脳波分野56名、認定技術師 筋電図・神経伝導分野42名であった。当初の予定通り、移行措置
による認定（書類審査）は2008年度で終了し、2009年度からは試験による認定が始まった。第４回の試
験による合格者は、認定医 脳波分野16名、認定医 筋電図・神経伝導分野16名、認定技術師 脳波分野55
名、認定技術師 筋電図・神経伝導分野　36名であった。さらに第1回で認定された人達の５年後の更新
者数は、認定医 脳波分野227名、認定医 筋電図・神経伝導分野158名、認定技術師 脳波分野52名、認定
技術師 筋電図・神経伝導分野42名であった。このような状況から認定制度は本学会に根付いたものと
判断し、安心して2012年度に園生雅弘先生に委員長職を引き継ぐことができた。
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日本臨床神経生理学会の歴史
臨床神経生理認定・専門制度

②来し方行く末

認定委員長　　　　　　　　　

園　生　雅　弘

　私が当学会の認定制度に関わり始めたのは、飛松先生の原稿にある2004年（以下当学会年度でなく実
年で記載）の認定制度設立準備 WG からである。以後、認定委員会委員（2004年～）、同委員長（2012
年～）、試験認定委員会委員長（2014年～）、専門医制度委員会委員長（2015年新設、2018年専門制度委
員会に名称変更～現在）、再分離後の認定委員会委員長（2018年～現在）と、ずっと認定・専門制度畑
を歩いてきた。委員会に実に16年以上所属しており、普通に考えると任期を大幅に過ぎているのだが、
委員会名称が変わるたびに任期もリセットされるので認識されていない（笑）。ちなみに、同じく2004
年からずっと継続して委員でおられるのが正門理事長である。
　飛松先生から認定委員長を引き継いで欲しいと言われたのは、大震災からほどない2011年５月の名古
屋の神経総会の時だった。お引き受けしたものの、３月に受験資格審査、６月に認定更新審査をするだ
けの「暇な委員会だな」と感じていたが、全くそうではなかった。まず、学会内では教育面を充実すべ
きという考えの元、2014年に技術教育・試験委員会から、試験業務を認定委員会に移行して、試験・認
定委員会となり、委員も一挙に20人を超える大所帯となった。しかしこれは後に業務過大のため再度試
験委員会と認定委員会に分離する（2018年）。
一方、認定委員長を引き継いだ2012年の末頃から新専門医制度問題が表面化する。既に実績を重ねてい
た臨床神経生理認定医について新制度に対応すべきとの考えから、2014年より有楽町の専門医機構を訪
問するなどして情報を得て、これからできる未承認診療領域連絡協議会に入る準備をぼちぼち始めてい
た。それが2015年３月９日に、事務局に少し前に届いていた同協議会への入会申請が３月11日締切りと
わかり、人生で一番長い２日間が始まった。リハ学会での経験をお持ちの正門先生、試験各分野の取り
まとめ委員に多大なご協力をいただいて、整備指針に則ったプログラム作成、そして研修カリキュラム

（到達目標）を２日間で何とか形にして提出したのである。このような業務が今後激増することが予測
されたため、2015年に専門医制度委員会の設立を正門先生と共に提案し、理事会承認されて活動開始し
た。
　以後、新制度対応も視野に入れて、認定医・認定技術師から専門医・専門技術師への名称変更（2015
年）、指導医・施設認定制度の創設（2015年承認。2017年より認定開始）、規則・細則の規約体系の整備

（2016年）、試験認定関係料金の支出に見合った改定（2016年）、術中脳脊髄モニタリング専門医・専門
技術師制度創設（2018年。2019年に認定医・認定技術師に名称変更）と移行措置認定開始（2019年）、
認定試験への面接導入（今井委員長の新試験委員会の下、2019年開始）、アンケート調査に基づく、専
門医・専門技術師それぞれの研修カリキュラム確定（2020年）、てんかん認定施設勤務の医師について
の脳波専門医資格の移行措置付与（2020年総会承認目標）など、多くの制度整備を行なってきた。中で
も、指導医・施設認定制度の認定を開始した翌年の診療報酬改定において、脳判検査判断料1（350点、
通常は180点）の施設基準に当学会認定施設が含まれたことは特筆される。
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　今後の当学会認定制度の課題としては、１）e-learning の導入と e-learning での認定点数付与、２）
受験資格、認定更新について、機構専門医に準拠する制度改訂を行うか？３）そもそも機構専門医を目
指すか？などが挙げられる。１）については、GSK 株式会社からの医学教育助成を得て、e-learning シ
ステムが構築でき、コンテンツ蓄積も開始した（筆者はこれを担当する医学教育助成遂行委員会委員長
も2017年～2020年に担当し、松本理器委員長に引き継いだ）。コロナ禍の中 web 配信が比重を増してお
り、それへの対応も関連課題となりつつある。３）については、当学会は元々機構専門医認定を目指し
て活動してきたが、2019年に機構が既に認めていた内科等の subspecialty について、厚労省部会から
待ったがかかり、1.5階（従来の２階と同じ）、２階、３階に再編されるという事件があった。機構専門
医認定は今後かなり抑制的になることが予想される中で、当学会専門医が機構専門医になることのデメ
リットも再考の必要があるかもしれない。これは、認定のための納付金の他、領域講習で機構の基準を
真面目に満たすのは出席管理の負担が大き過ぎる、他科の制度導入後学術大会で指摘される弊害などが
挙げられる。２）の中で取り入れる価値のあるものは導入を検討しつつ、機構専門医の動向を注視すべ
きだろう。
　機構専門医になるならないに関わらず、医師が脳波を判読し診断する、筋電図・神経伝導検査を施行
し電気診断を行う、技術師が脳波や神経伝導検査を正確に施行するなどは、豊富な経験と熟練が要求さ
れる高度技能であり、それが不十分なことは直ちに誤診につながりかねないという事実が、当学会が
しっかりした専門制度を確立・運用すべき所以である。海外で当領域専門資格が確立されている（北
欧・イタリアなどでは基本領域）のもこのためである。2019年末現在で脳波分野専門医565名、筋電図・
神経伝導分野専門医496名、合計747名（両分野取得者がいるため）、脳波分野専門技術師319名、筋電
図・神経伝導分野専門技術師259名、合計361名が認定されているが、学会員人数、実際の検査従事者か
ら見るとまだまだ少ない。セミナー等の教育事業の拡充との両輪で、専門・認定制度のさらなる充実・
実質化を今後とも目指すべきと考える。
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第10回国際筋電図・臨床神経生理学会学術大会
（1995年10月15日～19日、国立京都国際会館）

（The X International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology）

神戸市立医療センター中央市民病院脳神経内科　　　　　

幸　原　伸　夫

　1995年10月に日本脳波・筋電図学会、日本学術会議、財団法人精神神経科学振興財団の三者合同主催
のもとに木村淳先生を会長として京都で第10回国際筋電図・臨床神経生理学会学術大会が開催され、最
終的に同伴者105名を含めて1505名、うち海外からは45カ国664人に及ぶ参加があり成功のうちに終わり
ました。プログラム（写真１）をみると各国から寄せられた約700題の一般演題の他３題の特別講演、
12題の招待講演、12のシンポジウム、38のワークショップ、12のサテライトシンポジウムが組まれおり、
それぞれで活発な討議や交流が行われました。
　本会議の日本開催が決定しその準備が始まった1991年頃からバブル崩壊後の日本経済の低迷が始まり、
開催年の１月には阪神淡路大震災、３月にはオウム事件、また１ドルが80円を切る円高といった不安要
素を抱えて、本当に外国から人が参加してくれるか、財政的に大丈夫か、といった心配のなかで準備が
進められました。日本側では木村会長、柳沢信夫（事務局長）、下地恒毅（財務委員長）、柴﨑浩（プロ
グラム委員長）、藤原哲司（接待委員長）、下河内稔（会場運営委員長）の各先生を中心とする国内組織
委員会が作られました。多額の委託費を払えば会議を取り仕切る業者が当時でもありましたが、このよ
う背景から経費節約のため専門業者には委託せず、運営実務は京都国際会館の担当者と京大神経内科・
脳病態生理学講座を中心とするスタッフで主に行うことになりました。当時中堅であった私も事務責任
者であった京都大学神経内科の秋口一郎先生のもとで福山秀直、梶龍兒、長峯隆、池田昭夫の各先生ら
とともに会議が近づくにつれ毎日山のように降りかかる決裁事項やトラブルを処理するのに追われた
日々を懐かしく思い出します。また期間中は全国の10大学に各会場の担当をお願いしてオールジャパン
体制で大会運営を行いました。世の中はアナログとデジタルの過渡期であり発表はまだスライド投影の
時代でした。慣れないことばかりで苦労はしましたが、問題が生じ
てもフレキシブルに対応が可能でもあり自分たちで手作りした会議
という実感がありました。大会後に作った報告書（これも当時世の
中に出始めていたページーメーカという Macintosh の出版用ソフ
トを使って自分たちで編集、製版しました）の中をみると10月15日
午後５時半から柳沢信夫事務総長の司会で開会式が始まり、木村淳
会長のユーモアあふれる歓迎の挨拶ののち IFCN 理事長の Carl 
Lücking 博士が「画像と分子生物学的方法が神経疾患の診断にます
ます重要になってきた時代において、機能を評価する臨床生理学の
意義は一層明確にされるべきである…」といった今に通じる祝辞を
述べておられます（写真２）。開催初日には pre congress program 
として EMG と神経伝導検査のハンズオンが開かれました。ハンズ
オンは今ではあたり前のことになっていますが日本ではまだ珍しい
ことだったと思います。Video Game induced Seizure のシンポジ 写真１　プログラム

112 国際学会・学術大会



ウムも平行して開かれておりポケモンけいれんが社会的な話題になった時代でした。
　特別講演では阪大の津本忠治教授のシナプスの可塑性（Berger Lecture）、エール大学の Waxman 教
授の神経軸索のチャンネル（Adrian Lecture）、ウプサラ大学の Hagbarth 教授の micronuerography
を用いた筋紡錘の生理（Kugelberg Lecture）という生理学の大御所による講演が行われました。Hag-
barth 先生の講演を聴きながら「素晴らしいなあ」と感動しながら連日の疲れで居眠りしていたことを
これを書きながら思い出しました。シンポジウム、ワークショップ、ポスターセッションの内容につい
ては割愛させていただきますが、海外から多くの参加者が来られたことで、日本人参加者との交流も深
まり臨床神経生理学会の本当の意味での国際化の始まりになったのではないかと思います。
　日本の国力が頂点に達した当時の時代背景もあり、事務局としては最大限のホスピタリティーに注力
しました。毎朝ポスター会場（写真３）にはドーナツやパンとコーヒーの準備をし、お昼もサンドイッ
チやカップヌードルなどの用意し好評でしたが、この数の「読み」がなかなか難しく足らなくならない
ようにまた余らないように発注に気を配りました。海外からの参加者や同伴者にとっては観光も大きな
楽しみでしたから、参加費を学会側が半分負担する格安日帰りツアーをいくつか計画し（パレスツアー、
大原ビレッジツアー、京都市内観光、奈良ツアー）いずれも好評でした（写真４）。海外のお客様の接
待では木村先生の奥様も大活躍で会を側面から盛り上げてくださいました。今の時代から考えるとかゆ
いところに手が届かんばかりの細かさでの対応でしたが、まだインターネットもなく、駅や街中では英
語表示でさえ一部に限られていた時代にあって海外からの参加者に不自由をかけまい、日本に良い印象
を残していってもらいたいと願う一心で計画したことを思い出します。
　最終日の19日、夕方６時半よりその日から始まった第25回脳波・筋電図学会学術大会と合同での懇親
会・フェアウエルパーティーが島薗安夫先生の乾杯の音頭と共に始まり、参加者はみな忘れがたい思い
を残して全日程が終了しました。財政的な心配をしながらの開催でしたが、木村会長始め多くの方々の
努力、多くの団体・企業などのご協力、さらに脳波筋電図学会会員からの2500万円に達する醵金（当時
の本会議への期待を反映していると思います）と徹底した事務経費の節約で最終的にはかなりの黒字と
なり、余剰金はその後の本学会の財政基盤を強化することに寄与することになりました。歴史というの
は後から振り返って初めてそのことの意義がわかるものですが、当学会の発展にとっては大きな節目と
なった国際会議であったと考えています。

写真２　開会式

写真３　ポスター会場

写真４　奈良ツアー
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第29回国際臨床神経生理学会を主催して 
組織委員会委員長　　　　　　

柴　崎　　　浩

　第29回国際臨床神経生理学会は2010年10月28日から11月１日まで神戸国際会議場で開催された。その
詳細は同学会組織委員会事業報告（参考文献）に報告したので、本稿ではその特記すべき点を以下にま
とめる。

１．計1,661名という多くの参加者があり、一般演題941題の投稿を受けた。その要因として、参加登録
費を早期事前35,000円（学生20,000円）、後期事前40,000円（学生22,000円）とこの種の国際学会と
しては格安に設定し、当日受付でも45,000円（学生25,000円）としたことがあげられる。本国際学会
は日本臨床神経生理学会の主催ではあったが、その国際母体である国際臨床神経生理学会連合（Inter-
national Federation of Clinical Neurophysiology, IFCN）および内閣府日本学術会議から共同開催の
形で経済的支援を受けた。海外招聘者の参加登録費は免除したが、旅費と滞在費は原則として主催者
側からは負担しないこととし、その代わりに Honorarium/Reimbursement として、講演の種類と演
者の在住地域に応じて比較的少ない謝金を支払った。そして、特別講演以上の海外招聘者には３泊分
だけ宿泊費を組織委員会が負担した。開催地として神戸を選んだ理由は、過去２回の大会がいずれも
京都で開かれたこと、神戸市の協力により経済的に有利であること、および観光地京都・奈良に近い
ことであった。なお、組織委員会委員長の柴崎はちょうど IFCN のプレジデントも務めていたので、
便利な面も多かったが、多少やり難い面もあった。

２．セッションに広範な領域を取り入れ、脳機能イメージングや超音波による末梢神経診断など、当時
の最先端のトピックも盛り込んだ。

３．とくに若手研究者の参加を推奨した。ポスター演題の抄録提出時に応募した40歳以下の研究者のな
かから、プログラム委員会による審査によって選ばれた20名に、Young Investigator Award として
各500US ドルが授与された。そのほか、各国学会の推薦を受けた40歳以下のポスター発表者計85名
に恒例の IFCN Fellowship が授与された。

写真１　開会式における淡路人形浄瑠璃の口演
（神戸国際会議場）

写真２　開会式後のWelcome Party
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４．全ての参加者に満足していただけるように、事前に周到な準備を行った。事前に送信した招待者に
対するメールなどの文面には、主催者が入念に目を通して、不都合が生じないように注意した。そし
て、参加者に配布する資料について、前日に主催者がすべての封筒の中身をチェックして、間違いが
ないか確認した。また、開会式における淡路人形浄瑠璃の公演、Gala Dinner におけるモダン琴およ
び神戸ジャズグループの演奏、学会期間中のフレンドシップ サロンにおける茶の湯。いけばなと書道、
同伴者プログラムのバスツアーなど、すべて主催者、地元の組織委員またはその関係者が現地、会場
または演奏者を直接訪問して入念に視察・視聴し、できるだけ食事の内容も試食して、必要に応じて
提言した。その結果、帰国した多くの海外参加者から、学術活動についてもソーシャル活動について
もこの上ない賛辞が届けられた。これも偏に組織委員会委員、JSCN 会員、多くの協賛団体・企業、
国内外からの多くの参加者、JTB Communications、およびその他関係者の協力のおかげである。

参考文献
第29回国際臨床神経生理学会組織委員会．第29回国際臨床神経生理学会組織委員会事業報告．臨床神経生理学　39：
61-82，2011．
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2SFEMG/QEMG 2010 Kobe 
帝京大学神経内科　　　　　　

園　生　雅　弘

　2010年10月27、28日の両日、XIXth International SFMEG and QEMG Course and XIth QEMG Con-
ference（SFEMG/QEMG 2010）が、神戸国際カンファレンスセンターで、柴崎浩先生会長の ICCN 
2010 Kobe との joint meeting として開催されました。会長は有村公良先生で、本来ならこの原稿は有
村先生にお書きいただくべきですが、副会長というより実質事務局をやっていた私の所に資料類はある
だろうということで、有村先生から私に執筆のご下命がありました。
　SFEMG/QEMG 学会は SFEMG の開発者であるウプサラ大学の Erik Stålberg 先生（以下 Erik）を
中心に1977年にスタートしました。その後ヨーロッパ・北米を中心に学会が開催されていましたが、
2007年のリュブリアナ（スロベニア）での学会で、次期学会の開催国を決めるビジネスミーティング
で、2010年の日本での開催が有村先生及び Erik により提案され、ほぼ満場一致で認められました。
ICCN2010が日本で開かれるという絶好の機会を捉えたもので、その目的は日本を含むアジアで
SFEMG・定量筋電図を広めることにありました。
　ウプサラの Erik のところに留学経験があったのは、有村先生ご夫妻と私、及びそれぞれの門下生だ
けだったので、有村公良先生が会長としてでんと構えた支柱となり、かつ Erik を始めとする外部との
交渉を受け持ち、私が副会長として抄録集作成・広報・参加者管理等の実務を担当しました。財務に桑
原聡先生、有村由美子先生にご就任いただき、桑原先生が学会を成り立たせるための財政面、有村由美
子先生が PCO との交渉と特に懇親会の計画と、分担して行いました。国内組織・学術委員として、馬
場正之先生、今井富裕先生、幸原伸夫先生、国分則人先生、小森哲夫先生、正門由久先生にもご参画い
ただき、その他の関係皆様の力も合わせた総力戦で準備を進めました。国際名誉会長に、Erik に加え
て、Donald Sanders 先生、Joze Trontelj 先生にご就任いただき、プログラム内容は有村先生が Erik
と相談しながら決められました。
　メールを見返すと2008年の夏頃から本格的な用意を始めています。前年にはフライヤーも作成して

（図１A）様々な手段での広報も行うなど相当な準備をしていましたが、前年2009年９月にユタでの
SFEMG course（会長 Mark Bromberg 先生）に当科畑中と共に下見を兼ねて参加した時に、行くまで

プログラム内容も不明で HP もなく、参加者25
人のこじんまりとした会でしたが、とても at 
home で楽しく、その頃はもうしゃかりきに準
備をしていた我々からすれば、「ああこれでも
できるんだ」と気が抜けたというか、度胸が
座ったというか、その点ではいい経験でした。
とはいえ本番が近づくと加速度的に忙しくな
り、特に個人的には PCO の不手際が直前に発
覚して、結局参加者と参加費管理を全部私の方
ですることになるなど本当にたいへんでした
が、ともあれ本番を迎えることとなりました。
　プログラムでは国内外の多くの expert のレ図１　フライヤー（左）と記念誌の表紙（右）
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クチャーの他、初日午後に１クール、２日目午前に２クール、各60分のライブデモが７ブース並行で企
画され、内外 expert が SFEMG を含む様々な手技の demonstration を行いました。Erik, Don, Joze に
加え、木村淳先生の Blink reflex、Luca Padua 先生の神経超音波、Simon Podnar 先生や Sanjeev 
Nandedkar 先生の MUP 解析など、海外の高名な先生方の実技を日本人参加者が間近で見ることがで
きたのは得難い経験でした。国内講師も数人デモを行いましたが、筋電図・神経筋電気診断セミナーで
経験を積んでいたことも大きく、皆手慣れたものでした。
　初日の夜には懇親会が企画され、上杉春雄先生の司会で、Erik の挨拶に始まり乾杯の音頭は Tron-
telj 先生、余興は私のまあどうでもよい日本と関西の歴史と観光案内のプレゼンに加え、時勝矢一路氏
率いる鬼太鼓座の迫力溢れる和太鼓が、何より日本文化を伝えるものとなりました。有村由美子先生
チョイスの心尽くしの料理を特に外人の方々は堪能されたようです。日中の coffee brake の時も含め
てあちこちで交流の輪が広がり、多くの方が海外の知己を得られたのも大きな収穫でした。
　２日目のライブデモ後に一旦 closing となり、昼前から午後は ICCN との Joint Symposium と称して
さらに10人程度の lecture が行われ、ここでは Alabama の Oh 先生、中国の Cui 先生などにもご講演い
ただきました。これで本当の終了となり、あとは多くの参加者が ICCN にも参加したという形です。
結果として196名と本シンポジウムとしてはかつてない数の方々にご参加いただき、財政的にも黒字と
なり、余ったお金を次の学会（トルコ）に渡すのは困難ということで、黒字分で全70ページの記念誌を
作成して参加者関係者に配布することもできました（図１B）。
　以上、SFEMG/QEMG 2010 Kobe を成功裡に完遂することができたのは、有村会長をトップとする
all Japan の体制が最高に機能したからで、その素地は上にも書きましたが、間違いなく馬場先生・小
森先生が運営してこられた筋電図・神経筋電気診断セミナーでの協力体制が素地としてあったからで
す。この会で触発された多くの若者が、セミナー、さらには日本の筋電図を支える人材として育ってき
ていることが何よりの喜びで
す。さらに言えば、2020年の
診療報酬改定で、SFEMG が
1500点で認められるに至った
のも、この会をきっかけに日
本の SFEMG 検者が広がり
を見せたことが遠因だったと
考えると感慨深いです。

図２　上段、左から：開会の挨拶 /Erik Stålberg 先生と有村公良先生、Erik
の SFEMGデモ、木村淳先生のフロアからの質問、Torberg Torberg-
sen 先生と有村由美子先生

　　　中段、左から：Joze Trontelj 先生の SFEMGデモ /手伝いは奥様の
Tatjana さん、有村由美子先生のSFEMGデモ、Raymond Rosales 先
生と有村公良先生（上）、左からMark Bromberg 先生、Peter Fawcett
先生、Donald Sanders 先生（下）

　　　下段（懇親会）、左から：司会の上杉春雄先生と筆者、乾杯は Joze、
時勝矢一路氏の和太鼓、それに聞き入る懇親会参加者面々
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1992年　第22回日本脳波・筋電図学会
第29回日本・脳波筋電図学会技術講習会の思い出

東京女子医科大学名誉教授　　　　　　

小　国　弘　量

　東京女子医科大学小児科の故福山幸夫名誉教授の元、第22回日本脳波・筋電図学会学術大会は平成4 
年10月７日から９日までの３日間、東京の明治記念館にて開催され、それに先立って10月５、６日には
技術講習会を東京女子医科大学弥生記念講堂にて開催いたしました。私が学会の事務局長を仰せつかり
小児科医局員とともに準備をしましたが、福山先生の学会開催が多かったせいか医局員としても学会準
備には慣れていたような気がします。開催場所が明治記念館というその当時も今も結婚式場で有名な場
所で開催するということで少々戸惑った記憶があります。今でも、廊下に赤い絨毯が敷きつめられてい
たのを鮮明に覚えております。学会自体は最終的に技術講習会 は396人、学術大会は約1300人の参加者
を数え盛況の内に終了し、ほっとしたのを覚えています。特別講演演者は主に福山幸夫先生自身が声を
かけられ海外より Hagbarth 先生（Sweden）が micro ― neurography、Polich 先生（USA）が P300、
Clancy 先生（USA）は新生児・乳児の脳波、Okada 先生 （USA）は MEG について講演されました。
それぞれ分野は異なりますが、いずれもその当時、世界的に活躍中の先生方に最新研究について世界の
動向などわかりやすく講演していただけました。教育講演は６題、分野が重ならないように啓蒙的な題
をお願いし、シンポジウムは10題と例年より多くし臨床神経生理学領域の急速な進歩・発展を反映させ
るべくお願いしました。一般演題は478題と例年並でしたが発表方法として全演題ポスター形式にし、
ポスターの内容を要約したものを３分間のスライドロ演発表で併用するという新しい試みをしました。
これは福山先生が世界の様々な学会に参加され、今回ぜひ導入してみてはという肝煎りのアイデアで
あったように記憶しております。他に何かよい学会の思い出がないかと考えましたが何せ28年前のこと
ですべて忘却の彼方という感じです。唯一学会終了後に手伝ってくれた医局員と近くの居酒屋で派手に
打ち上げをやったことは覚えておりました。

