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肛門電気刺激療法の実験的および臨床的検討

藤田記念病院泌尿器科(院 長:藤 田幸雄)

横 山 修,宮 崎 公 臣,石 田 武 之

南 後 修,藤 田 幸 雄

金沢大学医学部泌尿器科学教室(主 任:久 住治男教授)

長野 賢 一,川 口 光平,越 田 潔,久 住 治男

EXPERIMENTAL AND CLINICAL EVALUATION OF FUNCTIONAL 

   ELECTRICAL STIMULATION OF THE ANAL SPHINCTER

Osamu Yokoyama, Kimiomi Miyazaki, Takeyuki Ishida,

Osamu Nango and Yukio Fujita
From the Department of Urology, Fujita Memorial Hospital

Ken-ichi Nagano, Kouhei Kawaguchi, Kiyoshi Koshida

and Haruo Hisazumi

From the Department of Urology, School of Medicine, Kanazawa University

    To determine the most effective parameter of functional electrical stimulation of the anal 
sphincter (FES), the present study was carried  out in female mongrel dogs anesthetized with  a-chlo-
ralose urethane. When spontaneous and  rhythmic micturition contractions of the bladder were 

present, they were more effectively inhibited by the stimulation  with low frequency (5 to  10  Hz). 
Based on the results of this experiment 18 patients with urge incontinence were treated by maximal 
electrical stimulation with the following parameters. The duration for each stimulus was 0.2 msec, 
frequency 5 Hz, amplitude 30 to 150 volts. Every patient received ten treatments for two weeks, 
each lasting for 30 minutes. A clinical cure for urge incontinence was noted in 12 patients. As 
for urodynamic studies, FES increased significantly the volumes of the first desire to void (FDV) 
and maximum desire to void (MDV); however, it did not increase significantly the maximum 
urethral closure pressure or residual urine volume. Eighteen patients were divided into two 

groups; an unstable bladder group and a neurogenic bladder group. In the latter, the increases 
in volumes of FDV and MDV were significant. Second, 18 patients were divided into two groups 
according to the administration or lack of anticholinergic agents. For subjective symptoms, the 
rate of improvement of urge incontinence was significantly higher in the group administered the 
agents. 
   These findings suggested that FES was very useful for the treatment of urge incontinence, with 
its efficacy augmented by the administration of anticholinergic agents. 

                                                 (Acta  Urol. Jpn. 38: 1109-1115, 1992) 

Key words: Functional electrical stimulation, Overactive bladder, Urge incontinence, Effective 
            frequency of stimulation

緒 言

痛みの 伝達を脊 髄後根に おい て抑 制す るこ とに よ

り,種 々の神経疾患に基づ く神経痛 の治療法 として開

発 され,広 く普 及 され るに至 った電気刺激療法 は,そ

の後,尿 道閉鎖機構の強化を 目的 に腹圧性尿失禁に対

して試み られ るようになった1・2).し か し,膀 胱 内圧

曲線 上過活動型を示す膀胱の排尿反射抑制にむ しろ効

果があるとの報告がなされ るに従 い3・ω,最 近 では切

迫性 尿失禁に 対 して も施 行 され るよ うにな った.一

方,電 気 刺激 の強度,周 波数,間隔 などの条件(パ ラメ

ータ)に 関 しては種 々の報告があ り,ど のよ うな条件
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が最 適か意見 の一 致をみてい ない.そ こで わ れわ れ

