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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
筒状ケーシングと、該筒状ケーシング内先端側に配設された冷却手段、温度検知手段を
備えてなるハンドヘルドモジュールと、前記温度検知手段からの温度検知信号に応じて局
所脳表を所定温度に制御するための冷却制御部とを備えてなり、前記ハンドヘルドモジュ
ールの先端側を大脳局所に接触させ脳表を所定温度に冷却して大脳局所の状態をモニタリ
ングするために用いる大脳局所冷却プローブであって、前記筒状ケーシング内先端側に配
設された冷却手段がペルチエ素子であり、該ペルチエ素子の後側である発熱面に接して冷
却液流通部が配設され、該冷却液流通部と前記ハンドヘルドモジュール外に設けられた放
熱部とを管路で連結して冷却液を循環させ放熱を行うようにし、前記ペルチエ素子の前面
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に金属板を配設して前記筒状ケーシング先端面として露出するようにし、該金属板内に前
記温度検知手段を埋め込むようにして配接したことを特徴とする大脳局所冷却プローブ。
【請求項２】
筒状ケーシングと、該筒状ケーシング内先端側に配設された冷却手段、温度検知手段を
備えてなるハンドヘルドモジュールと、前記温度検知手段からの温度検知信号に応じて局
所脳表を所定温度に制御するための冷却制御部とを備えてなり、前記ハンドヘルドモジュ
ールの先端側を大脳局所に接触させ脳表を所定温度に冷却して大脳局所の状態をモニタリ
ングするために用いる大脳局所冷却プローブであって、前記筒状ケーシング内先端側に配
設された冷却手段がペルチエ素子であり、該ペルチエ素子の後側である発熱面に接して冷
却液流通部が配設され、該冷却液流通部と前記ハンドヘルドモジュール外に設けられた放
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熱部とを管路で連結して冷却液を循環させ放熱を行うようにし、前記ペルチエ素子の前面
に金属板を配設して前記筒状ケーシング先端面として露出するようにし、該金属板内に前
記温度検知手段及び脳波検知電極を埋め込むようにして配接したことを特徴とする大脳局
所冷却プローブ。
【請求項３】
筒状ケーシングと、該筒状ケーシング内先端側に配設された冷却手段、温度検知手段を
備えてなるハンドヘルドモジュールと、前記温度検知手段からの温度検知信号に応じて局
所脳表を所定温度に制御するための冷却制御部とを備えてなり、前記ハンドヘルドモジュ
ールの先端側を大脳局所に接触させ脳表を所定温度に冷却して大脳局所の状態をモニタリ
ングするために用いる大脳局所冷却プローブであって、前記筒状ケーシング内先端側に配
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設された冷却手段がペルチエ素子であり、該ペルチエ素子の後側である発熱面に接して冷
却液流通部が配設され、該冷却液流通部と前記ハンドヘルドモジュール外に設けられた放
熱部とを管路で連結して冷却液を循環させ放熱を行うようにし、前記ペルチエ素子の前面
に金属板を配設して前記筒状ケーシング先端面として露出するようにし、該金属板内に前
記温度検知手段を埋め込むようにして配設し、前記金属板を脳波検知電極として用いるよ
うにしたことを特徴とする大脳局所冷却プローブ。
【請求項４】
前記ハンドヘルドモジュールが５〜１０ｍｍの範囲内の直径を有する円筒形状であり、
前記ハンドヘルドモジュール先端部の温度を５〜１５℃の範囲内の所定温度に制御するも
のであることを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載の大脳局所冷却プローブ。
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【請求項５】
それぞれ筒状ケーシングと、該筒状ケーシング内先端側に配設された冷却手段と、温度
検知手段とを備えてなる複数の冷却用モジュールを各冷却用モジュールの冷却先端面が同
一平面内にあるように揃えて配設したものを１つのケーシング内に収容してなるマッピン
グモジュールと、
前記マッピングモジュールの各冷却用モジュールにおける温度検知手段からの温度検知
信号に応じて局所脳表を所定温度に制御するための冷却制御部と、
前記マッピングモジュールにおける複数の冷却用モジュールのうち１つを選択し該選択
された１つの冷却用モジュールのみについて冷却作用を行わせるようにするための冷却用
モジュール選択手段と、
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選択された前記冷却用モジュールの冷却作用に応じてモニタリングされた大脳局所の応
答についての情報を入力するための応答入力手段と、
該応答入力手段により入力された情報を蓄積しマッピングデータを生成するためのマッ
ピングデータ生成手段と、
を備えてなり、
前記マッピングモジュールにおける各冷却用モジュールの冷却手段がペルチエ素子であ
り、該ペルチエ素子の後側である発熱面に接して冷却液流通部が配設され、前記複数の冷
却用モジュールにおける冷却液流通部からの冷却液の流入管路及び流出管路がそれぞれ冷
液用放熱部及び温液用放熱部のいずれか一方に連結可能にされ、選択された１つの冷却用
モジュールに対して冷液の冷却液を循環させ、他の冷却用モジュールに対して温液の冷却
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液を循環させてそれぞれ前記冷液用放熱部及び温液用放熱部において放熱を行うようにし
たことを特徴とする脳機能マッピング装置。
【請求項６】
それぞれ筒状ケーシングと、該筒状ケーシング内先端側に配設された冷却手段と、温度
検知手段とを備えてなる複数の冷却用モジュールを各冷却用モジュールの冷却先端面が同
一平面内にあるように揃えて配設したものを１つのケーシング内に収容してなるマッピン
グモジュールと、
前記マッピングモジュールの各冷却用モジュールにおける温度検知手段からの温度検知
信号に応じて局所脳表を所定温度に制御するための冷却制御部と、
前記マッピングモジュールにおける複数の冷却用モジュールのうち１つを選択し該選択
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された１つの冷却用モジュールのみについて冷却作用を行わせるようにするための冷却用
モジュール選択手段と、
選択された前記冷却用モジュールの冷却作用に応じてモニタリングされた大脳局所の応
答についての情報を入力するための応答入力手段と、
該応答入力手段により入力された情報を蓄積しマッピングデータを生成するためのマッ
ピングデータ生成手段と、
を備えてなり、
前記マッピングモジュールにおける各冷却用モジュールの冷却手段がペルチエ素子であ
り、該ペルチエ素子の後側である発熱面に接して冷却液流通部が配設され、前記複数の冷
却用モジュールにおける冷却液流通部からの冷却液の流入管路及び流出管路がそれぞれ冷
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液用放熱部及び温液用放熱部のいずれか一方に連結可能にされ、選択された１つの冷却用
モジュールに対して冷液の冷却液を循環させ、他の冷却用モジュールに対して温液の冷却
液を循環させてそれぞれ前記冷液用放熱部及び温液用放熱部において放熱を行うようにし
、前記マッピングモジュールにおける各冷却用モジュールのペルチエ素子の前面に金属板
を配設して各冷却用モジュールの筒状ケーシング先端面として露出するようにし、該金属
板内に前記温度検知手段を埋め込むようにして配接したことを特徴とする脳機能マッピン
グ装置。
【請求項７】
それぞれ筒状ケーシングと、該筒状ケーシング内先端側に配設された冷却手段と、温度
検知手段とを備えてなる複数の冷却用モジュールを各冷却用モジュールの冷却先端面が同
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一平面内にあるように揃えて配設したものを１つのケーシング内に収容してなるマッピン
グモジュールと、
前記マッピングモジュールの各冷却用モジュールにおける温度検知手段からの温度検知
信号に応じて局所脳表を所定温度に制御するための冷却制御部と、
前記マッピングモジュールにおける複数の冷却用モジュールのうち１つを選択し該選択
された１つの冷却用モジュールのみについて冷却作用を行わせるようにするための冷却用
モジュール選択手段と、
選択された前記冷却用モジュールの冷却作用に応じてモニタリングされた大脳局所の応
答についての情報を入力するための応答入力手段と、
該応答入力手段により入力された情報を蓄積しマッピングデータを生成するためのマッ
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ピングデータ生成手段と、
を備えてなり、
前記マッピングモジュールにおける各冷却用モジュールの冷却手段がペルチエ素子であ
り、該ペルチエ素子の後側である発熱面に接して冷却液流通部が配設され、前記複数の冷
却用モジュールにおける冷却液流通部からの冷却液の流入管路及び流出管路がそれぞれ冷
液用放熱部及び温液用放熱部のいずれか一方に連結可能にされ、選択された１つの冷却用
モジュールに対して冷液の冷却液を循環させ、他の冷却用モジュールに対して温液の冷却
液を循環させてそれぞれ前記冷液用放熱部及び温液用放熱部において放熱を行うようにし
、前記マッピングモジュールにおける各冷却用モジュールのペルチエ素子の前面に金属板
を配設して各冷却用モジュールの筒状ケーシング先端面として露出するようにし、前記マ
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ッピングモジュールの各冷却用モジュールの先端面における金属板を脳波検知電極として
用いるようにしたことを特徴とする脳機能マッピング装置。
【請求項８】
前記マッピングモジュールを構成する各冷却用モジュールが５〜１０ｍｍの範囲内の直
径を有する円筒形状であり、前記冷却用モジュール先端部の温度を５〜１５℃の範囲内の
所定温度に制御するものであることを特徴とする請求項５〜７のいずれかに記載の脳機能
マッピング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、大脳局所冷却プローブ及びそれを用いた大脳マッピング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
脳腫瘍、難治性てんかんなどの疾患に対して脳外科的治療を行う際に、個々の患者にお
ける脳機能局在を詳細に評価（脳機能マッピング）することが、手術合併症を回避する上
で非常に重要になる。
【０００３】
現状では、四肢運動機能を早期に検出するために、運動誘発電位（motor evoked poten
tial: MEP）や覚醒下手術による脳機能（言語野）マッピングなどを行った上で切除範囲
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を決定する手法が用いられている。
【０００４】
従来行われている脳機能マッピングとしては、非特許文献１，２に示されるようなもの
がある。これらの従来の脳機能マッピングにおいては、脳局部に電気的刺激を与え、それ
に対する反応から脳機能マッピングを行うようにしている。このような脳機能マッピング
においては、電気刺激による痙攣発作の誘発、電気刺激強度の設定に起因する測定結果解
析のばらつきというような問題がある。
【０００５】
一方で、非特許文献３においては、術中脳機能マッピングの際、電気刺激により痙攣発
作が誘発された場合に４℃の冷水を脳表に注ぎ痙攣発作が抑制されることについて記載さ
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れている。
【０００６】
また、脳局部を冷却してんかん発作を抑制するための装置として、特許文献１、２に開
示されるようなものがあり、さらに、本発明者が提案したものとして、特許文献３、特許
文献４に示されるものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６−１４１９９３号公報
【特許文献２】特開２００７−２０９５２３号公報
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【特許文献３】特許３８４３０５４号公報
【特許文献４】特願２００９−２３６２９０号
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】「機能的脳神経外科の最先端」（第９章「脳・脊髄機能マッピング」）
２００２年６月２０日先端医療技術研究所発行（３２９〜３３９頁）
【非特許文献２】「脳神経外科のための神経モニタリングアトラス」（２

