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小動物の自動脳波 ･行動同時モニター装置の開発

天 野 殖, 早 瀬 ヨネ子 *,三 浦 義 記**

鳥 居 隆 三***, 内 山 竜 巳****, 田 中 清 史*****

伊 原 信 夫******

Developmentofautomatedmonitoringsystem for

electroencephalographandbehaviorofexperimentalanimals

shigeruAMANO,YonekoHAYASE*,YoshikiMIURA**,RyuzoTORII***

TatumiUCHIYAMA****,KiyoshiTANAKA*****,NobuoIHARA******

Abstract:A new computerizedmonitoringapparatusforelectroencephalography

andbehaviorofsmallanimalscontainingapiazoceramicvibrationsensorcombined

withvideotaperecordingwasdeveloped.Thisapparatuscansynchronouslyrecord

electroencephalographyandseizurebehaviors,andthedataareprocessedand

stockedbypersonalcomputer.Electroencephalographicandbehavioralanalysisof

lharaEpilepticRat(IER),whichisanewlydevelopednovelepilepticmutantwith

spontaneouslimbic-likeseizures,wasperformeduslngthisnew device.Epileptic

burstsandabnormalbehaviorsweresynchronouslydetectedduringgeneralized

tonicclonicseizures.Toeliminatetheriskofafalsenegativeresult,investigators

scrutinizedtheinformationobtainedfrom electroencephalogram,thevibrationsen-

sorandvideotaperecorder.Thenewlydevelopedmonitoringsystem forelec-

troencephalographyandseizureswasfoundtofacilitatedetailedanalysisduring

seizuresofrats.

Key words:Automated monitor system, vibration sensor, Seizures, Elec-
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緒 看