は,雌 性正常 イヌを用 いて,α 一chloralosc-urethane

麻酔下 に お け る肛 門括約 筋 の 機 能的 電 気刺激 療法

(functionalelectricalstimulation以 下FESと 略

す)の 膀胱お よび尿道 に対 す る効果 を検 討 した.ま

た,え られた条件 にて,切 迫性尿失禁を認 める過活動

型神経 因性膀胱患者 ・不安定膀胱患者に対 しFESを

施行 したのでその結果を報告す る,

動物実験の方法

体 重8～12kgの 雌 性 正 常 イ ヌ12頭 を 用 い た.麻 酔

はketamine筋 注 に て 導 入 し,α 一chloralose-ure・

thane静 注 に て維 持 した.膀 胱 内圧,尿 道 内 圧 の測 定

は生 理 的 食 塩 水 をそ れ ぞ れ30ml/min,2ml/minの

速 度 に て 注 入 して行 った.FESはanalplugを 用

い,持 続 時 間(pulseduration)0.lmsec,強 度

(amplitude)200Vの 単 相 矩形 波 に て,周 波 数(fre-

quency)を1,3,5,10,20,50お よび100Hz

と順 次 変化 させ る こ とに よ り行 った.な お,前 の電 気

刺 激 の影 響 を除 くた め,各 電 気 刺激 の間 隔 は30分 以上

と し,刺 激 前 の膀 胱 内圧 に 戻 った こ とを 確 か め てか ら

つ ぎの 周波 数 の刺激 を行 った 。

耐え うる最 大強度(30～150V)と し,30分 間 刺激 を

1回 とした.原 則 として,週5回 の頻度で10回 施行 し

た後にその効果を 自他覚所 見 よ り評価 した.自 覚所見

しては,尿 失禁の有無,排 尿 回数(昼 間,就 寝中),

を記載 させ,FES開 始前 と終 了時 の症状を比較検討

した.ま た.終 了時の患者 の印象をつ ぎの4段階 に分け

て判定 した.著 効=自 覚症状がほ ぼ完全 に消失,有 効

自覚症状の改善 は完全 ではないが満足 できる,や や

有効:あ る程 度の改善 はあ るが 満足 できる程 では な

い,無 効:ま った く改善がない.他 覚所見 としては全

例にFES前 後に膀 胱内圧 測定,尿 道内圧 測定 お よび

残尿測定を施行 し,そ の効果を判定 した.膀 胱内圧 は

DISA社 製 ウロシステ ムにて 行 い,2つ の側 孔を有

す るFr.12catheterを 用いてCO2注 入速 度100

ml/minで 測定 した.直 腸 内圧測定に よるsubstrac-

tionは 行わなか った.ま た,尿 道内圧は同様のca-

theterを 用 い,CO2注 入速度15ml/min,引 き抜 き

速度2mm/secに て測定 した.尿 失禁 の改善 を 目的

に使用する薬剤は原則 としてFES開 始時 よ り併用 し

た.薬 剤併用群の症 例 の選 択 は主 治医の判 断に 従 っ

た.

動物実験の結果
臨床的対象および方法

D対 象

1989年4月 よ り1991年3月 までの2年 間に藤 田記念

病院泌尿器科に入院 した切迫性尿失禁を主訴 とす る18

症例を対象 と した.男 性16例,女 性2例,平 均年 齢74・0

歳(60～84歳)で あ り,全 例膀胱 内圧曲線上,過 活

動型膀胱を示 した.疾 患別では,前 立腺肥大症な どの

下部尿路通過障害に伴 う不安定膀胱ll例(う ち前立腺

手術後8例),神 経因性膀胱7例(脳 血管障害5例,

脳性 麻 痺1例,頸 部変 形性 脊椎症1例;う ち 前立腺

手術 後2例)で あ った.前 立腺手術後症例はいつれ も

術後2か 月以上を経過 してお り,手 術に伴 う刺激な ど

の影響 はない と考え られた.ま た,不 安定膀胱群は神

経学的検 査 の結果,特 に 異常 を指 摘 しえなか った.

FES開 始時お よび終 了時 に施 行 した尿検 査では,全

例尿路感染のないことが確認 された.な お,対 象 とな

る18症 例中11例 にFES開 始時 よ り塩酸テ ロジ リン,

塩酸 エフェ ドリンな どの薬剤 の併用があ り,薬 剤併用

の影響を考慮 してFESの 効果を検討 した.