「Ｂｒｏｃａ

言語野の腫瘍摘出術」、２００３年２月１日医学書院発行（２９〜３６頁）
【非特許文献３】Ｓａｒｔｏｒｉｕｓ
ｍｉｎａｔｉｏｎ
ｖｏｋｅｄ

ｓ
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８８：３４９−３５１；１９９８）

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
従来の脳機能マッピングは、電気的刺激を用いて局所脳機能を評価、モニターするもの
であるため、電気刺激により痙攣発作が誘発され、あるいは測定結果の解析において電気
刺激強度の設定に起因するばらつきが生じるというような問題があった。実際に、覚醒下
手術における言語野マッピングの際に電気刺激が原因で痙攣発作をきたすことが多く、こ
れは覚醒下手術におけるリスクのひとつであり、今後克服する必要性の高い課題となって
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いる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明は、前述した課題を解決すべくなしたものであり、本発明による大脳局所冷却プ
ローブは、筒状ケーシングと、該筒状ケーシング内先端側に配設された冷却手段、温度検
知手段を備えてなるハンドヘルドモジュールと、前記温度検知手段からの温度検知信号に
応じて局所脳表を所定温度に制御するための冷却制御部とを備えてなり、前記ハンドヘル
ドモジュールの先端側を大脳局所に接触させ脳表を所定温度に冷却して大脳局所の状態を
モニタリングするために用いる大脳局所冷却プローブであって、前記筒状ケーシング内先
端側に配設された冷却手段がペルチエ素子であり、該ペルチエ素子の後側である発熱面に
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接して冷却液流通部が配設され、該冷却液流通部と前記ハンドヘルドモジュール外に設け
られた放熱部とを管路で連結して冷却液を循環させ放熱を行うようにし、前記ペルチエ素
子の前面に金属板を配設して前記筒状ケーシング先端面として露出するようにし、該金属
板内に前記温度検知手段を埋め込むようにして配接したものである。
【００１１】
前記金属板内に前記温度検知手段及び脳波検知電極を埋め込むようにして配接したもの
としてもよく、前記金属板内に前記温度検知手段を埋め込むようにして配設し、前記金属
板を脳波検知電極として用いるようにしたものとしてもよく、また、前記ハンドヘルドモ
ジュールが５〜１０ｍｍの範囲内の直径を有する円筒形状であり、前記ハンドヘルドモジ
ュール先端部の温度を５〜１５℃の範囲内の所定温度に制御するものとしてもよい。

