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　　The　relationship　between　the　clinical　features　of　61　patients　with　amyotrophic　lateral　scle・

rosis（ALS）and　electrophysiological　findings　was　studied　with　electromyography　and　measure．

Ineロt　of　maximum　motor　nerve　conduction　velocity（MCV）．　The　following　results　were　obtailled：

　　1）High　amplitude　potential　in　the　electromyographic　examination　appeared　frequently　in

the　distal　part　of　the　arm．

　　2）High　amplitude　pQtential　was　rarely　observed　in　the　pseudopolyneuritic　form　of　ALS　and

in　cases　with　rapid　progression．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　3）Typical　polyphasic　potential　with　long　duration　and　low　amplitude　was　observed　in　the

psendopolyneuritic　form．

　　4）Slowing　of　MCV　was　observed　in　the　initial　and　predominant　site　of　involvement．

　　5）MCV　of　the　tibial　nerve　was　slowed　especially　in　the　pseud◎polyneuritic　form　of　ALS．

　　From　these　results，　i亡is　suggested　that　the　extent　of　pathophysiological　change　of　the

secondary　neurons　depends　upon　the　severity　and　rapid　progression　of　the　disease．　Involvement

of　the　peripheral　nerve　may　exist　in　ALS，　especially　in　the　pseudopolyneuritic　form　and　in

cases　with　rapid　progression，　Shinshu　Med．ノ，，80：86－98，1982
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その原因はいまだ不明であり，現在まで有効な治療法
　　　　　　　　　　　　1　はじめに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は確立されていない。

　筋萎縮性側索硬化症（ALS）は，全身の骨格筋萎縮　　　筋萎縮の分布および進行のしかたは症例によって異

を主徴とし，発症後平均3年の経過で呼吸麻痺にいた　　なるが，その理由は明らかでなく，ALSの病態には

り死亡する進行性の神経疾患である。病理学的には，　　まだ未知の部分が多い。とくに，病変の主体である脊

脊髄前角細胞および錐体路の変性が認められているが，　髄前角細胞の変性によって，二次二＝－Pンにどのよ
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うな機能的変化が生じ，どのような代償機構が働くか　　の波形を記録した。障害の程度に左右差がある場合は

は，ほとんど解明されていない。この点に関して，筋　　障害の強い側で記録し，左右差のない場合は右上下肢

電図を用いて二次二＝一ロソの機能的変化を分析し，　　で記録した。なお，筋萎縮が強度で筋電図が得られな

臨床像と対比させることにより，ALSの二次ニュー　　い揚合にかぎり，障害の軽い側で記録した。個々の運

ロン変性の病態生理を解明することが本研究の目的で　　動単位の波形の判定基準は，基線からpeakまでを測

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定した振幅が3mV以上・かつ，持続10msec以上の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動電位を高振幅電位とし4），5相以上の活動電位を