国内学会
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Clancy 先生と福山先生

Okada 先生

木村先生

Hagbarth ご夫妻とClancy 先生

Polich 先生と福山先生

柳沢先生と福山先生
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第38回日本臨床神経生理学会学術大会
第38回日本臨床神経生理学会学術大会大会長・東京医科歯科大学整形外科名誉教授　　

四　宮　謙　一

　第38回日本臨床神経生理学会学術大会を主催いたしました。会場は神
戸国際会議場、期日は2008年11月10－11日が技術講習会、11月12日－14
日が学術大会で、大会テーマは「臨床神経生理学の限りなき可能性をさ
ぐる」といたしました（図１）。
　会場を神戸にしたのは、私の出身の神戸市が学会開催に協力的である
ことと、風光明美な秋の神戸を満喫してもらいたいと考えたからです。
　日本臨床神経生理学会は多分野からなる学術大会ですので、副大会長
を精神科松浦雅人先生、実行委員長を神経内科横田隆徳先生にお願い
し、また大学各科の先生方にご協力を受け、医局からも20人程度出張す
る大掛かりな学会となりました。これまでのシンポジウムは指定演者、
その他はポスター発表でしたが、シンポジウムの半数を公募、一般口演

を新設し、さらに若手研究者のための優秀演題賞を設け、また技術セミナーを重視しました。参加人数
は1692人と比較的盛会の内に終わったと考えています。
　全員懇親会は会場そばの花鳥園で行い（図２）、神戸高校の同窓の協力で、中華街から獅子舞も出張
していただきました。最後に、ただ一つ残念な結果を述べれば、屋台の明石焼きが似ても似つかぬ小麦
粉の塊であったことでした。

四宮謙一

図２　第38回学術大会、第45回技術講習会
　　　パンフレット 

図３　全員懇親会（神戸ポートアイランド花鳥園）
　　　上段左：丹羽理事長ご挨拶、中：大会長挨拶、
　　　右：玉置哲也先生
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  学術大会開催時の思い出（第39回学術大会会長として）
産業医科大学、国際医療福祉大学　名誉教授　　

辻　　　貞　俊

　第39回「日本臨床神経生理学会学術大会」を蜂須賀研二副会長（当時
産業医科大学リハビリテーション医学教授）とともに、平成21（2009）
年11月18日（水）～ 20日（金）に北九州市（北九州国際会議場他）で開
催いたしました。テーマは「臨床神経生理学の再興と新たな挑戦」とし
ましたが、今ではなんという厚かましいテーマであるかと赤面していま
す。月日の経つのは早いもので、既に11年一昔以上前となり、高齢者の
私には最近の学術大会の進歩についていけなくなりました。
　北九州市での学術大会は、第14回大会を松岡成明会長、村井由之副会
長（当時産業医科大学教授）が開催されました昭和59（1984）年11月７
日～９日にまで遡り、会員の皆様には四半世紀振りの北九州市でした。

第14回大会は昭和53（1978）年 に建学された産業医科大学キャンパス内での開催でしたので、第39回
大会では北九州市の発展を実感していただけたかと思っています。しかし、北九州市は発足時100万都
市であったのが、平成になると人口は100万人を割り、今も人口減少に直面していますが、将来、３度
目の北九州市開催があることを切に願っています。
　学術大会の思い出は、多数の興味深いご発表があったことと、臨床神経生理学を基礎からお教えいた
だきました柴崎　浩教授、Hans Luders 教授、Mark Hallett 教授に特別講演、当時の時実レクチャー
を木村　淳教授、島薗レクチャーを山口成良教授に賜り、大変好評で、会員一同深い感銘を受けたこと
です。Mark Hallett 教授は小倉城も魅了していただきました。
　更に、この学術大会で理事長に選出されましたが、この後４年間は針の筵でした。
　今後も学術大会が益々発展することを祈念いたします。
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  第40回日本臨床神経生理学会の想い出
国立病院機構　宇多野病院　　　　

梶　　　龍　兒

　前項でも述べましたが、2006年まで私が理事を務めさせていただいた国際臨床神経生理学連盟
（IFCN）の次の理事長に京都大学から柴崎浩先生が選ばれました。同時に日本臨床神経生理学会の理事
長にも就任しておられました。先生は、2010年に神戸で IFCN の学会である国際臨床神経生理学会

（ICCN) を誘致され、国内学会も同時開催ということになり、国内学会の方の会長を私が務めさせてい
ただくことになりました。これも大変な財政難が予想され、とくに当時の国内学会は赤字が出れば会長
個人が負債を抱えることになっていましたので、拠金活動も頑張りました。会期は2日間ほどしかなく
共催セミナーの数も少なく苦労しましたが、なんとか赤字を出さずに済みました。運営面ではふたたび
幸原伸夫先生と長峯隆先生に大変お世話になりました。とくに幸原先生ははじめて教育イベントとして
マラソンレクチャーを発案され、このような企画は本学会のみならず、日本神経学会など他の学会でも
取り入れられることになりました。私の国際学会の方での役目は、事務局長ということでしたが、その
仕事は大半を柴崎先生がなさったので、あまりお役に立っておりません。ただ、学会の余興のプログラ
ムはかなり力を入れ、お金がかからずにできることを考えました。国際学会と合同の farewell party が

図１

図３

図２

図４

国際学会・学術大会 125



行われ、この費用は国内学会もちででしたので、一番安上がりな方策を考えていましたが、なかなか妙
案がなく、最終的に私自身がパフォーマンスをやる羽目になりました（図１）。下手な jazz でしたが徳
島から来ていただいたセミプロの阿波踊りの連におねがいして阿波踊り（図２）の2拍子のリズムで4拍
子の jazz の枯葉と bug’s groove を演奏することになりましたが、リハーサルで3回失敗して4回目の本
番でやっとリズムがあってほっとしたのを覚えています。国際学会に来ていただいた Mark Hallett 先
生も浴衣すがたで阿波踊りを楽しんでいただき（図３）、最後に次期会長の木村彰生先生に引継ぎの挨
拶（図４）をしていただいたのでほっとしました。
　以上、あまり学術的ではない報告ですがご容赦ください。
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第43回（2013年）学術大会開催（高知市）の想い出
「あじさい」の調べとともに

高知大学名誉教授　　　　　　　　

谷　　　俊　一

　新型コロナウイルス感染症が全世界で猛威を振るっている。
　日本では感染拡大の第１波は緊急事態宣言という拘束力のないわずか７週間ほどの自粛要請ぐらいで
いちおうの収束状態となり、アメリカメディアに「奇妙な成功 strange success」と形容されている。
７年前に本学会を高知市で無事開催できたことを振り返ると、失ってはじめてわかる平穏な日常のあり
がたさを感じている。会員の皆様には草深い四国の田舎に遙々お越しいただいたが、土佐はダイナミッ
クな自然と多くの史跡を誇る観光都市であるがゆえに東京、大阪とは豊富な航空便で、本州とは3つの
連絡橋で結ばれ、高速道路や宿泊施設も比較的充実し、意外と大きな不便を感ずることなく晩秋の土佐
を楽しんでいただけたのではないかと思っている。学術セッションの幕間には、高知出身の二胡奏者松
井氏オリジナルの名曲「あじさい」の CD をほとんどすべての会場にリピート再生で流してもらった。
松井氏の二胡とその師弟関係にあるクラシックギターデュオ奏者い

・

ち
・

む
・

じ
・

ん
・

との協演による「あじさ
い」は温かさと憂いと何か一種の気品があり、この心にしみる調べとともに高知市での学術集会が、今
も参加者の皆様の記憶の片隅に残っていることを願っている。

2013年、高知市にて開催された第43回日本臨床神経生
理学会にて。
開会の会長挨拶（筆者）。

2013年、高知市にて開催された第43回日本臨床神経生
理学会技術講習会「神経伝導ハンズオン」にて。木村　
淳先生（アイオワ大学神経内科）（左）と幸原伸夫（神
戸市立医療センター中央市民病院神経内科）（中央）。
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2013年、高知市にて開催された第43回日本臨床神経生
理学会特別講演中のProf. Thoru Yamada (University of 
Iowa)。

2013年、高知市にて開催された第43回日本臨床神経生
理学会懇親会にて。
よさこい踊り。

2013年、高知市にて開催された第43回日本臨床神経生
理学会懇親会にて。
木村　淳先生（アイオワ大神経内科）ご夫妻と有村公良
先生（大勝病院神経内科）ご夫妻。

2013年、高知市にて開催された第43回日本臨床神経生
理学会懇親会にて。乾杯のご挨拶（木村　淳先生）。

2013年、高知市にて開催された第43回日本臨床神経生
理学会懇親会にて。
木村　淳先生（アイオワ大神経内科）（左）と辻　貞俊
先生（当時理事長、産業医大神経内科）（右）。

2013年、高知市にて開催された第43回日本臨床神経生
理学会懇親会にて。特別講演のProf. William J. Litchy 
(Mayo Clinic) ご夫妻と Prof. Leonard S.W. Li (Universi-
ty of Hong Kong)。
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  「学術大会開催時の思い出」（第44回学術大会会長として）
福岡国際医療福祉大学・医療学部・視能訓練学科　　

飛　松　省　三

　第44回日本臨床神経生理学会学術大会を2014（平成26）年11月19日（水）～ 21日（金）の３日間、福
岡市の福岡国際会議場にて開催した。併せて第51回日本臨床神経生理学会技術講習会を11月21日（金）
に開催した。
　学会テーマは「究めよう臨床神経生理 : 朝から晩まで脳波・筋電図」とした。このテーマには、種々
の脳機能計測法が1980年代以降開発されたが、その基本は脳波・筋電図にあることを会員の皆様に再認
識していただくことにあった。つまり、それぞれの臨床領域で得られる神経生理に関する知見の積み重
ねと、それを享受し咀嚼して臨床神経生理の大きな進歩につなげるという本学会特有の学際的側面を再
認識したいとの想いが込められていた。
　私自身はヒトの高次脳機能を非侵襲的脳機能計測法 ( 脳波、誘発電位、事象関連電位、脳磁図、脳磁
気刺激、機能的 MRI、光トポグラフィー ) を用いて多面的に研究していたので、これらの領域に関連し
た教育講演、シンポジウム、達人に学ぶ、モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセミ
ナーを企画した。また、技術講習会は、レクチャマラソンとライブデモを中心にプログラムを組んだ。
その結果、1,600名を超える参加者があり、成功裏に終わったことを誇りに思う。
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学会設立50周年を記念して（第45回学術大会会長として）
関西医科大学精神神経科学教室　　　　

木　下　利　彦

　この度は、日本臨床神経生理学会が設立50周年を迎えられ、衷心よりお慶び申し上げます。またこの
50年間、本学会が神経生理学の領域で日本の中心的役割を担ってこられたことに、深く敬意を表しま
す。
　私は、現在所属する講座に1981年に入局した後、斎藤正己先生（当時講師、後に教授）のもとで薬物
定量脳波学を研究させていただきました。脳波を研究するものとして当然のことながら本学会が主要学
会であり、直ちに入会しました。本学会の学術大会に初めて出席しましたのは、1981年（昭和56年）の
第11回大会（大会長：島村宗夫先生）でした。その後はほぼ毎年出席しております。第17回京都大会
は、関西医大生理学教室の安原基弘教授が大会長を務められ、我が教室の斎藤正己先生が副会長をさ
れ、運営のお手伝いをさせて頂いた思い出深い大会です。1997年４月に私が関西医大精神科教室を主宰
させていただくようになり、本学会との結びつきがより一層強くなったことを実感しております。また
大変名誉なことに、2015年（平成27年）の第45回大阪大会（大阪国際会議場）では、大会長を務めさせ
て頂きました。副会長は今回50回大会長の齋藤貴徳先生にお願いしました。大会のテーマを「往古来
今」とし、「定量脳波学の最近の動向」について会長講演をさせて頂きました。「往古来今」とは、過
去・現在・未来を表し、その時間的・空間的な限りない広がりを意味するものであり、神経生理学会の
立ち位置を的確に表現しているのではないかと考えております。写真①は、会長講演時のもので、写真
②は懇親会の冒頭の挨拶です。多くの方々のご助力、大会へのご参加を賜り、あらためて感謝申し上げ
ます。
　更に2019年福島大会において島薗賞を頂戴し、島薗レクチャーで「定量脳波学のあゆみ」と題する講
演をさせて頂き大変な名誉に浴しました。

①　第45回日本臨床神経生理学会学術大会 会長講演（2015年11月5日、大阪国際会議場5階メインホール）
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　脳波学はワシントン大学の Raichle 教授による default mode network の発見が契機となり、再び脚
光を浴びる時代が訪れたように思います。ボーとしている時のほうが脳のエネルギー消費が高いという
報告に人々は驚いたのであります。脳の機能をネットワークで評価することで新たな発見が数多くなさ
れてきました。また mECT（修正型電気けいれん療法）、rTMS（反復経頭蓋磁気刺激）や tDCS（経
頭蓋直流刺激）が臨床応用され、正常なネットワークへの回復を目指すニューロモデュレーション手法
を通じて臨床神経生理学の裾野が広がっています。今後は、より急速に新たな思いもつかない可能性が
広がることでしょう。今後も新しい人材の育成に微力ながら貢献できればと考えております。
末筆ですが、本学会、本領域のさらなる発展と、関わる皆様のご健勝とご活躍をお祈りしつつ拙文を終
えさせて頂きます。

②　第45回日本臨床神経生理学会学術大会 会員懇親会での会長挨拶（2015年11月6日、リーガロイヤルホテル大阪）
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第48回学術大会（お台場大会；「脳波と筋電図の覚醒」）の想い出
医局の総力を挙げた一世一代のイベント

帝京大学脳神経内科　　　　　　

園　生　雅　弘

　第48回学術大会（並びに第55回技術講習会）は、帝京大学神経内科学講座の主管で、2018年11月８～
10日の３日間、東京お台場（有明）の TFT ビルで開催させていただきました。当講座は当時開設28年
目でしたが、前任の教授時代も含めて学会主催経験が一度もなく、すべて手探りからのスタートでし
た。３年前の夏に会場と PCO さんを決め、副会長を小児科三牧正和主任教授、顧問をリハビリ科栢森
良二元主任教授にお願いし、１年前ぐらいからは畑中事務局長以下、医局の総力を挙げて準備に没頭し
ました。招待講演は Erik Stålberg 先生、Shin J Oh 先生、Jun Kimura 先生のお三方、さらには、Tho
ru Yamada 先生、Kyung Seok Park 先生、Yew Long Lo 先生にもご講演を賜りました。教育イベント
充実も心掛けました。木村淳先生の強いお勧めもあり、海外からの一般演題募集を当学会として初めて
行いました。446題の一般演題（うち海外24題）、2101名の有料参加者（技術講習会含む。うち海外49
名）の成果を挙げることができ、全てが終わった時の挨拶では、私も畑中も感極まって言葉に詰まりま
した。終了後の打上げ会が何と快かったこと！学会員皆様のご厚情、そして私の我儘に付き合ってくれ
た医局員・スタッフに心から感謝申し上げます。
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Hans Berger の夢
― 脳波が脳波になるまで ―

国立研究開発法人情報通信研究機構　　　　　　

宮　内　　　哲

　ヒトの脳波を世界で最初に記録し、アルファ波とベータ波の名付け親
であるドイツの精神科医 Hans Berger の生涯と研究について紹介する。
Berger は脳と心の関連を解明するために、まず脳血流を計測し、次に
脳温を計測し、そしてついに脳波の記録に成功した。しかしそれは同時
に、脳波がアーチファクトかもしれないという Berger 自身の、そして
他の研究者からの疑念を晴らすための長くて困難な道への入り口にすぎ
なかった。当時のドイツを席巻していたナチスとの関係に苦しみなが
ら、ようやく栄光を掴んだにもかかわらず、意に反して脳波研究をやめ
なくてはならなかった。Berger の研究と生涯、当時の社会状況や脳研
究の実態を調べれば調べるほど、単に脳波を発見した精神科医ではな

く、まともな増幅器や記録装置がなかった時代に、脳と心の関連を脳活動計測によって科学的に研究し
ようと苦闘した20世紀初頭の生理心理学者としての姿が浮かび上がってくる。その姿を以下の点を中心
に紹介する。

１　祖父  フリードリッヒ・リュッカートの影響
２　Berger が脳波の前に行った研究
　・神経解剖学の研究
　・脳血流、脳温計測の研究
３　Berger とエネルギー保存の法則
　・精神エネルギー
４　なぜ脳波の計測に成功してから最初の論文を出すまでに５年もかかったのか？
　・Berger が使っていた脳波計について
５　なぜ最初の論文が認められるまでにさらに５年もかかったのか？
　・Adrian による Cambridge での脳波公開実験と山極一三
６　Berger の死とナチス
　・「ナチスの大学」Jena 大学と「ナチスの町」Coburg

参考文献
Hans Berger の夢　How did EEG become the EEG? その１宮内哲臨床神経生理学  44（1）：22-27, 2016.
Hans Berger の夢　How did EEG become the EEG? その２宮内哲臨床神経生理学  44（2）：66-70, 2016.
Hans Berger の夢　How did EEG become the EEG? その３宮内哲臨床神経生理学  44（3）：106-114, 2016.
Hans Berger の夢　How did EEG become the EEG? 補遺　宮内哲臨床神経生理学  44（4）：153-165, 2018.
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Berger から始まる
今日の脳波・脳磁図研究・臨床と今後

京都大学大学院医学研究科てんかん・運動異常生理学　　　　　　

池　田　昭　夫

　1929年にヒトの脳波が世界で初めて発表され2019年は丁度90年とな
り、10年後の2029年には百周年となる。Berger の14報の論文で、「α

波、β 波の命名、感覚刺激による α 減衰、麻酔薬での脳波の低電位化、
大発作後の脳波平坦化、てんかん患者の脳波の余波化、各種病態（欠伸
発作、過呼吸、盲目、進行麻痺、失語症、そう病など）で脳波異常、発
生機構として視床と大脳皮質の意義」を報告した。殆どの報告は正し
く、当時の極めて限られた脳波技術で最大限の結果がもたらされ、その
後世界中での脳波の臨床応用と臨床研究が始まった。今日の脳波・脳磁
図の研究（research topic）・臨床（clinical tool）は、以下のように整理
される。

１）Berger 脳波から連続発展したこと
　アナログ脳波（1990年以前）と以降のデジタル脳波で、脳波は「電極配置の局在情報を伴った脳機能
検査」であり clinical tool として確立した。てんかん性放電の定義と様々な脳波パターン、意識障害と
脳波異常の相関、脳死の電気的大脳無活動、脳発達と脳波所見の相関など多岐に渡る。デジタル脳波の
各種定量解析も有用な clinical tool となった。
　一方 research topic として、認知症・精神科疾患の脳波診断、各種薬物脳波学会など今後確立した内
容が、research topic から clinical tool に至ると期待される。ヒトの意思や随意行動などの脳波解析は、
事象関連電位として随伴陰性変動、運動関連脳電位が1960年代以降加算脳波として研究された。今後低
い s/n 比の single trace の脳波信号の decoding、AI 技術で解決される期待が高い。
２）次世代デジタル脳波として飛躍発展したこと
　技術進歩で Berger 帯域（アナログ脳波の周波数帯域）から、infrasolow, DC shifts の超低周波数帯
域と超高周波数帯域（high frequency oscillation）の両端の脳波成分（wide bang EEG）は、臨床脳波
で確実に記録可能となり、アナログ脳波の視察範囲を遥かに超えた。慢性てんかん焦点で、前者は ac-
tive ictal DC shifts がグリアの積極的関与と焦点同定の biomarker、後者は ripple と fast ripple がそれ
ぞれニューロンによるフィールド電位と活動電位で焦点同定の biomarker として research topic から
clinical tool へ進展が期待される。wide band EEG は research topic として言語、運動、認知などの高
次脳機能の解明が期待される。
　今後は、noninvasive EEG での source localization の進歩、invasive EEG での3D-source localization
が可能か、脳内電極からの記録の wide band EEG の所見は頭皮上脳波でも反映されるか、時定数２秒
でも infraslow が反映されるか、機能的 MRI との相関、脳波の自動判読など、多くの research topic と
それから抽出される clinical tool としての役割が期待される。
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Berger の精神医学への貢献
社会医療法人財団松原愛育会松原病院精神科　　　　　　

山　口　成　良

　Hans Berger は「ヒトの脳波について」と題する論文14篇を発表した
が、その第１報（1929）の末尾において、「私はヒトの脳波を発見し、
ここに最初に発表したと信ずる。ヒトの脳波においてもまた、動物実験
において確認されたごとく、末梢刺激の影響のもとに変化が生ずるかど
うか、覚醒状態と睡眠状態との脳波の差を説明しうるかどうか、麻酔に
おいて如何にふるまうか、ヒトの脳波の上に、知的な活動の影響を立証
しうるのか、心臓疾患における心電図の場合のごとく、中枢神経系の活
動における病的変化の客観的研究方法を発見しえたかどうかが、問題で
あった。これらの研究は、私に時間がゆるす限り、続けられるだろう。
そして、私は、後にそれらについて報告しうることを希望する。」と結

んでいる。
　以上の結びの言葉について、その後の13篇の論文において立証した。例えば、感覚刺激、暗算などに
よってα減衰がみられる現象を発見し、クロロフォルムなどの皮質麻酔薬では脳波の低電位化を、バル
ビツール酸系の脳幹麻酔薬では高振幅徐波化を呈することを観察した。また、てんかん患者の発作間歇
期に徐波がみられることも報告した。
　その後脳波は、臨床的に意識障害、睡眠障害、てんかんなどの診断の補助診断法として、また事象関
連電位として、心理学的な過程を研究する精神医学の一分野として応用されている。
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第50回日本臨床神経生理学会、
第57回技術講習会を開催して

