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電気けいれん療法の歴史と現状

本 橋 伸 高 (山梨大学大学院医学工学総合研究部精神神経医学)

は じ め に

電気けいれん療法 (electroconvulsive ther-

apy:ECT)はけいれん療法の一つとして1938

年に誕生した.一時期安易に使用され,また,治

療以外の目的に用いられたこともあったため,薬

物療法の進展とともに反省期に入った.しかし,

その後有効性が確かめられ,薬物治療抵抗例を中

心に再び用いられるようになっている.欧米では

学会を中心にECTのガイドラインが作成され,

改訂作業が続けられている2･16).わが国において

もECTのガイドラインについての検討が行われ,

推奨事項が日本精神神経学会からようやく発表さ

れた.

ECTの誕生

camphorなどの興奮性物質を用いることでけ

いれんを引き起こし精神障害を治療する試みは

17世紀頃から行われていた.統合失調症 とてん

かんが括抗するとの仮説に基づきcamphorを用

いて系統的に統合失調症の治療を行ったのはvon

Medunaである.しかし,この方法では確実性に

欠けることから,まもな くpenthylenetetrazole

を用いるようになりこれが世界中に広まった.

penthylenetetrazole注射時の不快感を克服する

試みの中で,1938年けいれん誘発に電気を用い

る方法,すなわちECTが誕生した1).翌 1939年

にはわが国でもECTの報告がある23).さらには,

ECTによる認知機能障害を克服する試みとして,

磁気を用いてけいれんを引き起 こすmagnetic

seizuretherapy(MST)が最近報告 されてい
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る8).

ECTの改良

ECT施行の際の患者の不安を軽減 し,骨折の

危険を小さくするために,静脈麻酔薬 と筋弛緩薬

を用いる ｢修正型｣ECTが確立したのは1950年

代であり,わが国でも1958年に報告がある18).

健忘などの認知機能障害を少なくするために,吹

米では劣位半球片側性ECTや短パルス失巨形波

(パルス波)によるECTが行われていたが,わ

が国では一般的とはならなかった.このほか,宿

環系の副作用を少なくするためのatropine投与,

口腔内の損傷を防ぐための適切なバイ トブロック

の使用,刺激電極による火傷を防ぐためのインピ

ーダンス測定などの手法が取 り入れられている

(表 1).わが国においても,2002年に脳波 ･筋電

図 ･心電図モニターを付属したパルス波治療器が

認可され,多くの施設で用いられつつある11).

表 1 ECTの主な副作用とその対策

1. 不安 ･恐怖感 :静脈麻酔薬の使用

2.骨折 :筋弛緩薬の使用

3. 認知 ･記憶障害 :十分な酸素投与,劣位半球片側性

ECT,短パルス矩形波治療器

4.得環器障害 :全身管理,十分な酸素投与,硫酸アト

ロピンの前投与

5. 窒息 :絶飲食の徹底,全身管理

6. 口腔内損傷 :バイトブロックの使用

7.火傷 :インピーダンス測定,使い捨て電極

8.遷延性けいれん :脳波モニター



表2 ECTユニットの利点

1. 清潔操作が不要 :更衣の必要がない

2.時間の短縮化

3. 麻酔科医がECTに専念

4. 病棟との連携

5. 外来患者の利用が可能

6. ｢開かれた｣イメージ

従来型 ECTと修正型 ECT

筋弛緩薬を使用しないため全身けいれんを引き

起こす従来型ECTの問題点としては,前述の骨

折や不安以外にも,関節の脱臼,筋繊維や靭帯の

断裂,気道分泌物の吸引などがあげられる.修正

型ECTを施行するには,麻酔科医の確保が必要

であり,この点はECTを日常的に行う場合の障

害になりうる3).また,配管など施設を整備する

ことも修正型の実施には不可欠であり,このこと

は負担になっている4･5).筆者は国立精神 ･神経

センター武蔵病院において,ECTユニットを病

棟に併設し,そこで麻酔科医の協力の下に修正型

ECTを行う体制を整えた10). ECTユニットの利

点を表 2にあげておく.

ECTの負のイメージ

残念ながら,ECTには負のイメージがつきま

とっており,米国で制作された映画 "SnakePit

(蛇の穴)"や "OneFlew OvertheCuckoo's

Nest(カッコ-の巣の上で)"はこのイメージを

助長した.わが国でも実際にECTを受けた患者

の手記が出版されており,無麻酔でECTを受け

るときの恐怖が生々しく描かれている9).さらに

は,1980年に英国のBroadmoor病院で懲罰的

に従来型のECTが行われていたことが問題 とな

った6).わが国においても,従来型のECTが松

沢病院で日常的に行われていることが話題となっ

た (朝 日新聞2001年 7月8日).ECTのイメー

ジを良くするためには,パルス波治療器を用いた

修正型ECTが一般化することが望まれる.
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表3欧米とアジアにおけるECTの比較

(文献12)を一部改変)

欧米 アジア

性差 女性が多い 男性が多い

年齢 中高年 青年～中年

対象疾患 うつ病 統合失調症,うつ病

方法 修正型 従来型

同意 本人 家族の場合も多い

各国の現状

欧州ではECTの禁止されている国や,本人の

同意なしには行えない国があるものの,治療抵抗

性のうつ病を中心に用いられている.対象者は中

高年者であり,専ら修正型ECTが使用されてい

る15).これに対して,日本,インド,タイなどで

は従来型のECTも多く行われており,統合失調

症を対象とすることも少なくない4･5･13･17).欧米と

アジアでのECTの用いられ方の比較を表3に示

しておく12).最近英国で発表された国立の研究機

関のガイドラインでは,ECTの適応がかなり狭

められている.また,ECTは急性期治療に限っ

て使用することを提言している14).これに対して

は,英国王立精神医学会などから反論が示されて

いる21).

ECTは安全な治療なのか ?

1970年代までの研究をまとめると,ECTによ

る死亡率は治療を受けた患者の0.04%～1.1%

の範囲にあると考えられている7).しかし,わが

国での実情についてはほとんど明らかにされてお

らず,欧米の文献を引用した形で安全性が主張さ

れている22).唯一の報告では,7病院の2,026例

において死亡例はないものの,伝聞では死亡例が

あることが示されている20).最近の研究では,修

正型 ECTの死亡率は10万回の治療 に対 して

2(0.002%)以下と報告されている19).ただし,

未だに従来型のECTが施行されている国では,

死亡率はこれより高いと考えられている4･5).わ

が国でも従来型のECT後に窒息のため死亡した

症例が1990年代に報告されており24),ECTの安
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全性についての検討を行うことは大切 と考えられ

る.

ま と め

ECTはうつ病を中心 とする精神障害に対する

有効な治療法であり続けている.しかし,アジア

では統合失調症に対 して従来型のECTが行われ

ている場合も多 く,欧米とは用いられ方が異なっ

ている.わが国においても,今後安全性を高める

ための努力がさらに必要であるであると同時に,

負のイメージをなくすよう努めねばならない.そ

の際,自分や自分の家族がECTを安心して受け

られるように整備すべきであろう.
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