　　　　　　　　il対　象　　　　多相電位とした．この判越準に基き，おのおのの被

　筋電図検査の対象は，当科に入院し，経過，臨床症　　検筋で高振幅電位と多相電位の出現の有無を検索した。

状，筋生検でALSと診断した61例で，脊髄性進行性　　原則として1個の被検筋につぎ1ヵ所で皮膚を穿刺し・

筋萎縮症および明らかな感覚障害を伴った症例は含め　　　4～5方向に検査針を進めて，得られた活動電位の波

ていない。年令は37～74才で，平均57．4才。性別は男　　形を分離同定し記録した。

42例，女19例。発症から筋電図検査までの期間は5力　　　運動神経最大伝導速度（MCV）は，各症例につい

月～13年で，平均1．8年。ALSの病型として，従来，　　て一側上下肢で検索し，上肢は尺骨神経（肘部一手関

普通型（comm◎n　form），球型（bulbar　form），　　節部間），下肢は脛骨神経（膝窩部一足関節内願部間）

偽多発神経炎型（pseudopolyneuritic　form）が知　　のMCVを測定した。刺激には双極表面刺激電極を

られているが1）2），臨床症状と筋電図を対比するため　　使用し，各神経の近位および遠位刺激点で，神経直上

に，筋萎縮または筋力低下，線維束攣縮が初発した部　　に陰極を置き，陽極を神経に対し直角に置いて刺激し

位が，上肢筋，下肢筋，構音・嚥下筋のものを，おの　　た・神経に対する電気刺激は，持続0・5msecの矩形

おの上肢型，下肢型，球麻痺型とし，すべての症例を　　波定電圧刺激を用い，M波の最大値を得る刺激強度の

この3型に分類した。下肢型のうち，下肢の筋力低下　　20－25％強い刺激（supramaximal　stimulation）で

が著明で，深部反射が減弱ないし消失しJBabinski　　行った。

徴候がみられない症例を偽多発神経炎症とし3），臨床　　　記録は，円板皿1型表面電極を使用し，尺骨神輝は小

上，ALS病型中でも特殊な病型であるため別に検討　　指外転筋，脛骨神経は足の短母指屈筋の筋腹からM波

した。本研究において以上のように分類した各病型は，　を記録した。各神経について，近位刺激点と遠位刺激

上肢型30例，下肢型22例（偽多発神経炎型12例），球　　点の距離および，刺激波形の立ち上がりからM波の立

麻痺型9例であった。　　　　　　　　　　　　　　　ち上がりまでの時間（M波の潜時）の差を求め，2点

　運動神経最大伝導速度（MCV）の測定は，　ALS　33　　間距離を潜時差で割り，2点間のMCVを計算した。

鼎1懇冨鍛撚鷺蓮熱MCV（m／sec）灘鮪鰐羅縛購）
月～5年5ヵ月（平均13．5ヵ月）。病型別には上肢型　　　　　　　　　　　（皿sec）

16例，下肢型12例（偽多発神経炎型6例），球麻痺型　　　なお，室温は25．・0°C以上に調節し，記録時の皮膚

5例であった。MCV測定の対照として，臨床上末梢　　温を31・0°C以上に保った。　Artifactを除くため・遠

神経障害のない正常人33例（男19例，女14例，年令35　　位刺激点と記録電極間に接地電極を装置した。測定値

～76才，平均55．6才）を検索した。　　　　　　　　　　の有意差検定にはStudentのt検定を用いた。

　　　　　　　　皿　方　　　法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IV　結　　　果

　筋電計は，三栄測器製UB－203型およびMedelec　　　A　高振1隔電位

製MS6型を使用した。針筋電図検査は直径0．30mm，　　　1　筋別の高振幅電位出現頻度（図1）

長さ§Ommの同心型単極電極検査針を使用し，各症例　　　ALS　61例の筋別高振幅電位出現頻度は，骨問筋・

で一一側の上肢5筋（上腕二頭筋，上腕三頭筋，尺側手　　母指内転筋で最も高く，半数以上の症例に串現した。

根醐，禰旨伸筋第・背側骨間筋（以下欄筋）また　続いて，尺側手根屈Mj・腓腹筋，総指伸筋前鵬筋

は母指内転筋），および下肢4筋（大腿四頭筋，大腿屈　　の順の頻度で，下肢筋に比べ上肢筋で，近位筋に比べ

筋群，前脛骨筋，腓腹筋）で，随意収縮時の運動単位　　遠位筋で高振幅電位の出現が目立った。
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2　病型別の高振幅電位出現頻度（図2）　　　　　　が，前腕と下腿筋により目立った。一方，下肢型では，

病型別の高振幅電位出現頻度は，上肢型で最も高く，　筋により高振幅電位の出現頻度に差があり，骨間筋・

下肢型，球麻痺型の順であった。上肢型ではすべての　　母指内転筋，腓腹筋，前脛骨筋の順セこ多く認めた。ま

被検筋で30，0～53．3％の症例に高振幅電位が出現した　　た，球麻痺型では，骨間筋・母指内転筋，尺側手根屈

lOO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筋，腓腹筋に，高振幅電位が多く出現した。
％
　　　　　　　　　　　　　　　　　3　偽多発神経炎型の高振幅電位出現頻度（図3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　下肢型のうち，特異な病型である偽多発神経炎型12

　　　　　　　　　　　　　　　　例で高振幅電位の出現を検討した。偽多発神経炎型で

　　　　　　　　　　　　　　　　は，骨間筋・母指内転筋のみで高振幅電位が66．7％の
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図1　ALS　61例の筋別高振ll囁電位出現頻度　　　　　　図3　偽多発神経炎型12例の高振幅電位出現頻度
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図2　病型別の高振幅電位出現頻度
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図4　急激に筋力低下が進行した10例の高振　　　　　　　　　図5　筋別の多相電位出現頻度
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　　　　　　　　図6　病型別の多相電位出現頻度

