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はじめに

筋萎縮性側索硬化症（Amyotrophic Lateral

Sclerosis : ALS）は、通常中年以降に筋萎縮・筋力

低下により発症し、脳・脊髄にある中枢性運動ニ

ューロンと、脊髄前角にある末梢性運動ニューロ

ンが選択的に障害される。症状はつねに進行性で

あり、全身の骨格筋が障害され、さらに球麻痺・

呼吸障害を合併する。その成因に関しては、種々

の研究がなされているがいまだ定説はない。

ALSに対して、これまでにビタミン剤、ATP製

剤をはじめとして、蛋白同化ホルモン・ステロイ

ドなど多岐にわたる治療法が試みられており、現

在もRiluzol 1）、神経栄養因子2）-4）などの治験が行

われているが、有効な治療法が確立していないの

が現状である。

我々はこれまで、脳血管障害や脊髄損傷などの

中枢性運動ニューロン障害による萎縮筋に対し

て、貫皮的筋内埋め込み電極を用いて治療的電気

刺激（Therapeutic Electrical Stimulation : TES） を

行い、痙性の軽減や筋萎縮の改善、関節可動域の

拡大、随意性の向上などの効果を認め、報告して

きた5），6）。また、末梢性運動ニューロン障害であ

る腕神経引き抜き損傷における不全麻痺例でも、

TESにより筋萎縮の改善と筋力の増強を認めた例

を経験し、報告している6）-8）。しかし、ALSは神

経変性疾患であり、その筋萎縮はつねに進行性で

不可逆的であるため、電気刺激の有効性について

は全く論議されておらず、ALSに対する電気刺激

治療に関する報告はこれまでのところ見あたらな

かった。

今回我々は、26例のALS患者の四肢の筋に対

して、その筋萎縮の進行抑制を目的としてTES

を行い、その効果を評価・検討したので報告する。

対象

対象はALS患者26例で、うち男性19例、女性

7例であった。年齢は37～87才（55.7±9.8才）、

平均罹病期間は3年4カ月（9カ月～12年4カ月）、

厚生省特定疾患調査研究班による重症度分類では

stage3～7であった。TESを行った期間は3カ月

～最長2年6カ月で平均1年4カ月であった。

患者およびその家族ともALSであることを告

知されており、その予後についても説明を受けて

いた。さらに患者・家族には、電気刺激治療に関

して、手術に伴う危険性、TES療法を行う上での

利点や問題点、および患者によってTESの有効

性が異なり前もって予測できないことについて詳

しく説明を行い、同意を得た。

方法

表1に示す四肢の筋および神経に、我々の開発

した貫皮的筋内埋め込み電極（sus316Lステンレ

ス電極, 日本精線, 大阪）を、刺激電極として用い

た9）。これは25μのステンレス・スチールワイア

ーを19本撚りのロープにし、テフロン被覆後コ

イル状にしたものである。刺激装置には、我々の

開発したコンピュータ制御多チャンネル刺激装置
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（FESMATE1000, NEC メディカルシステムズ, 東