2)方 法

日本光電社製筋電 用電気刺激装 置(SEM4101)を

川いた.肛 門括約筋の'iE気刺激はana且plugを 使111

し,持 続 時間0・2msec,周 波数5Hz,強 度は患者 の

1)膀 胱 内圧に対す るFESの 効果

Fig。laに は生理的食塩水注入開 始時 より排尿反射

出現時までの膀胱内圧 曲線 が電気刺激に より変化す る

1例 が示 され てい る.膀 胱容量の増 大 と膀胱収縮波の

増大が認め られ る.Fig.lbに は,12頭 につ いておの

おの1～100Hzま での電気 刺激 を行った際 の容量増

加の平均が表 されてい る.5Hzお よび10Hzの 刺

激 周波数にて平均約50%の 膀 胱容量 の有意 な増加が認

め られ た.膀 胱内圧 測定後,同 じ速 度に て生理的食塩

水を持続注入 し続け ると膀胱 の周期的 な反射性収縮が

観察 され る.F三g.2に は生理 的食塩水持続注入時 の膀

胱の周期的 な反射性収縮に対する電気刺激 の抑制効果

が示 されている.持 続時間0.1msec,強 度200V,周

波数5Hzの 刺激条件にて行 い,電 気刺激 の間 も生理

的食塩水 の注入は続けた.12頭 中9頭 に収縮 の抑制が

認め られた.他 の3頭 の膀 胱収縮 におけるFESの 影

響は,不 変あ るいは増大 として認 め られた が,こ の変

化には生理的食塩水の注入条件や麻 酔深度も影響 して

いる と考 えられた.

2)尿 道 内圧に対す るFESの 効果

最 大尿道 閉鎖圧 に対す るFESの 効果 については,

5Hz刺 激 にて平均9%の 最大 の増加が認め られたが,

他の周波数 同様に有意差はみ られ なか った.機 能的尿
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道長 に対 して も延長傾 向は認め られたが,有 意差はみ

られなか った.

臨 床 結 果

Fig.lb
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1)全 症例に対す るFES効 果

自覚所見に関 しては,尿 失禁 の改善(消 失)が み ら

れた症例が18例 中12例(66.7%),不 変6例(33.3%)

であった.FES終 了時の患者 の印象 よ り判定 した 自

覚症状 の改善度に関 しては,著 効1例,有 効6例,や

や 有効6例.無 効5例 であ り,有 効以上が38.9%,

やや有効以上 は72.2%で あ った.排 尿回数 に つ い て

は,昼 夜 ともに減少傾 向が認め らたが,有 意差 はみ ら

れなかった.他 覚所見に関 しては,初 発尿意量が85.9

±ll.4mlか ら113.2±13.Oml,最 大膀胱 容量が124・

8±19.1mlか ら156.8±17.3mlへ とそれぞれ有意 の

増加が認め られたが,無 抑制収縮の消失がみ られた症

例はなか った.最 大尿道 閉鎖圧は増加傾 向が認め られ

たが有意 差はな く,残 尿量に関 してはむ しろ減少傾 向

がみ られたが,こ れ も有意差はなか った.

2)不 安定膀胱群 と神経 因性膀胱群間 でのFES効 果

の比較

不安定膀胱群11例(男 性10例,女 性1例,平 均年 齢

74.5歳),神 経因性膀胱群7例(男 性6例,女 性1例,

平均年齢73.1歳)に ついて比較検討 した.両 群間の性

別分布,年 齢分布 薬剤投与 の有無に関 して差は認め

られなか った(Z2検 定,平 均年齢はt検 定).FES

前の下部尿路機能検査に おいて も,初 発尿意量,最 大

膀胱容量,最 大尿道閉鎖 圧,機 能的尿道長お よび残尿

量に関 し,両 群間に差 は認め られなか った(t検 定).