我々は自然に全身性強直 ･間代痘撃発作を発

症するてんかんミュータント (イハラてんかん

ラット,Iharaepilepticrat:IER)を開発 して

きた13)｡このミュータントはヒトの側頭葉て

んかんのモデルとして注目されているl･= )｡自

然にてんかん発作を発症する小動物の,発作中

の脳波や疫撃発作行動を正確に記録することは

技術的にまた労力的にも難しいことである｡ こ

れまで実験てんかんの行動モニター装置として

は displacementtransducer6,7),電磁波センサ

ー 8', photosensor9･m), wireless telemetry

systemll,12)等が開発 されてきているが,これ

らの装置は自然発症てんかん動物の長時間観察

には適 していなかった｡我々はIERのてんか

ん発作を詳細にモニターするために,圧電素子

による振動センサーを用いた自動てんかんモニ

ター装 置 を開発 した (COBAS,Biomedica

Ltd,Osaka13))｡この装置を用いることにより

てんかん行動のみを選択的に記録することが出

莱,短時間で多 くの動物の行動解析をすること

が可能となった5･13)｡しかしながらこのモニタ

ー装置には以下に述べるような問題点があった｡

第一に多数の動物の長時間モニターにより多量

の記録用紙が消費され,経費がかなり掛かるこ

とである｡ 第二は記録されたデーターの保存 ･

管理に手間が掛かることである｡ 第三に動物が

発作を起こした時点で記録開始の トリガーが掛

かることになってお り,発作記録は開催を超え

た運動が起こった時点からしか記録できない点

である｡ てんかん研究では疫撃発作が起こる前

の軽微な行動異常の観察も重要であり,発作の

前兆を記録できない欠点があった｡第四として

この装置では脳波を振動記録と同時にモニター

するには機械的な制約があり不可能であった｡

てんかん研究では発作症状に対応する脳波所見

の解析が重要な問題 となる｡ 以上のような点を

改善するものとして,パーソナルコンピュータ

ーを用い,コントロールボックスとデーター記

録を一体化 し,脳波 も同時に記録することが出

来る新 しいモニター装置を開発 した｡この装置

を用いてIERのてんかん発作 と脳波記録を同

時に行った｡

装置の概要並びに方法

モ ニ ター装 置 (COBAS,BiomedicaLtd,

Osaka)は以下の 9つの Componentよりなっ

ている (図 1)｡圧電素子振動センサー,振動

センサ-増幅装置,脳波信号増幅器,外部信号

入力ボックス,コンピュータとMO ドライブ

(信号コントロールと記録装置),コントロール

ボックスとビデオデッキ並びに照明灯｡ラット

ケージの底に設置された振動センサーは動物の

行動によって生じた信号を振動センサ-増幅器

-,また電極を脳内に埋め込まれた動物からの

脳波信号は脳波信号増幅器-と伝達される｡増

幅器では振動センサ-並びに脳波電極からの信

号感度を調節する｡ 振動センサ-増幅器からの

信号はコンピューターに伝達される｡ 脳波信号

増幅器からの信号は外部入力ボックスを経てコ

ンピューターに伝達される｡ コンピュータでは

脳波,振動記録並びにビデオ録画 ･照明を開始

する為の トリガーレベルと, トリガーが掛かる

前,並びにトリガーが掛かってから以後の記録

時間を設定することが出来る｡ 動物の振動セン

サーからの信号が トリガーレベルを超えると,

コンピューターに接続されたMO ドライブに

振動記録,並びに脳波記録の保存が開始される｡

トリガー信号は振動センサ-増幅器を経てコン

トロールボックス-達 し,照明灯が点灯し,ど

デオレコーダーが作動 し行動が映像として記録

される｡ 振動ならびに脳波記録はトリガーの掛

かる30秒前迄遡って記録を保存することが出来

る｡ トリガーが掛かっているときにトリガーレ

ベルを超える信号が新たに来たときはその時点

から引き続き記録設定時間の記録が加算される｡

以上のようなコンピューター制御は新 しく開発

され た プ ロ グ ラム に よ って作 動 され る

(COBASN-V,BiomedicaLtd,Osaka)｡この

装置を用いることにより開催を超えるてんかん

発作運動による振動記録,脳波活動並びにビデ

- 2 -



天野 殖,他 :小動物の自動脳波 ･行動同時モニター装置の開発

胞波信号噂唱器図1 図の説明は本文中の ｢装置の概要並びに方法｣

の項を参照のことオテープによる行動記録を同

期的に且つ選択的にモニターすることが出来る

｡この装置の正確性を検定するために全身性

強直 ･間代疫撃発作 を発症 しているIERを用

いた｡脳の皮質運動野,右背側海馬,左后桃核に

各々脳波用電極を設置 した｡電極を埋め込まれ

たラットを振動センサーが底に設置されたケー

ジに入れて,連続72時間に亘り,脳波並びに振

動記録をコンピューターで,また行動をビデオ

レコーダーに記録 した｡動物の振動記録用 と

して 1チャンネルを,また脳波記録として,皮

質,海馬,届桃体からのデーターを3チャンネ

ル用いた｡ 結 果

典型的な全身性強直 ･間代性疫撃発作の記

録が図 2に示されている｡ 全身性疫撃発作によ

って生 じた高頻度,高振幅の振動波形が第 1チ

ャンネル部分に記録されている｡振動による振

幅の高さで トリガーレベルが設定されている (

図2,矢印 a)｡ トリガーレベルを示す波線が振

動波形と初めて交差 したときから (図2,矢印

C)からビデオ録画がスター トするが,スター

ト17秒前からコンピュータメモリー部に保存され

ていたデーターがスター トに遡って記録されている (図 2,矢印 bと矢印 Cの間)｡チャネ ル

2, 3, 4にはそれぞれ皮質運動野,右海馬

,左后桃体部よりの脳波が記録されている｡各

部位では典型的なてんかん性発作波を見ることが

出来る｡ ビデオレコーダーの記録は矢印 Cの時

点より開始され, トリガーレベルを超える最後

の振動起こった後30秒間の行動がビデオテー

プに保存される｡ ビデオ記録は トリガーの掛か

る前に遡って記録することは出来ない｡ビデオ

テープにより矢印の時点で (図 2,矢印 C)動

物は間代性疫撃発作を起こしていることが確認

される｡ それ以後矢印dでは転倒 したまま強直

性疫撃を起こしていた｡以上のように本装置を

用いることによりてんかん発作を含む閥倍以上

の行動を選択的にすべて記録することが出来た｡トリガーレ

ベルの設定は脳波信号からも振動信号 と同様設定することが出来る｡ トリガーの掛

かった時刻 とその継続時間は digital

recordとしてMO ドライブのディスクに

記録される｡考 察

コンピューター制御による改良型小動物の

自動脳波 ･行動モニター装置の機能が,全身性

強直 ･間代痘撃発作 を発症 した IERを用いて

検討された｡
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図2 図の説明は本文中の ｢結果｣の項を参照の

こと節減となる｡ 第二には各モニター動物の

記録は自動的にMOディスクに記憶 され簡単に

データー管理が出来るようになった｡第三には

振動記録ならびに脳波記録は トリガーレベルを超

える30秒前に遡って記録することが出来るの

で,発作の前の前兆的異常行動並びに,脳波異

常を観察することが出来るようになった｡本装

置では行動記録は トリガーが掛かった後のもの

しかビデオテープに保存することが出来ないが

,フレームレコーダーを利用することにより振動

波形や,脳波 と同様 トリガーの掛かる30秒程

度前より,映像を保存することが出来る｡ 第 4

に図2で示されているように明瞭且つ容易に振

動波形と,脳波記録を同期的にモニターするこ

とが出来た｡本装置は自然発症するてんかん発

作動物の長時間にわたる詳細な検索,すなわち

発作タイプとそのときの脳波所見,発作発現時

刻,発作持続時間を容易且つ短時間に解析する

ことが出来,また得 られた記録は簡単

に保存することが出来る有用な研

究装置である｡結

語小動物の脳波 とてんかん発作の自動モニ

ター装置を開発 した｡脳波と圧電素子を利用 した振 動センサーによって得 られた発作によって

生 じた振動情報をコンピューター処理により同

時に記録 し保存することが出来る｡ この装置を

用い全身性強直 ･間代疫撃発作を発症 しているイハラてんかんラッ ト(IharaEpilepticRat:IER

)を72時間継続的に観察 した｡てんかん発作

中に脳波ではてんかん発作波が,また振動記録で

は発作パターンを示す異常波が同時に記録でき

た｡発作発現はビデオテープで確認 された｡本

装置は小動

物のてんかん発作の研究に有用な装置である｡
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