症例に出現したが，その他の筋では高振幅電位の出現　　　B　多相電位

は16，7％以下であった。　　　　　　　　　　　　　　　　1　筋別の多相電位出現頻度（図5）

4　経過と高振幅電位出現頻度（図4）　　　　　　　　ALS　61例で，筋別の多相電位出現頻度を検討しfe。

経過と高振幅電位出現頻度の関係をみるために・急　　多相電位は，近位筋・遠位筋ともに，各筋で3L　1～

激に筋力低下が進行した激症例10例で，高振幅電位の　　55．7％に出現したが・高振幅電位の出現と対照的に，

出現を検討した。激症例では，骨間筋・母指内転筋を　　骨間筋・母指内転筋および腓腹筋で出現が低率であっ

除き，高振幅電位の出現は20％以下で，ALS全例に　　た。

おける高振幅電位出現頻度に比し低率であった。　　　　　2　病型別の多相電位出現頻度（図6）
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図7　振幅2mV以上の多相電位出現頻度　　　　　　　　図8　10相以上，振幅1mV以下かつ持続
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10msec以上の多相電位の出現頻度

　多相電位の出現は，下肢型，球麻痺型に多く，上肢　　高振幅電位の出現のしかたと異なっていた。

型では低率だった。また，上肢型と下肢型で，遠位筋　　　4　10相以上，振幅11nV以下，かつ，持続10msec

の多相電位出現率は近位筋より低く，とくに，骨間　　　　以上の多相電位の出現頻度（図8）

筋・母指内転筋で低頻度であったことは，高振幅電位　tt次に，振幅が小さく，ユ0相以上で，持続が長い多相

の出現のしかたと対照的であった。　　　　　　　　　電位の出現を検討した。この波形の出現は一般に低率

　3　振幅2mV以上の多相電位出現頻度（図7）　　　だったが，偽多発神経炎型では半数近くの症例（12例

　ALS患者に認められる多相電位には高振幅のもの　　中5例）に出現した。

と低振幅のものがあり，これらは発現機序が異なる可

能性があるため，38例で振幅を計測し・peak　tQ　peak　　　C　運動神経最大伝漂速度（MCV）

の振幅2mV以」二と2mV未満のものに分けて検討し　　　1　対照とALSのMCV

た。振幅2mV以上の多相電位の出現は，上肢型で最　　　対照のMCVは，尺骨神経は59，5±4．58m／sec，脛

も高率で，高振幅電位の出環と同様であった均ミ，偽多　　骨神経は46．5±3．11m／secで，従来の報告5）とほぼ

発神経炎型，激症例でも比較的高率であったことは，　　一致した。これに対し，ALS全例では，尺骨神経は
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図9　尺骨神経の病型別運動神経最大伝導速度
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　図10脛骨神経の病型別運動神経最大伝導速度

表1　対照およびALS病型別の運動神経最大伝導速度
（m／sec）

UIIlar　nerve　　Tibial　nerve

対照　　　59．5±4．58 46．5±3．11

ALS全例　　　　　　　　　　　　　　　　53．4±4．86＊＊　　　42．8±4．21＊＊

上肢型　　　　　　 52．5±5，71＊＊　44・1±3・32　　幽　、．｝

下肢型　　　　　　 54．5±4．23＊　40．0±4．13＊＊

　pseudopolyneuritic　form　　　　　　54．7±1．97　　　　38．4±4．48＊＊

　non－pseudopolyneuritic　form　　　　54．　3±5．65　　　　42．0±2．48＊

球麻痺型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53．3　±　2．23＊　　　　　　44．5　ニヒ　3。99