自覚所見に関す る比較 では,尿 失禁 の改善を認 めた症

例が不安定膀胱群で11例 中8例(72.7%),神 経因性

膀 胱群 では7例 中4例(57.1%)で あった.両 群間の

比較では改善率に有意差はみ られず,ま た,患 者 の印

象,排 尿回数に関 しても両群間に有意差は認め られ な

か った.初 発尿意量,最大膀胱容量 に関 しては,不安定

膀 胱群 ではともに増加 していたが,有 意差は認 め られ

なか った.神 経因性膀胱群では初発 尿意量,最 大膀胱

容量 とも有意 の増加が認め られた(Fig.3).最 大尿

道閉鎖圧,残 尿量については,FES前 後で有意の変

化はみ られなか った.

3)薬 剤併用群 と非併用 群でのFES効 果の比較

使用薬剤は,塩 酸テ ロジ リン10例,塩 酸 エフェ ドリ

ソ1例,ク レンブテ ロール1例,ア ナ フラニール1例

であった(う ち3例 が2剤 以上使用).薬 剤併用群11

例(男 性11例,平 均年齢73.6歳),薬 剤非併用群7例

(男性5例,女 性2例,平 均年wa74.6歳)に ついて比
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較検討 した.両 群間 の性別分布,年 齢分布,不 安定膀

胱お よび神経因性膀胱 の比率に関 して差は認め られな

か ったが,FES前 の下部尿路機能検査 よ り,膀 胱容

量が小さ く排尿困難 の比較的少ない症例に薬剤 の併用

を行 ってい るとい う偏 りが認 め られた.

自覚所見に関す る比較では,尿 失禁の改善を認めた

症例 が併用群でll例 中9例(81.8%),非 併用群 では

7例 中3例(42.9%)で あ り,併 用群に有意に改善率

が高かった(X2検 定,p<0.05).患 者の印象,お よび

排 尿回数に関 しては,両 群間に有意差は認め られ なか

った.他 覚所発に関 しては(Fig・4),併 用群で初発尿

意量 に有意の増力11が認められた(p<0.05)が,最 大

膀胱容量では逆に,非 併用群で有意 の増加が認 められ

た(p<O.Ol).最 大尿道閉鎖圧,機 能的尿道長 にっい

ては両群 ともに有意 の変化はみ られず,ま た,残 尿壁

に つ い て も併 用 群 で16.9±7,lmlか ら5.9±L9

ml,非 併用群で72.1±22・8mlか ら77.4±27.6mlへ

と変化 しただけであ り,FESに よる排 尿困難の増悪

考 察

1937年LangworthyとHesserは5)下 位腰 椎を切

断 した脊損 ネコを用 いて,膣 あるいは肛 門の拡張刺激

時の膀胱内圧を検討 した.そ れ に よる と膀胱 内圧 の低

い時 には膀胱収縮 が観察 され,膀 胱内圧 の高い時には

収縮 の抑制が認め られる と報告 した,そ の後,麻 酔ネ

コ6)ラ ッ ト7)を用いた皮膚 刺激 時の実験 において も同

様の報告が なされ,膀 胱 内圧 の低 い時 には,脊 髄 レベ

ルを介 して骨盤神経活動 の増加,膀 胱 収縮がお こ り,

膀胱内圧が高 く周期的な反 射性収縮 が認 め られ る時に

は,骨 盤神経活動の抑制,膀 胱 弛緩 がお こる とされ

た、われわれ の実験では,α 一chloralose-urethane麻

酔下の雌性正常 イヌにFESを 行い,12頭 申9頭 に,

生理 的食塩水持続注入時にみ られ る膀胱 の周期的 な反

射性収縮 の抑制が認め られた.こ の膀胱 抑制効果は,

肛門括約筋 の刺激ばか りでな く,実 験動物 においては

頸部,胸 部,腹 部,前 肢,後 肢の圧迫 刺激,摩 擦刺激

鉗子に よる掴み刺激,温 熱刺激 な どにて も認 め られた

と報告 されて いる6・8).また,ヒ トでは会陰皮膚,陰

茎根部,膝 窩部の刺激 によっても引 き起 こされ る9).