京）を用いた10）。刺激波形は、パルス幅0.2msの

負性矩形波であり、刺激周波数は20Hzに固定さ

れ、電圧振幅を0～-15V の間で変化させることに

より、筋の収縮力を変えることができる11）。ま

た刺激は、25秒刺激10秒休止の周期性の刺激で、

筋収縮が自動的に惹起されるようにした。

刺激電極の刺入留置は、全身麻酔あるいは局所

麻酔下で施行した。術後一定期間の安静ののち、

1回5分1日3回から刺激を開始、徐々に刺激時

間・刺激回数を増加し、1 回 5 ～ 10 分 1 日 6 回

TES訓練を行った。

電気刺激治療を行う前後に、筋力・握力・二次

元および三次元動作解析・筋電図・骨格筋CTな

どにより評価を行った。筋力は、Danielsによる

徒手筋力評価（manual muscle test : MMT）および

徒手筋力測定評価器（MICRO-FET, Hoggan

HealthInd. USA）にて測定した12）。動作解析および

痙性評価のための膝関節振り子試験（pendulum

test）には、二次元動作解析装置（QUICK MAG, 応

用電気計測所, 東京）および三次元動作解析装置

（APAS Ariel, Trabuco Canyon, CA, USA） を用いた。

TES開始後1カ月間は入院にて経過観察し、その

後は外来で評価を行った。

筋力および骨格筋CT断面積に関しては、検査

機器および測定上の誤差を考慮に入れ、TES前の

値を100％として105％以上を増加、95％以上

105％未満を維持、95％以下を減少とした。

26例中4例が経過観察中に呼吸不全にて死亡

し、また6カ月以上長期観察した症例は11例で

あった。

結果

①短期効果

26例中13例で、治療開始1カ月以内の早期か

ら、随意運動の改善とそれに伴う日常生活動作の

改善が認められた。

図1に、一症例におけるTES開始前後の起立動

作の二次元動作解析結果を示す。この症例では、

下肢の筋力低下のために、上肢の支えなしでは起

立動作が不可能であった。しかし、殿筋および両

下肢の筋に電極を埋め込み、1日6回TES訓練を

行ったところ、TES訓練開始数日後から上肢の支

えなしで起立動作が可能となった。

a）TES開始前　　　　　　　b）TES1週間後

図1 起立動作におけるTESの効果
一症例における起立動作を二次元動作解析装置にて解析

上肢

1：棘上筋 7：上腕筋

2：棘下筋 8：腕橈骨筋

3：三角筋 9：短橈側手根伸筋

4：前鋸筋 10：指伸筋

5：上腕三頭筋 11：深指屈筋

6：上腕二頭筋 12：短母指外転筋

下肢

1：下殿神経 4：大腿二頭筋

2：上殿神経 5：脛骨神経

3：大腿神経

表1 棘激筋および神経
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図2は、別の症例の左膝のpendulum testにお

ける変化を示している。TES施行前とTES開始1

カ月後後を比較すると、振り子運動の初期振幅が

大きくなり、持続時間の延長が認められた。これ

は、TESによる痙性の軽減効果によるものと思わ

れた。

骨格筋CTにおいても、TES開始後早期から断

面積の変化が認められる症例が観察された。TES

開始 1 カ月後の 14 例 35 筋を検討したところ、

28.6％で増加、57.1％が維持を示し、増加ないし

維持を認めた症例は11例であった。うち2例2筋

においては、20％以上の増加を認めた。逆に断

面積が減少した症例も認められ、2例2筋で15％

以上の減少を認めた。

また、TES開始1カ月後の筋力変化を16例87

筋について調べた結果、25.3 ％の筋で増加、

17.2％で維持、57.5％で減少していた。1カ月後

の筋力は、TES開始前と比較して平均94.2％の値

図2 膝間接振り子試験
一症例における膝間接振り子試験（Pendulum test）を二

次元動作解析装置にて解析

を示した。

このように、TES開始1カ月以内の早期に、随

意運動の改善や筋力あるいは筋断面積の維持ない

し増加を認めた症例が13例認められた。

短期効果が認められた症例に関して、発症年

齢・初発部位・罹病期間・性別・重症度・上位ニ

ューロン徴候の有無（腱反射の亢進・病的反射）・

TESに対する反応性などの要因について検討した

ところ、TESに対する反応性の良好な症例では、

随意性の改善および筋力の増加を示すことが認め

られた。

②長期効果

6カ月以上の長期間にわたってTESを続けた症

例で、筋力や筋容量に関し検討を行った。

図3は、長期間TESを行った症例の大腿四頭

筋・大殿筋・上腕の筋の断面積をCTにて測定し

た結果を示す。ALSでは、筋断面積は疾患の進行

に伴い次第に減少していくが、6カ月後に観察し

えた7例20筋のうち、10％において断面積は増

加し、35％において維持、55％において減少し

ているのが認められた。TES前と比較すると、6

カ月後の平均断面積は91.8％とある程度維持さ

れていた。

長期間の観察中には、次第に筋力が低下してい

る症例が多く認められるが、筋力が比較的維持さ

れている症例も認められた。TES開始後4～8カ

月の筋力を、7例37筋につき開始前と比較したと

ころ、筋力が増加した筋は10.8％、維持されて

いる筋は21.6％、減少した筋は67.6％であった。

平均すると、TES開始前と比較して76.7％の筋力

を示した（図4）。なお、同一症例でも、筋力が増

加した筋や減少した筋が混在している症例が多く

認められた。

長期間経過観察を行った症例の中には、電気刺

激で誘発される筋力が随意筋力を上回る症例が数

例認められた。このような症例では、随意筋力が

次第に低下していくにもかかわらず、電気刺激に

a）TES開始前

b）TES1カ月後
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図3 CTにおける筋断面積の変化（相対値）
TES開始前を100％とし、筋断面積の変化を示す。