20

【００１２】
また、本発明による脳機能マッピング装置は、それぞれ筒状ケーシングと、該筒状ケー
シング内先端側に配設された冷却手段と、温度検知手段とを備えてなる複数の冷却用モジ
ュールを各冷却用モジュールの冷却先端面が同一平面内にあるように揃えて配設したもの
を１つのケーシング内に収容してなるマッピングモジュールと、前記マッピングモジュー
ルの各冷却用モジュールにおける温度検知手段からの温度検知信号に応じて局所脳表を所
定温度に制御するための冷却制御部と、前記マッピングモジュールにおける複数の冷却用
モジュールのうち１つを選択し該選択された１つの冷却用モジュールのみについて冷却作
用を行わせるようにするための冷却用モジュール選択手段と、選択された前記冷却用モジ
ュールの冷却作用に応じてモニタリングされた大脳局所の応答についての情報を入力する
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ための応答入力手段と、該応答入力手段により入力された情報を蓄積しマッピングデータ
を生成するためのマッピングデータ生成手段と、を備えてなり、前記マッピングモジュー
ルにおける各冷却用モジュールの冷却手段がペルチエ素子であり、該ペルチエ素子の後側
である発熱面に接して冷却液流通部が配設され、前記複数の冷却用モジュールにおける冷
却液流通部からの冷却液の流入管路及び流出管路がそれぞれ冷液用放熱部及び温液用放熱
部のいずれか一方に連結可能にされ、選択された１つの冷却用モジュールに対して冷液の
冷却液を循環させ、他の冷却用モジュールに対して温液の冷却液を循環させてそれぞれ前
記冷液用放熱部及び温液用放熱部において放熱を行うようにしたものである。
【００１３】
前記マッピングモジュールにおける各冷却用モジュールのペルチエ素子の前面に金属板
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を配設して各冷却用モジュールの筒状ケーシング先端面として露出するようにし、該金属
板内に前記温度検知手段を埋め込むようにして配接したものとしてもよく、また、前記マ
ッピングモジュールにおける各冷却用モジュールのペルチエ素子の前面に金属板を配設し
て各冷却用モジュールの筒状ケーシング先端面として露出するようにし、前記マッピング
モジュールの各冷却用モジュールの先端面における金属板を脳波検知電極として用いるよ
うにしたものとしてもよい。
【００１４】
また、前記マッピングモジュールを構成する各冷却用モジュールが５〜１０ｍｍの範囲
内の直径を有する円筒形状であり、前記冷却用モジュール先端部の温度を５〜１５℃の範
囲内の所定温度に制御するものとしてもよい。
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【発明の効果】
【００１５】
本発明の大脳局所冷却プローブ及びそれを用いた脳機能マッピング装置では、大脳局所
を冷却しそれにより大脳局所の状態をモニタリングするという手段を用いており、従来の
電気刺激を用いて脳機能の評価を行う場合のように痙攣発作を誘発することがなく、大脳
局所の状態のモニタリングを行うに際しての安全性を向上させられ、また、脳機能のマッ
ピングに際しても、安全性、操作性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明による大脳局所冷却プローブを用いて大脳の探査を行う状況を示す図であ
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る。
【図２】ハンドヘルドモジュールＭの外観を斜視図で示す図である。
【図３】（ａ）ハンドヘルドモジュールＭを縦方向の面で破断して内部を示す図であり、
（ｂ）ケーシング内の先端部側に収容される個々の要素を示す斜視図である。
【図４】大脳局所冷却プローブにおける放熱部、制御処理部の部分の構成を示す図である
【図５】本発明による脳機能マッピング装置の構成を示す図である。
【図６】マッピングモジュールの各冷却用モジュールへの配線、配管の連結形態を示す図
である。
【図７】冷却液を循環させるための配管における流路切換器の構成例を示す図である。
【図８】マッピングモジュールの部分の外形を示す図である。
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【図９】設定入力ボードで設定・入力される事項、キーの配置例を示す図である。
【図１０】脳機能マッピングデータの表示の例を示し図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
本発明による大脳局所冷却プローブ及び脳機能マッピング装置について説明する。大脳
局所冷却プローブは冷却用のハンドヘルドモドュールを用いて大脳局所に冷却作用を与え
、それに対する大脳局所の応答を検査してモニタリングするものである。脳機能マッピン
グ装置は、大脳局所冷却プローブに用いられる冷却モジュールを複数配置したマッピング
モジュールを構成し、それを用いて脳機能のマッピングを行うものである。
【００１８】
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〔大脳局所冷却プローブ〕
図１は、本発明による大脳局所冷却プローブを用いて大脳のモニタリングを行う状況を
示す。図１において、大脳局所冷却プローブはハンドヘルドモジュールＭ、放熱部Ａ、制
御処理部Ｂからなる。ハンドヘルドモジュールＭは筒状の外形を有し、ペルチエ素子を用
いた冷却部、センサーによる検出部を備え、先端を大脳局所に接触させて冷却する機能を
有する。
【００１９】
放熱部ＡはハンドヘルドモジュールＭにおけるペルチエ素子による発熱を放熱するため
の循環する冷却液のリザーバ、循環用ポンプ等を備え、冷却液の流入管路、流出管路によ
りハンドヘルドモジュールＭに連結されている。制御処理部Ｂはハンドヘルドモジュール
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Ｍと、放熱部Ａとに配線により接続され、ハンドヘルドモジュールＭにおけるペルチエ素
子の動作制御を行うとともにハンドヘルドモジュールＭにおける温度検知素子により検出
された温度、脳波信号等を受けて信号処理を行い、放熱部Ａにおける冷却液循環用ポンプ
の動作制御を行う。冷却液としては、比熱が比較的大きく生体安全性が高い生理食塩水、
リンゲル液、純粋等を用いる。
【００２０】