Satoら7)は 膀胱が低圧状態にあれ ば,会 陰刺激は,

頸椎あるいは上位胸椎の レベルで切断 した脊損 ラッ ト

で も正常 ラッ トで も膀胱収縮を起 こし,膀 胱 が高圧状

態にある ときは正常 ラッ トで も除脳 ラッ トで も周期的

な反射性収縮 の抑制がみ とめ られた と報告 している,

岡田 ら8)は 無麻酔の非除脳 イ ヌでは頸部,四 肢,体 幹

の皮膚 刺激に よる膀胱の弛緩が引 き起 こされ,ま た,

上丘の吻側端 での除脳 したイ ヌでは,こ の皮膚 刺激に

よ り膀 胱が高圧で も低圧で も収縮 の促 進が もた らされ

たが,会陰部,尾 部お よび陰部の刺激 では,骨 盤 神経発

射の抑制 と膀胱内圧の低下 が引き起 こされた と述べて

いる.さ らに,除 脳 イヌの脳幹各部での切断実験 およ

び急性脊髄 イヌ(Th12-13切 断)を 用 いた実験に よ り,

頸部,四 肢,体 幹 の皮膚か らの求心性 刺激は中脳 より

上位の脳 を迂回 して骨盤神経遠心性発射に対 して抑制

的に,中脳 を介 して促進的に,ま た橋排 尿中枢に対 して

抑制的に作用 した と述べ,会 陰部か らの刺激は仙髄 副

交感神経 のあるものに対 して促進的に,そ の刺激の一

部は橋排 尿中枢に対 して抑制的に作用 した と報告 して

い る.今 回,わ れわれ の検討で不安定膀胱群 よ りも神

経因性膀胱群に膀胱 容量 の有意 の増加が認め られたの

は,FESが 延髄,橋 以上 の中枢に働 き,骨 盤神経発

射の中枢性抑制に基づ いて膀胱の抑制能を賦 活,回 復

させたか らと理解 できる.す なわち,障 害 され た上 位
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中枢を有する神経因性膀胱 に対 しFESは よ り効果が

あ り,明 らかな神経学的異常 のない不 安定膀胱には抑

制がかか りに くいとい う推論 が導 き出 され るが,症 例

数 も少 な く,ま た薬剤併用の影 響もあ り,今 後検討を

重ねたい.ま た,橋 排尿中枢 との連絡を絶 たれた脊髄

膀胱ではFESに よる抑制が生 じに くいと考え られる

が,McGuireらlo)は 脊髄損傷に よる膀胱 の反射性収

縮 にも効果があ った として,仙 髄 レベル内に膀胱 の収

縮を抑制す る反射経路の存 在を示唆 した.一 方,Ja-

nezら1Dは ラビッ トの肛門刺激 に よ り膀 胱利 尿筋 の

cholinergicactivityの 減少 と β一adrenergicactivi-

tyの 増加が認め られた と報告 してい る.し たが って,

FESに よる膀胱抑制の詳細 な機序の解明はな されて

いないのが現状であ る.

刺激周波数 は尿道閉鎖機構 の強化を 目的 とす るか,

過活動型膀胱 の抑制を 目的 とす るかで異 なって くると

され ている.われわれのイ ヌを用 いた実験では,膀胱の

周期的 な反射性収縮 に対す る抑制効果は5～10Hzで

最 も良い結果がえ られたが,Fallら12)は ヒ トの場合,

過活動型膀胱の抑制には低周波数(5～10Hz),尿 道

閉鎖圧 を高め るた めには 幾分 高めが よいと述べ てい

る.一 方,Bergmannら13)は ヒ トでは5～50Hzの

周波数で良いが,腹 圧性 および切迫性尿失禁 ともに有

効なのは25Hzと してい る.今 回われわれは切迫性

尿失禁を有す る症例に対 し比較的低周波数 の5Hzで

FESを 行 ったが,過 活動型膀胱の抑制 とい う目的か

らも筋性疲 労を避け る意味で もこの程度の周波数で よ

いのではないかと思われる.