第50回日本臨床神経生理学会大会長・関西医科大学整形外科　　　　　　

齋　藤　貴　徳

　日本臨床神経生理学会設立50周年誠におめでとうございます。記念誌の発行に際し、日本臨床神経生
理学会第50回記念大会の大会長を拝命した立場から、昨年行われました記念大会のご報告をさせていた
だきます。
　さて、昨年11月26－28日の３日間京都国際会議場で開催いたしました記念大会は大きな問題も生じる
ことなく無事終了いたしました。会員の皆様方のご支援の賜と改めて感謝申し上げる次第です。最終的
に2156名の有料参加者が集まり、そのうち現地でのご参加は650名でありました。本学会は丁度第３波
の入り口に開催時期が重なったにもかかわらず、このように多くの先生方が京都にお集まりくださり記
念大会を盛り上げて頂き本当に感謝しているとともに、ハイブリッドで開催できたことは今から考えて
も奇跡に近い幸運であったと思っております。それにしても日本神経生理学会会員の皆様の記念大会に
対する熱い思いは、主催者として非常に強く感じましたし、心強く感じた次第です。特に日本よりも状
況の悪い米国から２週間の缶詰状態の待機期間を覚悟してこの記念大会のために一ヶ月かけて来日して
頂いたアイオワ大学の木村淳教授には感謝の言葉もございません。有難うございました。この場をお借
りし感謝申し上げます。実際に学会を主催して分かったことは、本学会の会員は基礎を含め、様々な科
が集まり神経生理学を集学的に議論する臨床系では稀な学会でありますが、会員の皆様の本学会に対す
る熱い思いはどの学会よりも勝っていると確信できたことで、皆様方の準備中や学会期間中、オンデマ
ンド配信中に頂いた温かいお言葉に多くの感動をいただきました。
　学会の内容と致しましては記念大会として iPS や脊髄損傷の特別シンポジウムや歴代理事長やレジェ
ンドによる座談会、全員懇親会に変わるセレモニー、50年の学会史を物語るパネル展示、20に上る関連
学会との合同シンポジウムなど特別な学会に相応しい内容にしようと知恵を絞り準備してまいりまし
た。これら全てが皆様に満足して頂けたかどうかは分かりませんが、少しでも特別感を感じて頂けたと
したらこれに勝る喜びはありません。また、これらの実行にはプログラム委員をはじめとして代議員、
理事の皆様方の力強く温かい多大なる後方支援がなくては実現できなかったことを改めてご報告させて
いただきます。有難うございました。特に他学会との合同シンポジウムに関しては普段当学会の会員が
参加することのないテーマも多く見られ、本学会で常日頃扱っている学術的なテーマとは少し離れた周
辺疾患や境界領域のテーマについてのディスカッションが活発に行われ、いつもとは違う雰囲気の学会
となったとのご意見や、明日への新しいアイデアが生まれたとの声も聞かれました。他学会としても会
期中本学会の合同シンポジウムに注目していただいた学会もある様で、学会終了後にお礼のお言葉もい
ただいております。
　今回は現地開催に加え、ライブ配信、オンデマンド配信と現在可能な開催形式を全て取り入れ、どの
ような事態になっても開催できるように準備してまいりました。これらが学会の経験となり、来年の仙
台における第51回学術大会の開催に少しでも御参考になれば幸いです。来年の12月こそはコロナも収束
し２年ぶりに多くの学会員の皆様と face to face でお会いできることを心より願っております。昨年の
本学会で新たな学会の形を本学会から全国に発信しようと、その実現に向けて全力で準備し実行してま
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いりましたが、web を取り入れた学会を開催してみて、改めて学会においては人と人とのふれあいが
いかに重要であるかに気づかされた学会であったと思います。今回の学会で最も苦労したところは、ラ
イブ配信でのタイムラグを作らないようにし、時間通りスムーズに進行させることでした。現地で発表
する先生方や現地での座長の先生と、ご自宅や勤務先で座長や発表をされる先生との間で、タイムラグ
がなく、あたかも隣で話されている様に感じて頂くためにと工夫を凝らし準備を進めておりました。会
場には専用の高速回線を敷き、各会場毎に準備用の URL をリモート参加の先生方にお送りし、30分前
から準備状態に入り、回線の状態と先生方の web での準備状態を確認し、その後５分前になってから
本番用の URL に入り直して頂き、直前の開戦の確認をもう一度行い、１分前に視聴者（学会員）が聞
いている回線に切り替えることで安定した進行とタイムラグのない会話を確保いたしました。リモート
での座長や発表者には２つの URL に入っていただく手間が生じてしまったことから、これが最善かど
うかは分かりませんが、当初の目的は達成できたと思っております。また、学会の歴史を物語るパネル
展示には、すでになくなっていた資料や写真なども多く、かなりの時間と、多くの諸先輩の学会員の先
生方のご協力をお願いすることとなり、多くの会員の皆様方のご支援の下、何とか完成させることが出
来ました。同時に当時の社会情勢の変化と、電気生理検査機器の発展の歴史も学会の歴史と並行して展
示し、当時の社会的な背景もうかがい知れるように致しました。現地での参加者が全参加者の約30%
であったことを考えると、実際に目にしていただいたのは少人数で会ったことが少し残念でありました
が、見ていただいた先生方からは昔を懐かしむ声が聞かれ、作成して良かったと思っている次第です。
また、オンデマンド配信については、学会中にはライブ配信でも一つの部屋しか同時には聞くことがで
きない仕組みとなっておりましたので、並行して行っていたセッションの講演を聞くことができたとの
お言葉も頂戴しております。
　さて、今年からはまた新たな50年のスタートをきることとなります。本学会が時代の発展とともに誕
生した新たな神経生理学のテーマを積極的に取り入れ、さらに発展することを心より祈念しておりま
す。本年の中里教授による第51回大会がどのような形式となるかはコロナの情勢次第ではありますが、
本年にも増して盛会となりますよう祈念して記念大会のご報告と皆様への御礼の言葉とさせていただき
ます。この度は日本臨床神経生理学会第50回記念大会に多大なご支援・ご協力を賜り誠に有難うござい
ました。

国際学会・学術大会 137



138 国際学会・学術大会



日本臨床神経生理学会　学会関連科の歩み 139

合紙
日本臨床神経生理学会

学会関連科の歩み



―学会関連科における臨床神経生理学の歩み ―

脳神経内科
大勝病院　　　　　　　　

有　村　公　良

　脳神経内科疾患における臨床神経生理診断は、病理診断、画像診断、免疫学的診断などとともに今日
でも非常に診断法になっている。日本神経学会では専門医受験資格の一つとして重要視されている。約
35年前私が初めて臨床神経生理検査を習った頃は、筋電計も S/N 比が悪く、針筋電図の安静時活動や
感覚神経活動電位の測定には苦労していたので、診断まではなかなか辿り着けなかった。次第に筋電計
がデジタル化され性能が良くなると共に、その頃電気生理診断ではかなり進んでいた欧米からの知識が
入るにつれて電気生理診断の精度も上がるようになった。とくに我が国のこの分野に大きく貢献された
のは、1988年京都大学神経内科教授に就任された木村淳先生である。木村先生は筋電図所見の基礎的考
え方から、その臨床応用まで体系的に我々を教育され、神経内科医にとって臨床神経生理学がいかに重
要な分野であるかを示された。この頃海外で臨床神経生理学を学んだ何人かが、木村先生を中心に日本
でより電気生理診断に特化した教育を行いたいと始めたのが神経筋診断セミナーであり、すでに16回を
数えている。このセミナーの特徴はハンズオンであること、系統的に実際の臨床に即した知識を得られ
ることであり、このようなセミナーは欧米では開催されてはいるものの、アジアでは毎年行われること
はなく、現在ではアジアを中心に多くの海外の参加者も増えている。また各地方でも同じような教育セ
ミナーが開催されているが、その中でも九州臨床神経生理研究会は歴史が古く、加藤先生、飛松先生、
後藤先生らを中心に開催されてきた。この流れは日本神経学会へも波及し、園生先生らを中心に神経学
会の教育プログラムに重要項目として組み込まれている。
　日本での成果はその他にもいろいろあるが、その中でも特筆すべきは免疫性神経疾患の電気生理診断
である。GBS, CIDP などの末梢神経疾患はもともと日本の神経免疫学の得意分野であるが、これを臨
床的にも基礎的にも支えたのは臨床神経生理である。この分野ではとくに桑原先生の功績が大きい。現
在でも診断基準には電気生理診断が不可欠なものになっている。
　私は single fiber EMG（SFEMG）を Stalberg 教授から習い、日本でも臨床への普及に努めてきた。
現在は日本には多くの SFEMG 専門医がおり、その数は欧米にもひけを取らなくなっている。その事
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から2010年国際 SFEMG 学会を開催することが出来た。また本年園生先生、今井先生方の努力で、通
常の筋電図検査とは別のカテゴリーで高い保険点数がついた。
　脳波領域で磁気刺激が診断のみならず治療手段として用いられるようになってきているが、脳神経内
科領域でも筋電図が治療手段として用いられるようになっている。ボツリヌス療法では、その有効性を
高めるために何らかのガイド下に施注することが勧められている。ガイド下ボツリヌス治療には超音波
ガイド下、motor point 刺激などもあるが、筋電図ガイド下ボツリヌス治療はルーチンで筋電図検査を
行うものにとっては何の支障もなく、施注筋の同定、痙縮の程度を把握でき、効率的な治療に有用と
なっている。
　今後脳神経内科疾患の分野では画像診断、遺伝子診断、免疫学的診断が発展していくと思われるが、
臨床神経生理診断も新たな手法を加えながら更に発展して行くことを期待する。
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―学会関連科における臨床神経生理学の歩み ―

脳神経内科
獨協医科大学　　　　　　　　

平　田　幸　一

　日本臨床神経生理学会50周年おめでとうございます。私が医師となり、初めて臨床神経生理に触れさ
せていただいたのは1980年、まだ学会が脳波・筋電図学会という名称であった時でした。50周年という
ことですから、その中の40年を臨床神経生理学の道を歩ませていただいたことになります。
片山宗一教授が主催されていた獨協医科大学神経内科に入局させていただき、最初の仕事は終夜睡眠ポ
リグラフ（PSG）の健常被験者になることでした。コロジオン接着の電極との戦いと、眠れぬ夜の毎日
が、小職の臨床神経生理学との出会いでした。
　大学院に入り、はじめに研究テーマとして与えられたのは、脊髄小脳変性疾患と ABR でした。今は
ABR と言えば、当たり前の検査でもちろん保険収載もされていますが、当時はオシロスコープでみる
ABR でした。次は検者としての PSG 研究でした。指導していただいた石井重利先生のもとで、
Parkinson 病や MSA の PSG をとり解析しました。当時の PSG は今と異なり装着も大変ながら、夜間
の監視、解析は紙記録かデータレコーダーからすべて取り出し行うという気の遠くなるような手作業で
した。
　さて、やっと学位を戴いたと思ったら、片山教授から、これからは認知症（当時はもちろん痴呆）の
時代だから、その事象関連電位を学んでくるようにと御指示を受け、Zurich 大学神経学教室の故
Dietrich Lehmann 教授の門下に入りました。これが、まさに人生の転機、そして未来への決断になっ
たと思います。Lehmann 教授はその優れた業績・学識は言うに及ばず、人格的にも、人間としての生
き方も小職を虜にさせました。臨床神経生理と一生過ごすきっかけとなったばかりか、今の自分の基礎
がここに形成されたと思っています（図１）。 
　帰国し、獨協医科大学に帰ってからは、てんかんで素晴らしい研究をされている当時精神神経科教授
であられた故宮坂松衛教授のも多くのご教示をいただき成果を収めました。その後も田中秀明准教授、
Zurich 大学 Pascual-Marqui RD 先生、本学会の理事であられた古賀良彦教授、現理事の木下利彦教授
らと中枢機能と臨床神経生理の研究を進めてまいり（図２）、とくに Parkinson 病をはじめとするほぼ

図１　Lehmann 教授と小職。
　　　1986年 Zurich 大学神経学教室研究室にて

図２　2001年に主催させていただいた国際脳磁図・脳地
図学会の抄録集
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すべての認知機能障害を呈する神経疾患に対して成果をあげることができたのは幸運でした。そしてそ
れと並行しながら末梢神経グループが育ってゆきました。
　それは小職が教室の主宰者となった直後の1997年に結城伸泰先生を当医局にお招きした時に遡ります。
彼は精力的に抗ガングリオシド抗体を中心とした免疫学的研究を行いました。そして2007年には薄敬一
郎先生（現 Wright State University）らとともに、ウサギにガングリオシド GM1で感作を行い軸索型
GBS モデルを完成させ、その初期像がランビエ絞輪部の Na+ チャンネル障害であることを証明しまし
た。同じく1997年に当科に入局した国分則人教授が電気診断を始め、結城先生らとともに GBS の電気
生理学的研究に携わりました。国分教授は現理事で千葉大学の桑原聡教授がすでに発見し報告していた、
軸索型 GBS の初期における脱髄様電気生理所見“early reversible conduction failure”が高頻度に軸索
型ギラン・バレー症候群に起きていることを改めて報告し、その電気生理所見の時間経過が、薄先生ら
が示したモデル動物の病理像に良く合致することを報告しました。国分教授はその後も電気生理学的所
見の経時観察と抗ガングリオシド抗体測定とにより、Campylobacter jejuni 感染後 GBS は真の脱髄を
示すことはないこと等を報告し、既存の GBS の電気診断の改訂が必要であることを述べました。 
　教室員だけではなく、過去も現在も世界中の研究者の助力をいただき、当科もその一員として無事に
日本臨床神経生理学会50周年を迎えられたことは本当に嬉しく思い、本学会が益々発展されることを心
から祈念いたします。
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―学会関連科における臨床神経生理学の歩み ―

脳神経内科
木村淳先生と国際学会を中心に

宇多野病院　院長　　　　　　　　

梶　　　龍　兒

　私が日本臨床神経生理学会に初めて参加したのは確か1981年の島村宗夫先生が会長をなさった東京で
の第11回大会での学会ではなかったと思います。そのころ脳神経内科は神経内科と呼ばれ、この学会の
参加者も限られていましたが、卒後２年目で電気生理に興味があった私はまず入会をするための推薦人
を探す必要があり、たまたま柴崎浩先生の講演を聞いた後、失礼も顧みず先生に入会のための推薦をお
願いしたことをよく覚えています。その時、あとで知ったことですが、柴崎先生は私を評議員に推薦し
てほしいと勘違いをされたようであまりいいお返事が得られませんでした。1982年６月には何とか当時
の京都大学の高折先生が会員でいらしたことがわかりやっと入会をすることができました。大学院で誘
発電位の起源に関する仕事をしていましたが、なかなか EEG journal （今の Clinical Neurophysiology
誌）に accept されず、そのデータをもって1983年にドイツのミュンヘンで開かれた国際臨床筋電図学
会に発表しにいったのを覚えています。そのときに出版されたばかりの筋電図のバイブルともいうべき
本を出された Jun Kimura という先生が来ておられ、参加者から教科書に関する賛辞をうけておられま
したが、私自身がまさかその著者が日本人でし
かも京大の先輩であることは知りませんでした。
論文が出ないので途方に暮れていましたが、だ
めもとで Brain 誌に投稿したところたまたま受
理されてやっと大学院を修了できました。その
業績をもとに米国での臨牀の position の就職活
動をしておりましたが、1985年から米国ペンシ
ルベニア大学の Austin J Sumner 教授のとこ
ろで clinical fellow の position を得ることがで
きました。いきなり大学病院の誘発電位検査の
責任者にされてしまい、毎日レポートばかり書
いていましたが、Sumner 教授の筋電図のセッ
ションを手伝うことになり、筋電図の面白さを
発見することになりました。教授がなにかわか
らないことがあると Jun Kimura の本（木村淳
先生の教科書の第１版）を探してしらべていた
のを思い出します。当時は VISA も順調にとれ
てそのまま一生米国で暮らすつもりをしていま
した。
　1987年になり、住んでいた米国のフィラデル
フィア郊外の自宅に、当時の京大医学部長で
あった佐々木和夫先生から国際電話がかかり、 図１
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教授会で神経内科初代の亀山正邦教授の次の教授に木村淳先生を決定したが、ご本人が帰国を固辞され
ているので説得するようにといわれ、学位をもらった恩師からの電話であったのでことわれず、飛行機
で Iowa の木村先生のお宅まで伺いました。失礼ながら、そのとき木村先生は日本語をかなり忘れてお
られたように思い、帰って佐々木医学部長に「木村先生の日本語がもう一つで無理でしょう」と報告し
たところ、私が通訳として一緒に帰るといって説得するようにと叱られました。いまでは joke を交え
た日本語のうまさには定評のある木村先生ですが、当時はそのように見えました。
　ということで予期せずに1988年に帰国することになりましたが、すぐに木村先生が日本臨床神経生理
学会の理事長に選ばれ、私は学会の事務担当ということで、ながらく理事会に出席させていただくこと
になりました。その後、柴崎浩先生も京大に来られ、京大は神経生理学を勉強するには絶好の場所にな
りました。私自身そののち本学会の理事にもしていただきましたが、思い出に残るのは３つあります。
1995年の国際筋電図学会を木村先生が会長として京都で開くことになりました。当時、金銭的には大変
苦しい運営になることが予測され、いわゆる学会屋さん（PCO）を使わずに、文字通り手作りで運営
を行うことになりました。その時の学会ポスターは私の家内が作らせていただきました（図１）。いま
だに家内には制作料は払っていません。学会のプログラム冊子のデザインは私が行いました。当時教室
におられた幸原伸夫先生や長峯隆先生にもお手伝いいただき、結構大変でしたが、木村先生の精力的な
募金活動のおかげで、学会そのものは黒字で終わりました。この剰余金が精神神経科学振興財団に寄付
され、一部当学会の活動にも役立っております。
　二つ目は、2000年から６年間、国際臨床神経生理学連盟（IFCN）の理事を務めさせていただいたこ
とです。このころには私は徳島大学に職を得ていましたが、IFCN の前理事長である木村先生からいろ
いろなことを教わりました。
　三つめは2010年に柴崎浩先生が会長となって開かれた国際臨床神経生理学会（ICCN）の想い出です。
これについては併催された第40回日本臨床神経生理学会の想い出の稿で述べたいと思います。
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―学会関連科における臨床神経生理学の歩み ―

精神神経科
大宮厚生病院　　　　　　　　

小　島　卓　也

　昭和46年（1971年）に日本脳波・筋電図学会が設立され50年になる。
また、平成12年（2000年）には、日本脳波・筋電図学会から日本臨床神
経生理学会に名称変更が行われ既に20年を経過した。この間、中枢神経
―末梢神経に関する多くの領域で研究方法が発展してきた。また脳波・
筋電図に限らず様々な方法を用いて各疾患の病態の特徴を把握し、解明
していく必要性が指摘されてきた。そこで、精神科領域について振り返
り、現在どんな状況にあるのか、そしてこれからについて考えてみた
い。
　精神的に不安定な状態は、日常の出来事、環境の変化、これまでの生
活史、親との関係を含めた生育史、性格、素因・遺伝的背景などが関連

して生じることが多い。一回限りの症状もあるし、長期にわたる症状の場合もある。これらに客観的な
方法で迫る場合、心理学的方法、生理学的方法、行動学的方法などがある。複雑な精神を扱う精神科と
より身体の現象を扱う生理学、特に臨床神経生理学とは関連が深い。精神科で臨床神経生理学を学ぶ者
の願望は、臨床神経生理学の指標や方法を用いて精神科の疾患や病態を明らかにしていくことである。
　健常者や患者に対して脳波、筋電図、脳磁図、事象関連電位、脳波定量解析、γband oscillation、脳
機能画像（functional MRI, resting state functional MRI, Diffusion Tensor Imaging）、 光トポグラフィ、
眼球運動（追跡眼球運動、アンチサッケイド、閉瞼時眼球運動、探索眼球運動）、皮膚電気反射、心拍
変動等様々な指標が用いられてきた。
　ここで統合失調症の病態の解明について考えてみる。近年、かなりのことが分かってきている1）。精
神病状態を発症する10年以上前、10代前半に認知的・知的減衰がみられ、脳内容積が対照者に比べて減
少していることが分かっている。その後脳の成熟が進むが前頭葉、側頭葉、側頭葉内側部などで灰白質
が減少していることが分かった2）。また前頭葉・側頭葉・視床等との神経回路の発達が不十分であるこ

第27回日本脳波・筋電図学会の会場で 第27回日本脳波・筋電図学会の懇親会
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とも分かってきた。これらの障害は統合失調症者だけでなく、同胞や親にも見られ、一卵性双生児の研
究からも遺伝的な素因と関連していることが分かってきた。また、分子遺伝学的に見つかっている多く
の関連遺伝子の機能を見ると脳の成熟過程と関わっていることが分かってきた。統合失調症の脳の所見
は成熟過程でシナプスの過剰刈込が行われるためではないか、という考えが有力になっている。このよ
うに統合失調症の障害は、脳の成熟過程と関連していることは確実らしい。脳の形態画像、脳機能画
像、特に神経回路を表わす resting state functional MRI が威力を発揮している。統合失調症の病態解
明は様々な方法を用いて統合する形で進んでいる。
　一方、臨床に近い領域で、統合失調症の病態解明に貢献できる指標は何か。事象関連電位（Ｐ50, Ｐ
300, Mismatch Negativity）、眼球運動（追跡眼球運動、探索眼球運動）、光トポグラフィ―、γband os-
cillation 等が候補に挙がる。筆者ら３,４） は上記の指標の中で、探索眼球運動を用いて統合失調症につい
て研究し、探索眼球運動の中の反応的探索スコアが陰性症状と強く相関し、遺伝的素因と強く関連する
ことを見つけ（中間表現型と言える）、これを中心に用いて統合失調症患者を非統合失調症者から高い
割合（感受性75～80％、特異性80～90％）で判別した。判別した統合失調症患者と判別できなかった統
合失調症患者を臨床症状について比較した結果、判別した統合失調症患者は臨床症状が重く、中核的な
統合失調症であることが分かった。この指標が何を表しているかを調べた結果、環境や刺激に対する能
動的・主体的な姿勢や態度を表しており、主体性を反映していると分かった。これらのことから統合失
調症の基本障害は主体性の障害であると結論した。
　脳の成熟過程の異常としての前頭・側頭を中心にした神経回路障害と、より臨床に密接して統合失調
症の実態を明らかにした研究結果が統合されれば、統合失調症の病態研究は一段と進むものと考える。

参考文献
1）　Rene S. Kahn :  On the origins of schizophrenia. Am J Psychiatry 177 :  291-297, 2020
2）　倉知正佳。“脳と心”から見た、統合失調症の理解．医学書院　2016
3）　小島卓也、松島英介：統合失調症の基本障害の抽出―主体性の表れとしての眼球運動を用いて　精神医学　61：

551-560，2019
4）　Kojima T, Suwa H, Takahashi S, Suzuki M, Sakurada M, Mori K , Matsushima E :  Subjectivity disorder as the 

fundamental disorder  in schizophrenia :  Analysis of exploratory eye movements. Psychiatry and Clinical Neuro-
sciences. 73 :  714-715, 2019
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―学会関連科における臨床神経生理学の歩み ―

