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研究要旨
我々は経頭蓋大脳運動野磁気刺激療法（rTMS）の鎮痛効果を報告（Pain2008, 2013）してきた。
化学療法誘発性末梢神経障害による痛みとしびれに対してrTMS療法の有用性と安全性を検証し、
さらに上肢巧緻機能の評価も行うことで、化学療法誘発性神経障害患者の日常生活動作および就
労への有用性を確立する。

Ａ．研究目的

（倫理面への配慮）

癌患者の生命予後は化学療法の発達により改

大阪大学医学部倫理委員会の承認を得た

善している。しかし、化学療法が副作用の末梢神

（14199）
。

経障害性疼痛により中止せざるを得ないケース
が多々あることが報告されており、プレガバリン

Ｃ．研究結果

などの投薬も十分な効果が得られていない。我々

乳腺内分泌外科、産婦人科での説明会を行った。

は、神経障害性疼痛に対する rTMS の有効性を報

現在、患者のリクルート中である。

告してきたが、化学療法による末梢神経障害性疼
痛に対する rTMS の除痛効果については検討して

Ｄ．考察

おらず、他の施設での検討もみられない。そこで

本研究は海外でも報告がなく、rTMS の除痛効果

今回、化学療法による末梢神経障害性疼痛に対す

が示さされば、化学療法による疼痛治療の新たな

る rTMS の有効性を検討することにした。

可能性が示唆されると考えられる。

Ｂ．研究方法

Ｅ．結論

乳癌および婦人科癌に対する化学療法による

研究を継続し、次年度以降に報告する。

四肢の末梢神経障害性疼痛の患者を対象とし、外
来化学療法時に週１回施行する。rTMS(5Hz 90%ま
たは 100%安静時運動閾値)を片側一次運動野（手
の領域）
、片側一次運動野（足の領域）
、偽刺激を
行って、除痛効果と安全性を評価する。疼痛は疼
痛尺度とマギル疼痛質問表２によって評価する。
乳癌 12 例、婦人科癌 12 例を予定している。
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