Nakamuraら14)は0,1あ るいは0.5msec,20あ る

いは100Hz,患 者の絶 え うる最大強度(20～100V)

にて一月に1～5回 の電気刺激 を行い,そ の際 初回

治療 に何 らかの効果 がみ られた ものだけを選択 してさ

らに電気刺激を行 った,そ の結果,切 迫性尿失禁を認

め る21症例中13例(62%)に 初回治療 のみで効果が認

られ,そ の13症例 をさらに電気刺激 した結果 尿禁制

とな った症例が8例,改 善 した症例が5例,そ の効果

は3ヵ 月以上持続 した としてい る.今 回のわれわれの

検討では,患 老の選択は行 っていないが,全 症例に対

す る尿流動態検査では初発尿意量,最 大膀胱容量 とも

に有意の増 加がみ られ,ま た,尿 失禁の改善 も18例 中

12例 と高率に認め られた.こ れはFESそ の ものの効

果 と考える よりも薬剤 との併用効果に負 うところが多

い と思われる.実 際,薬 剤併用 群の尿失禁改善 率がU

例中9例(81.8%)で あるのに対 し,非 併用群のそれ は

7例 中3例(42.8%)で あ った.し たが って,FES

の効果向上のた めに薬剤 の併用は有効 な手段 と思われ
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る.し か しなが ら,今 回の検討では,薬 剤単独 の効果,

placebo効 果につ いては検討 しておらず,ま た,薬

剤併用群,非 併用群の症例背景に偏 りがあるため,両

者を比較す ることには問題がある.さ らな る厳密な検

討が待たれ る.Plevnikら15)は,最 大強度のFESに

対す る膀胱,尿 道の尿流動態検査 上の反応 のみか らそ

の臨床効果を予測す るこ とは困難であ り,刺 激後の効

果のみがさ らに治療 を続け るか否かの指標 にな ると述

べてい る.Eriksenら16)も 最大強度のFESに 際 し,試

験的刺激か らそ の効果を予想す ることは困難であ り,

少 な くとも5回 はFESを 続 けてか ら評価すべ きであ

ると報告 している.ま た,電 気刺激 の効果が認 め られ

た切迫性尿失禁症例には有意 の膀胱容量の増加がみ ら

れ,さ らに刺激前 にunstableだ った症例の45%が 刺

激 後にstableに 戻 り,ま た,腹 圧性あ るいは混合型

の尿失禁症例では膀胱容量や最 大尿道閉鎖圧に増加は

み られ ないが,機 能的尿道長には有意 の増加が認め ら

れた と報告 している17).す なわち,FESの 効果は尿

流動態 検査上に反映 され るわけであ り,わ れわれの検

討で も薬剤非併用群では最大膀胱容量の有意の増加が

認め られた.