小児科
東京都立東部療育センター　　　　　　

加　我　牧　子
鳥取県立鳥取療育園　　　　　　

稲　垣　真　澄

　
　日本の小児科学における臨床神経生理学は小児神経学の確立、特にてんかんの診断と治療のための脳
波記録から始まったと言えると思います。逆に言えば小児神経学は小児科学におけるサブスペシャリテ
イの確立と切っても切れない関係にあります。
　歴史的には1954年、東京大学小児科学講座教授に就任された高津忠夫先生がこどもの病気はすべて小
児科医が診ることを徹底されました。つまり小児科医は、小児科一般の知識技術だけでなく「サブスペ
シャリテイ」を持つべきであることを宣言されたということです。一分野であった、小児神経学領域は
医学部卒業後２年目の若手！であった福山幸夫先生（後の東京女子医科大学小児科学教授）に託された
のでした。福山先生は東大医学部の後輩で卒業したての有馬正高先生（後に国内初めての小児神経学講
座、鳥取大学脳神経小児科初代教授）にお声をかけて、合計４名の小児神経グループが数か月の準備期
間で同年12月に「けいれん外来」を開設されたということです。
　当時、今以上に偏見の多かった小児てんかんの外来は実に画期的で、アレビアチン、ルミナール，ミ
ノアレビアチンのほぼ三剤のみを武器にした診療によって救われる患者さんが多数を占め、けいれん外
来は長蛇の列をなしたということでした。当時の東大には脳波計が精神科外来にしかなかったようで、
精神科の診療終了後、夕方から深夜にかけて親御さんと一緒に、患者さんを連れて精神科に赴き、福山
先生、有馬先生ご自身が患者さんの脳波検査をされたと伺っています。ありとあらゆるてんかんの診断
と治療、脳波判読の経験を深められたとのことです。検査中、時には精神科の大熊輝雄先生が検査をご
覧になり、「スパイク出ているね～」などのコメントをされることもあったとのことでした。
　1961年、現在の日本小児神経学会の前身である臨床小児神経学研究会が設立され、福山先生はじめ、
吉倉範光先生、大田原俊輔先生など錚々たる先生方やお弟子さんたちが参画される研究会となり、1964
年日本小児神経学研究会、1977年日本小児神経学会として現在に至るまで発展をとげています。分子遺
伝学が華やかな昨今ですが、日本小児神経学会学術集会では、本学会で活躍中の先生方が発達期の脳機
能に関わる臨床神経生理学的研究を熱く、着実に推進されています。
　一方、本学会は1971年に日本脳波学会と日本筋電図学会が合同して日本脳波筋電図学会が設立さ
れ ,2000年に日本臨床神経生理学会と名称変更されて、新たな出発をとげ、研究領域も広がり深まって
きています。
　この間、本学会で理事として小児科医が学術大会の大会長を務められたのは第19回「日本脳波・筋電
図学会学術大会」（1989年）の大田原俊輔先生（岡山大学小児神経科教授）、第22回「日本脳波・筋電図
学会学術大会」（1992年）の福山幸夫先生（東京女子医科大学小児科教授）、第35回日本臨床神経生理学
会学術大会（2005年）満留昭久先生（福岡大学小児科教授）でありました。お三方共に小児科だけの臨
床神経生理学ということではなく、広く脳波、筋電図をはじめとする当時の臨床神経生理学の最新の研
究を伝えるべく努力されて、大変盛会だったようです。それらの様子は50周年記念誌の写真・寄稿の
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コーナーに紹介されています。
　第19回大会長を務められた大田原先生は1976年「サプレッションバーストを伴う乳児早期けいれん性
脳症」という特異な病態を疾患単位として報告されましたが、この疾患は現在、大田原症候群として国
際的に広く知られ、年齢依存性てんかんとしての地位が確立されています。また福山先生は点頭てんか
んの診断と治療をはじめとした小児てんかんの臨床、研究をはじめ、脳神経系と筋の両方のシステムの
異常を伴う福山型先天性筋ジストロフィー症（FCMD）の発見と病態・病因解明という画期的な仕事
を臨床面でも、研究面でも極められました。さらに満留先生は脳波研究のみならず、小児の神経筋疾患
の筋電図を端緒に研究を発展され、時期を異にしてアイオワ大学に二度も留学なさり、広くてんかん、
神経筋疾患の臨床、研究を通じて小児神経生理学の臨床、研究領域を広く深く広げられました。
　現在この三名の先生の直弟子、孫弟子を含む、全国の多くの先生方が貴重で、また元気な人材として
今日の小児臨床神経生理学を支える大きな力になっています。
　1980年代後半には小児科領域で、誘発電位、事象関連電位が臨床応用されるようになり1990年に日本
大学大久保修先生を代表とする小児誘発脳波談話会（現在の小児脳機能研究会）が結成され、1997年か
ら毎年本学会のサテライトシンポジウムとして研究会が行われ、発達期の小児の脳機能を幅広く研究す
る学術集会としてこの領域の発展に寄与しています。本研究会の活動については前代表世話人の相原正
男先生の原稿をご参照ください。
　この50年の間のコンピューター科学の進歩による機器の進歩発展はめざましく、脳波の定量解析、誘
発電位、事象関連電位、脳磁図、各種画像診断など、どの領域も新たな知見が更新されてきており、今
後一層の発展を期待しているところです。
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―学会関連科における臨床神経生理学の歩み ―

脳神経外科
第42回学術大会会長　　

日本大学名誉教授・青森大学脳と健康科学研究センター／青森新都市病院長　　

片　山　容　一

　日本臨床神経生理学会の歴史は、1971年に日本脳波学会と日本筋電図学会が合流し、日本脳波・筋電
図学会が発足したときに遡ります。現在の名称に変更されたのを境に、20世紀に日本脳波・筋電図学会
として、21世紀に日本臨床神経生理学会として、50年の歴史を刻んできました。

　脳神経外科には、臨床神経生理学の知識と技術なしには成立しない分野がいくつもあります。こうし
た分野の専門医・研究者は、この学会にも所属していますから、脳神経外科も、学会関連科として、こ
の学会の発展を支える役割を果たしてきたと言えるでしょう。

　脳神経外科では、脳卒中外科や脳神経外傷の分野で、一次性脳障害による脳死に直面することが少な
くありません。ですから、初期の脳死判定についての議論は、脳神経外科が先導することになりまし
た。わが国では、脳死を「大脳および脳幹の不可逆的な機能停止」と定義していますので、脳死判定に
は脳波の記録が必須になります。それが脳神経外科とこの学会の接点の一つになりました。

　杏林大学の竹内一夫教授は、脳神経外科を代表する脳波の研究者として、1974年に公表された「日本
脳波学会の脳死判定基準」の作成に参画されました。さらに、その後に組織された厚生省の「脳死に関
する研究班」の班長をつとめられ、1985年には一般に竹内基準と呼ばれる新しい脳死判定基準をまとめ
られました。

　また、脳神経外科では、てんかん外科の分野で脳波の記録が必須です。この学会の歴史を振り返る
と、脳神経外科を専門とする方々も学術大会の会長を務めておられます。1983年に奈良医科大学の内海
庄三郎教授（第13回）、1984年に産業医科大学の松岡成明教授（第14回）、1993年に鹿児島大学の朝倉哲
彦教授（第23回）、2003年に旭川医科大学の田中達也教授（第33回）のお名前があります。そのいずれ
も、他の脳神経外科の分野のみならず、てんかん外科の分野で大きな業績をあげられた方々です。

　さらに、脳神経外科には、21世紀に入る前後に新しい潮流が生れました。脳死やてんかんに関係な
く、脳波・筋電図そして誘発電位の術中モニタリングが活用されるようになってきたのです。機能神経
外科の分野では、脳波や誘発電位のみならず、脳内の単一ニューロン活動の術中モニタリングが普及し
ました。もともと、脊髄外科の分野では、筋電図や誘発電位の術中モニタリングが盛んでしたが、脳腫
瘍外科や頭蓋底外科の分野でも、筋電図や誘発電位の術中モニタリングが行われるようになりました。
こうした術中モニタリングは、その知識と技術をますます精細なものにしつつ、今や術中神経生理学

（Intraoperative Neurophysiology）と呼ばれる一分野を形成するまでに至っています。
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　これに加えて、これも21世紀に入る前後のことですが、脳神経外科では、脳腫瘍外科の分野を中心
に、脳機能の術前・術中マッピングが急速に発展し始めました。これには、脳磁図や近赤外線分光法あ
るいは経頭蓋磁気刺激など、新しい技術の導入も大きな役割を果たしました。こうして、脳神経外科
は、術中モニタリングや術前・術中マッピングを駆使する時代に入ったのです。

　私は、1974年に日本脳波・筋電図学会に入会し、2012年に日本臨床神経生理学会の学術大会（第42
回）の会長を、2013年に日本脳神経外科学会の学術総会（第72回）の会長を務めさせていただきまし
た。この２つの学会の過去50年を振り返ると、20世紀の日本脳波・筋電図学会が、21世紀の日本臨床神
経生理学会へと変わっていくとともに、臨床神経生理学の進歩が脳神経外科の発展にも少なからぬ影響
を与えたことに気づかされます。
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―学会関連科における臨床神経生理学の歩み ―

整形外科
高知大学名誉教授　　　　　　　　

谷　　　俊　一

　日本では脊椎脊髄外科を整形外科が担ってきた歴史が長い。今も全国の医学部整形外科主任教授の
35％は脊椎脊髄外科を専門分野とする方々が占めている。僕が徳島大学、高知医科大学で師事した３名
の歴代教授もそうであった。画像診断法として CT や MRI がまだなかった時代がしばらく続き、疾病
診断や手術部位の決定は神経学的診察所見と患者にとって入院が必要なミエログラフィーが頼りであっ
た。教室の術前カンファレンスで担当患者のプレゼンテーションを行うときには詳細な神経学的所見の
提示を求められた。学会でも Neurology をおろそかにする者は駄目だという風潮が脊椎脊髄外科領域
では澎

ほう

湃
はい

としてあった。日本の脊椎脊髄外科におけるこの機能診断重視の土壌は、日本臨床神経生理学
会の前身である日本脳波・筋電図学会が発足した当初から整形外科がその一翼を担うという世界的にも
珍しい展開の素地になったに違いない。
　日本脳波・筋電図学会の第１回学術大会が時実利彦会長（京大霊長類研究所）により開催されたのは
1971年。その翌年（1972年）、二人の整形外科医、黒川高秀先生（東大）（故人）と玉置哲也先生（当時
千葉大）が同じ学会誌「脳波と筋電図１巻１号」に「脊髄刺激―脊髄記録による脊髄誘発電位」を報告
された。少なくとも人での記録としては世界初で
あった。専用の細いカテーテル型電極を脊髄硬膜
外腔またはくも膜下腔に挿入することにより、良
質で再現性の高い活動電位が人の脊髄から安全
に、短時間に、容易に記録できることが示された
のである。日本の脊椎脊髄外科における臨床神経
生理学発展の歴史はこのお二人の偉業に始まった
と言える。ミエロパチーでは脊髄に何が起こって
いるのか？画像検査では知り得なかった機能変化
について従来の神経学的診察所見を凌ぐ客観性を
もって外科医自らがその神秘の扉を開く方法を手
にしたのである。
　僕が日本脳波・筋電図学会に入会した1982年当
時、多くの脊椎脊髄外科医が深い霧の中に射した
この新しい光明に魅せられ、学会では研究者たち
がそれぞれの知見を持ち寄って脊髄誘発電位の熱
い議論を戦わせていた。僕はこの時代を重要な足
跡を残して駆け抜かれた松田英雄先生（大阪市
大）（故人）の自然探究に対する情熱の迫力に圧
倒されたことを思い出している。人における経頭
蓋電気刺激（TES）の歴史は Merton and Mor-
ton（Nature, 1980） に 始 ま る が、 ほ ぼ 同 時 期

1996年新潟市にて開催された第26回日本脳波筋電
図学会にて。
左から片山容一先生（日大脳神経外科）、黒川高秀先
生（東大整形外科）、筆者（高知医大整形外科）、玉
置哲也先生（和歌山医大整形外科）。
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（1981年）に松田先生はすでに臨床で TES に着手されている。僕はそのような英
えい

気
き

溌
はつ

剌
らつ

とした研究者た
ちの歴史的末端に自分がいたことを誇りに思う。
　その後、世界の医療界は低侵襲手術（minimally invasive surgery［MIS］）を重視する方向へ時が移
り、その趨勢を象徴するかのように川端茂徳先生、四宮謙一先生ら（東京医科歯科大）は脊髄誘発電位
を磁場変化として人の体表から世界初の非侵襲的記録に成功し、今も磁気センサーの改良が進められて
いる。一方、MIS の安全性を支える脊髄運動路モニターとして、TES と CMAP（複合筋活動電位）の
組み合わせが今や世界の gold standard になっている。ただ、このモニター法は陽性的中率が低い（偽
陽性率が高い）という欠点がある。脊髄刺激ではもっと再現性の良い CMAP が誘発されたが、これは
脊髄感覚路の逆行性インパルスが反射回路を経て前角細胞を発火させた結果であって運動路モニターに
は役立たないと長年信じられてきた。しかしごく最近、玉置哲也先生と師弟関係にある安藤宗治先生

（現在、関西医大）は、この CMAP が脊髄運動路経由であること示す優れた臨床エビデンスを発表さ
れ（Clin Neurophysiol, 2020 in press）、より信頼性の高い運動路モニターへの期待が膨らむと同時に臨
床神経生理学の豊かな奥行きを再認識している。
　日本臨床神経生理学会は現在、IFCN がそうであるように、実質的に神経内科主導で運営されてお
り、整形外科は今や少数派グループであることを謙虚に思わざるをえない。にもかかわらず、今年の第
50回という記念学術集会を整形外科の斎藤貴徳先生（関西医大）が主催されることを伺い、このメモリ
アルを整形外科に託された神経内科はじめ主流派グループの先生方の懐

ふところ

の深さを感じている。
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合紙
学会主催セミナーと
関連講習会の歩み



―学会主催海外セミナーの歩み ―

神経筋診断セミナー／海外セミナー
神経診断技術向上小委員会　委員長・金沢医科大学　医学部　神経内科学　　

野　寺　裕　之

海外セミナーの誕生
　2004年から開催されてきた「医師のための筋電図・神経筋電気診断セ
ミナー」は順調に回を重ね、国内の神経伝導・筋電図検査の拡大とレベ
ルアップに寄与してきた。
　アジア諸国を中心として専門医が乏しい地域が多い現実を鑑み、外国
人に対して英語セミナーを併催する機運が高まってきたため、2013年か
ら Tokyo Super EMG hands-on seminar を開催した。日本臨床神経生
理学会からアジア諸国への IFCN 加盟学会へ招待状を送付し、各国学会
から推薦された受講者を受け入れた。受講者が各国の指導者層から初心
者まで広く分布していたため、共通レクチャを行う以外に２グループ制

の少人数型セミナー・実習を行った。本邦との経済格差の可能性を考慮し受講費用は無料とし、さらに
渡航費用の一部を支給した。受講者からの満足度は高く、助成金無しでも参加を希望するとする受講者
が多数であった。一方、海外からの観光客が現在と比べて少なかった当時は日本社会全体で外国人への
受け入れに慣れておらず、宿舎から会場への引率などスタッフの負担は非常に大きいものだった。また
一部の受講者によるビザサポートなどへの過度の期待など、これまで行ってきた国内向け講習会とは異
質な事務局業務が過重となり、体制を整備するためにやむなく中断することになった。改善案として、

（１）海外留学歴があり、英語での事務作業に通じた海外事務局員をパートタイムで雇用する、（２）
「普通の」講習会として国内受講者と同等の受講費を徴収し、各国学会からの推薦を必要としない、
（３）外国語での観光アプリなどの利用を促進し、過度なおもてなしを行わない、ことが提案された。
満を持して2018年に海外セミナーを再開したところ、待ちわびたかのように24名が参加した。口コミの
おかげか申込は年々増加し、2020年のセミナーには申し込み開始２日で40名を超える申し込みがあっ
た。2018年以降のセミナー参加国はインドネシアとフィリピンが多数を占めているが、ロシア、香港、

図１　2018年に開催された「Tokyo Super EMG Hands-on Course」の講師及び受講者の集合写真
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モンゴル、ブラジル、オーストラリア、タイ、マレーシア、シンガポール、ウクライナ、ペルー、台
湾、メキシコなど、アジアを含めた広範な地域からの参加をいただき想定外の国際化を成し遂げること
ができた。また、海外セミナー参加者が講師の所属施設に留学する事例も生じており、国際交流は順調
に進んでいた。

新型コロナウイルス感染症とポスト・コロナ時代のセミナー
　国内向けと海外セミナーは例年７月上旬に併催してきたが、2020年は東京オリンピック・パラリン
ピックの開催のため、４月に開催することで準備を進めてきた。その真只中に新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）が全世界を席捲した結果、止む無く開催中止の決断をすることになった。感染予防の
ため、他者との密接な接触は社会全体で厳重に規制されたが、神経伝導・筋電図検査や神経筋エコー検
査は被験者との密接な接触無しでは行えない。本セミナーも筋電計やエコー機器を用いた少人数の実習
が中心となるため、いつ収束するとも知れないポスト・コロナ時代に対応した新たな形態のセミナーが
必要とされる。受講者のニーズに柔軟に応えてきた本セミナーの新たなチャレンジと捉え、運営チーム
全体で知恵を出し合って2021年からの復活を目指している。

おわりに
　本セミナーの誕生から深く関わっていただき毎年講義をご担当頂いている木村淳先生、歴代の学会理
事長はじめセミナー開催をサポート頂いた学会関係者の皆様、受講者の皆様、お忙しい中ご尽力頂いて
いる講師の先生方、素晴らしい施設を使用させていただいております帝京平成大学と帝京大学の皆様を
はじめとした関係者の方々に心から御礼申し上げます。

  図２　2014年の海外セミナーの模様（木村淳先生・馬場正之先生・小森哲夫先生）
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―関連講習会の歩み ―

①臨床神経生理技術講習会・東京
東海大学医学部専門診療学系リハビリテーション科学　　

正　門　由　久

　臨床神経生理技術講習会・東京は日本臨床神経生理学会の認定制度が始まり、学会認定医と認定技術
師が誕生したことをきっかけに、その生涯教育を支援することを目的に2005年に東京医科歯科大学大学
院生命機能情報解析学分野　教授　松浦雅人先生が開催されました。それをついで、病院勤務の臨床検
査技師も参加しやすいように、毎年1回夏休みの時期に東京医科歯科大学を会場に開催しております。
東京医科歯科大学と東海大学、医師と臨床検査技師でよく話をして、プログラムを決めていますが、毎
年150名ほどの参加者をいただいており、我々にとって、とても重要な講習会です。現在、世話人は表
１のようになっております。さらに医科歯科大学の学生さんや、東海大学の若手医師に手伝ってもら
い、行なっております。

　プログラム（表２）は、脳波分野、神経伝導・筋電図分野からなりますが、午前中は両方に共通な基
礎講習から始め、その後それぞれに分かれ、講義、午後は主にハンズオンを行なっており、とても夏の
暑い日に行う、熱い講習会です。松浦先生が始められたこの講習会を継続していくことに私達は大変な
誇りを持って、やらせていたいただいております。
　講義の間や他の時間にもご質問をいただいたり、ハンズオンでは、私が被験者になり、大変楽しい時
間を過ごさせていただいており、会員ばかりでなく、非会員の先生方も多く参加されておりまして、日
本臨床神経生理学会が行っている主要セミナーとは異なり、主として初心者向けに、内容構成を心がけ
ております。
　今後も、基本的なことを中心に、臨床神経生理学に興味を持ってくれる医師や臨床検査技師などを増
やし、日本臨床神経生理学会の発展に貢献していきたいと思います。
　日本臨床神経生理学会50周年をとても誇りとし、微力ながら、その基本教育を続けていきたいと存じ
ます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

表１　臨床神経生理技術講習会・東京　世話人名簿
 

名誉世話人： 松浦雅人（東京医科歯科大保健衛生学）
世話人代表： 横田隆徳（東京医科歯科大脳神経病態学）
世話人： 正門由久（東海大医学部リハビリテーション科学）
世話人： 叶内　匡（東京医科歯科大検査部）
世話人： 原　恵子（東京医科歯科大保健衛生学）
世話人： 赤座実穂（東京医科歯科大保健衛生学）
世話人： 高橋　修（慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室）
世話人： 長田美智子（山梨大学医学部検査部）
世話人： 藤原俊之（順天堂大学大学院リハビリテーション医学）
事務局長：児玉三彦（東海大学医学部リハビリテーション科学）
事務局： 松原（東海大医学部リハビリテーション科学）
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表２　第14回プログラム　令和元年７月28日

午前の部（講演）　9：00 ～ 12：00　会場：東京医科歯科大学７号館

神経生理の基本　（受講者全員）
９：00～９：40　「神経生理学を始める前に」　 　　　　　　  藤原　俊之（医師）
９：40～10：20　「知っておきたい ME」　　　　　　　　　　高橋　　修（技師）
上記２つの講演は各コースによって開始時間が前後します。
脳波コース
10：30～12：00　「脳波判読とその基本」　　　　　　　　　　池田　昭夫（医師）
神経伝導検査コース
10：30～12：00　｢神経伝導検査の基礎知識｣　　　　　　　　叶内　　匡（医師）
12：00～13：00　昼休み（昼ご飯は各自ご用意ください）

午後の部　13：00～16：30　会場：脳波：東京医科歯科大学７号館、神経伝導：１号館西

脳波検査　アドバンスコース60名（講義）
13：00～13：50　脳神経外科領域における
　　　　　　　　術中モニタリング
　　　　　　　　　　　高嶋　浩一（技師）
14：00～15：00　老年期脳波の判読
　　　　　　　　　　　太田　克也（医師）

脳波検査　初心者コース30名（講義）
13：00～15：00　脳波判読のハンズオン
　（原、叶内、赤座、長田、杉山）
　＊初めに25分ほどレクチャーがあります

脳波検査　全体講義（ビデオセッション）
15：15～16：30　伊藤　　進（医師）

神経伝導検査コース（ハンズオン）
50名４部門をグループごとに全て受講
①　上肢の神経伝導検査
　　　　　　　正門　由久（医師）
②　下肢の神経伝導検査
　　　　　　　植松　明和（技師）
③　神経伝導検査の応用
　　　　　　　山内　孝治（技師）
④　神経・筋接合部の検査
　　　　　　　木崎　直人（技師）

神経伝導検査初心者コース14名
（これから神経伝導検査を始める方）
　　　　　　　児玉　三彦（医師）

16：30　終了予定（受講証の配布） 16：30　終了予定（受講証の配布）
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―関連講習会の歩み ―

  ②臨床神経生理研究会 （九州）設立の経緯と黎明期
福岡国際医療福祉大学・医療学部・視能訓練学科　　

飛　松　省　三

　臨床神経生理研究会（九州）は、1986年８月から年１回開催され、今年で34年を迎えた。日本臨床神
経生理学会の５つの関連講習会の中では最も歴史が古い。また、2000年１月に日本脳波・筋電図学会か
ら日本臨床神経生理学会へと学会名が改称されたが、これを先取りした研究会とも言える。
　本会は、九州地区で臨床神経生理に興味をもつ人々の勉強会として、平成元年に発会した。発会当初
から現在まで、夏休みの週末を利用し、自主的な肩の凝らない勉強会として、毎年当番世話人を決め、
九州各地で開催している。1986年の春頃、産業医科大学神経内科・辻貞俊先生、大分医科大学第三内
科・稲吉鉦三先生、熊本機能病院・中西亮二先生が九州大学医学部脳研臨床神経生理・加藤元博教授

（当時）を訪ねられ、九州地区で臨床神経生理に興味をもつ人々の勉強会を九州大学主催として、是非
開いて欲しいという要望があった。それには、１）寝食を共にして、飲んで食べて討論する場が勉強に
一番、２）自前の費用でやると自主的な運営ができ勉強にも身が入る、３）若い入門者も入りやすく興
味をもつであろう、という背景があった。加藤教授がその趣旨に賛同され、九州大学に事務局（飛松助
手（当時））を置くことになった。直ちに九州地区の有志に呼びかけ、第1回研究会の開催の準備を始め
た。　
　九州から発信するという地区有志の心意気があり、名称はあえて“九州”をつけず、臨床神経生理研
究会とした（関連講習会で（九州）とあるのは、地区名をつけた方が学会員にとって分かり易いため）。
プログラム作成上、特に考慮したことは、１）初心者 vs 中・上級者、２）医師 vs 検査技師、３）脳
生理 vs 脊髄・神経・筋生理、４）臨床検査 vs 研究、の２つの対象的事項のバランスを取ることであっ
た。準備期間は短かったが、福岡市志賀島国民宿舎で８月19、20日に第１回の研究会を開催した。幸い
にも約70名の参加があり、この会の目的を達成することができた。以来、各地区の世話人の持ち回りで
九州各県の観光・保養地で開催している。代表世話人は加藤元博・九州大学名誉教授（第１回～ 10
回）、辻貞俊・産業医科大学神経内科教授（第11回～16回）、飛松省三・九州大学臨床神経生理教授（第
17回～）である。

