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博士論文の要旨
【背景】
線維束性収縮は，筋萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis；ALS）患者において臨床上お
よび筋電図所見上，頻繁に観察される現象である．2008 年に発表された ALS の電気診断基準である Awaji
基準において針筋電図所見が再評価され，とくに線維束電位（fasciculation potential；FP）の診断的意
義について強調されている．Awaji 基準によると慢性神経原性変化が見られる症例において，FP は ALS の
進行性の変性を示唆する所見であり，いわゆる安静時“脱神経電位”といわれる線維自発電位・陽性鋭波
（fibrillation potentials-positive sharp waves；fib-psw）と同等の診断的意義があるとされた．de
Carvalho らは，ALS 患者の前脛骨筋（tibialis anterior；TA）における FP の検討を行い，FP の振幅，持
続時間，位相数のすべてが TA の筋力の低下に伴って増大することを報告し，FP の形状変化は下位運動ニ
ューロンの変性に伴う神経再支配に由来すると結論している．
【目的】
本研究は，日本人 ALS 患者において，TA を含む複数の異なる髄節支配筋において FP の定量的解析を行
い，筋力低下の程度により FP がどのように変化するかを明らかにすることを目的とした．
【対象】
東京都立神経病院において針筋電図検査を行った連続 51 人の患者を対象とした．
患者の内訳は針筋電図
検査実施時に改訂El Escorial 診断基準を満たした44人の孤発性ALS患者
（男性21例，
女性23例；definite
ALS 11 例，probable ALS 7 例，probable-laboratory supported ALS 15 例，possible ALS 11 例）. 加
えて，家族歴のない進行性筋萎縮症（progressive muscular atrophy；PMA）患者 7 例（男性 4 例，女性 3
例）とした．PMA は ALS と共通の臨床病理所見を呈すると考えられていることから，本研究では孤発性 ALS
と等しく扱った．
【方法】
全例において上部僧帽筋（upper trapezius；TPZ）, 上腕二頭筋（biceps brachii；BB）, TA にて針筋

電図検査を実施した．検査後，すべての FP について off-line でその形状および発火頻度について定量的
解析を行った．形状についての解析は，FP の頂点間振幅，持続時間，位相数について実施した．また 60
秒間に観察された FP の発火回数を発火頻度とした．さらに FP，fib-psw の各筋における出現率（%）につ
いても評価を行った．被検筋の筋力は，TPZ は肩の挙上運動，BB は肘関節の屈曲運動，TA は足関節の背屈
運動により評価し，MRC（medical research council）評価スケールにより判定した．筋力を正常，中等度
低下，高度低下の 3 グループに分類し，それぞれ MRC 5，4，3 以下とした．各筋力グループにおける FP
の形状（振幅，持続時間，位相数）と発火頻度および FP，fib-psw の全コホートにおける出現率（%）につ
いて，Kruskal–Wallis test，Man-Whitney U test を用いて解析した．さらに FP の持続時間と振幅の相関
について Pearson’s correlation test を用いて解析した．
【結果】
全ての患者の 3 筋から得られた計 878 個の FP について，反復発火 FP を一つの FP と見なして集計し，計
271 タイプの FP の形状につき解析を行った．FP の持続時間は筋力の低下に伴い有意に増大した．一方で，
FP の振幅は各筋力群の間に差は認められなかった．FP の位相数については，BB において筋力正常群と筋
力高度低下群との間に有意な負の相関がみられたが，他の被検筋では筋力との有意な関連は確認されなか
った．Fib-psw の出現率は，全ての被検筋において筋力低下が高度になるにつれて上昇した．一方，FP の
出現率は，TA の筋力高度低下群で出現率が有意に低い傾向を示したが，TPZ，BB では FP 出現率と筋力との
関連はみられなかった．またすべての筋において，筋力中等度低下群が最も高い FP 出現率を示した．
【考察】
FP の多相性や持続時間の延長が生じるメカニズムとしては，運動神経軸索遠位部における変性にともな
う伝導遅延，および不完全な神経再支配による時間的分散の増大の影響が推定される．本研究において，
TPZ と TA での FP の持続時間と振幅との間に有意な相関が見られたことから，持続時間延長は神経再支配
に伴う変化であることが示唆されるが，一方筋力と振幅との間には有意な関連が認められなかった点は，
再支配分枝の未熟性・不完全性に伴う伝導遅延の影響が大きいことを示唆している．また，ALS 罹病期間
と FP 形状のパラメーターとの関連はみられなかったが，その原因として，FP は ALS の全経過を通じて生
じる運動神経遠位軸索における興奮性増大に由来することが考えられる．本研究の結果と，de Carvalho
らによる研究の結果との比較では, 筋力低下に伴う FP の持続時間の延長については共通していたものの，
FP 振幅，位相数の変化については異なる結果であった．その理由としては，対象とした FP の振幅のカッ
トオフ値が異なること，また ALS の発症に関する人種や遺伝的背景の違いなどが推定される．
【結論】
ALS 患者の異なる髄節支配の複数の筋において，筋力が低下した筋ほど FP の持続時間が延長することが
明らかとなった．この FP の変化には，進行性の運動神経軸索の伝導遅延や不完全な再支配による時間的分
散が関連している可能性が推察された．

審査結果の要旨
筋萎縮性側索硬化症（ALS）の診断基準 Awaji 基準では線維束電位（FP）の意義について強調されてい
る．de Carvalho らは，ALS 患者の前頚骨筋（TA）の FP は、その振幅，持続時間，位相数が筋力の低下と
関連することを報告した．申請者は，日本人 ALS 患者において，TA を含む複数の筋において筋力低下の程
度と FP の関連を明らかにすることを目的とした．針筋電図検査を行った連続 51 人の患者を対象とした．
上部僧帽筋（TPZ）, 上腕二頭筋（BB）, TA にて針筋電図検査を実施し、FP の振幅，持続時間，位相数、

60 秒間の FP の発火回数を検討した．FP の持続時間は筋力の低下に伴い増大することを見出した．一方，
振幅に差は認めなかった．位相数は，BB にて筋力正常群と筋力高度低下群との間に有意差を認めた．FP
の出現率は，TA の筋力高度低下群で有意に低かった。すべての筋において，筋力中等度低下群が最も高い
FP 出現率を示した．TPZ と TA にて FP の持続時間と振幅との間に有意な相関を認めたことから、持続時間
延長は神経再支配に伴う変化であると推察した。一方筋力と振幅との間には有意な関連が認められなかっ
た．これは，再支配分枝の未熟性・不完全性に伴う伝導遅延の影響が大きいと推察した．罹病期間と FP
形状との関連はみられなかったが，これは，FP が ALS の全経過を通じて生じる運動神経遠位軸索における
興奮性増大に由来する為と推察した．これらに学位論文としての価値を有すると判断した．