図２はハンドヘルドモジュールＭの外観を斜視図で示している。ハンドヘルドモジュー
ルＭは大脳局所冷却のためその先端面を大脳局部に接触させるようにしたものであり、生
体適合性の面からポリプロピレン等の材質で形成され、外形が滑らかな円筒形状としたケ
ーシング１内に冷却用ペルチエ素子、放熱用冷却液循環部の要素が収容されている。冷却
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用ペルチエ素子の前面に銀等の熱伝導率の高い材質よる金属板３が添設され、ケーシング
１の先端面に露出している。ケーシング１の後端壁部１ａはケーシング１を閉塞するもの
であるが、ペルチエ素子の放熱用冷却液循環のための流入管路、可撓性樹脂材質による流
出管路５ａ，５ｂ、温度検知素子、脳波検知電極からの検出信号送出用の配線８，９、ペ
ルチエ素子の動作のための配線１０が後端壁部１ａを通り抜けている。図２で配線８，９
，１０を１本で代表させて示してある。
【００２１】
図３（ａ）はハンドヘルドモジュールＭのケーシング１を縦方向の面で破断して内部を
示す図であり、図３（ｂ）はケーシング内の先端部側に収容される個々の要素を示す斜視
図である。図３（ａ），（ｂ）において、ペルチエ素子２の前面（冷却側）に金属板３が
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添設されペルチエ素子２の後面（発熱側）には冷却液流通部４の前面が接触する形で配設
されている。金属板３は生体安全性として好適で熱伝導率が高い銀等の材質のものとする
。冷却液流通部４は内部が箱状の閉鎖空間になっており、壁部でペルチエ素子の発熱側か
らの熱を伝達するため銀等の熱伝導率の高い材質で形成し、またプローブ操作時にキンク
を生じない材質のものとする。冷却液流通部４には流入管路、流出管路５ａ，５ｂを通じ
て冷却液が循環する。
【００２２】
図３（ｂ）においては、金属板３、ペルチエ素子２、冷却液流通部４を離した状態で示
してある。金属板３において熱電対等による温度検知素子６、脳波検知電極７が埋め込ま
れる形で設けられている。８は温度検知素子６からの検出信号を伝送する配線、９は脳波
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検知電極（ＥＣｏＧ電極）からの検知信号を伝送する配線であり、１０はペルチエ素子駆
動制御のための配線である。脳波検知電極７としては、金属板３自体を用いるようにして
もよい。図３（ａ）において、配線９，１０を１本で代表させて示してある。
【００２３】
図３（ａ）に示すように、金属板３、ペルチエ素子２、冷却液流通部４がハンドヘルド
モジュールＭのケーシング１先端側に密接した状態で配設され、金属板３がケーシング１
の先端面に露出し、その周囲をケーシング１の壁部が密封するように保持している。ハン
ドヘルドモジュールＭの先端側は大脳局所に接する部分であり、金属板３とその周囲を密
封保持するケーシング１の部分とが滑らかに接続し、先端面の隅部が適度に丸みをもつ形
状とするのがよい。
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【００２４】
後端壁部１ａはケーシング１の後端部を閉塞し、冷却液循環のための流入管路、流出管
路５ａ，５ｂ、配線８，９，１０は後端壁部１ａを通り抜けている。円筒形状のケーシン
グ１と後端壁部１ａとを合わせたハンドヘルドモジュールＭの外径寸法は、長さ１５０ｍ
ｍ、直径５〜１０ｍｍ程度であるのが好適である。流入管路、流出管路５ａ，５ｂ、配線
８，９，１０は後端壁部１ａの箇所またはそれよりケーシングの外方においてコネクタに
より接離可能な形態としてもよい。
【００２５】
図４は放熱部Ａ、制御処理部Ｂの構成をより詳細に示す図である。放熱部Ａは冷却液循
環用ポンプ２１、冷却液の貯留のためのリザーバ２２、リザーバ冷却部２３を備えている
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。冷却液循環用ポンプ２１は流入管路、流出管路５ａ、５ｂによりハンドヘルドモジュー
ルＭ内の冷却液流通部４に連結され、冷却液流通部４とリザーバ２２との間での冷却液の
循環を行う。リザーバ２２にはリザーバ冷却部２３が付設されている。ペルチエ素子での
発熱のためリザーバに還流される冷却液は温度が上昇しており、リザーバ２２においては
これを所定温度まで冷却する。リザーバ冷却部２３ではリザーバ２２において冷却液を効
率的に冷却するための、ガス冷却、ペルチエ素子冷却等による冷却手段を備える。リザー
バ冷却部２３での冷却液の冷却を効率的に行うには、リザーバ２２としてある長さの巡回
管路を形成し、それに沿って周囲から冷却手段で冷却する形態の冷却手段がよい。
【００２６】
制御処理部Ｂはプローブ動作制御部３１、冷却液循環制御部３２、スイッチ・設定入力
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部３３、データ処理部３４を備えている。プローブ動作制御部３１は配線８，９，１０を
介してハンドヘルドモジュールＭ側と接続されており、配線８を介して温度検知素子６か
らの信号を受け、配線９を介して脳波検知電極７からの信号を受ける。温度検知信号から
ＡＤ変換して得られたデータに基づいて配線１０を介して脳局所を設定温度に冷却するよ
うにペルチエ素子２の動作の制御を行うとともに、ペルチエ素子２の冷却動作に伴う発熱
分を冷却液流通部４内に流通する冷却液により放熱すべく冷却液の循環を制御するための
温度制御に関するデータを冷却液循環制御部３２に伝送する。また、脳波検知電極７から
の信号に基づくデータはさらにデータ処理部３４に伝送される。データ処理部３４として
は、検知信号のＡＤ変換、温度制御、ペルチエ素子動作制御等のための制御回路を備える
ものである。図４で配線８，９，１０は１本で代表させて示してあり、また、流入管路、
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流出管路５ａ，５ｂも１本で代表させて示してある。
【００２７】
冷却液循環制御部３２はプローブ制御部３１から伝送された温度制御に関するデータに
応じて冷却液循環を行うように冷却液循環ポンプの動作を制御するものであり、そのため
の制御回路を備える。スイッチ・設定入力部３３は大脳局所冷却プローブの全体的な動作
のオン・オフ、冷却温度の設定・入力のためのキー等を備えるものである。
【００２８】
ペルチエ素子２を動作させた時の発熱が冷却液流通部４を通って循環する冷却液により