図１　左：第１回特別講演　柴崎　浩　先生
　　　右：第２回特別講演　木村　淳　先生

図２　第１回懇親会
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　研究会の内容は、一般口演、教育講演、特別講演、ハンズオンセッションからなる。それ以外にＱ＆
Ａ、ワークショップ、トピックス、問題症例の検討などを行ったことがある。一般口演は各地区の若手
研究者、教育講演と特別講演は、九州地区および外部から講師をお呼びしている（図１）。ハンズオン
セッションは、若手医師、検査技師の教育を目的にして、神経伝導速度、脳波、各種誘発電位の記録法
を教えている。第13回が初回で、以後第16回から本格的に取り組んでいる。特筆すべきは、土曜日の夜
に行われる懇親会とその後の２次会、３次会である（図２）。この懇親会がこの研究会の真骨頂といっ
ても過言ではない。招聘した外部講師の先生方は、これに驚かれることが多い。別の機会にお会いする
と「いやあ、あの時は楽しかった。それにしても九州の人はよく飲むね」と言われることがしょっちゅ
うである。
　日本臨床神経生理学会では、2006年より認定医・認定技術師の認定制度を開始した。本研究会も認定
委員会より関連講習会として認定された。臨床神経生理に関する知識や技術修得の場として、この研究
会の重要性が今後一段と増すと思われる。今回、紙幅の関係で過去の研究会の内容には触れなかった
が、ホームページ (https://www.med.kyushu-u.ac.jp/neurophy/kenkyukai-HP/sk-index.html) を参照し
ていただければ幸いである。
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―関連講習会の歩み ―

  臨床神経生理研究会 （九州）― 現在と将来をみすえて
国際医療福祉大学　医学部　生理学講座・臨床神経生理研究会（九州） 事務局長　　

後　藤　純　信

　臨床神経生理研究会は、九州地区で臨床神経生理に興味をもつ人々の勉強会として、平成元年に発会
いたしました。発会当初から現在まで、夏休みの週末を利用し、自主的な肩の凝らない勉強会として、
毎年当番世話人を決め、九州各地で開催してきました。この研究会は専門家のみならず、これから臨床
神経生理を始めようとする初心者も対象とし、参加者の親睦を深め、臨床神経生理分野の裾野を広げる
ことも一つの目的として活動しています。当番制とし、九州各地で開催していますが、2018年には30回
大会を記念して、木村淳先生を特別講師にお迎えして、研究会では初めて沖縄で開催し、多数の方に参
加して頂きました。
　会は、通常土曜日から日曜日にかけて２日間行われています。毎年、若手を中心とした会員の一般口
演の他に、九州以外の地域から著名な研究者をお呼びして特別講演やシンポジウムを企画しています。
また、九州地区で活躍されている脳波、誘発電位や筋電図に関する専門医や専門技師の先生方による教
育講演を行っています。最終日の午後には、初心者のレベルアップを目的とした脳波や筋電図のハンズ
オンも行っています。
　日本臨床神経生理学会では認定制度が開始されて10年ほど経ちますが、本研究会は九州地区での臨床
神経生理学に関わる医師や検査技師の教育の場として、毎年参加者が増えています。今後、臨床神経生
理に関する知識や技術修得の場として、この研究会の重要性が一段と増すことを期待しています。

■組　織（2019年12月現在）
代表世話人： 飛松省三
世話人：大府正治、音成龍司、森岡隆人、中西亮二、福留隆泰、藤木　稔、

鶴田和仁、魚住武則、松永　薫、安元佐和、後藤純信、重藤寛史、
片山雅史、酒田あゆみ　赤松直樹、緒方勝也、中村友紀、吉村道由 、
伊賀崎伴彦 、八木和広 、橋口公章 

顧問： 加藤元博、鶴　紀子、辻　貞俊、村山伸樹、鶴田和仁、有村公良
監事： 中西亮二
事務局長： 後藤純信
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―関連講習会の歩み ―

③臨床筋電図・電気診断学入門講習会
慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室・名誉教授　　

里　宇　明　元

　運動障害の診断・評価・治療を専門とするリハビリテーション医学・医療において、筋電図、電気診
断学は必須の知識・スキルであり、米国や韓国ではリハビリテーション科専門医の重要な資格要件とし
て位置づけられている。一方、わが国では、包括的な卒後筋電図・電気診断教育を提供できる専門医研
修プログラムは限られており、ほとんど教育や臨床経験の機会がないまま、専門医になる場合が多く、
筋電図・電気診断学のスキルアップは急務の課題である。
　このような状況を踏まえ、この分野のレベルアップに資することを目的に、1998年、慶應義塾大学医
学部リハビリテーション医学教室の主催により、２日間の筋電図・電気診断学入門コースが開講され
た。本コースは、リハビリテーション科、整形外科、神経内科などの関連各科のための初心者コースと
して、初学者が、筋電図・電気診断学の基礎知識と神経伝導検査・針筋電図の基本的手技を習得し、明
日からの実地臨床に活用できることを到達目標としている。
　プログラムの概要を表１に示す。２日間で講義、グループ実習（図）および試験が行われ、修了者に
は受講証が授与される。なお、1998年の開講当初から第20回までの20年間、筋電図・電気診断学の世界
的泰斗であられるアイオワ大学神経内科木村淳教授が特別講義および実習指導に関わってくださり、本
研修会の目玉となっていた。2002年からは日本リハビリテーション医学会の生涯教育研修単位として
の、2007年からは日本臨床神経生理学会認定更新単位としての認定を受けている。
　2019年までの過去22年間の参加者総数は1,037名で（各年の平均参加者数47名）、専門分野別の割合
は、リハビリテーション科49.0％、整形外科25.0％、神経内科9.0％、脳神経外科4.0％、小児科2.0％、
その他11.0% であった。過去10年間の参加者へのアンケートの集計結果を表２に示す。
　これまで、本講習会は、初心者向けにコンパクトな筋電図・電気診断学研修を提供することで、わが
国における当該分野の普及に重要な役割を果たしてきたが、参加者からのフィードバックを踏まえ、プ
ログラムをさらに改良していくとともに、日本臨床神経生理学会主催の他の研修会とも連動して、本邦
における筋電図・電気診断学のさらなる普及・発展に努めていきたい。

実習の様子
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１日目
臨床筋電図・電気診断学　入門講習会について（木村　彰男：10分）
電気生理学的検査とは（里宇　明元：15分）
神経筋の基礎知識（川上　途行：35分）
神経伝導検査（辻　哲也：60分）
後期応答・反復刺激検査（補永　薫：40分）

昼休み
痙縮治療のための筋電図の知識（水野　勝広：45分）
検査に必要な ME の知識（高橋　修：45分）
顔面神経麻痺の電気生理学とリハビリテーション（栢森　良二：60分）
全体に対しての質疑応答（30分）
実習１：伝導検査および後期応答（120分）

２日目
針筋電図検査（赤星　和人：70分）
筋電図検査の進め方（長谷　公隆60分）
実習２：針筋電図の実習（60分）

昼休み
リハビリテーション医学に役立つ臨床神経生理学（正門　由久：60分）
全体に対しての質疑応答（60分）
試験（30分）
受講証授与

  表１　プログラムの概要（2019年度の例）
　２日間で、講義、グループ実習および試験を行い、受講証を授与する。

  表２　参加者へのアンケートの結果（2010年～2019年の10年間分の集計、対象者数459名）

項目 回答内容の割合

研修期間
講義 内容

 時間配分

実習 内容

 時間配分

講義と実習のバランス

参加人数

講習会全般

丁度よい　　　　95%　／　長過ぎる　　　　  2%　／　短過ぎる　　  3%
大変よい　　　　60%　／　よい　　　　　　33%　／　普通　　　　  6%
よくない　　　　  0%　／　大変よくない　　  0%　／　未回答　　　  1%
丁度よい　　　　80%　／　長過ぎる　　　　  7%　／　短過ぎる　　  2%
普通　　　　　　  0%　／　未回答　　　　　11%
大変よい　　　　55%　／　よい　　　　　　37%　／　普通　　　　  7%
よくない　　　　  0%　／　大変よくない　　  0%　／　未回答　　　  1%
丁度よい　　　　73%　／　長過ぎる　　　　  2%　／　短過ぎる　　16%
未回答　　　　　  9%　　　　
丁度よい　　　　86%　／　講義が多過ぎる　12%
実習が多過ぎる　  1%　／　未回答　　　　　  1%　　　　
丁度よい　　　　90%　／　多い方がよい　　  1%
少ない方がよい　  9%　／　未回答　　　　　  1%　　　　
期待以上　　　　45%　／　期待通り　　　　52%　／　物足りない　  2%
期待外れ　　　　  0%　／　未回答　　　　　  1%
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―関連講習会の歩み ―

  ④脳波・筋電図セミナー（京都）
京都大学大学院医学研究科臨床病態検査学　　

人　見　健　文

脚注
　１：本研究会は、本学会の関連講習会である脳波・筋電図セミナーを関西地区で年に１回企画・開催
することを目的の一つとして、平成19年９月15日に発足した。（代表世話人：橋本修治、顧問：木村　
淳、柴崎　浩、世話人（すでに退かれた方も含む）：荒木　敦、池田昭夫、井内盛遠、上田和幸、梶　
龍兒、木下真幸子、幸原伸夫、佐々木一朗、篠崎和弘、瀬川義朗、関口兼司、底田辰之、高野知行、高
橋良輔、立花久大、田村健太郎、内藤　寛、長峯　隆、中村雄作、中山祐子、野寺裕之、濱野利明、人
見健文、廣田伸之、星田　徹、松本理器、水野久美子、村瀬永子、目崎高広、安原昭博、吉川真由美、
事務局：人見健文、池田昭夫、幸原伸夫）（以上、あいうえお順で記載）。
　
　年１回冬の京都で行っている脳波・筋電図セミナーは、今年13回目を無事開催しました。
　このセミナーが開催された経緯は以下の通りです。日本臨床神経生理学会は、認定医・認定技師制度
を2005年に発足し、同時に全国の主要地区での教育講習会の開催を推進しました。その一環として、代
表世話人の橋本修治を中心に幸原伸夫、池田昭夫、および長峯隆先生が、木村淳先生、柴崎浩先生に顧
問をお願いして、本セミナーを開催することになりました。2007年夏に第１回世話人会を行い、2008年
２月９日の雪の日に第１回のセミナーが京都テルサで開催されました（図１）1）。プログラムは、午前
中は脳波、午後は筋電図を主体として構成され（図２）、神経伝導検査のハンズオンも行われました。
プログラムの最後には、脳波・筋電図の症例に関する discussion も行なわれました。内容的には、若
手の初学者から中級者までを対象としたものでした。関西在住の多くの先生方に世話人として、また講
師としてご協力していただくことができて順調にはじまりました1）。
　第１回の実績に基づいて、第２回（2009年）からは日本臨床神経生理学会の関連講習会に認定され、
認定技術師、認定医の認定単位更新10点の対象
になりました。プログラムに関しては、毎回の
参加者アンケート結果を元に夏の世話人会で議
論して、次回のセミナーのプログラムに反映さ
せてきました。第３回（2010年）からは、脳
波・筋電図それぞれの講義の充実を求める参加
者アンケートの結果を踏まえて、脳波Ａコース
と筋電図Ｂコースに分けてそれぞれを１日の内
容とし、より専門的な内容（自由参加のＣコー
ス）の講義用に小さな会場を別途設けました。
第４回（2011年）からは、睡眠やポリソムノグ
ラフィーに関する講義も行われるようになりま
した。この様に回を重ねるごとにプログラムの
形が定まってきました。また、第１回から第９

図１　第１回脳波・筋電図セミナーの案内看板と、世話
人の幸原伸夫（右）と瀬川義朗（左）。（文献１よ
り引用）
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回（2016年）までの参加者アンケートを解析し、日本臨床神経生理学会で発表しました2）。これによ
り、本セミナーは若手医師、幅広い年代の技師が主に受講し、脳波判読や筋電図ハンズオンの満足度、
要望度が高く、より実践的なプログラムが求められていることが確認できました。今後もこれらの傾向
を踏まえつつ、今後のセミナーのプログラムのより一層の充実をはかる必要があると考えています。
　直近の第13回セミナーは、令和２年２月１日（土）に開催されました（図３）。Ａコース（脳波）が
110名、Ｂコース（筋電図）に55名を募集し、例年通り１か月程度で定員に達しました。第13回セミ
ナーの参加者アンケートでも、全てのコースで90％以上が分かりやすかった、80％以上が参加してよ
かった、と回答しており、受講者のニーズにある程度答えられたのではないかと考えております。
　運営面では、第１回から第７回までは京都テルサで開催されていましたが、より廉価に使用できる会
場が必要になったため、第８回以降は京都大学医学部の臨床講堂やセミナー室に会場を変更しました。
今後の運営面の課題でも、財政面の問題があげられます。学会からの運営補助金も交付されているもの
の、単年度会計で運営されているため毎回収支はマイナスバランスになりかねないのが実情です。
　本セミナーの開催においては、世話人以外で講師としてご協力いただいております学会会員の先生方
に感謝いたします。図２（第１回）、図３（第13回）のプログラム中に過去の担当講師の先生の名前を
記載させていただき、感謝の意を表します。また開催の準備・当日・終了後の事務局業務に毎回多大な
協力をいただいている京大脳神経内科今井久美子氏、中村綾氏、京大てんかん運動異常生理学講座渡邉
美紀氏に深く感謝いたします。セミナー前日と当日の運営には神戸市立医療センター中央市民病院検査
部、天理よろづ相談所病院検査部、京大脳神経内科、京大検査部の皆様に多大な協力をいただきまし
た。また共催あるいは協力企業として神経伝導検査や誘発電位のハンズオン、デジタル脳波判読の実際
の症例提示で、それぞれ筋電計や脳波再生機器を長年にわたり提供いただいている日本光電工業株式会
社に深謝いたします。

COI
※本原稿に関連し，開示すべき COI 状態にある企業，組織，団体企業などが提供する寄附講座等：大塚製薬株式会社，

グラクソ・スミスクライン株式会社，日本光電工業株式会社，ユーシービージャパン株式会社（寄附講座＝2013年８
月１日から2018年５月31日まで．京都大学大学院医学研究科てんかん・運動異常生理学）。エーザイ株式会社，大塚製
薬株式会社，日本光電工業株式会社，ユーシービージャパン株式会社（産学共同講座＝2018年６月１日から現在まで．
京都大学大学院医学研究科てんかん・運動異常生理学）　

引用文献
1）　池田昭夫，幸原伸夫，瀬川義朗，橋本修治，関西脳波・筋電図研究会：関連講習会だより（5） : 脳波筋電図セミナー：

脳波脳電図を基礎から学びたい方へ（関西地区の学会関連講習会）．臨床神経生理学　38巻　219-225　2010．
2）　谷岡洸介，人見健文，幸原伸夫，瀬川義朗，池田昭夫，橋本修治：日本臨床神経生理学会の関連講習会のアンケー

ト調査の動向（会議録）．臨床神経生理学　44巻　452　2016．
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  図２　第１回脳波・筋電図セミナーのプログラム（文献１より改変引用）
 

  9：00－  9：30　　電気生理の基礎：膜電位と興奮性シナプス後電位（EPSP）を中心に　（橋本修治）
  9：30－10：00　　位相、局在性、雑音（池田昭夫）
10：00－10：30　　正常成人脳波（篠原和弘）
10：45－11：15　　正常小児脳波（安原昭博）
11：15－11：45　　てんかん性異常脳波（星田　徹）
11：45－12：15　　非てんかん性異常脳波（立花久大）
13：15－14：15　　神経伝導検査の基礎（幸原伸夫）
14：30－16：40　　神経伝導検査ハンズオン（内藤　寛、中村雄作、廣田伸之、関口兼司、野寺裕之、
　　　　　　　　瀬川義朗）６グループに分かれる
16：50－18：00　　脳波・神経伝導検査の症例 discussion （内藤　寛）

 

図３　第13回脳波・筋電図セミナーのプログラム
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―関連講習会の歩み ―

⑤北東北・道南神経筋電気診断技術セミナー
日本臨床神経生理学会　名誉会員・青森県立中央病院　脳神経センター　医療顧問　　

馬　場　正　之

　当学会が発足50年周年を迎える由。医師免許取得1973年の小生の修行歴は当学会の歩みと重なりま
す。当学会関連の先生方の思い出に触れつつ半世紀を振り返ってみます。
　70年代の神経筋電気診断学 EDx は脳波学に比べ相当貧相でした。母校弘前大学には和田豊治、佐藤
時治郎、福島 裕教授、大沼悌一先生など錚々たる脳波学大家がおられましたが筋電図学は影も形もな
く、EDx を志す小生は器具作りから悪戦苦闘。みかねた恩師後藤由夫教授（第83回日本内科学会会頭）
の計らいで小生は74年に米国帰りほやほやの鳥居順三先生（北里大）（写真１）の許に赴き、電極作り
などの基本から教わりました。その後小生はコンピュータによる筋電図波分析の専門家廣瀬和彦先生

（現名誉会員）（写真２）が働く都立府中病院に移動し、廣瀬先生に連れられて当学会に入会しました。
　初めて出席した75年の学術学会で強いインパクトを受けたのはアイオワ大学木村 淳教授（元理事長）
の講演でした。日本語発表が初体験という木村先生の日本語は僕たちの English と同じくらい珍妙でし
た（木村先生、御免なさい）。が、先生のスライドは黒バックにカラーの記録波が目にも彩かで「さす
がアメリカ！」と驚嘆。ただ、木村先生後年に曰く「あれはな、ネガフィルムをマジックインキで色付
けした代物だったのや」と（笑）。

写真１　故鳥居順三先生（北里大）（左）と若かりし小
生（右）

1977年世界神経学会（アムステルダム）で立ち寄ったパリのコンコ
ルド広場で。鳥居先生は当時珍しい流ちょうな英語の話し手でし
た。この出張には古和久幸先生（北里大）もご一緒で、羽田を飛び
立ってすぐに両先生は日本語を封印して英語で話され始め、小生に
も「学会終了までは日本語を口にするな」と厳命。そのおかげで僕
は学会発表を無事に乗り切れましたが、当時の日本人教授先生方の
多くは英語での質疑応答が支離滅裂で、小生の手は冷や汗でぐっ
しょりでした。内容が立派でも発信力無しではダメとつくづく思い
知らされた学会でした。なお、この旅行グループには田崎義昭、亀
山正邦、八瀬善郎などのレジェンド教授たちもご一緒で、卒後４年
目で最若年の小生は夜の行事やエンターティンメント予約などの小
間使いとしても走り回りました。

写真２　廣瀬和彦先生（都立府中病院）（左）と小生
1979年国際臨床神経生理学会（ストックホルム）で立ち寄ったコペ
ンハーゲン港人魚像の前で
ストックホルムの学会では糖尿病神経障害の F波潜時延長に関す
る口演発表をしました。小生はその日の最終発表者でした。その
時、米国某有名大学のインド人助教授から激しい討論を挑まれたの
でしたが、座長には止める気配が全くなく、針のむしろが永遠に続
くかに思われました。座長は質問者の実兄でした。終了後に知り合
いの米国人Dr が傍に来て、「大変でしたね～君の発表は同じアジ
ア系ながら米国のトップに立った木村淳教授の F波研究関連なの
で、君は木村先生の代わりに攻撃された訳ですよ～」と、分かった
ような分からないような同情を頂きました。
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　79年秋に小生は英国ロンドンに渡り Queen Square 神経病院で神経専門医資格を得た後、英国神経学
のリーダーで EDx の開拓者 Roger Gilliatt 主任教授付き assistant に運よく抜擢されました。ギリアッ
ト先生が日本での経験を認めて下さったのでした。Oliver Sachs 先生が研修医時代の思い出を「些細な
論理飛躍を嫌うギリアット先生に睨まれると怖さで金縛りになった」と Pract Neurol（2014）に書い
たように、ギリアット先生は厳しさで有名でした。しかし、女房の一時帰国で一人暮らしになった小生
を週末に郊外に連れ出して下さるなど、優しい配慮の方でもありました。当時のギリアット教室には
PK. Thomas、Ian McDonald、J. Marshall、J. Newsom-Davis、J. Morgan-Hughes、P. Fullerton（Le-
Quesne）、C. Krarup、S. Shorvon、CJ. Fowler、A. Compston、RG. Willison、N. Murrey、KR. 
Milles、K. Reiners, Ed. Byrne, Anita Harding など、本学会とも関連の深いキラ星のような先生たちが
精力的に働いていた半面、信じられぬほど和気あいあいでした（写真３）。また、ギリアット先生は
マーガレット王女の結婚式で仲人役（Best Man）を務めるなど高い家柄の出でしたが、学長職などの
事務的管理職を忌避し退職後は米国に移られ、亡くなる直前まで NIH の筋電図室で EDx に没頭してい
たと M. Hallett 先生から聞きました。先生のそんな生き方は小生の理想です。
　83年に帰国したとき、ある脳波学の先生から「神経伝導速度検査」の執筆依頼が届きました。小生は

「伝導速度検査」なる用語に愕然とし、「神経伝導検査」は速度検査でないことを叫び続けました。神経
学関連誌の筋電図所見記載の貧弱さに異も唱えました。そんな後進性を一変させたのは88年木村淳教授
の帰国でした。本学会理事長に選出された先生から小生は「EDx 技術向上委員長」に任命され、学術
大会で「問題症例シリーズ」と「ハンズオンセミナー」を企画し、学会誌でミニモノグラフ連載を始
め、梶龍兒、園生雅弘、桑原聡、幸原伸夫 , 小森哲夫などの若手神経内科 Drs のご協力を得て、2004年
に「電気診断技術講習会」の開催に漕ぎつけました。講習会の前夜に講師が集って翌日の準備の会を行
うのは第１回以来の習わしです（写真４）。講習会のその後の発展については野寺裕之先生が別稿で述
べるはずです。また、木村先生とは世界各地の国際学会でしばしば同席し、奥様にも大変お世話になり
ました（写真５）。

写真３　ギリアット教室でのひとこま
後列向かって右端から、P.Fitch 技師（閾値電気緊張法による軸索
膜チャネル機能測定機のプロトタイプ作成者）、２番目が著者、３
番目がGilliatt 教授、５番目はMS脊髄で伝導ブロックを記録した
Ian McDonald 教授、前列右端はウュルブルク大学教授になったK. 
Reiners 先生。今はほとんどの方が鬼籍に入られましたが、僕の秘
書兼テクニシャンだったAnne-marie さん（前列左端）とその隣の
McDonald 教授秘書の Jane さん（症例検討会での全発言をすべて
タイプして僕にくれた恩人）と Fitch 技師、Reiners 教授からは40
年を経た今でもクリスマスカードやEメールが届きます。

写真４　死海に浮かびつつカメラ目線の馬場（左端）と
幸原伸夫先生（中央）と木村淳教授夫人（帽
子）

1992年国際臨床神経生理学会（エルサレム）エクスカーションでの
ひとコマです。濃い塩分のため体がプカプカ浮く死海での海水浴は
癒しの世界でした。その一方、「嘆きの壁」に額を押し付けて泣い
ている人々の姿も昨日のことのようにありありと眼に浮かびます。
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　「脳波筋電図用語集」改訂も印象深い作業で
した。2012年に「用語集改訂委員会」が組織さ
れ、脳波の丹羽真一理事長が委員長に、小児脳
波の加我牧子理事と筋電図担当の小生が副委員
長に就任したのでしたが、頻繁な会合は難し
い。そこで当時まだ珍しかった Web 会議を取
り入れたのです。しかし丹羽理事長は大変お忙
しく、結果、深夜の Web 会議を繰り返すはめ
になり、日常業務後の疲労や眠気と戦う用語選
定作業が３年も続きました。今でも３人が顔を
合わせると「あの頃は大変でしたね～」が挨拶
言葉になっています。
　顧みれば早半世紀、青森での雪の学会（昭和
63年）など、種々のイベントが走馬灯の如く思
い出されます。全国の先生方と楽しいお付き合
いもできました。そんな50年はあっという間で
したよ。後輩の先生方には当学会の学際性と社
会性を鑑みつつ益々切磋琢磨していただき、50
年後の当学会 Centenary が更に輝くよう期待
しております。