図4 筋力変化（相対値）
TES開始前を100％とし、筋力と変化を示す。
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よる筋力は維持されていた。

長期効果を示した例に関しても、発症年齢・初

発部位・罹病期間・性別・重症度などの要因につ

き検討したが、有意な関連を示す要因は認められ

なかった。

考察

末梢運動神経への電気刺激の効果には、筋紡

錘・腱器官・筋膜などからくる知覚枝を刺激する

ことにより生じる求心性効果、および筋を支配す

る運動枝を刺激することによる遠心性効果による

ものがある6），7）。すなわち、電気刺激は脊髄に求

心性に働くことにより、痙性を軽減し筋の随意性

を改善する。これは、筋紡錘からのgIa線維を刺

激することにより、その拮抗筋を相反性に抑制す

ることが一因であると考えられている。また求心

性効果には促通効果もあり、電気刺激による被刺

激筋の収縮と協調して、共同筋が収縮する効果が

得られる。

また、運動枝すなわちα運動ニューロンの刺激

によって、神経末端よりアセチルコリンが放出さ

れ、筋が収縮する。同時に筋栄養物質の放出も神

経末端で生じるとされている。このため電気刺激

を長期間続けると、筋の容量と収縮力の増加がも

たらされると考えられる13）。このような遠心性効

果は、中枢性運動ニューロン障害のみならず、腕

神経叢の引き抜き損傷による不全麻痺例でも認め

られている8），9）。一般に求心性効果は早期から認

められ、遠心性効果はそれより遅れて認められる。

TESを適用したALS患者の半数で、早期から

筋力の増強および随意性の向上が認められた。こ

れは、第一に、TESの求心性効果による痙性の軽

減に起因するものと思われる。ALSでは、一般的

に筋萎縮のために筋の痙性があまり明確でないこ

とが多いが、上位運動ニューロン障害の症状とし

て、痙性は多かれ少なかれ存在する。前述したよ

うに、深部腱反射などの亢進もなく臨床症状とし

も痙性はほとんど認められない症例でも、pendu-

lum test ではじめてTESによる痙性の軽減効果が

判明することが多い。

一方、比較的早期から筋断面積が増加する例が、

CTを検索した症例の半数で認められている。中

枢性運動ニューロン障害による麻痺筋では、TES

が廃用性筋萎縮の改善あるいは予防に効果がある

ことが示されている6）。ALSにおいては、前角細

胞障害による筋萎縮に加えて、側索の変性による

中枢性運動麻痺によって、廃用性萎縮が生じてい

ると思われる。したがって、ALS においても、

TESによって廃用性の筋萎縮が改善した可能性が

あり、痙性の軽減とともに、早期の筋力の改善や

随意性の向上の一因となっていると思われる。

さらに、6カ月以上の長期のTES施行後、筋力

や筋断面積の増加および維持を示す症例が認めら

れた。これは、長期間のTESによって筋に遠心

性効果が働き、上位および下位運動ニューロン障

害における萎縮筋へのTESと同様に、筋力の改

善・維持および筋容量の増加がおこった可能性を

示唆している。ALSは常に進行性の経過をたどる

とされており、このように少数例にしろ維持・改

善効果が得られたことはきわめて重要な所見とし

て捉えられる。しかしながら、ALSにおける病状

の進行の程度には個人差があり、かつ個々の患者

においても進行速度が変化するため、これら少数

の長期観察例から、TESの効果として結論付ける

には時期尚早であり、さらに症例を重ねる必要が

あろう。

TESに対する反応性は、症例により、また同一

症例でも筋により異なり、筋の反応の良好なもの

では早期の随意性や筋力の改善が認められた。反

対に、反応の不良な筋では、短期・長期ともに明

らかな効果は認められず、筋力・筋断面積の減少

が認められた。TESに対する反応の良・不良は、

末梢運動ニューロン障害の程度と大きな関係があ

り、ここにALSに対するTESの適応を左右する

大きな要因があるのかもしれない。
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症例によっては、随意筋力より電気刺激による