＊pく0。01　　　＊＊p＜0．001

53，4±：4．　86m／sec，脛骨神経は42．8±4．21m／secで，　　平均値で対照に比し17・4％低下し，すべての病型中，

対照セ砒し，平均値で，おのおの10．3％，および，　最も著い砥働示した・球麻鯉では・尺骨ネ帷

8。O％低下し，いずれも0．1％の危険率で推計学的に有　　MCVのみ低下（P＜Q・01）がみられた。

意であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　経過とMCV（図11）

　2　病型別のMCV　　　　　　　　　　　　　　　　初発症状出現から検査までの期間とMCVの関係を

　尺骨神経（図9）と脛骨神経（図10）のMCV値を　　検討した。尺骨神経，脛骨神経ともに，経過が長いほ

病型別に図に示す。尺骨神経は，上肢型，下肢型，球　　どMCV低下が著しくなる傾向はなく，むしろ，検査

麻痺型ともに対照に比し低下し，低下の程度は上肢型　　までの期間が短い症例にMCV低下が著しいものがあ

で最も大きかった。脛骨神経MCVは，上肢型ではよ　　った。また，矢印で示した3例は，発症から5～6カ

く保たれていたが，下肢型で低下が目立った。病型別　　月で検査しその時点でMCVの著しい低下を認め，そ

にMCV値をまとめると表1のようになる。上肢型で　　の後急速に筋萎縮が進行し2例は全経過7ヵ月，他の

は，尺骨神経は対照に比し0．1％の危険率で有意に低下　　　1例は16ヵ月で呼吸麻痺をきたし死亡した激症例であ

していたが，脛骨神経では対照との間に有意差はなか　　つた。

った。下肢型では，尺骨神経MCVの低下（P＜O．　01）　　　4　年令とMCV（図12）

に比し，脛骨神経MCVの低下（P＜0．001）が目立ち，　　MCV低下の1つの要因として加令が考えられるた

この傾向は偽多発神経炎型でさらに強く，脛骨神経は　　め，検査時の年令とMCV値の関係をALSおよび対
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m／se。　a @　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著明な低下例は高令層のみでなくほぼすぺての年代に

覇6°

鯉

塁・・

薙

欝

　0

轟蝦灘議嚢鑛謝黙罵膿盆墜よ馴
　　．　　　°°．　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　V　老　　　察

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A　高振幅電位について

　　　　　　　物control　mean±2SD　　　　　ALSの筋電図検査で高振幅電位を認めることが診

6m　　　ly　　　　　　2y茄　　　断上重要であることは一般によく知られ，臨床的に広
　　　　　　　経過期間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く応用されている。しかし，すべてのALS症例で一

m／se。　b@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様に高振幅電位が出現するわけではなく，臨床像と高

運60　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　振幅電位の出現のしかたについての検討はいまだ充分

郵雛騨雛灘灘織論繍畿蹴童ζ錨撒跳
舞　／　　　　　　　　けて検討しているが，これは，最大∫反禰の駄撫
擾　　　　　　　　　　　物c。ntr。l　mean±2SD　　　　を計測したもので，個々の運動単位を分離し測定した

　0　　　6m　　　ly’　　　　　　2y葡　　　本研究の方法とは厳密さにおいて異なるが，彼らは，

m／seo　a

　　　　　　　　　　　　経過期間
図11発症から検査までの期間と運動神経最　　　　発症から3年以上を経過した進行の遅い症例の方が振

　　　大伝導速度　a：尺骨神経，b：脛骨　　　　幅が大きいことを認めている。また，　Wochnik・Dyjas

　　　神経矢印で示した3例は，急速に症　　、　　とNiewiadomska7）は，38例のALSで，高振幅電
　　　状が進行した激症例であった。　　　　　　　位の出現は遠位筋の方が近位筋より多いことを認めて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いる・が，病型や，障害の分布と筋電図所見を対比して

動　　　　　　　・　　　●　　　　●　　●．●　●　　　　　　　　　　　　　　　“
ma　60　　　　　　　．・　　。　　　　　　　　　　　　ALSで高振幅電位が出現する機序については3つ

神　　　駅＼　．。°°＿書→＿°　　°　　　　の説がある。第1は，脊髄前角細胞のうちの小型のも

最　　　　　　　　・　　　．’　　　　　　　　のが先に変性し，大型の運動単位だけが残った結果と

伝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するDenny・Brown8）の説。第2は，　HIJ角細胞の興奮
大40　　　　　　　　　　　　　　　°　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．山

速　　　　　壬・・・・・・…n±・SD　性力’変化し・2つL」kの翻靴嗣期して融する
導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

40　　　　　50　　　　　60　　　　　70　　　　　80yr

　　　　　年令　　　　　　　　　　　　性した前角細胞により支配されていた筋線維が，周囲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の健全な運動神経細胞の神経線維によって再支配され，

m／se。　b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1個の運動単位に属する筋線維数が増加するためとす

運　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るWohlfartlo）の説である。このうち，第1の考えは
60

郵簸ミ〈〔：｛）　　認薦瀧：鐸鞭戦翻

蓬。L　　　壬㎝一±・sD…n・h…ゾ・・対・ては，・くt・・aS定㈱解もな

　　　　　　40　　　50　　　50　　　70　　　80yr・　　いが，第3の“reinnervation　theory”に対しては，
　　　　　　　　　　　年令
　　図12・鈴と翻神綴大鱒鍍　　　 W°hlfa「t1°）がc°11ate「al　sp「°utingによる神顯

　　　　　a：尺骨神経，b：脛骨神経　　　　　　　　支配の存在を証明しており，また，1個の前角細胞が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支配する筋線維数が増加している12）ことが認められ