写真５　第３回医師のための神経筋電気診断講習会 
（2006年６月）準備会

　　　　前列左よりDrs 幸原伸夫、木村淳、馬場正之
　　　　後列左よりDrs 桑原聡、清水俊夫、小森哲夫、

園生雅弘
講習会前夜の準備会は会の成功に必須の会です。ただ、怠け者の小
生にとっては、この会の翌日に待っている教育講演用スライドの最
終仕上げが頭の中でチラつき、ストレス多き時間でもありました。
あせり疲労がみえますね。それに比べ、他の先生方の期待に満ちた
輝き。
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―サテライトシンポジウムの歩み ―

①磁気刺激法の臨床応用と安全性の基礎と臨床
福島県立医大・神経再生医療学講座　　

宇　川　義　一

　このサテライトシンポジウムは、1990年に本学会の学術大会ではじまり、2019年の学会で30回を迎え
た。1990年は私がロンドンの留学から帰国した年で、自分の日本での磁気刺激の歴史とほぼ重なるとと
もに、最初から世話人の一人として関与し継続的にこのシンポジウムに関わってきたため、思い出深い
シンポジウムである。この間、代表世話人は、１回から19回までは木村淳先生、20回から28回までが辻
貞俊先生、29回以後私が務めている。この会の歴史を振り返ると、10年単位で時期が分かれる印象があ
る。以下に10年ごとに、シンポジウムの経過を述べる。

第一期（1990年から1999年）
　私の記憶によれば、このシンポジウムが始まったきっかけは、ヒトの脳を刺激してよいのか・安全な
のかの確認を取りながら研究を進める必要性を木村淳先生が感じたことにある。木村淳先生は、海外で
の研究の動向を見ていて、日本でも磁気刺激の研究を進めるべきだが、慎重に進めないで一度重篤な副
作用事象が発生すると、日本での研究が止まってしまうと心配されたようである。その時に、当時の東
大神経内科教授の萬年徹先生に相談して、このシンポジウムが始まった。シンポジウムの題名にもなっ
ているように、当初単発磁気刺激が安全かを確認する作業、安全性の基準の提案などを主として行って
いた。徐々に単発刺激は安全であるという印象が広がるに従い、安全性に加えて有用性を示す講演も行
われるようになった。そして５年以内に２連発刺激の検査法が開発され、その安全性も確認された。
2000年を前にして、徐々に反復刺激が話題になるようになった。立ち上げ直後から、本会を推進するの
に大きな貢献をしていただいたのは、柳沢信夫先生、故真野行夫先生、上野照剛先生など多くの先生方
である。これまでの世話人のリストを表に示す。特に、故真野行夫先生は、日本で初めて磁気刺激の単
行本を編集されて精力的に研究を推進された。

第二期（2000年から2009年）
　この10年は、反復磁気刺激の発表が増えてきて、長期的な効果（可塑性誘導など）に関する研究が盛
んに行われた。また、その安全性に関する検討も行われた。さらに、tDCS, tACS などの磁気刺激以外
の脳刺激に関連する研究も発展して、治療応用を含めて長期持続する効果が注目を集めた10年と言って
もよいであろう。そのような状況で、うつ病の治療に磁気刺激を使用する事が話題となり、精神科の先
生方の参加が増加したように思う。もう一つの特徴として、脳機能画像の研究が進み、基礎医学の先生
方もヒトの脳研究に参加するようになり、fMRI, PET などの脳機能画像と磁気刺激を併用した研究も
盛んになった。磁気刺激も市民権を得て、初期の目的を終えたこの時期に代表世話人が、木村淳先生か
ら辻貞俊先生に引き継がれた。

第三期（2010年から2019年）
　最後の10年は、成熟期と言える状況で、新しい刺激法に関する研究が増えるとともに、リハビリと併
用した臨床応用など、治療を目指した研究に話題がシフトしていった感じである。さらに近年では、
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SMS, ultrasound stimulation など、最新の刺激方法が開発され、新しい分野が出てきていて、興味は
尽きないシンポジウムとなっている。

発表論文のまとめ
　このシンポジウムの特徴の一つは、最近１年間に発表された論文のまとめを紹介する演題が最後に組
まれる事である。この大役を担っていたのは、最初のほぼ20年間辻貞俊先生で、その後私が４年、浜田
雅先生が５年である。来年からは、代田悠一郎先生が引き受けてくれる。論文をまとめると言うアイデ
アも、最初は木村淳先生から出されたもので、日本に磁気刺激を広めたいと言う意図がうかがわれるア
イデアである。辻貞俊先生お疲れ様でした。

臨床神経生理学会の脳刺激委員会との協力
　本シンポジウムは、臨床神経生理学会の脳刺激委員会と連携を取って、発展してきた。そちらの委員
の多くの先生が、このシンポジウムの世話人でもあり、学会としてのガイドラインなどは学会の委員会
から、臨床神経生理学雑誌に発表してきた。現在この委員会の委員長は花島律子先生である。

　最後に重要な事がもう一つある。萬年徹先生、木村淳先生が、この会を始めるにあたり、エーザイ株
式会社に援助をお願いした。30年間継続的に援助をいただいたエーザイ株式会社の方々に感謝して、30
年のまとめを終わりとする。
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―サテライトシンポジウムの歩み ―

②小児脳機能研究会
山梨大学医学部　　　　　　　

相　原　正　男
鳥取県立鳥取療育園／国立精神・神経医療研究センター　精神保健研究所　　　　　　　

稲　垣　真　澄

　
　小児脳機能研究会の前身である小児誘
発脳波談話会（以下、談話会）は1990年
に発足し、2009年に ｢小児脳機能研究会
｣ に名称を変更しました。本研究会の設
立目的とその後の沿革については本学会
の加我牧子名誉会員が臨床神経生理学会
誌に報告されており1）、その後の活動状
況を私たちが紹介しております2）。
　設立のきっかけは、日本小児神経学会
あるいは日本脳波筋電図学会（現　日本
臨床神経生理学会）の折に、大久保修先

生（当時　日本大学小児科）が「子どもの誘発脳波に関心のある先生が集まり、じっくり話し合う機会
をつくりませんか。」と加我先生に提案された事がきっかけでした。
　第１回談話会は大久保先生が世話人で、1990年に開催されました。参加者は20名ほどあり、討論時間
も十分とって終了し、後は懇親会という楽しい研究会となりました。その際設立時のメンバー（大久保
世話人代表、加我、安原昭博、宮尾益知世話人）が将来計画を検討し、脳波筋電図学会にあわせて開催
するほうが誘発脳波に興味を持った方が参加しやすいのではないか、との結論に至りました。
　第３回談話会からは同学会の初日に開催することで、志を同じくする人達が参加し始めました。そし
て1997年の第８回小児誘発脳波談話会から、日本脳波筋電図学会のサテライトシンポジウムという形式
で現在まで毎年開催されてきております。その後10年ほどの活動を経て近年のコンピューター技術の発
展と小児の高次脳機能の発達への関心の高まりを背景に、名称を ｢小児脳機能研究会｣ と変更して安原
代表世話人を中心に活動することになりました。
　日本臨床神経生理学会が認定医制度を採用したこともきっかけとなり、小児脳機能研究会も認定医申
請・更新のためのクレジットに役立つ教育講演や、学会への特別講演、シンポジウム、ワークショップ
の提案を積極的に行ってまいりました。発達期の脳機能解明に最も関心を有し、実績を上げてきた研究
会として、この数年、｢てんかんの病態生理学の進歩｣、「発達障害と脳機能」をテーマに一般演題を募
集して活発な討論がなされてきております。
　2013年より代表世話人が相原に代わり事務局を金村英秋先生が担当し、そして現在は稲垣が第4代の
代表世話人となり事務局を加賀佳美先生にお願いしています。これまでに世話人の交代や追加を図り、
総勢24名の世話人が会の運営に携わっています。本研究会の新たな目標として、日本臨床神経生理学会
における学術的な活動に加えて、日本小児神経学会において臨床神経生理学の魅力を伝えて本学会への

相原　正男 稲垣　真澄
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参加を促すべく、小児神経科医師向けの実践教育セミナーの企画も行っています。
　2014年の日本小児神経学会において ｢明日から役立つ小児神経生理学入門｣ をテーマに実践セミナー
を開催しました。その際小児の臨床神経生理学をわかりやすく解説した書籍が欲しいというご意見が多
く寄せられたため、臨床神経生理学に興味を持つ小児神経科医、検査技師を対象とした ｢愉しく学ぼう
小児の臨床神経生理－ベットサイドで役立つ見方・考え方－｣ を小児脳機能研究会の企画で刊行するこ
とができました。そして2019年福島市において開催された第30回小児脳機能研究会では、記念研究会と
して小児てんかんをテーマにネットワーク機能解析と小児てんかん外科に関する招待講演を企画しまし
た。
　私たち小児脳機能研究会は発達期の脳機能を客観的・多角的に、かつ非侵襲敵に評価するという志を
持つ若手メンバーを積極的に登用し新陳代謝をはかりつつ、脆弱（vulnerability）を示しつつも可塑性

（plasticity）に富む子どもの脳を守ること、育むことに貢献したいと考えております。
　日本臨床神経生理学会に関わる全てのみなさまにおかれましては、一層のご指導 ･ ご鞭撻をお願い申
し上げる次第です。

引用文献
1）　加我牧子，安原昭博，宮尾益知．小児誘発脳波談話会から小児脳機能研究会へ．臨床神経生理学　2009；37：29-

30．
2）　相原正男．あとがきにかえて（小児脳機能研究会沿革史）. 愉しく学ぼう 小児の臨床神経生理．加我牧子， 相原正

男，　稲垣真澄（編）．診断と治療社， 2015；173-174．
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―サテライトシンポジウムの歩み ―

③脳脊髄術中モニタリング懇話会
関西医科大学整形外科　　　　　　

谷　口　愼一郎

　我が国の術中モニタリングは、高電圧経頭蓋電気刺激装置の登場とトレイン刺激法の応用、シナップ
スや神経筋接合部での減弱効果が少ないプロポホール麻酔の普及により長年の夢であった運動系のモニ
ターが非侵襲的に可能となったことを契機にして日本全国に急速に拡がりました。しかし、運動系のモ
ニターは、麻酔や生理的条件で不安定になりやすく、false positive が多いため、信頼性には乏しい欠
点があり、基礎的な電気生理学的知識を基盤とせず実施した場合、波形の判読に誤解が生じ判断を誤っ
たり、不用意な合併症が生じたりする危惧があります。
　我が国における術中モニタリングの発展と普及を図ることを目的に術中脳脊髄モニタリングセミナー
を本学会主催セミナーの１つとして2015年８月より開催しておりますが、もう１つの柱として日本にお
ける術中モニタリングの現状や問題点を集学的に議論する場としてこの脳脊髄術中モニタリング懇話会
を開始しました。
　第１回脳脊髄術中モニタリング懇話会は第44回日本臨床神経生理学会学術大会のサテライトシンポジ
ウムとして2014年11月19日に開催されました。前日の理事会で術中脳脊髄モニタリング委員会の発足が
決まり、翌年から開催される学会主催セミナーの１つとして開催される術中脳脊髄モニタリングセミ
ナー と相互に補完し合いながら術中モニタリングが普及することを願って齋藤貴徳理事が中心となっ
て企画されました。以降、日本臨床神経生理学会学術大会のサテライトシンポジウムの１つとして毎年
開催され2019年11月28日には第６回脳脊髄術中モニタリング懇話会が開催されました。

［第１回脳脊髄術中モニタリング懇話会］
テーマ：「温故知新―サテライトシンポジウム開始にあたって歴史を振り返る」
日時：　2014年11月19日（水）
当番世話人：齋藤貴徳

―プログラム―
（Ⅰ）温故知新―サテライトシンポジウム開始にあたって歴史を振り返る
　１．「Multimodality monitoring のすすめ、整形外科医の立場から」
　　　演者：和歌山県立医科大学名誉教授　玉置哲也（座長：齋藤貴徳）
　２．「ヒト大脳皮質運動野刺激により脊髄に誘発されるＤ波の性質と臨床応用」
　　　演者：日本大学医学部脳神経外科主任教授　片山容一（座長：佐々木達也）
　３．「雑音に囲まれて」　演者：元天理よろづ相談所病院神経機能検査室　瀬川義朗（座長：板倉毅）
　４．「モニタリングの歴史を振り返る―麻酔医の立場から―」
　　　演者：新潟大学医学部名誉教授　下地恒毅（座長：川真田樹人）

（Ⅱ）文献レビュー 2013
（整形外科）川端茂徳、（脳神経外科）福多真史
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［第２回脳脊髄術中モニタリング懇話会］
テーマ：「MEP の現状」
日時：2015年11月５日（木）
当番世話人：佐々木達也

―プログラム―
（Ⅰ）MEP の現状
　１．「記録の信頼性を高めるために」　演者：板倉毅、座長：丸田雄一
　２．「脊椎脊髄手術における MEP モニタリングの pitfall」　演者：安藤宗治、座長：谷口愼一郎
　３．「脳神経外科における MEP」　演者：後藤哲哉、座長：大島秀規
　４．「大血管手術と MEP」　演者：吉谷健司、座長：川口昌彦

（Ⅱ）2014年文献レビュー
（整形外科）川端茂徳、座長：齋藤貴徳、（脳神経外科）福多真史、座長：佐々木達也

［第３回脳脊髄術中モニタリング懇話会］
テーマ：「信頼性の高いモニタリングを目指して」
日時：2016年10月27日（木）
当番世話人：板倉毅 

―プログラム―
（Ⅰ）信頼性の高いモニタリングを目指して 
　１．「記録の信頼性を高めるための point」　 演者：杉山邦男 、座長：高谷恒範 
　２．「脊椎脊髄手術におけるモニタリングの信頼性の向上を図るための point」
　　　演者：谷口愼一郎 、座長：安藤 宗治 
　３．「脳神経外科におけるモニタリングの信頼性の向上を図るための point」 
　　　演者：藤井正美 、座長：福多真史 
　４．「大血管手術におけるモニタリングの信頼性の向上を図るための point」 
　　　演者：田中聡、 座長：川口昌彦 

（Ⅱ）2015年文献レビュー
（整形外科）安藤 宗治 、座長：齋藤貴徳 （脳神経外科）後藤 哲哉 、座長：佐々木達也 

［第４回脳脊髄術中モニタリング懇話会］
テーマ：安全な神経モニタリングを目指して！ 
日時：2017年11月29日 ( 木）
当番世話人：川口昌彦

―プログラム―
（Ⅰ）安全な神経モニタリングを目指して　　　座長：安藤宗治 
　１．「安全な神経モニタリングのためのポイント」   演者：板倉毅 
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　２．「脊椎脊髄手術における神経モニタリングの安全策 」演者：川端茂徳 
　３．「脳神経外科における神経モニタリングの安全策」   演者：後藤哲哉

（Ⅱ）2016年文献レビュー
（整形外科）小川潤、座長：齋藤貴徳、（脳神経外科）藤井正美 、座長：佐々木達也、
（麻酔科）福岡尚和、座長：川口昌彦  

［第５回脳脊髄術中モニタリング懇話会］
テーマ：術中神経モニタリングの標準化に向けて  
日時：2018年11月８日（木）
当番世話人：藤井正美

―プログラム―
（Ⅰ）術中神経モニタリングの標準化に向けて　　　　　 
　１．「セッティングの留意点」　演者：山本雅史、座長：安藤宗治
　２．「脊髄・脊椎手術モニタリング 」　演者：今城靖明、座長：安藤宗治
　３．「脳神経外科手術モニタリング」　演者：本山靖、座長：福多真史
　４．「術中モニタリングのための麻酔法」　演者：福岡尚和、座長：福多真史

（Ⅱ）2017年文献レビュー
（整形外科）谷口愼一郎、座長：小川潤、（脳神経外科）大島秀規、座長：佐々木達也、
（麻酔科）田中聡 、座長：川口昌彦 

［第６回脳脊髄術中モニタリング懇話会］
テーマ：複合電位に潜んだ真実を見逃すな―基礎的研究者からの提言―
日時：2019年11月28日（木）
当番世話人：小川潤

―プログラム―
（Ⅰ）複合電位に潜んだ真実を見逃すな ―基礎的研究者からの提言―　　　座長：山本直也
　１．「頚椎部圧迫性脊髄症はどのように進行するか？」　演者：今城靖明
　２．「運動誘発電位（B-MEP）を用いた術中モニタリングデータを解釈するのに必要な機能解剖
　　　  基礎知識」　演者：谷口真
　３．「生理学者からみた錐体路電位とは―発達初期脳損傷後の錐体路大規模再組織化の電気生理
　　　  学的検証―」　演者：高橋雅人

（Ⅱ）2018年文献レビュー 
（整形外科）吉田　剛、座長：谷口 愼一郎、（脳神経外科）本山靖、座長：大島秀規、
（麻酔科）林　浩伸、座長：田中聡
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―サテライトシンポジウムの歩み ―

④神経筋超音波研究会
神経筋超音波研究会　世話人代表　　　　

西　山　和　利

　日本臨床神経生理学会様におかれましてはこの度記念すべき50周年を迎えられましたとのこと、心よ
りお祝い申し上げます。また私ども神経筋超音波研究会につきましても、貴学会の栄えある記念誌に寄
稿する機会を与えていただきまして大変有難いことと存じております。
　さて、神経筋超音波研究会でございますが、読んで字の如く、末梢神経と筋肉に対する超音波診断学
を中心として活動を行っております同好の士の集まりでございます。最初の活動は、貴学会の重鎮でい
らっしゃる幸原伸夫先生（神戸市立医療センター中央市民病院）、小森哲夫先生（国立病院機構箱根病
院）のご指導の下に2014年８月に東京で開催した第１回の研究会でした。以降年１～２回のペースで研
究会を開催しておりますが、貴学会と私どもの関係は2015年の大阪での第45回日本臨床神経生理学会学
術大会に始まります。神経筋疾患の診療や研究では電気生理学が極めて重要であることは周知のとおり
でございまして、神経筋超音波研究会の発足時のメンバーも過半は貴学会の会員でした。そんな関係か
ら研究会が出来て早々の2015年には貴学会からサテライトシンポジウムの機会を頂戴しました。2015年
から現在までの貴学会での当研究会のサテライトシンポジウムの歴史は次の通りでございます。
・第２回研究会、2015年11月5日、 第45回 日本臨床神経生理学会学術大会（大阪）
・第３回研究会、2016年10月27日、第46回日本臨床神経生理学会学術大会（福島）
・第４回研究会、2017年11月29日、第47回日本臨床神経生理学会学術大会（横浜）
・第６回研究会、2018年11月8日、第48回日本臨床神経生理学会学術大会（東京）
・第８回研究会、2019年11月28日、第49回日本臨床神経生理学会学術大会（福島）
・第９回研究会、2020年11月、第50回日本臨床神経生理学会学術大会（京都）（原稿執筆段階では予定）

　私どもの研究会は超音波画像診断を電気生理学的診断の融合を目指していますが、そうした活動も
徐々に浸透し、最近では世話人数も増え、参加してくださる専門科としましても、脳神経内科、リハビ
リテーション医学科、整形外科、などへ広がりをみせております。またサテライトシンポジウムでは医
師、検査技師、各種コメディカルを含め毎回50名以上の、時には３桁に近い、参加者を集めることが出
来るようになりました。本研究会は発足直後から貴学会に育てていただいたと言っても過言ではありま
せん。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

第３回研究会時（2016年、福島）の世話人会慰労会 第４回研究会時（2017年、横浜）の世話人会慰労会 第８回研究会時（2019年、福島）の世話人会慰労会
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―サテライトシンポジウムの歩み ―

⑤脳磁図コンソーシアム
福岡国際医療福祉大学・医療学部・視能訓練学科　　

飛　松　省　三

　日本臨床脳磁図コンソーシアム（Japan Consortium of Clinical MEG, JCCM）は2012年８月に設立さ
れた。JCCM は、脳磁図（MEG）を使って臨床研究をしている研究者とそれをサポートする企業の全
国組織である。設立以来、飛松が代表世話人として運営の一端を担っている。事務局は北海道大学小児
科の白石先生が務めている。
　JCCM の目的は、脳磁図（MEG）に関する知識の交換・MEG の研究と診断の向上である。これによ
り神経・精神疾患の病態生理を解明し、臨床に貢献することを目指している。そこで、世話人会では、
まず臨床神経生理学会において３回の予定でサテライトシンポジウムを開催しようということになっ
た。大会長の了承を得て、第42回の学術大会の初日の2012年11月８日に東京で第１回のシンポジウムを
開催した。引き続き第43回（高知）、第44回（福岡）で学会初日の夕方に開催した。
　このサテライトシンポジウムは好評であったが、残念ながら、当初の予定通り、３回で終了した。し
かし、JCCM 主宰の少人数でのハンズオンセミナー（15名定員）は継続している。第１回の教育セミ
ナーは、2013年８月26、27日に札幌で開催した。その内容は、MEG の臨床応用における計測解析技術
の進歩で、最新の臨床応用の成果について3人の講師の先生にご講演いただいた。その後も講師の丁寧
な指導が直接受けられるため、締め切りを待たずに定員が埋まっている。
　SQUID センサーを維持するヘリウムの価格の高騰という問題はあるが、MEG が時空間分解能に優
れた先端的脳機能計測装置であることは紛れもない事実である。JCCM の活動に興味のある方は、是
非、ホームページ（https://www.clinical-meg.org/info/greeting.html）をご覧いただきたい。
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臨床神経生理学の歩み

これからの50年を見据えて
札幌医科大学　医学部　神経科学講座　　

長　峯　　　隆

　名称変更後の歴史は20年に過ぎない「臨床神経生理学」が、学会創立50周年記念の企画として違和感
がありません。学会名検討委員会での審議を経ての名称選定が世間で受け入れられた証しでしょう。関
係者の皆様方のご尽力に感謝するとともに、変更前後を知る者として、これまでの歩みを振り返り、次
なる発展を目指して、気づいた点を挙げてみたいと思います。
　私の学術大会初参加は、1985年の福島大会でした。離れた２会場をバスで移動したのをよく覚えてい
ます。大学に戻ってきて本格的に研究に取り組んだ1989年頃は、認定制度の検討が始まっており、木村
淳先生、梶龍兒先生より、初回認定合格を目標に、と折に触れて米国の制度などを教えていただきまし
た。2006年より移行措置、その後、試験も導入され、制度として定着したことは皆様ご存知の通りで
す。その他、この35年の間に、学生会員制度や主催セミナーの導入など様々な企画が計画、実施され、
学会の活性化に直接寄与してきました。これらの動きの一部には、学会員数減少に対しての危機感に駆
られての一面がありましたが、その後、会員数は U 字回復をみせ、当時の論点は影が薄くなっていま
す。
　学会名称変更のおりに危惧されたのは、「臨床」と名前を変更することによる基礎医学系研究者の学
会離れです。事務局集計にある1985年8.3%, 1997年4.4％の数値を見ると、当然です。次に見つけた数
値は、選挙制度検討の折の2012年の13.5% になります。この数値上昇自体は歓迎すべきでしょうが、
選挙制度変更に伴う自己申告制度が直接の要因です。臨床系研究者が、途中から基礎系の役職に就く解
剖、生理などで広く見られている医学教育系全般の流れの反映になります。数値に現れない基礎系一筋
の研究者、発表数は依然として減少傾向にあると思われ、改名時の懸念を払拭するには至っていないよ
うです。「臨床」には「『ヒトの生理学的研究』のために必要な動物実験をも包含する」ものとした名称
変更時の趣旨を再度確認するとともに、我々ももっと外部の基礎系の学会へ出かけていく必要を感じま
す。
　最近、議論が少なくなっているように感じるのは地方の格差です。都道府県の半数以上で専門医、専
門技術師を合わせて５名以下、20近くで認定施設が１箇所以下、半分弱で代議員が一人以下になってい
ます。代議員数は、専門分野の枠組みを元にした制度設計にも一因がありますが、認定関係の地域格差
は、学会活動に直接関係しており、今後、対策を立てていくことが望まれます。ICT 活用により、地
方の代議員、会員の委員会活動への参加、セミナーの地方での実施などは容易になります。都道府県別
の会員数確認や、委員会にも属していない代議員が半数いること、専門技術師が専門医の半数程度にと
どまっているのも、一度、実状調査の対象となりそうです。
　名称変更となった2000年の第30回学術大会の折には、柴崎浩先生のもとで事務局を担当させていただ
きました。1995年の京都での国際学会（The X International Congress of EMG and Clinical Neurophy
siology）の熱気がそのまま継続し、名称変更で他学会との連携にも力を入れ、一般演題に474題の応募
がありました。プログラム委員会の皆様に京都まで集まっていただき、演題の採否決定、セッション構
成などをご審議いただいたのも懐かしい想い出です。現在では学術大会３日目朝での翌年のプログラム
会合が定着し、教育講演、シンポジウムの審議に重点が移ってきました。この為か、一般演題の数の減
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少や、セッションが裏に配置される傾向が見られます。想定外の結果、意見に遭遇したときの経験を積
み重ねる場として、学術大会、学会における一般演題の役割はまだまだ大きいものがありそうです。皆
様の叡智を集結し、白熱した議論に多くの会員が参加できる仕組みができないでしょうか？
　これらの点に限らず、2004年の法人化後の２年毎の理事会編成の為か、学会全体で短期計画の羅列が
多くなってきた感じがします。国の高等教育グランドデザインは2040年を目指しています。本学会は、
多領域の研究者が集う場として安定性を担保した選挙制度をとっていますから、2005年に解散した「長
期計画検討委員会」のような10年後、15年後を目指すような組織も、今でこそ必要になってくると思い
ます。
　本学会が対象としている神経系は、個と組織が共に成長していくために様々な方策を取っており、分
析と統合の両面からの取り組みが求められます。多くの会員の参加によって、次なる50年の新展開がも
たらされることを期待しています。