筋力のほうが上回る現象が認められたことは、非

常に興味深い。これらの症例では、機能的電気刺

激（FES）の応用が可能であり、それにより動作を

再建できる可能性が示唆される。我々は、すでに

これらの症例中3例で、介助者の負担の軽減を目

的として、起立補助動作の再建を行っている。し

たがって、症例によっては、病状の進行により随

意性が失われても、FESの応用により、介助者の

負担の軽減や、呼吸ペーシングなどをはかること

も可能であると思われる。

末期にいたるまで感覚・意識ともまったく正常

なALS患者にとっては、生命の維持ももちろん

であるが、QOLの向上は、きわめて重要かつ切

実な問題である。今のところ、TES・FESなどの

電気刺激療法がすべてのALS患者に適応可能と

はいえない。しかし、今後さらに研究を重ねるこ

とにより、電気刺激療法がALS患者にとって、

さまざまな点で有効な手段となりうる可能性があ

ると考えられる。

（参考文献）

1）G. Bensimon, L. Lacomblez, V. meininger, et al.

（1994）: AControlled Triar of Riluzole in Amyo-

trophic Lateral Sclerosis. N.Engl.J.Med., 330,585-

591

2）H. Mitsumoto, K. Ikeda, B. Klinkosz, et al.

（1994）: Arrest of Motor Neuron Disease in

Wobbler Mice Cotreated with CNTF and BDNF.

Science, 265, 1107-1110

3）H. Mitsumoto, K. Ikeda, T. Holmlund, et al.

（1994）: The Effects of Ciliaty Neurotrophic Factor

on Motor Dysfunction in Wobbler Mouse Motor

Neuron Disease. Ann. Neurol. , 36, 142-148

4）M. E. Helgren, S. P. Squinto, H. L. Davis et al.

（1994）: Trophic Effect of Ciliary Neurotrophic

Factor on Denervated Skeletal Muscle. Cell, 76,

493-504

5）半田康延、桜井　實（1993）高度先進医療の実

際：経皮的埋め込み電極を用いた機能的電気刺激

療法。薬事新報、1754、714-719

6）半田康延（1996）：麻痺筋・廃用筋に対する治

療的電気刺激。総合リハビリテーション、24,

211-218

7）亀山順一、桜井　実、半田康延（1995）：腕神

経叢麻痺患者に対する治療的電激（TES）の経験。

整形外科、46, 745-748

8）鈴木良地、伊橋光二、服部泰典、他（1995）：

治療的電気刺激によって自動肩外転動作に改善を

見た腕神経叢損傷患者の1症例。第4回日本FES

研究会学術講演予稿集、P10



－ 35 －

9）Y. Handa, N. Hoshimiya, Y. Iguchi. （1989）:

Development of Percutaneous Intramusclar Elec -

trode for Multichannel FES System. IEEE Trans.

Biomed. Eng. , 36, 705-710

10）N. Hoshimiya, A. Naito, M. Yajima, et al.

（1989）: A Multichannel FES System for the

Restoration of Motor Functions in High Spinal

Cord Injury Patients : A Respiration-Controlled

System for Multijoint Upper Extremity. IEEE

Trans. Biomed. Eng, . 36, 754-760

11）Y. Handa, T. Handa, M. Ichie, et al.（1992）:

Functional electrical stimulation（FES）systems

for restoration of motor function of paralyzed mus-

clesversatile systems and a portable system.

Front. Med. Biol. Eng. , 4, 241-255

12）L. Daniels & C. Worthingham（1986）: Muscle

Testing. 5th ed. , Saunders.

13）加賀谷斉：対麻痺に対する治療的ならびに

機能的電気刺激に関する研究（1994）。日整会誌

68,  751-761



－ 36 －