放熱がなされることによって大脳局部の冷却が効率的になされるのであるが、ペルチエ素
子２の電源オフ後には冷却液の循環を同時に停止せず、３〜５分程度の時間循環させるこ
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とが必要である。これは冷却液循環を同時に停止させることによりプローブ温度が急上昇
するのを防止するためである。
【００２９】
図４において、大脳局所冷却プローブを動作させるための電源部に関して特に図示して
いないが、放熱部Ａにおけるポンプ２１、リザーバ冷却部２３の動作、制御処理部Ｂの各
制御回路の動作のために電源部から電力が供給される。電源部は通常のＡＣ電源からアダ
プタにより整流変圧する形態のものが用いられる。また、大脳局所冷却プローブを用い、
ハンドヘルドモジュールの先端を大脳局所に接触させモニタリングする際に、その位置の
情報を取得することが望まれるが、これについては例えば既存のナビシステムを援用する
ことによりなされる。
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【００３０】
本発明による大脳局所冷却プローブは以上のように構成されるものであり、ハンドヘル
ドモジュール内の冷却液流通部４に冷却液を循環させた状況でペルチエ素子を駆動して大
脳局所の冷却を行い、この冷却を大脳局所に対する刺激として応答を得て、大脳局所の状
態のモニタリングを行うことができる。
【００３１】
本発明による大脳局所冷却プローブの使用形態について示すと、次のようになる。
（ａ）全身麻酔下で病変摘出及びモニタリングに必要な範囲での開頭を行う。
（ｂ）開頭終了後、麻酔を中止し患者の覚醒状態を得る。
（ｃ）大脳局所冷却プローブの動作状態において所定温度に設定した上でハンドヘルドモ
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ジュール先端部を大脳局所に接触させ脳波信号を検知することを含め解剖学的に予想され
る言語野あるいは運動野を中心に脳機能のモニタリングを行う。
冷却に際しては、ハンドヘルドモジュール先端部の温度を例えば５〜１５℃の範囲内の
所定温度になるようにし、冷却前、冷却中、冷却終了後の患者の神経症状（言語機能、四
肢運動機能）の変化を観察する。
（ｄ）言語機能は物品呼称で評価する。運動機能は上肢挙上、離握手、下肢挙上、足指運
動で評価する。
（ｅ）冷却部位及び周辺の脳波を測定し、電気的活性の変化についても観察する。
これらの全測定を６０分以内に終了する。
大脳局所冷却プローブを用いたこれらの測定を有効、効率的に行う上で、至適温度及び
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冷却時間についての評価、設定を行うことが好ましい。
【００３２】
〔脳機能マッピング装置〕
脳機能マッピング装置は、大脳局所冷却プローブにおいて局所を冷却するために用いら
れるハンドヘルドモジュールと同様の冷却用のモジュールを複数用い、その冷却先端面を
縦横に配列されるように並設しマッピングモジュールとして構成したものを用いる。図５
は、そのように構成したマッピングモジュールを備える脳機能マッピング装置の全体的構
成を示すものである。
【００３３】
図５において、ＭＭは複数の冷却用モジュールを、その先端面が同一平面内にあるよう
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に揃えて配設したマッピングモジュールである。マッピングモジュールを構成する冷却用
モジュールは、図２，３に示される大脳局所冷却プローブにおけるハンドヘルドモジュー
ルと同様に筒状ケーシングの先端側に配設されたペルチエ素子を、その発熱面側に接して
配設された冷却液流通部に冷却液を循環させた上で選択的に動作させる構成によるもので
あり、マッピングを行う際にはマッピングモジュールの複数の冷却用モジュールのうちの
特定の１本を選択して局所の冷却を行うようにする。
【００３４】
各マッピングモジュールＭＭを動作させるための構成は、基本的には図４に示される大
脳局所冷却プローブと同様に放熱部Ａ、制御処理部Ｂを備えているが、特に異なるのは、
放熱部Ａが温液用放熱部Ａｗと冷液用放熱部Ａｃとに分かれており、流路切換器ＣＶによ
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り切り換えて温液、冷液を循環させるようにしたことと、複数の冷却用モジュールのうち
の１つにおけるペルチエ素子を選択的に動作させるペルチエ素子切換スイッチＳＷ、複数
の冷却用モジュールからの使用するものの選択、マッピングモジュールＭＭによる大脳局
所の検査位置、検査項目の指定、応答の入力を行うための設定入力ボードＩＢを備えるこ
とである。温液用放熱部Ａｗと冷液用放熱部Ａｃとはそれぞれ冷却液循環用ポンプ、冷却
液の貯留のためのリザーバ、リザーバ冷却部を備えている。
【００３５】
図６はマッピングモジュールＭＭの各冷却用モジュールへの配線、配管の連結形態を示
している。冷却用モジュールはｎ×ｍとして配列されるものとして、これをＭ１１，Ｍ１
２，………，Ｍｍｎのように並置して示してある。各冷却用モジュール内のペルチエ素子
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を動作させるための配線ａ１１，ａ１２，………，ａｍｎは各冷却用モジュールＭ１１，
Ｍ１２，………，Ｍｍｎからペルチエ素子切換スイッチＳＷに接続されており、スイッチ
ＳＷでの切り換えにより選択された配線により各冷却用モジュールのペルチエ素子に動作
電流が供給される。
【００３６】
各冷却用モジュールＭ１１，Ｍ１２，………，Ｍｍｎの温度検知素子及び脳波検知電極
からの配線はまとめてｂ１１，ｂ１２，………，ｂｍｎで表されているが、それぞれペル
チエ素子動作制御部４１に接続されている。各冷却用モジュールＭ１１，Ｍ１２，………
，Ｍｍｎの冷却液流通部からの配管（流入管路、流出管路）はまとめてｃ１１，ｃ１２，
………，ｃｍｎで表されており、流路切換器ＣＶに連結されている。
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【００３７】
スイッチＳＷでの切り換えにより選択された冷却用モジュールに対して冷液用放熱部Ａ
ｃからの冷却液を循環させ、他の冷却用モジュールに温液用放熱部Ａｗからの冷却液を循