日本臨床神経生理学会の今後 183



臨床神経生理学の歩み

これからの50年を見据えて
京都大学医学研究科脳統合イメージング分野　教授　　

花　川　　　隆

　私が臨床神経生理学会の前身である日本脳波・筋電図学会に初めて参加したのは1993年の鹿児島での
総会でした。当時、私は天理よろづ相談所病院で神経内科研修をしていました。心肺停止後の無酸素脳
症の症例に心電図（ECG）のＲ波から一定の潜時で観察されたミオクローヌスの病態について考察し
た症例報告でした（Hanakawa et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000）。のちに大学院で指導いた
だくことになった柴崎浩先生に、脳波（EEG）に同期するミオクローヌスは当たり前だが ECG に同期
するミオクローヌスは大変珍しい、とのコメントを頂いたことを鮮明に覚えています。学会で発表する
ことの楽しさを覚え、調子に乗って翌年の仙台の大会にも心肺蘇生後の SEP 所見と意識障害予後に関
連した演題を出しました（図１）。なお、市中病院に勤務しながらも脳波・筋電図学会総会で発表でき
たのは天理の橋本修治先生のご指導があったからであり、脳波を電気回路から説明する橋本先生の文章
に最近改めて目を通す機会があり、その重要性を再認識したところです。
　1996年には、大学院生として柴崎浩先生が主宰される研究室に入れていただきました（図２）。研究
手法としては、PET や SPECT などの核医学的手法や MRI を用いた神経画像を選びました。当時黎明
期であったこれらの手法に大きな将来性を感じたからです。テーマとしては、パーキンソン病の歩行障
害の SPECT 研究から、そろばん暗算の達人の機能的 MRI 研究まで、興味の赴くままに自由闊達に飛
び回らせていただきました。そして柴崎先生からは、私が現在まで研究者として一貫して大事にしてい
ることを学びました。それは、電気生理であれ、神経画像であれ、脳・神経の活動の計測を単独で完璧
にカバーできる手法はなく、それぞれに長所と短所が
あること、故に可能な限り複数の計測を統合すること
が重要であることです。複数の計測を統合すること
で、測定法に固有のバイアスのない普遍的な（測定手
法が違っても通用する）解釈に近づくことができま
す。25年が経った今でも計測手法の統合には技術的困
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難が伴いますが、脳の作動原理や病態の真の理解を目指すために、統合は絶対に必要であると改めて強
く感じています。もっとも臨床神経生理学会の学会員にしていただいたのは比較的最近であり、NIH
への留学を終えた2003年頃だったと思います。
　その後、国立精神・神経センター（NCNP）時代に脳波や経頭蓋磁気刺激（TMS）と機能的 MRI の
統合研究に本格的に取り組み始めました。これらのテーマについては、臨床神経生理学会のシンポジウ
ムなどでお話しさせていただく機会も増えました。また、NCNP における統合的な取り組みをご評価
いただき、2019年には京都大学医学研究科の脳統合イメージングという新しい分野を任せていただくこ
とになりました。ご存知のように、臨床神経生理学と神経画像学が共に発展しているドイツでは学会が
統合されています（German Society for Clinical Neurophysiology and Functional Imaging）。各手法を
研ぎ澄ましていくのはもちろんですが、手法の垣根を超えた統合こそが、日本の臨床神経生理学に今後
の50年を見据えた革新を生む原動力になると思っています。
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臨床神経生理学の歩み

これからの50年を見据えて
鳥取大学医学部医科学脳神経医科学講座脳神経内科学分野　　

花　島　律　子

　私が本学会に入会した頃は、本学会はまだ日本脳波・筋電図学会という学会名でした。脳波もしくは
鉢筋電図の所見について細かく議論する学会なのかと思いきや、初めて参加した学術大会では体性感覚
誘発電位の各成分の発生源や、経頭蓋磁気刺激のヒトへの応用の安全性や、検査結果が大脳興奮性を反
映しているのかなどが議論され、脳波や筋電図以外の誘発電位のことや基礎的な内容も網羅した広い内
容を扱う学会でした。一般演題でも、かなり熱く議論が行われていて、新しいことを始める勢いが感じ
られました。また、脳磁図、機能的 MRI など新しい手法も次々と開発されていて、脳波分野および筋
電図分野のみでない種々の手法を用いた生理検査について扱う学会となっていました。その実状に即す
るように、2000年に臨床神経生理学会と名称を変えられ、その後、速くも20年が経ちました。臨床神経
生理学会となってから、臨床に関するものという印象が強くなり基礎の生理学分野の会員が少し減った
のかと感じられます。一方、臨床に役立つということが大きな役割になり、種々の領域の研修会が行わ
れ、検査法や結果の解釈の注意点などについての教育に力が入れられるようになりました。本学会が扱
う手法の臨床的意義が確立し、普及に努めるものへと成熟してきたのを感じます。脳波領域、筋電図領
域の専門医・専門技術師を認定するようになったのもその現れでしょう。
　本学会の特徴であり良いところは、生理検査という手法を中心にしているため、関係する多分野の多
職種の会員が集まっているところです。また、検査という実際的なものを扱っているため、技術・解釈
法の習得という目標の一つが明確であることも良いところであると思われます。明確な目的のもと、全
国の関係者が一堂に集まれる場は貴重なものですので、今後もこの場を充分に活用してこの分野の発展
に役立てていければと考えます。
　生理検査は人間が人間相手に行いますので、血液などの検体を相手にする検査よりも時間もかかり、
施行には気遣いもコツも必要です。まさに臨床を大事にしようとする者が行うには最適な分野と自負で
きるのではないかと思います。反面、人手と手間がかかると倦厭されてしまうことがあるようで、診断
に必須である生理検査が行われないままに、疑い病名がつけられ診断的治療なるものが行われているこ
とが、巷では少なからずあるように感じます。今後、この学会の重要な役割としては、臨床に診断に必
須で確立した検査法を、もっと世の中に普及させることがあげられると思います。そのためにも、専門
医・専門技術師の養成を重視していく必要があるでしょう。また普及に当たっては、簡単に正しく行え
る方法も模索していく必要もあると考えます。
　今後の50年の展望としては、これまでの方針を更に進めることが一つだと思います。一方で、臨床に
役立つ生理検査を正しく習得して診断に役立てるということは大事なことですが、その上で他に忘れて
はならないことがあります。その視点を忘れると、新鮮味を失い若い研究者が育たない危険がありま
す。そこで以下の視点も、今後の50年を考える上で重要な点となると考えています。それは、まだまだ
分からないことの多いヒトの神経の“機能”について、解き明かす努力を続けていく使命が“臨床神経
生理学”にはあるということとです。臨床神経生理学会の“臨床”とは、人間を扱うことであり、疾患
の病態生理を解明することであるという意味であろうと考えます。そのためには、新しい技術開発に目
を配り、これまでの技術では分からなかった事を解明する方法として用いられないか検討を続けていく
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必要があるでしょう。常に新しいことを見いだしているという勢いを失わないように、この分野が進ん
でいければと思います。これまで以上に広い分野の知見も取り入れ、今後の50年も発展していければと
考えております。
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臨床神経生理学の歩み

これからの50年を見据えて
神戸大学大学院医学研究科 脳神経内科学分野　　

松　本　理　器

　私と臨床神経生理学会との関わりは、四半世紀前に研修医として１人目に受け持った患者さんとの出
会いに遡る。Krabbe 病成人発症の本邦３例目の患者さんの担当医となり、当時京都大学神経内科助手
であった幸原伸夫先生のご指導のもと、末梢神経病態（hypomyelination）の神経伝導検査の知見を仙
台での第24回学術大会でポスター発表した。オーベンの先生方のご指導のおかげで、Acta Neuro-
pathologica に神経生検の病理所見を含めて症例報告することができ、私が臨床神経生理を専門にする
動機の１つとなった。脳神経内科医として研修の後、1998年に柴﨑浩先生主催の京都大学大学院脳病態
生理学講座に入学した。大学院入学直後に第39回日本神経学会学術大会（京都、木村淳大会長）が開催
され、海外から招待された神経生理関連の先生方を私の地元・奈良へと案内する“遠足のツアコン”を
仰せつかった。当時の写真（添付）を振り返ると、その後の IFCN の中核の先生方（Mark Hallett 先
生、David Burke 先生、Erik Stålberg 先生）が来日されており、当時は若気の至りで物怖じせずいろ
いろとお話させていただいたことが懐かしく思い出される。大学院入学後は、木村淳先生・柴﨑浩先生
に師事し、臨床神経生理畑の研究医になることを決意、その後は、クリーブランドクリニックへの臨床
留学期間を除いて、学術大会には毎年参加し発表してきた。中規模の本学会ならではの魅力として、学
術大会は大会主催校の地元で開催されることが多かったのだが、会場近くの名勝の散策を楽しみ、大会
懇親会で各地の文化に触れ、さらに学際的な雰囲気の中、たくさんの会員と交流することができた。４
年ごとに開催される国際臨床神経生理学会議（ICCN）では、ベルリン（2014）、ワシントン D.C.（2018）
にて公募シンポジウムに採択いただき、脳機能の局在や領域間結合（connectivity）の観点からシンポ
ジストとともに世界に情報発信を行った。

1998年日本神経学会京都大会後の奈良遠足にて。前段 ：左から学生、David Burke 先生、柴﨑浩先生、
幸原伸夫先生、當間圭一郎先生、後段：左から澤本伸克先生、Mark Hallett 先生、Erik Stålberg 先生、
松本理器、学生、学生、長峯隆先生
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　学会の委員会活動としては、脳波セミナー・アドバンスコース小委員会（池田昭夫委員長）、認定委
員会（園生雅広委員長）に所属し、2020年より医学教育助成遂行委員会の委員長を園生担当理事より引
き継いだ。本学会の使命として、臨床神経生理領域の学際的研究の発展に加えて、本領域の診療の向上
をめざした若手医師・技師の教育が挙げられる。本委員会は、2017年度 GSK 医学教育助成事業の採択
を受け、脳波・筋電図・術中脳脊髄モニタリングのウェブセミナーの開催を目的に発足した。第１弾と
して神経伝導検査と針筋電図のセミナーが2019年９月12日に開催され、900名を超える参加者が集ま
り、アンケートでも高評価を得た。新型コロナ禍で生涯教育の機会が減っている中、非会員も含めた配
信を予定する第２弾（脳波、2020年秋）、第３弾（モニタリング、2021年春）のウェブセミナーではコ
ンテンツを充実させ、参加者の増加を見込みたい。ICT に長けた関口兼司副委員長と二人三脚で、ウェ
ブ講演配信ならびに学術大会や関連講習会を含めた e-learning 用の教育コンテンツの整備に尽力し、次
の四半世紀を担う若手の育成に少しでも貢献できれば望外の喜びである。
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臨床神経生理学の歩み

これからの50年を見据えて
関西医科大学精神神経科学教室　　

吉　村　匡　史

　この度は、日本臨床神経生理学会が設立50周年を迎えるにあたり、心からお慶び申し上げます。また
この50年間、本学会が日本の基礎、臨床領域の双方において脳波、筋電図等を用いた神経生理学的研究
の中心的役割を担いつつ発展を続けていることに、深く敬意を表します。
　私は、現在所属する講座に入局した後、研究の主な手法に定量脳波学的手法を選んだことから本学会
に入会しました。本学会の学術大会に初めて出席しましたのは、2000年（平成12年）の第30回大会（大
会長：柴崎浩先生）でした。この第30回大会は、本学会の名称が「日本脳波・筋電図学会」から「日本
臨床神経生理学会」に変更されて以降初めて開催された大会であり、会場は第50回大会と同じ国立京都
国際会館でした。私はまだ定量脳波研究に携わり始めたばかりでしたが、広大な会場で多種多様な企画
やプレゼンテーションが行われていることが印象的で、もちろん内容も非常に興味深く、研究へのモチ
ベーションがさらに高まったことを記憶しています。以後、定量脳波研究を継続しつつ、本学会学術大
会には留学中を除いて毎年出席しております。本学会で発表することを目標に毎年少しずつ研究を進め
てきた面もあり、私はまさに本学会に育てて頂いたような気持ちでもあります。学術的な方面だけでな
く、大会ごとにいろいろな土地を訪れることや懇親会への参加、普段はなかなかお目にかかれない他施
設の皆様と交流を図ることも大きな楽しみでした。また、2015年（平成27年）の第45回大会では、私が
所属する講座の木下利彦教授（現 本学会財務理事）が大会長を務め、講座一丸となって準備、運営に
取り組みました。多くの方々のご助力、大会へのご参加を賜ることができ、無事に大会を終えた日は心
から安堵いたしました。また現在私は、学会幹事やいくつかの委員会の委員として活動させて頂いてお
り、非常に光栄に感じております。

  第45回日本臨床神経生理学会学術大会 会長招宴での集合写真（2015年11月3日、リーガロイヤルホテル）
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　ここまで本学会に関する私自身の思い出を中心に述べてまいりましたが、ここからは本稿のテーマに
沿って、これからの50年を見据えて考えたいと思います。私が本学会に参加するようになってからの20
年間でも、私が携わる脳波領域においては、新たな解析法の創出、他のモダリティとの連携、ニューロ
モデュレーションと呼ばれる種々の脳刺激法の発展に伴う適応の拡大、人工知能（AI）の応用など、
20年前では想像もつかない大きな変化がもたらされています。近年の臨床現場では画像診断法など脳の
形態的評価が大きな位置を占めていますが、脳の機能を評価する神経生理学的手法は言うまでもなく他
に代えがたいツールです。また精神科の臨床においては、近年 mECT（修正型電気けいれん療法）や
rTMS（反復経頭蓋磁気刺激）が保険診療として積極的に実施され、tDCS（経頭蓋直流刺激）の臨床
応用への研究も活発に行われる中で、これらのニューロモデュレーション手法を通じて臨床神経生理学
の裾野がより広がっています。また、脳波所見に AI を取り入れた早期診断実現への取り組みも非常に
興味深い分野です。今後もさらに今では想像できない新たな可能性が広がることもあり得ますし、これ
からの50年も臨床神経生理学の発展は止まることがないものと考えております。
　末筆ですが、本学会、本領域のさらなる発展と、関わる皆様のご健勝とご活躍をお祈りしつつ拙文を
終えさせて頂きます。
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臨床神経生理学の歩み

これからの50年を見据えて
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科発達神経病態学　　

小　林　勝　弘

　私は岡山大学医学部を 1983年に卒業して直ちに故大田原俊輔教授の門下の末席に加えて頂いた。そ
こで大学院研究のテーマとして与えられたのが脳波分析であった。爾来脳波分析は小児てんかんの診療
と併せて私の主要な仕事となった。学会の名称が日本脳波・筋電図学会であった時代に入会させて頂
き、学位論文は「脳波と筋電図」誌に掲載された。私の半生は日本臨床神経生理学会とともにあったと
いえる。
　その大学院研究は具体的には、小児期の脳波コヒーレンスの発達的変化であり、脳波について全く知
識が無く右も左も分からない私は途方に暮れたが、眞田敏先生の御指導により研究を進めることができ
た。コヒーレンスについて当時は頼るべき文献も資料も少なく、使用したコンピュータは日本電気三栄
製 Signal Processor 7T17/7T18であり、データの記録メディアは８インチフロッピーディスクであっ
た。データのアナログ・デジタル変換は、一旦脳波をアナログデータレコーダの磁気テープに記録した
後に行うというもので、沢山の同軸ケーブルをつなぐのに格闘した記憶がある。周波数帯域ごとの コ
ヒーレンス値を算出するためには Fisher の z 変換を含め、自分で演算ソースコードをプログラミング
するしかなかった。世界中がコンピューターネットワークで繋がれている今となっては隔世の感があ
る。
　それ以降、脳波てんかん発射の双極子発生源分析、独立成分分析そして高周波振動 (HFOs) にまで研
究を進めてきた。その過程でモントリオール神経研究所に留学をさせて頂き、Jean Gotman 教授の薫
陶を受けることができた。留学は1年間であったが、ネットを通しての Gotman 教授との共同研究は今
に至るまで20年以上続いている。
　学会にまつわるもうひとつの思い出は、大田原教授1989年主催の第19回日本脳波・筋電図学会学術大
会である。私自身は当時下っ端で手伝いをした程度であったが、多くの研究者が全国から集い、大変刺
激になった。昨日のことのようであるが既に30有余年の星霜を経ている。
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　今後の50年を展望するようにとのことであるが、一言で云うと予想が全くできない。遺伝子研究とそ
の応用や再生医療が隆盛を極めている現在である。既に１世紀近い歴史があるヒトの脳波に新たな価値
を見出したいと常日頃思っており、 おそらくは脳波・機能的 MRI のように他の検査技術と組み合わせ
ることが重要と思われるが、未だアイデアを産むための苦しみの中にある。脳波がそのままデジタル
データとして記録され、応用の可能性が拡がった現在は、自身の想像力の限り研究を発展させることが
できるであろう。人工知能（AI）を発展させ活用して脳波判読をさせようというのは多くの人が考え
ることであろうし、長時間脳波の中から散発している棘波を拾い上げるような時間のかかる作業は AI
に任せてしまうことができれば、人間は少し楽ができるかもしれない。そのような煩雑なことは AI に
負わせて人間はより創造的仕事に専念できるようになればと祈念する。もっとも思考するのは AI の仕
事となり、ヒトの仕事は専ら入力作業を行うこととなって機械の手下に成り下がるというようなことが
ないように十分な洞察力を発揮する必要があろう。願わくば若い有能な人材が新たな発想を携えてこの
分野に加わって欲しい。
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臨床神経生理学の歩み

これからの50年を見据えて
慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室　　

川　上　途　行

　私がリハビリテーション医学の道を志して数年が経った頃、動作を分析することがその道だとなんと
なく思っていた自分が、脳、脊髄、末梢神経、筋に至る広い範囲の機能とその病態を生理学的にとらえ
る必要性を日々の臨床の中で感じるようになっていた。それこそが臨床神経生理学なのであるが、それ
を本当の意味で理解するのは、慶應義塾大学月が瀬リハビリテーションセンターで正門由久先生にご指
導いただいてからだったと思う。ただ、そのような恩師との出会いを通じて、臨床神経生理学が私の医
師としての基盤になったのは、この一見とっつきにくそうな学問が、「実学」そのものであったことが
大きい。
　慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室が主催する「臨床筋電図・電気診断学入門講習会」
にも若い時期から関わらせていただいたことは、私の貴重な財産である。この講習会は、リハビリテー
ション科、整形外科、神経内科などの関連各科およびコメディカルのための初心者コースとして1998年
に開講され、2002年からは日本リハビリテーション医学会の生涯教育研修単位としての認定を受け、
2019年で第22回を迎えた。第20回までは、神経生理の世界的権威である木村淳先生が講演を行ってお
り、その講演を聴くために聴講者のみならず、運営として参加していた教室員が、その時ばかりはと持
ち場を離れて勉強していたのは記憶に新しい。
　2015年４月から、私は University College London（UCL）の Sobell Department of Motor Neurosci-
ence and Movement　Disorders, Institute of Neurology に留学し、John C. Rothwell 教授の指導の下、
磁気刺激の研究を行った。Neurology のメッカの一つと考えられている UCL には世界各国から研究者
が集まっており、多くの刺激を受けた一方で、日本の臨床神経生理学のレベルの高さを、日本を離れた

写真１　筆者が留学していたUniversity College London
（UCL）・Sobell Department of Motor Neuro-
science and Movement　Disorders,  Institute 
of Neurology の扉

写真２　University College London（UCL）・Sobell De-
partment of Motor Neuroscience and Move-
ment　Disorders, Institute of Neurology の実験
室の風景。磁気刺激装置やナビゲーションシス
テムが完備した部屋が各フロアに複数あり、予
約制で研究者が使用する

194 日本臨床神経生理学会の今後



からこそ実感できた期間でもあった。この分野
を日本がこれからもリードしていくために、本
学会のリーダーシップに期待が集まるのは異論
のないところであろう。
　そして、これからの時代、臨床神経生理学と
リハビリテーション医学の蜜月関係は継続する
だけでなく、より深いものになっていくと想像
できる。リハビリテーションが目指す機能再建
は、再生医療の発展により新たなフェーズに突
入する。不可能と思われていた脳細胞、脊髄細
胞の再生は現実味を帯び、そこに、これまで開
発されてきたニューロモデュレーション手法と
の併用が、我々が未知の効果を生むであろう。
リハビリテーションの分野は間違いなく新時代

を迎えようとしている。そして、その基盤となる臨床神経生理学の重要度がますます高まることは想像
に難くない。この「臨床神経生理新時代」に立ち会えることは、この上ない喜びであると同時に、この
分野の正しく発展させることを義務付けられた世代に伴う大きな責任に、改めて身の引き締まる思いで
ある。そして、これからこの分野を学ぶ若い臨床家の皆様に、臨床神経生理学の楽しさと奥深さを伝え
ていきたい。

写真３　John C. Rothwell 教授、Ying-Zu Huang 教授に
プレゼンテーションを行う筆者。2nd Interna-
tional Neurorehabilitation and Neuroscience 
Conference（順天堂大学）にて
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臨床神経生理学の歩み

これからの50年を見据えて
神戸市立医療センター中央市民病院　　

佐々木　一　朗

　私が神戸市立医療センター中央市民病院で幸原伸夫先生から臨床神経
生理学を直接指導して頂き始めてから、まる20年が経ちました。
　私が臨床神経生理学に携わることになったきっかけは、当時の神経内
科部長であられた川村純一郎先生の院内プロジェクトでした。神経内科
で行っていた筋電図、神経伝導検査、各種誘発電位、糖尿病内分泌内科
で行っていた神経伝導検査、自律神経機能検査である CVRR、耳鼻咽
喉科が行っていた聴性脳幹反応（ABR）、眼科が行っていた視覚誘発電
位（VEP）など、院内に点在していた臨床神経生理検査を統括して行
うという、電気生理学センターの立ち上げでした。私は苦手であるこの
学問に真剣に取り組んでみようと一念発起してみましたが、苦手意識が

