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末梢神経連続パルス磁気刺激について
磁気刺激は電極を使用しない電気刺激です。磁気刺激の最大の

メリットは無痛的な刺激が可能ということです。磁場は皮膚

抵抗の影響を受けないことから、皮膚のAδ線維やC線維を

興奮させずに深部のα運動ニューロン線維およびⅠa求心性

線維を興奮させることができると考えられます。

さらに、磁場は非金属を透過できるため衣服の上からの刺激が可

能です。電極の貼付部位を変更せずに、最適な刺激部位の探

索や、刺激する神経を任意に変更していくことも容易に行

えます。磁気刺激のもつ無痛性、そして簡便性は今後のリハ

ビリテーション分野において患者、療法士双方に大きく貢献

できるものと考えています。
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管理医療機器（クラスⅡ）／特定保守管理医療機器　JMDN コード：36902000／

医療機器認証番号　227AFBZX00021000　※本製品は検査用機器です。治療目的には使用できません。

電　　源：AC100V（50/60Hz）10A
消費電力：1kVA
周 波 数：10～ 50Hz (2.5Hz可変)
出力設定： 10～ 100%（60～ 600V 1％可変）
外形寸法：W340×D265×H175mm

最大磁束変化率：11～ 20 kT/sec
磁　場　波　形：バイフェージック
コンデンサ寿命：約2,500万回
電撃保護形式：クラスⅠ
電撃保護程度：BF形装着部

磁気刺激装置 パスリーダー　管理医療機器（クラスⅡ）JMDNコード：36902000 
医療機器認証番号 227AFBZX00021000

本体質量：15kg　（刺激コイル：約1.5Kg）
刺激時間：連続刺激時間 　最大2 秒
　　　　　連続休止時間 　最小2秒
パルス幅：250～ 450μs（刺激コイルによる）
最大磁束密度：0.85 ～ 0.94T（TC-1）／ 0.59 ～0.68T（UC-1）
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磁気刺激装置 パスリーダー

① パスリーダー本体

④ コイルスタンド

③ PMSコイル UC-1

② PMSコイル TC-1

⑥ アーム付きカート

⑦ 専用カート

⑤ フットスイッチ

※アーム付カートと仕様が異
なります。専用カートには
アームは後付けできません。

①パスリーダー本体
③PMSコイル UC-1
④コイルスタンド
⑤フットスイッチ
⑦専用カート　○電源ケーブル ※UC-1用のスタンドです。
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アーム付カートセット
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⑤フットスイッチ
⑥アーム付カート
○電源ケーブル

パスリーダー
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PL-UC
①パスリーダー本体
②PMSコイル TC-1
⑤フットスイッチ
⑦専用カート
○電源ケーブル

パスリーダー
（専用カート付）
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多連発かつ連続的磁気刺激の実現。

収縮の加重による強縮を可能に

磁気刺激は経皮的電流刺激とは異なるアプローチで神経線維への刺激を行います。プ

ローブ内コイルのパルス電流により磁束を作り出し、筋内で「渦電流」を発生させることが

その特徴です。

この方法では、皮膚表層の痛覚神経Aδ（Ⅲ）線維や、C（Ⅳ）線維への刺激を抑えたまま、

深部にある2つの神経線維、α線維と、Ⅰa線維を同時に刺激することが可能となります。

粘着パッドなどは使用しないので着衣のまま刺激が可能なうえ、電気的な痛みや不快感を

感じにくい状態で深部の神経線維にアプローチすることができます。

PMSコイルUC-1は、狭い範囲

に集中した磁気刺激を行えます。

不要な部位を刺激せずに、局所的

に強力な渦電流を誘発して「強縮」

を起こすことも可能です。

痛みや不快感を伴わない磁気刺激

より小さな筋肉群への刺激を可能に

表層の痛覚神経刺激を低減。
直接、深部の神経線維にアプローチ。

舌骨上筋群などの小さな筋群への
刺激を行える新型コイルUC-1。

アームは、三次元に自由な調節・固定ができるの

で臥位や座位など様々な姿位での刺激が可能です。

コイルスタンドは座高に合わせて調節できるように、

高さ調節機能が付いています。

アーム付きカートで、
様々な姿位に対応可能。

下腿：前脛骨筋　（足関節背屈） 大腿：大腿四頭筋（膝関節伸展） 前腕：総指伸筋　（手指関節背屈）

電流刺激とは異なる
新たなアプローチ。

Aδ繊維やC繊維は殆ど刺激せずに、
筋肉内のα繊維とⅠa繊維を同時に刺激

磁気刺激のイメージ
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前腕への磁気刺激の強度と周波数を可変させた場合の手関節背屈角度変位

電流
刺激コイル

皮膚

骨格筋
電流

磁場

MT：磁気刺激強度の基準値、　刺激時間：2.0s

PMSコイル UC-1

コイルスタンド（UC-1 用）

※専用カートはアーム付カートと仕様が異なります。 
専用カートにアームは後付けできません。 アーム付きカート

高さ調節機能