照例について検討した。ALSのMCVと，対照の各　　ており・現在のところ，　ALSの高振幅電位出現の機

年代におけるMCVの平均値±2SD（標準偏差）を　　序としては，神経再支配によるとする考え方が強い。

図示した。対照ではMCVの平均値が高令者でやや低　　高振幅電位の出現が神経再支配によるとするなら，

下する傾向があり，同様の傾向がALSでもあるが，　　collateral　sproutingのおこりやすさが高振li幅電位

無　　　　　　　　　’　　°　　°　　　　　　　　たため，現在は否定的である。第2の“synchroniza一
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の出現を左右すると考えられ，高振幅電位の出現には　　ALSの診断には，筋電図の高振幅電位出現が筋生検

末梢神経レベルでの変化も関与していると考えられる。　所見とならび重要な所見と考えられてきたが，明らか

　本研究におけるALSの高振幅電位出現の特徴は，　　な筋萎縮や筋力低下がありながら高振幅電位がみられ

1）いずれの病型でも骨間筋・母指内転筋で高振幅電　　ない症例があることは，今後ALSの診断に際し，注

位が頻発する，2）偽多発神経炎型と激症例では一般　　意すべきことである・

に高振幅電位が出現しにくい，の2点に要約される。　　　B　多相電位について

骨間筋・母指内転筋で高振幅電位が頻発する原因と　　　ALSで多相電位が出現するtとは知られているが，

して，1）骨間筋・母指内転筋を支配する第8頸髄の　　その機序も明らかでない。比較的振幅が大きく，持続

前角細胞の障害がほかの髄節に比し著しい，2）高振　　が長い多相電位は，高振幅電位の出現が少ない部位で

Iil冨電位をきたしやすい要素がとくにこの筋で強い可能　　頻発したが，これは，振幅が3mVに満たなかったと

性が考えられる。第1の可能性について，従来，筋に　　いうだけで，実際は高振幅電位に近い意味を持つと解

よる所見の差は進行度の差にすぎないと考えられてお　　釈される。このような運動単位は，従来incomplete

り，実際，臨床的に上肢型でこの筋の萎縮が早顛こ出　　synchronization　voltageとよばれていたものだが，

現することが多いが，下肢型や球麻痺型でもこの筋で　　こういう波形を経て典型的な高振幅電位になる可能

高振幅電位が出現することや，筋萎縮が強くない例で　　性は充分考えうることである。その理由としては，

もこの筋では高振幅電位が出現しやすいことがあるの　　collateral　sproutingカミおこった初期にはまばらで

で，前角細胞障害の強さだけでは説明が困難である。　　あった神経伝導が次第に一定となり，高振幅電位を形

また，「形態学的検索でも，第8頸髄と第6頸髄の前角　　成すると考えられる。

細胞消失の簾曙しい差gev：みられていない・2）。　　一方・ALSでは症伽こよっては，多発神経炎で出

＿方，老糀瀦の鯨で滑醐の翻電位の振　現するような，嚇幅で持続が長い瀬離がみられ

幅はほかの筋より大きい13）ことが認められており，　　ることがある・しかし，この所見がALSにおける末

骨間筋は上腕二頭筋に比べ，1個の運動単位に属する　　梢神経障害を示しているかどうかは問題がある。一方・

筋線維がより密に分布していると推察されている14）。　　このような典型的な多相電位が偽多発神経炎型の約半

　以上から，ALSの骨間筋で高振幅電位が頻発した　　数例にみられたことは・この病型の特異性を示すもの

理由として，前角細胞障害の程度よりも，筋自体の個　　と考えられる。

有の性状のちがいが注目されるべきであり，骨間筋と　　　C　運動神経最大伝導速度（MCV）について

ほかの筋を同一の振1順の基準で判定したことが，その　　　MCVは末梢神経障害を客観的かつ定量的に検索す

一一一s
�ﾆ考えられる。　　　　　　　　　　　　　　　るための検査として，Hodesら15）以来，臨床的に応用

　次に，高振幅電位が出現しにくい例について考える。　され，神経損傷，種々の多発神経炎（Guillain－Ba「「6

偽多発神経炎型では前角細胞障害がほかの病型に比べ　　症候群，糖尿病性多発神経炎，ビタミン欠乏性多発神

強度である3）ことから，前角細胞が残存しなくなった　　経炎など），D6jerine－Sottas病，　Charcot－Ma「「ie“

ために高振幅電位が出現しえない可能性があるが，す　　Tooth病などで低下することが知られている。

べての前角細胞が同時に変性することは考えにくい。　　　ALSのMCVは・Claesら16）やMiglietta17）の

一方，偽多発神経炎型の多くは急性の経過をとり，激　　報告をはじめ，正常とする考えが一般的である。し

症例に含まれているものが多いことから，病変の進行　　かしALSのMCV低下を認めた報告も少数ある。

速度がより重要な要素であると考えられ，経過が急速　　LambertとMulder18）およびLalnbert19）20）は322

な場合には・・11・t・・a1・p・・uti・gの完成が間給わ　例のALSの尺骨神経（肘一f一関節間）のMCVの平

ず，神経再支配がおこりにくいと考えられる。激症例　　均は55m／sec，　ALS　100例の脛骨神経（膝一足関節間）

の脊髄前角細胞および末梢神経に特異的な病理変化が　　のMCVの平均は44m／secで，平均値で正常者に比し

あるかどうかは知られていないが，筋電図所見からは，　おのおの8％および16％低下しているとし，筋萎縮の

一般の経過の症例と異なった病態の過程があることが　　強い例でMCVが最も低下していること，また，　M波

推定される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　の振幅とMCV低下に正の相関があることを認めた。

　偽多発神経炎型と激症例で高1振幅電位の出現が少な　　Blomら21）は，　ALS　21例中3例にMCV低下を認

いことはALSの診断上，注目すべきことである。　　め，　MarinacciとVonHagen22）およびDenys23）は
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Lambertと同様に，筋萎縮が進行した例でMCVが　　のMCV低下は末梢神経障害の存在を示峻しており，