環させるように流路切換器ＣＶにより流路の切り換えがなされる。流路切換器ＣＶは温液
用管路ｃｗで温液用放熱部Ａｗと連結され、また、冷液用管路ｃｃで冷液用放熱部Ａｃと
連結されている。
【００３８】
選択された特定の冷却用モジュールに冷液用放熱部Ａｃからの冷液を循環させ、他の冷
却用モジュールに温液用放熱部Ａｗからの温液を循環させるための流路切換器ＣＶは例え
ば図７のように構成される。図７では配管の位置関係が図６とは上下逆になっており、円
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筒形容器をなす流路切換器ＣＶ本体部（鎖線で示してある）に対し、その上面において温
液用放熱部Ａｗからの連結管路ｃｗが連結部ＦＪで連結され、冷液用放熱部Ａｃからの連
結管路ｃｃが流路切換器ＣＶ本体部の上面の中心位置で連結部ＲＪで連結されている。
【００３９】
連結部ＦＪは固定的なものであり流路切換器ＣＶ本体内への温液の流入・流出がなされ
るものである。連結部ＲＪはロータリージョイントとして選択連結管路ＣＴの一方の端部
に連結されている。選択連結管路ＣＴの他方の単部は流路切換器ＣＶ本体部の下側に配設
された回動可能なリング状駆動体Ｒの一箇所に内方に突出して設けられた連結部ＲＣに連
結されており、連結部ＲＣではさらに下方に冷液を流通させるように連通している。選択
連結管路ＣＴは熱伝導率の小さい材質で形成されるのがよい。
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【００４０】
選択連結管路ＣＴの下側端部の位置と同一半径円周上に複数の通孔ｈ１１，ｈ１２，…
……が形成され、それぞれの通孔の下側に冷却用モジュールと連結される流入管路ないし
流出管路ｃ１１，ｃ１２，……が連結されている。リング状駆動体Ｒはパルスモータまた
は超音波モータ等により駆動され、連結部の円周方向への移動により選択された配管（流
入管路、流出管路ｃ１１，ｃ１２，………）が選択連結管路ＣＴを経て冷液用の連結管路
ｃｃと連結される。選択された配管以外の配管は流路切換器ＣＶ本体内部を介して温液用
の連結管路ｃｗと連結される。
【００４１】
リング状駆動体Ｒの回動動作により連結部ＲＣに連結された選択連結管路ＣＴを所望の
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通孔（ｈ１１，ｈ１２，………のいずれか）の位置にもたらすと、選択された配管（流入
管路、流出管路）のみに冷液用放熱部Ａｃからの冷液が循環し、他の配管には温液用放熱
部Ａｗからの温液が循環することになる。
【００４２】
温液用放熱部Ａｗでは常時通常の脳表と同程度の温液を循環させるようにするため、３
５℃前後の冷却液を循環させる。冷液用放熱部Ａｃでは選択された冷却用モジュールで局
所を冷却するために５℃〜１５℃の冷却液を循環させるのがよい。また、配管としてｃ１
１，ｃ１２，………で代表して図示しているが、それぞれの冷却用モジュールからの流入

