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研究報告書 

 

 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの名称：  混合信号分析にもとづく喉頭筋電図分析方法の研究開発    

 

１．実施結果の概要（800字程度：なお，その中に本経費で購入した機器・消耗品等が，ど

のように研究に活用されたのかを簡潔に記入する。） 

 

経口的刺入による筋電図データ採取のために、男女別に刺入針を新調した

(15000x8本 = 120,000円 )。また、 double-hooked wireの電極用に白金イリジウム

ワイヤーを使用したが、研究途中で研究室の在庫が不足したため、100Ft分 (270,000円)

追加購入した。研究費25万円はこれらの購入に全額使用し、不足分は個人で補填した。 

 

実験の概要は、(A)筋電図データの採取と(B)データ解析の2つに集約される。いくつかの

要因で実験が計画通りに進んでいないため、2013年7月31日現在、まだ(B)には進めていな

い。 

(A)について、まず男性3名、女性1名、計4名の健常被験者に対して経皮的、あるいは経

口的刺入法による筋電図データの採取を行った。十分量のデータが採取できるよう、それ

ぞれの被験者に対して複数回(3-6回)筋電図データの採取を行った。実験に際しては、白金

イリジウムワイヤーによるdouble-hooked電極を作成して用いた。経皮的刺入では、前頚筋、

輪状甲状筋、甲状披裂筋、外側輪状披裂筋の筋電図の記録を行い、経口的刺入では、披裂

筋と後輪状披裂筋を対象とした。すべての実験において、筋を同定するタスクと、生理動

作のタスク（地声、裏声、嚥下、息こらえなど）について筋電信号を記録した。 

(B)については、現在プログラムを作成しており、完成し次第実際のデータの分析を進め

ていく。独立成分分析にもとづく分析プログラムにより、混合信号からの各筋電信号の分

離を行う。より具体的には、筋A、筋B、AとBの混合信号の3つを用いて、筋Aと混合信号か

ら分離された筋Bの推定信号を実際の筋Bの信号と比較して手法の有効性の評価する。また、

混合状態の評価尺度を提案し、実験実施中の刺入位置の確度を評価する。分析中に必要と

されたデータの再収集もおこなう。 

最終的な実験成果は平成 26年度の音声言語医学会総会で行う予定である。  
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２．本研究に関わる将来展望 

 

（１） 研究成果とそのインパクト（Ａ４用紙に２～３枚程度） 

 

本研究では、混合信号から分析対象とする筋の筋電を独立成分分析(ICA: Independent 

Component Analysis)を応用した新しい筋電図解析方法を提案し実装する。ICAは多変量解

析に用いられる手法であり、観測された混合信号から互いに独立である原信号を線形代数

・確率論に基づく数学的手法を用いて推定する。脳磁界解析や複数話者が混合した音声信

号からの音声分離に実際に用いられている。 

本研究はまだ未完結であるが、プログラムを完成させて採取したデータを解析すること

により完遂され、その際には以下のインパクトが予想される。①電極の刺し直しの減少、

②実験実施時間の短縮、③実験中に観測される筋電図の混合状態の定量評価、④刺入位置

や筋電図の有効性の定量評価、⑤混入信号の除去による筋電図検査自体の質の向上、⑥表

面筋電・他の領域の筋電検査への般化である。 

 

実験目的での内喉頭筋電図の記録には一般的に針電極（有鉤針金電極: double-hooked 

wire）を用いる。しかし、ワイヤーを留置した後に同定操作を行うdouble-hooked wireで

の筋電実験においては、対象とする筋に確実に電極を刺入することが重要となるが、熟練

者による筋電検査においても複数の筋電が混合（コンタミネーション）した混合信号が観

測される場合も比較的多く、他筋の筋活動電位の混入がある程度存在すれば電極の刺し直

しを余儀なくされてきた。本研究のICAを応用した筋電図解析方法が確立すれば、侵襲的で

ある電極の刺し直しの回数が減少され、実験実施時間を短縮と被験者の苦痛の軽減が実現

される。 

また、刺入部位の筋の同定において様々な同定タスクが考案させているが、混合の状態

を評価し、筋電計測の有効性を評価する定量的方法は確立されていない。しかし、本研究

で複数の混合信号および適切な同定課題を選定し、混合信号から特定の筋の信号を分離・

推定する方法を確立することで、通常何らかの筋電の混合が不可避である筋電計測におい

て、筋電図の混合状態を定量的に評価することが可能となる。また、これまでの研究では

観測不良とされた筋電図が評価可能となり、若干のcontaminationを認めていた筋電図の純

粋化によって解析の精度が向上すると見込まれる。 

更には、刺入位置・筋電図の有効性の評価が定量的に可能となり、筋電手技の習得や更

なるのサポートが可能となる。加えて、本方法は表面筋電にも応用が可能であり、喉頭領

域の外喉頭筋など筋電の混合が不可避である他の筋電実験にも有用であり、基礎研究、臨

床の両面から本研究で予想される成果の持つ意義は大きい。 

 

 本研究は、ICAを用いて、被験者のQOL改善・実験の効率化を実現させ、信号の独立性を

評価する発声や生理動作の同定タスクの必要かつ十分な系列を確定させ、これまでの研究

では観測不良とされた筋電図を評価可能とするものであり、表面筋電や喉頭領域以外の筋

電実験にも応用し得る広がりを持ち、基礎・臨床研究の両面から大きな意義を持つと予想
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される。 

 

 

（２）その他に特記すべきことがありましたら記入ください。 

 

研究助成金獲得後、筋電図のデータ採取を開始し た。経皮的刺入での筋電図デ

ータ (具体的には前頚筋・輪状甲状筋・甲状披裂筋・外側輪状披裂筋 の筋電図 )は

研究室に在庫のあった針が使用できており、手技の習得が円滑であったため十分

に蓄積された。  

一方、経口的刺入による筋電図データ (披裂筋・後輪上披裂筋 )は、新規購入し

た刺入針の不具合やそれによる白金イリジウムワイヤーの不足が生じたこと、刺

入技術手技の習得に時間がかかっていることなどで、まだ十分なデータ 集まって

いない。筋電図データの蓄積に時間を要していることから、現時点ではその後の

混合信号分析にまだ到達していない。混合信号分析プログラムは現在作成中であ

る。   

今後、経口的刺入による筋電図データを更に蓄積する一方で、蓄積したデータの解析を

進めて、最終的な実験成果は平成 26年度の音声言語医学会総会で 行う予定である。 
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研究成果は2014年の音声言語医学会で報告予定である。  
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