低下し，M波の振幅が減少したことを認めた。末梢神経　　．偽多発神経炎型と激症例でその程度がより顕著である

の部位別の検索では，Ertekin24）は正中神経MCVは　　　と考えられる。

肘一手関節間では正常だが，腋窩一肘関節間で軽度低　　　　ALSにおけるMCV低下がALS本来の病変によ

下があるとし，Wochnik・DyjasとNiewiad。mska7）　　るかどうかを考』える際には，　ALS病変以外にMCV

は，ALSでMCV低下はかなりしばしばみられ，正　　低下をきたしうる要因として，年令，温度，測定誤差，

中神経のMCV低下は近位部に著明であると報告した。　他の神経疾患の合併について考える必要がある。加令

病型別の検討はIschら25）のみで，　common　form　　によるMCVの変化は・新生児では成人の1／2の速さ

15例，pseudopolyneuritic　form　17例のMCVを　　で，3～5才で成人と同程度の速さとなり26），30～40

検索し，common　formではMCVは正常ないし，　　才以降次第に低下し，80才までに約6m／sec低下す

ほぼ正常であるが，pseudopolyneuritic　formでは，　　る27）といわれている。今回の検索は高令者を多数含ん

下肢のMCVが著明に低下している例があることを報　　でいたため同年令層の対照と比較したが，　ALS群と

告した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対照群の間にMCV値の有意の差があった。また，

　このように，ALSのMCV低下を認めた報告があ　　ALSにおけるMCV低下例は，高令層だけでなくほ

るにもかかわらず，ALSのMCV低下があまり注目　　ぼすべての年代にみられたことから，　ALSのMCV

されていないのは，ALS病変として脊髄前角細胞お　　低下は単に加令のみの変化によらないと考えられた・

よび一一次二＝－Pソのみが注目され，末梢神経病変は　　　測定時の神経周辺部の温度がMCVに与える影響は，

二次的な変化として従来あまり問題にされていなかっ　　36～23℃の間では1°C低下につき，MCVは1．84m／

たことに加え，MCV低下の報告が散発的であり，臨　　sec低下する28）という報告や・温度1°Cにつき5％変

床症状との対比が充分になされていないこと，加令・　　化する29）という報告がある。しかし・いずれも温度は

温度変化・他の紳経疾患の合併などMCV低下をきた　　深部の筋で測定されており，尺骨紳経のある部分は，

しうるほかの要因が多く，MCV低下をすぐにALS　　より過剰に冷却されたり温められたりするため，温度

病変の結果と断定しがたいことなどが考えられる。　　　変化によるMCV変化の値が高く出ている可能性が考

　本研究では，ALSの病型および経過とMCVにつ　　えられている19）。　Lambert19）20）はALSでMCVが

いて検討した。その結果，ALS病型別の比較では，　　低下している例は筋萎縮が強く，実際に四肢の温度が

上肢型は上肢のMCVのみが有意に低下しており，下　　低下していることがあるが，　MCV低下に比し感覚神

肢型では上下肢ともにMCVが有意に低下していたが　　経伝導速度は低下していないことから，温度の低下だ

下肢でのMCV低下がより著明であった。また，球麻痺　　けがALSのMCV低下の原因でないとした。さら

型では，上肢のみMCV低下がみられた。　ALSでは一　　に鳥居30）は，皮膚温が31°C以上ではMCVはほぼ一

般に上肢が障害されやすいことを考慮すると，MCV　　定の値が得られるとしている。著者の検索例では

低下はALS病変の程度が強い部位により顕著である　　MCVが最も低下していた例でも皮膚温e”1　31°C以上

と考えられ，このことは，ALS病変とMCV低下に　　あり温度の影饗は少ないと考えられる。

何らかの関連の存在を示唆する所見である。さらに，　　　その他の測定誤差について，一般に刺激電圧，電極

pseudopolyneuritic　formでMCV低下が著しか　　間距離の測定，　M波の立ち上がりの読み取りが問題と

ったことは，この病型の特殊性を考えさせ，また，進　　なる。刺激電圧が低いと潜時が長く記録されることが

行が急速であった症例でMCV低下が著明であったこ　　あるが，　suPra皿aximalの刺激を用いたことにより

