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はじめに

筋萎縮性側索硬化症（AmyotrophicLateral 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、ATS 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、痘性の軽減や筋萎
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（FESMATE １０００，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０～１５ V
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 Heakhlnd．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
（QUICKMAC，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。

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
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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・上位ニューロン徴侯の有無（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。心では、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、筋紡錘からのが gia線維を刺激することにより、その括抗
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、

pendulum 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）。Ａ

ＬＳ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。
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。
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