よ り効率良 くFESを 行 うために,刺 激方法 の改良

お よび 新 しい刺激 装置 の開 発 も近年 盛 んに なってい

る.Eriksenら16)は 過活動型 膀胱 を示す女 性 の切迫

性尿失禁患者48例 に,肛 門 と膣を 同時 に最 大強度で

FESを 行え る装置を用いて刺激 した結果,50%に 尿

失禁 の消失,33%に 改善を認め,さ らに1年 以上経過

した時点で評 価 しても77%に その効果 は持続 していた

と述ぺている.McGuireら10)は プラス電極を肛門括

約筋 に,マ イナ ス電極を後脛骨神経に置 くことで電力

の損失を双極 の肛門電気 プラグに比べ極 少量に抑え る

ことがで きそれに よって5～8Vの 低電位 でも有効に

膀胱を抑制 できた と報告 している.ま た,Bergmann

ら13)は,刺 激回路 とバ ッテ リーがanalplug内 に内

蔵 されてい る超 小型刺激装置を開発 し,25Hz,8V

の低電位で腹圧性 あるいは切迫性 尿失禁を有す る女性

24例 の持続的肛門電気刺激を行 った.そ の結果25%に

尿禁制,54%に 良好 な結果を えた と報告 してい る.こ

の ような携帯用刺激装置 を用いた場禽 束旺激は毎 日数

時間にお よび,治 療期間 も数か月にわ たるため筋性疲

労な どが問題 とな って くる.また,装 置が高価 であるこ

と,患 者 の協力お よび装着に技術が必要な ことなどの

問題点 も指摘されてい る14).し か し,刺 激の周波数

強度 波形,間 隔などの工夫に よりこれ らの問題点 は

改善 されつつある18).長 期に渡 る低電位FESが よい

のか,短 期間の最大電位FESが 良いのかは文献上の
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改善率や尿失禁の型 別の効果を検討 して も判断 しがた

い.す なわち,腹 圧性尿失禁にはlong-termFES

が,切 迫性尿失禁にはshort-termFESが 適す る と

いった了解が最近では成 り立たな くなって きている。

切迫性 尿失禁に対す る治療法 としては,電 気刺激療

法の他に,近 年開発 された抗 コ リソ作用 と平滑筋弛緩

作用を併せ持つ薬物 の経 口投与あ るいは膀胱内注入19)

骨盤神経 ブロック,さ らには膀胱拡大術な どの手術療

法な どがある.こ れ らの うちか らどの治療法を選択す

るかは患者の意 向,ADL,生 活環境な どを 十分 に 考

慮 してか ら決定す る必要があ るが,最 初は非侵襲的 な

治療法を優先すべ きと思われ る.す なわ ち非侵襲的 治

療法である電気刺激療 法は尿失禁の患者に対 して薬物

療法 とともに第一に選択すべ き治療法 と考 えられた.

結 語

雌性正常イ ヌを α一chloraloseurethane麻 酔下に

肛門電気刺激 を行った結果,生 理的食塩水 の持続的注

入時にみ られる膀胱の周期的 な反射性 収縮を抑制す る

ためには5～10Hzの 低周波 数刺激が適当で あるとの

結果 をえた.そ こで過活動型膀胱が認め られ る切迫性

尿失禁患者18例 を以下 の刺激 条件にて肛門電気刺激を

行 った.持 続 時間0.2msec,周 波数5Hz,強 度は患

者の耐え うる最大強度(30～150V),30分 間刺激を週

5回 の頻度 でio回 行 った.そ の結果,18例 中12例 に尿

失禁の消失がみ られ,肛 門電気刺激前後 の初発尿意量,

最大 膀 胱容 量に有 意の増加 が認め られたが,最 大尿

道閉鎖圧,残 尿量に関 しては,有 意の増減はみ られな

かった.症 例を不安定膀胱群 と神経因性膀胱群に分類

して比較 を行 った場合,自 覚症 状 の改善 率に 関 して

は,両 群間に有意差はみ られなか ったが,神 経因性膀

胱群 では初発尿意量,最 大膀胱容量に有意 の増加が認

め られた.塩 酸terodilineな どの薬剤併用群 と非併

用群 とに分類 した場合(併 用群は18例 中11例),尿 失

禁の改善率は併用群 に有意に高か った.

今回の検討は,薬 剤併用に よる影響が大であ り,今

後,薬 剤単独の効果,placebo効 果な どについても

検討 し,厳 密にFES効 果について評価す る必要 があ

ると思われた.

本論 文の要旨の一 部は第20回 日本 パラプレジア医学会お よ

び第45回 北陸医 学会 総会(第353回 日本泌尿器科学会北陸地

方会)に おいて発衷 した.
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