管路と流出管路の２系統の配管があり、流路切換器ＣＶもそれに応じて同等のものを２系
統分だけ備えることになる。
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【００４３】
流路切換器ＣＶ本体部は冷液と温液との循環の切り換えを行うためのものであり、貯留
のためのものではないので、できるだけ本体部の容量は小さいものとするのがよい。また
、流路切換器ＣＶは選択された冷却用モジュールのみに冷液を循環させ、他の冷却用モジ
ュールには温液を循環させるように切り換える作用をなすものであり、前述とは異なる形
態として、それぞれの流入管路、流出管路ごとに切換弁により冷液と温液とを切り換えて
流通させるようにしてもよい。
【００４４】
図８はマッピングモジュールの部分の外形を示すものであり、ここでは１６本（４×４
）の冷却用モジュールＭ１１，Ｍ１２，………，Ｍ４４を並置した場合について示してい
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る。各冷却用モジュールの冷却先端面を同一平面内に揃えて配置し、全体をケーシングＦ
で保持している。後側の連結部ＣＰは放熱部Ａｗ、Ａｃ、制御部Ｂのペルチエ阻止制御部
４１への配管、配線の接続部になっている。
【００４５】
制御処理部ＢはマッピングモジュールＭＭの各冷却用モジュールにおけるペルチエ素子
動作制御部４１、冷却液循環制御部４２、データ処理部４３を備えている。ペルチエ素子
動作制御部４１には各冷却用モジュールの温度検知素子、脳波検知電極からの配線ｂ１１
，ｂ１２，………，ｂｍｎが接続されるとともに、配線ｄでペルチエ素子切換スイッチＳ
Ｗと接続され、配線ｇで流路切換器ＣＶと接続されている。配線ｄはスイッチＳＷにより
選択されたペルチエ素子についての情報を受ける配線と選択されたペルチエ素子に動作電
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流を供給する配線とをまとめて示している。
【００４６】
ペルチエ素子動作制御部４１では各冷却用モジュールからの配線ｂ（ｂ１１，ｂ１２，
………，ｂｍｎ）により各温度検知素子、脳波検知電極からの信号を受けており、スイッ
チＳＷにより選択された冷却用モジュールに関して大脳局所の冷却温度が設定された値に
なるようにその選択されたペルチエ素子を動作させるための電流を供給する。また、配線
ｇを介してリング状駆動体Ｒの回動動作を制御する。
【００４７】
冷却液循環制御部４２はペルチエ素子動作制御部４１で受けた温度制御に関するデータ
に応じて冷却液循環を行うように冷却液循環ポンプの動作を制御するものであり、配線ｑ
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を介して温液用放熱部Ａｗでのポンプによる冷却液の循環、冷却液の温度制御を行い、配
線ｐを介して冷液用放熱部Ａｃでのポンプによる冷却液の循環、冷却液の温度制御を行う
。
【００４８】
ペルチエ素子２を動作させた時の発熱が冷却液流通部４を通って循環する冷却液により
放熱がなされることによって大脳局部の冷却が効率的になされるのであるが、ペルチエ素
子の動作停止後に冷却液の循環を同時に停止せず、３〜５分程度の時間循環させるように
冷却液循環の制御行うことが必要である。これは冷却液循環を同時に停止させることによ
りプローブ温度が急上昇するのを防止するためである。
【００４９】
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ペルチエ素子動作制御部４１で受けた温度検知信号、脳波検知信号はＡＤ変換された形
でデータ処理部４３に伝送され、さらに、設定入力ボードＩＢで設定入力されたデータが
データ処理部４３に伝送される。データ処理部４３では、温度検知信号に基づくデータの
解析を行うとともに、設定入力されたデータに応じたマッピングデータを形成し、それら
のデータを蓄積し、逐次ディスプレイＤＰに表示する。
【００５０】
設定入力ボードＩＢはマッピングを行う際に検査項目等を選択し、入力を行うために用
いられ、例えば図９に示されるような形態となる。図９で、左側の検査位置はマッピング
モジュールにおける複数の冷却用モジュールのうちのいずれを選択し探査を行うかについ
て指定するためのボタンが配置されている。このボタンで選択された冷却用モジュールの
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ペルチエ素子を配線ａ，ｄを介して動作させるようにスイッチＳＷを介して切換えがなさ
れるとともに、いずれの冷却モジュールが選択されたかについて情報がデータ処理部４３
に伝送される。
【００５１】
図９で中央位置の検査項目としては、選択された冷却用モジュールでの大脳局所の冷却
に対する応答としての検査すべき項目を指定するボタンが配置されている。また、右側の
応答のボタンは、各検査項目について、検査対象の大脳局所での応答により応答の有無、
正常・異常等の判定内容を指定入力するためのボタンが配置されている。これらのボタン
の選択により、各検査位置、検査項目について、応答を判定した結果が入力され、データ
処理部４３に伝送される。
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【００５２】
設定入力ボードＩＢにおける設定入力ボタンの配置は脳機能マッピング装置による検査
項目等の内容に応じたものとする。左側の冷却用モジュール選択用ボタンは冷却用モジュ
ールの配列、構成に応じたものであり、検査項目、応答のボタンもそれらの形態に応じた
ものとして配設される。設定入力ボタンは押下式ボタンあるいはタッチパネル式等の形態
とすることができる。さらに、設定入力ボード下部にはマッピング装置の動作のオンオフ
・スイッチ、マッピングモジュールでの冷却による温度の設定部が配設する。
【００５３】
設定入力ボードＩＢの機能はキー、ボタン等の操作によるハードウエアとしての構成の
ほか、脳機能マッピング装置の制御に関するプログラムを形成し、設定入力ボードとして
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の所定操作事項、項目をレイアウトしたものをディスプレイ画面として表示し、コンピュ
ータ上のキー操作で設定、入力を行うようにしてもよい。
【００５４】
前述のような構成による脳機能マッピング装置により脳機能のマッピングを行う操作過
程は、大脳局所冷却プローブで大脳局所の状態のモニタリングを行う場合と同様の段階を
経て進められる。
すなわち、
（ａ）全身麻酔下で病変摘出及びマッピングに必要な範囲での開頭を行う。
（ｂ）開頭終了後、麻酔を中止し患者の覚醒状態を得る。
（ｃ）大脳局所冷却プローブの動作状態において所定温度に設定した上でマッピングモジ