とは，病変の進行度とMCV低下の関連の存在を考え　　この可能性は少ない。刺激電極間距離の測定trこついて

させる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は，2点間の直線距離を測定する方法と皮膚上で神経

　ALSの筋電図学的検索では，　ALSに特徴的とされ　　走行に沿って巻尺をあてて測定する方法がある。著者

る高振幅電位が，偽多発神経炎型と激症例で出現しに　　は後巻の方法で測定したが，Wt－一した方法で行うかぎ

くいことを認め，また，10相以上で，持続が10msec　　り，対照との比較や病型別の比較には問題ないと思わ

以上かつ振幅1mV以下の典型的な多相電位が偽多発　　れる。　M波の立ち上がりは，時に，読み取り誤差を生

神経炎型で頻発することを認めた。この両者で，同時　　じやすいが，M波の開始が不明瞭な場合には，　M波を

にMCV低下が著明であったことを考えると，　ALS　　2回平均加算し，振1隔を2倍にしてM波の立ち上がり
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をより正確に求めた。　　　　　　　　　　　　　　　より速いはずである。正常人の運動神経最小伝導速度

　本研究の対象としたALS患者には，他の神経疾患　　の測定の報告は少ないが，最大伝導速度より4～7m／

の合併は臨床的に認められなかった。頸椎および腰椎　　sec遅いという値38）から，最大伝導速度の30～40％

X線写真で変形性脊椎症所見を示した症例はあるが，　　低いという結果39）までかなり幅がある。しかし，ALS

いずれも軽度であり，感覚障害をきtcしていないこと，　のMCVは，これらの値より明らかに低下している

また・一般に変形性脊椎症ではMCV低下はみられな　　ことはないので，　ALSにおけるMCV低下は，伝灘

い31）ことから，変形性脊椎症によるMCV低下の関与　　速度の速い線維，づまり，大径線維の変性のみによっ

は考えにくい。糖尿病性多発神経炎は，感覚障害などの　　て説明可能である。

神経障害に先行してMCV低下がみられることがあ　　　一方，　MCV低下は，筋萎縮および筋力低下と必ず

る32）。検索例中には，糖負荷試験で耐糖能異常を示し　　しも平行しない。このことは，MCV低下が大型前角

た症例があるが，ALSでは糖尿病の臨床症状を呈さ　　細胞の消失に伴う大径線維の変性の程度にそのまま平

ない耐糖能異常の存在が知られており33），本研究の対　　行しない可能性を示している。著者は，ALSのMCV

象でもいずれもchemicaI　diabetesとされるもので　　低下が，偽多発神経炎型と激症例で特に著明であるこ

あり，糖尿病性神経障害によりMCV低下をきたす可　　とを認めたが，偽多発神経炎型は前角細胞の変性が激

能性は少ないと考えられる。圧迫性神経障害は，ALS　　しく，一般に経過が急速である3）。このことは，前角

では筋萎縮や筋緊張低下のため末梢神経が圧迫を受け　　細胞の変性の量よりも変性速度あるいは変性の様式が

やすく問題となる。とくに，尺骨神経はその走行から　　MCV低下をきたす要因とも考えうる。

圧迫性神経障害がおこりやすいであろうことが容易に　　　経過の速い症例の方が，ゆっくり進行する症例より

推察される。しかし，今回の検索例には肘関節の変形　　も高振幅電位が出現しにくぐ，MCV低下が著し臣こ

を伴った例はなく，また，すべて歩行可能な蒔期に施　　とは，神経再生を仮定すると説明しやすい。つまり，

行したので，長期臥床者ほどには影響を受けていない　　前角細胞の変性により末梢神経が変性に陥る過程で，

と思われる。また，発症から検査までの期間とMCV　　神経再生が起こり伝導機能を維持する結果となると仮

低下に相関がなく，筋萎縮の程度とMCV低下にも関　　定すれば，経過が急速な症例では神経再生が遅れ，正

連がみられないことから，圧迫による影響を否定する　　常な伝導を維持できなくなると考えられる。

ことはできないが，MCV低下が主として圧迫による　　　実際，　ALSでcollateral　sproutingカミ認められ

とは考え難い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ており10），筋萎縮および筋力低下の進行を遅らせてい