治ることはなく、日々悩んでいました。
　ある日、私が図書館で調べ物をしていた時に、日本臨床神経生理学会の存在を知りました。この学会
は、臨床神経生理学の門戸を叩く医師、メディカルスタッフ、基礎分野の工学、生理学のリサーチャー
が集うある種、異例の学術の場でした。現在とは学会の開催方法が異なっており、学術大会に先行して、
二日間（朝から夜まで）に渡り、高名な先生方の講義（基礎から臨床）で、臀部に褥瘡ができた座学の
連続でした。（座学≒坐学とは、臀部褥瘡＝であると感じました）。また、翌日より三日間行われる学術
大会で up to date を学ぶという、地獄のような臨床神経生理 Week を過ごすことができました。臨床
神経生理学にどう向き合っていったらいいのか悩んでいた私は、藁にもすがるおもいで主催の技術講習
会を受講しました。講義の内容が、どれも難しく心が折れそうになっていましたが、その時に神経伝導
検査の講義をしてくださった先生は、とてもインパクトがありました。今まで私が理解に苦しんできた
事象を、壇上より優しい口調で漫画チック（わかりやすく）に、大事なエッセンスを、最高の笑顔を交
えながら、丁寧に教えて下さいました。その先
生は当時、京都大学医学部神経内科の幸原伸夫
先生でした。「臨床神経生理学がとても楽しく
好きになった！」という言葉を発することがで
き、私の臨床神経生理学「キライ」が一瞬で完
治しました。
　その後、時は流れ臨床医の先生から重宝され
るセクションに少しずつ成長していったと思わ
れます。我が子のように可愛がってくださった、
川村純一郎先生が退官される時がきました。当
時の神経内科、川本未知先生（現神戸市立医療
センター中央市民病院脳神経内科部長）に後任
は決まりましたかと、尋ねてみたところ、「あ

筆者：神戸市立医療センター中央市民病院
佐々木一朗・幸原伸夫先生
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の幸原先生が来ますよ。」と教えて頂き、心待ちにしていました。私は有名なデータベースソフトであ
る File Maker Pro で神経生理検査のデータベースを自作我流で作っていたので、作成コンセプトが正
しいかどうかを赴任早々、幸原先生に見て頂くことにしました。先生は満面の笑みで「素晴らしい！」
と仰って下さいました。憧れていた先生にお褒め頂いたことで有頂天になったことを今でも鮮明に覚え
ています。幸原先生が執筆された有名な筋電図の教科書である、「神経伝導検査と筋電図を学ぶ人のた
めに（第２版）」では、神戸市立中央市民病院における正常参考値を掲載され、前述したデータベース
を使用して執筆されたものです。特に自身が解析し発表した「F 波最小潜時と身長との相関」について
の正常参考値は、国内の神経生理検査室に掲示されているデータになったことは、感慨深いことです。
当時はデータの解析、校閲、スライド訂正・追加を幸原先生にとても熱心な指導を頂きました。スライ
ドの完成が発表当日まで訪れることはありませんでしたが、良い発表をさせてあげようという先生の優
しさが十分に伝わってきました。

　私には幸原伸夫先生をはじめ、大変お世話になった先生方がいます。神経生理検査に携わり始めた頃
に、天理よろず相談所病院にフェローシップとして出迎えて頂いたのが、橋本修治先生、瀬川義朗先生
です。電気生理の基礎を優しく説いて下さいました。
　齊藤江美子先生（元北里大学病院）、河島江美先生におかれましては突然にお電話にて相談したとこ
ろ「いつでもおいで」と心強いお言葉を頂きました。その後北里大学病院に行った際には症状から考え
る筋電図と神経伝導検査を用いた診断プロセスを丁寧にご教示頂いたことは、今でも克明に覚えていま
す。（その日は確か豪雨でした）。
　高橋修先生（現慶應義塾大学）には、学会の際にお声かけ頂き、神経生理検査の解釈で悩んでいる仲
間達と研究会に入れて頂き、横のつながりを大切にした組織運営に携わらせて頂きました。（現日本神
経生理検査研究会）。
　年月が経ち、術中脳脊髄神経モニタリング（＝現ライフワーク）が日常的に行われる時代背景となり
ました。関西医科大学整形外科齊藤貴教教授は、脳脊髄モニタリングのシステムが欧米諸国に対して日
本は圧倒的に遅れていることを懸念されており、委員会を立ち上げられました。ガイドラインの必要性
を強調され、私も WG メンバーとして微力ながらもお手伝いさせて頂いています。貴重な機会を頂い
たことで、術中脳脊髄神経モニタリング学の知識や技術をより一層磨かなければと強く感じました。そ
の中でも、脳科学の知識と経験をより学びたいと思い、京都大学大学院医学研究科臨床神経学てんかん・
運動異常生理学講座の池田昭夫教授、松本理器先生（現神戸大学大学院医学研究科内科学講座 脳神経
内科学分野教授）には、大変貴重な学びの機会を頂きました。
　諸先生方には、言葉では言い表す事ができないほどの感謝の気持ちと尊敬の念を頂いています。
　
　さて、今年は第50回臨床神経生理学会学術大会という記念すべき節目の年です。この半世紀という年
月は偶然にも自身年齢とも重なり、長いようで短い期間であると感じました。振り返ってみて感じたこ
ととして、自身が取り組んだ仕事に対しては一生懸命学ぶこと、熱意を持ち続けることが大切であると
思います。全く想像していなかった、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック下で
Face to Face の交流が難しい環境の中でも、熱意を持ち続けていれば必ず学べる機会が得られると信
じています。
　今後、本学会に探究心を持った医学、生理学、工学、理学、数学者など多岐にわたる学者が集い、再
生医療の進歩と並行して、新たなニューロモジュレーションの研究開発、臨床応用が進むと思います。
その上で、本学会の役割はとても大きいものと思われます。自身が関与できることは、脳脊髄手術が更
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に安全かつ侵襲の少ないものとして歩んでいくための技術を確立し、普及啓蒙することです。学会とし
て後世に残せる資産は膨大なものであり、外科医、その先にいる患者の QOL 向上に役立てるものと考
えます。
　私は、今後も全力でこの臨床神経生理学会に尽くす所存であり、50年後もこの学会は益々発展してい
るであろうと信じて止みません。
　最後に、本稿のサブタイトルである、『学問、職種の垣根を超えた「知の継承」の大切さ』この言葉
を後進の先生方に感じて頂けるよう、誠心誠意努めます。
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理事長

正　門　由　久 東海大学医学部リハビリテーション科

庶務理事

後　藤　純　信 国際医療福祉大学医学部生理学講座

財務理事

木　下　利　彦 関西医科大学精神神経科

渉外理事

池　田　昭　夫 京都大学大学院医学研究科てんかん・運動異常生理学講座

総務理事

髙　橋　　　修 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室

理事

稲　垣　真　澄 鳥取県立鳥取療育園

今　井　富　裕 札幌医科大学保健医療学部

太　田　克　也 恩田第ニ病院

桑　原　　　聡 千葉大学医学部神経内科

齋　藤　貴　徳 関西医科大学整形外科学講座

園　生　雅弘　 帝京大学医学部神経内科

中　里　信　和 東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野

野　寺　裕　之 金沢医科大医学部神経内科

花　島　律　子 鳥取大学医学部脳神経医科学講座脳神経内科学分野

矢　部　博　興 福島県立医科大学医学部神経精神医学講座

監事

宇　川　義　一 福島県立医科大学神経再生医療学講座

木　村　彰　男 慶應義塾大学／医療法人社団アール・ アンド・オー

幹事

石　郷　景　子 大垣市民病院医療技術部診療検査科生理機能検査室

川　上　途　行 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室

吉　村　匡　史 関西医科大学精神神経科学教室

■ 理事・監事・幹事
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あ行

赤　座　実　穂 東京医科歯科大学保健衛生学研究科生命機能情報解析学分野

赤　松　直　樹 国際医療福祉大学成田病院医学部神経内科

阿　部　和　夫 兵庫医科大学病院脳神経内科

阿　部　達　哉 国立病院機構箱根病院

安　藤　宗　治 関西医科大学総合医療センター整形外科

飯　嶋　　　睦 東京女子医科大学神経内科

伊賀崎　伴　彦 熊本大学大学院先端科学研究部情報・エネルギー部門医用福祉工学分野

池　田　昭　夫 京都大学大学院医学研究科てんかん・運動異常生理学講座

生　駒　一　憲 北海道大学病院リハビリテーション科

石　井　良　平 大阪大学大学院医学系研究科精神医学

石　郷　景　子 大垣市民病院医療技術部診療検査科生理機能室

出　江　紳　一 東北大学大学院医工学研究科リハビリテーション医工学

和　泉　唯　信 徳島大学医学部神経内科

磯　谷　俊　明 四国大学看護学部看護学科脳と心の研究室／保健管理センター

板　倉　　　毅 関西医科大学整形外科

稲　垣　真　澄 鳥取県立鳥取療育園

井　上　雄　一 医療法人社団絹和会睡眠総合ケアクリニック代々木

今　井　富　裕 札幌医科大学保健医療学部

伊良皆　啓　治 九州大学システム情報科学研究院情報学部門

岩　崎　真　樹 国立精神・神経医療研究センター病院脳神経外科

岩　波　　　明 昭和大学医学部精神科

植　木　美　乃 名古屋市立大学神経内科

上　坂　義　和 虎の門病院神経内科

植　松　明　和 国立病院機構　千葉医療センター臨床検査科

魚　住　武　則 産業医科大学病院神経内科

牛　田　享　宏 愛知医科大学医学部学際的痛みセンター

牛　場　潤　一 慶應義塾大学理工学部生命情報学科

浦　崎　永一郎 医療法人相生会福岡みらい病院脳神経外科

榎　　　日出夫 聖隷浜松病院小児神経科

■ 代議員
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榎　本　博　之 介護療養型老人保健施設 天生

大　石　知瑞子 杏林大学病院神経内科

大　島　秀　規 日本大学医学部脳神経外科

太　田　克　也 恩田第ニ病院

大　田　哲　生 旭川医科大学病院リハビリテーション科

岡　崎　慎　治 筑波大学人間系障害科学域

岡　崎　光　俊 青梅市立総合病院精神科

緒　方　勝　也 国際医療福祉大学福岡保健医療学部言語聴覚学科

岡　西　　　徹 鳥取大学医学部付属病院脳神経小児科

岡　本　秀　彦 国際医療福祉大学医学部生理学

小　川　　　潤 静岡赤十字病院

尾　﨑　　　勇 青森県立保健大学健康科学部理学療法学科

長　田　美智子 竜王共立診療所検査室

鬼　塚　俊　明 九州大学病院精神科神経科

か行

加　賀　佳　美 山梨大学医学部小児科

笠　井　清　登 東京大学医学部附属病院精神神経科

片　山　雅　史 純真学園大学検査科学科

加　藤　昌　明 むさしの国分寺クリニック

金　村　英　秋 東邦大学医療センター佐倉病院小児科

叶　内　　　匡 東京医科歯科大学医学部附属病院検査部

川　合　謙　介 自治医科大学脳神経外科

川　口　昌　彦 奈良県立医科大学麻酔科学教室

川　端　茂　徳 東京医科歯科大学先端技術医療応用学講座（整形外科）

木　﨑　直　人 杏林大学付属病院臨床検査部生理検査室

木　田　哲　夫 愛知県医療療育総合センター発達障害研究所障害システム研究部門

鬼　頭　伸　輔 国立精神・神経医療研究センター病院第一精神診療部

木　下　利　彦 関西医科大学精神神経科

木　下　真幸子 国立病院機構宇多野病院神経内科

木　村　真　人 日本医科大学千葉北総病院メンタルヘルス科医局
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桐　野　衛　二 順天堂大学静岡病院メンタルクリニック

黒　川　勝　己 川崎医科大学総合医療センター内科・脳神経内科

桑　原　　　聡 千葉大学医学部神経内科

軍　司　敦　子 横浜国立大学教育学部

神　山　　　潤 東京ベイ・浦安市川医療センター

国　分　則　人 獨協医科大学神経内科

児　玉　三　彦 東海大学医学部専門診療学系リハビリテーション科学

後　藤　純　信 国際医療福祉大学医学部生理学教室

小長井　ちづる 十文字学園女子大学人間生活学部健康栄養学科

小　林　勝　弘 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科発達神経病態学

さ行

齋　藤　貴　徳 関西医科大学整形外科学講座

坂　下　文　康 三重県立総合医療センター中央検査部

酒　田　あゆみ 九州大学病院検査部

坂　本　　　崇 国立精神・神経医療研究センター病院神経内科

佐々木　一　朗 神戸市立医療センター中央市民病院臨床検査技術部

佐々木　達　也 東北医科薬科大学

澤　本　伸　克 Kyoto University Graduate School of Medicine 人間健康科学系専攻
近未来型人間健康科学融合ユニット

志　賀　哲　也 福島県立医科大学神経精神医学講座

重　藤　寛　史 九州大学大学院医学研究院保健学部門 検査技術科学分野

清　水　俊　夫 東京都立神経病院脳神経内科

勝　二　博　亮 茨城大学教育学部障害児生理

白　石　秀　明 北海道大学病院小児科

神　　　一　敬 東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野

杉　　　剛　直 佐賀大学理工学部電気電子工学科

杉　山　邦　男 東邦大学医療センター大森病院臨床生理機能検査部

鈴　木　俊　明 関西医療大学大学院保健医療学研究科

鈴　木　保　巳 長崎大学教育学部人間発達講座

関　口　兼　司 神戸大学医学部附属病院神経内科

園　生　雅　弘 帝京大学医学部神経内科
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た行

髙　橋　　　修 済生会東神奈川リハビリテーション病院医療技術部

髙　橋　正　紀 大阪大学大学院医学系研究科機能診断科学講座臨床神経生理学

髙　松　直　子 徳島大学医学部附属病院神経内科

武　井　雄　一 群馬大学医学部附属病院脳神経精神行動学教室

立　花　直　子 関西電力病院神経内科・睡眠関連疾患センター

谷　口　愼一郎 関西医科大学整形外科学講座

塚　本　　　浩 東京医科大学茨城医療センター脳神経内科

津　田　笑　子 札幌しらかば台病院神経内科

寺　尾　安　生 杏林大学医学部細胞生理学教室

寺　田　清　人 てんかんと発達の横浜みのる神経クリニック

寺　田　信　一 高知大学教育学部門

峠　　　哲　男 香川大学医学部看護学科健康科学

時　村　　　洋 鹿児島市立病院脳神経外科

な行

内　藤　　　寛 日本赤十字社伊勢赤十字病院脳神経内科

中　川　雅　文 国際医療福祉大学耳鼻咽喉科

中　里　信　和 東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野

中　島　　　亨 杏林大学医学部精神神経科

長　峯　　　隆 札幌医科大学医学部神経科学講座

夏　目　　　淳 名古屋大学小児科

西　田　圭一郎 関西医科大学精神神経科

西　田　茂　人 福岡工業大学情報工学部情報通信工学科

西　谷　信　之 社会医療法人生長会ベルランド総合病院神経内科

入戸野　　　宏 大阪大学大学院人間科学研究科

根　津　敦　夫 社会福祉法人十愛療育会横浜医療福祉センター港南

野　寺　裕　之 金沢医科大学医学部脳神経内科

信　田　進　吾 東北労災病院整形外科

は行

橋　詰　清　隆 いずみ記念病院脳神経外科

長　谷　公　隆 関西医科大学附属枚方病院リハビリテーション科
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長谷川　和　重 仙塩利府病院

畑　中　裕　己 帝京大学医学部神経内科

花　川　　　隆 国立精神・神経医療研究センター脳病態統合イメージングセンター

花　島　律　子 鳥取大学医学部脳神経医科学講座脳神経内科学分野

花　山　耕　三 川崎医科大学リハビリテーション医学教室

原　　　悦　子 弘前大学医学部附属病院検査部生理検査室

原　　　恵　子 原クリニック

原　　　元　彦 帝京大学医学部附属溝口病院リハビリテーション科

平　野　羊　嗣 九州大学大学院医学研究院精神病態医学

晝　間　臣　治 医療法人重仁会大谷地病院精神科

廣　田　伸　之 市立大津市民病院神経内科

深　谷　　　親 日本大学医学部脳神経外科・応用システム神経科学

福　田　一　彦 江戸川大学社会学部人間心理学科

福　田　正　人 群馬大学大学院医学系研究科神経精神医学

藤　井　正　美 山口県立総合医療センター脳神経外科

藤　原　俊　之 順天堂大学大学院医学研究科リハビリテーション医学

寳珠山　　　稔 名古屋大学脳とこころの研究センター

ま行

前　原　健　寿 東京医科歯科大学医学部脳神経外科

正　門　由　久 東海大学医学部リハビリテーション科

増　村　年　章 増村メンタルクリニック診療部

松　岡　貴　志 福島県太陽の国病院

松　橋　眞　生 京都大学大学院医学研究科脳機能総合研究センター

松　本　理　器 神戸大学大学院医学研究科内科学講座脳神経内科学分野

丸　田　雄　一 山口大学医学部医学研究科脳神経外科

三　木　研　作 日本赤十字豊田看護大学

三　國　信　啓 札幌医科大学脳神経外科

三　澤　園　子 千葉大学大学院医学研究院神経内科学

水野（松本） 由子 兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科

美　馬　達　哉 立命館大学先端総合学術研究科
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宮　島　美　穂 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科心療・緩和医療学分野

村　岡　慶　裕 早稲田大学人間科学学術院健康福祉科学科

村　木　久　恵 朝日大学病院検査部 / 睡眠医療センター

村　瀬　永　子 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター神経内科

目　崎　高　広 榊原白鳳病院

や行

八　木　和　広 潤和会記念病院臨床検査室

矢　澤　省　吾 潤和会記念病院神経内科

安　元　佐　和 福岡大学医学部医学教育推進講座

谷　中　弘　一 獨協医科大学病院臨床検査センター

矢　部　博　興 福島県立医科大学医学部神経精神医学講座

山　内　孝　治 大隈病院臨床検査科

山　﨑　まどか フィリップスジャパン

山　野　光　彦 東海大学医学部内科学系神経内科学

山　本　貴　道 聖隷浜松病院てんかんセンター

山　本　雅　史 北海道大学病院検査・輸血部

湯　本　真　人 群馬パース大学附属研究所 先端医療科学研究センター

横　田　隆　徳 東京医科歯科大学大学院脳神経病態学分野

吉　野　相　英 防衛医科大学校精神科

吉　村　匡　史 関西医科大学精神神経科学教室

わ行

和　坂　俊　昭 国立大学法人名古屋工業大学大学院工学研究科つくり領域
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相　原　正　男 有　村　公　良 石　山　陽　事 内　山　　　真

宇　川　義　一 大　島　知　一 尾　﨑　久　記 加　我　牧　子

柿　木　隆　介 梶　　　龍　兒 片　山　容　一 加　藤　元　博

栢　森　良　二 菊　地　臣　一 木　村　彰　男 木　村　　　淳

黒　岩　義　之 幸　原　伸　夫 古　賀　良　彦 小　島　卓　也

小　森　哲　夫 佐　藤　光　源 里　見　和　彦 四　宮　謙　一

柴　﨑　　　浩 島　村　宗　夫 下河内　　　稔 祖父江　逸　郎

田　中　達　也 谷　　　俊　一 玉　置　哲　也 千　野　直　一

辻　　　貞　俊 飛　松　省　三 長　田　　　乾 丹　羽　眞　一

橋　本　　　勲 橋　本　隆　男 蜂須賀　研　二 馬　場　正　之

平　田　幸　一 廣　瀬　和　彦 福　山　秀　直 堀　　　忠　雄

松　浦　雅　人 柳　澤　信　夫 山　口　成　良 山　田　　　徹

山　本　隆　充 渡　辺　英　寿

■ 名誉会員

委員長

後　藤　純　信 国際医療福祉大学医学部生理学教室

委員

木　下　利　彦 関西医科大学精神神経科

齋　藤　貴　徳 関西医科大学整形外科学講座

髙　橋　　　修 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室

飛　松　省　三 福岡国際医療福祉大学視能訓練学科

平　田　幸　一 獨協医科大学神経内科

正　門　由　久 東海大学医学部リハビリテーション科

矢　部　博　興 福島県立医科大学医学部神経精神医学講座

吉　村　匡　史 関西医科大学精神神経科学教室

■ 50周年記念事業実行委員会
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委員長

後　藤　純　信 国際医療福祉大学医学部生理学教室

委員

相　原　正　男 山梨大学医学部健康生活支援看護学講座

稲　垣　真　澄 鳥取県立鳥取療育園

岩　崎　真　樹 国立精神・神経医療研究センター病院脳神経外科

刑　部　有　祐 福島県立医科大学神経精神医学講座

児　玉　三　彦 東海大学医学部専門診療学系リハビリテーション科学

髙　橋　　　修 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室

谷　口　愼一郎 関西医科大学整形外科

寺　尾　安　生 杏林大学細胞生理学教室

飛　松　省　三 福岡国際医療福祉大学視能訓練学科

野　寺　裕　之 金沢医科大学医学部神経内科

花　島　律　子 鳥取大学医学部脳神経医科学講座脳神経内科学分野

松　橋　眞　生 京都大学大学院医学研究科脳機能総合研究センター

吉　村　匡　史 関西医科大学精神神経科学教室

■ 50周年記念事業実行委員会ワーキンググループ
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　日本臨床神経生理学会（旧脳波・筋電図学会）が設立されてから、半世紀を迎えるにあたり、理事会
発案のもと、特別委員会として50周年記念事業実行委員会が発会されました。50周年記念事業は、
Hans Berger が人間で初めてとなる脳波記録を発表して90年目に行った第49回学術大会時の Berger 記
念講演、第50回学術大会時の iPS に関する記念シンポジウムや歴代理事長による公開座談会、そして50
周年の歩みを将来の50年に引き継ぐための記念誌作成の３部構成で行われました。この記念事業のトリ
を飾る記念誌が、記念誌作成ワーキンググループの委員が協力しながら、度重なる編集活動を続け、今
ようやく、ここに上梓することができました。
　この50周年記念誌は、学会の誕生から50年間の歴史の収録であるとともに、これからの半世紀へ向け
ての礎となることを願ったものであります。特に、本学会は、学会設立以前には、当初技術講習会が先
行し、脳波学会と筋電図学会が分かれて活動を行っていた歴史があります。今回は特に、学会設立に
至った経緯を、初代理事長である時実利彦先生の寄稿文を引用させて頂き明らかにしました。
　本誌を読めば、50年の間に多くの分野に優秀な先輩方を輩出してきた他にあまり例をみない学会であ
ることが一目瞭然であり、社会への貢献度も高いことがわかります。また、ここに至るまでの諸先輩方
の努力を感じることもできます。
　設立以来50年間にわたる多くの方々の尊い歩みをできるだけ詳しく、記録として残したいと努力して
まいりましたが、重要事項を書き落としたり、全体をとおして、資料や写真等、重複、片寄りがあるの
ではと懸念いたしております。特に設立初期については、資料等が少なく、いろいろ手を尽くしました
が、十分とは言えず、申し訳なく思っております。
　この記念誌が、本学会員の心の絆となり、今後の学会の発展への架け橋となればと願うものでありま
す。
　終わりにあたり、本誌の発刊に際して、名誉会員、関連学会より多数のご祝辞を賜りましたことに感
謝するとともに、ご執筆をいただいた皆様、貴重な写真をご提供くださったり、編集にご協力いただき
ました全ての方々に、心から御礼を申し上げます。

　　2021年３月吉日

日本臨床神経生理学会　庶務理事　　　　　　
50周年記念事業実行委員会　委員長　　　　　　

後　藤　純　信
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