10

ュール先端部を大脳局所に接触させ脳波信号を検知することを含め解剖学的に予想される
言語野あるいは運動野を中心に脳機能のマッピングを行う。
冷却に際しては、マッピングモジュールの冷却用モジュール先端部の温度を例えば５〜
１５℃の範囲内の所定温度になるようにし、冷却前、冷却中、冷却終了後の患者の神経症
状（言語機能、四肢運動機能）の変化を観察する。
（ｄ）言語機能は物品呼称で評価する。運動機能は上肢挙上、離握手、下肢挙上、足指運
動で評価する。
（ｅ）冷却部位及び周辺の脳波を測定し、電気的活性の変化についても観察する。
という過程で進められる。
【００５５】
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マッピングの実施の際に、設定入力ボードＩＢにおける脳機能マッピング装置のオンオ
フ・スイッチの操作により装置を動作させ、温度設定部によりマッピングモジュールによ
る冷却温度を設定する。設定された温度に対する大脳局所の冷却温度はペルチエ素子の動
作、冷却液循環により制御され、その結果がディスプレイに表示される。所定温度である
ことを確認した後に、マッピングモジュールを用いてマッピングを行う。
【００５６】
初めに、検査位置のボタンにより冷却用モジュールＭ１１，Ｍ１２，………，Ｍｍｎの
うちの１つを選択指定し、その指定された冷却用プローブのみについてペルチエ素子が冷
却動作状態になるとともに冷液が循環する状態になり、他の冷却用モジュールはペルチエ
素子が非動作状態になるとともに温液が循環する状態になっている。その状態で、被検者
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の示す応答を逐次検査していく。この操作は、例えば、Ｍ１１の冷却用プローブを指定し
ている時に、右手についての応答を確認し、「右手」のボタンを押し、その時の応答の有
無、正常か異常かについて、応答のボタンを押して入力を行う。このような操作により、
左手、右足、……等の検査項目について順次応答を確認し、応答ボタンによる入力を行っ
ていく。
【００５７】
各冷却用プローブについての検査項目、それについての応答として入力されたデータは
順次データ処理部のメモリーに蓄積され、冷却用モジュールＭ１１，Ｍ１２，………，Ｍ
ｍｎの全体について行った検査項目、応答の結果のデータは脳機能マッピングデータとな

る。
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【００５８】
図１０は、脳機能マッピングデータを表示する場合の一例を示しており、背景としての
大脳はイメージ的に合わせて示したものであり、ディスプレイ上にはマッピングモジュー
ルＭＭの部分についての表示がなされ、図１０ではマッピングデータのうち、言語野に関
するものとして、Ｍ２２，Ｍ２３，Ｍ３２，Ｍ３３において異常となっている結果が表示
されているものである。
【００５９】
本発明による大脳局所冷却プローブ、冷却用のモジュールを複数備えて構成されたマッ
ピング装置では、冷却手段での冷却を刺激として作用させて応答を得るものであり、電極
を用いて刺激を与える場合のように痙攣発作を誘発することはなく、安全性、信頼性の高

50

(13)

JP 5688666 B2 2015.3.25

いものとなる。
【符号の説明】
【００６０】
１

ケーシング

１ａ

後端壁部

２

ペルチエ素子

３

金属板

４

冷却液流通部

５ａ，５ｂ

流入管路、流出管路

６

温度検知素子

７

脳波検知電極

８

配線

９

配線

１０

配線

２１

冷却液循環用ポンプ

２２

リザーバ

２３

冷却部

３１

プローブ動作制御部

３２

冷却液循環制御部

３３

スイッチ・設定入力部

３４

データ処理部

４１

ペルチエ素子動作制御部

４２

冷却液循環制御部

４３

データ処理部

Ｍ
ＭＭ
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ハンドヘルドモジュール
マッピングモジュール

Ａ

放熱部

Ａｃ

冷液用放熱部

Ａｗ

温液用放熱部

Ｂ

制御処理部

ＣＰ

連結部

ＣＴ

選択連結管路

ＣＶ

流路切換器

ｃｗ

連結管路

ｃｃ

連結管路

Ｆ

ケーシング

Ｒ

リング状駆動体

ＲＣ

連結部

ＲＪ

連結部

ＦＪ

連結部

ＩＢ

設定入力ボード

ＤＰ

ディスプレイ
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