　次にALSにおけるMCV低下の機序について考え　　ると考えられている。また，　ALSで1個の前角細胞

る。末梢神経の伝導速度は神経線維直径により規定さ　　が支配する筋線維数が増加していることが認められて

れ，大径線維の方が伝導速度が速い。今回測定した　　おり12），これも神経再支配の存在を示すものである。

MCVは，末梢運動神経の中で最大径のA線維である　　Wohlfartlo）の検索対象は，主として筋内神経線維で

が，A線維中にも線維径の大小不同があり，最大伝導　　あり，神経幹の部位でcollateral　sproutingカミ出現

速度として記録されるのは，A線維中，最も大径の線維　　，Lているか否かは，まだ，確認されていないが，最近，

群の速度である。ALSの病理学的検索で，　Wohifart　　脊髄前根の神経線維の検索で，　ALSの一部の症例で

とSwankl1）は，脊髄前角細胞のうち大型細胞が選択　　・は大径線維の減少に加え小径線維が絶対的に増加して

的に脱落していること，および，脊髄前根の神経線維　　いる所見が認められている34）35）。本研究の結果から

のうち大径線維の減少が著しいことを指摘し，最近の　　は神経幹においてMCV低下をきたすような末梢神経

研究34）－37）でも，脊髄前根の大径線維の減少が確認さ　　障害が起こっている可能性が示唆されるが，それを説

れている。以上から，ALSでは大型前角細胞の変性　　明する1つの仮説として，　ALSでは神経幹の部位で

に伴い，運動線維の中で大径線維が変性をきたしやす　　神経再生があるが，経過が急速な場合には，神経再生

く，伝導速度の速い神経線維が早期に変性しやすいと　　が不充分なためMCVが低下する，という機序が考え

考えられ，これが，ALSにおけるMCV低下の一つ　　「られる。

の機序である可能性がある。　　　　　　　　　　　　　　ALSの末梢神経障害の機序としては，以上に述べ

MCV低下が伝導の速い神経線維の変性の結果であ　　た軸索変性を主体とした変化のほかに，　Dayanら40）

るなら，得られるMCVは最も遅い運動神経伝導速度　　やHausmanova－PetrusewiczとKopec41）は，と
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きほぐし線維法でALSの末梢神経に節性脱髄の存在　　偽多発神経炎型で頻発した。

を認めている。しかし，ALSの末梢神経の節性脱髄　　　4　MCVは，対照に比し上下肢ともに有意に低下

の程度や機序についての検索はまだ少なく，MCV低　　　し，上肢型では上肢MCV低下が，下肢型では下肢

下に節性脱髄がどの程度関与しているかについては，　　MCV低下がより著明であった。

今後の検索が必要であると思われる。　　　　　　　　　　5　偽多発神経炎型で下肢MCVの著しい低下を示

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　した症例があり，いずれも激症例であった。

　　　　　　　　W　ま　と　め　　　　　　　　　　　以上から，ALSの二次ニュ・・一　Pソの病態が，病型，

　筋萎縮性側索硬化症（ALS）の筋電図および運動神　　部位，進行速度により，異なっていることが示唆され

経最大伝導速度（MCV）と臨床像を対比検討し，以下　　　た。

の結果を得た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　稿を終わるにあたり，終始御指導と御校閲を賜りま

　1　高振幅電位は下肢筋より上肢筋に，近位筋より　　した柳沢信夫教授に深く感謝致します。

遠位筋に出現しやすく，とくに，第1背側骨間筋・母　　　なお，本論文の要旨は，第10回日本脳波・筋電図学

指内転筋で頻発した。　　　　　　　　　　　　　　　　会学術大会（1980年12月，名古屋），第22回日本神経

　2　偽多発神経炎型と激症例では，高振幅電位がほ　　学会総会（1981年5月，熊本），第12回世界神経学会

とんど出現しなかった。　　　　　　　　　　　　　　　（1981年9月，京都）において発表した。
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