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は じ め に

も高いとするのもので，治療期間は 4週間，刺激

反復経頭蓋磁気刺激（Repetitive transcranial

強度は 100％ MT 以上が推奨されている．ただ

magnetic stimulation : rTMS）は小集団のラン

し，長い治療期間は患者にも治療者にも負担にな

ダム化比 試験（Randomized controlled trial:

る．

RCT）では統計的な有意差が証明されているに

4週間の治療期間が必要であるとする代表的な

もかかわらず臨床で広く利用されるには至ってい

報告を紹介する．MADRAS 得点の改善は前半 2

ない．その主たる理由は個々の患者での臨床効果

週間では小さいが，後半 2週間では大きく（それ

が小さいためであるが，薬物治療抵抗性の患者が

ぞれ 36点から 30点，30点 か ら 15点），最 終 的

対象になっていることを勘案すると，rTMS の

な平均改善率は 50％ 以上と良好であったという．

抗うつ効果は過小評価されているともいえる．一

左前頭前野・高頻度刺激と右前頭前野・低頻度刺

方で rTMS は神経ネットワークに物理的に介入

激の両方を比

できるので機能画像との併用で精神症状の成因の

果発現に 2週間以上を要するのは神経新生が関係

解明が期待される．うつ症状と膝下前部帯状回の

している可能性

血流亢進との関連が注目されているが，薬物治療，

ECT, DBS より抗うつ薬に類似する．

したが効果に差はなかった ．効
が あ り，そ の 点 で rTM S は

電気けいれん療法（Electroconvulsive therapy:

100％ M T 群，80％ MT 群，シャム（プラセ

，深部脳刺激（Deep brain stimulation :
ECT）

ボー）群の 3群に分け 5週間の治療で薬物治療抵

DBS）と同様 rTM S も同領域の血流亢進を改善

抗性患者 45名を比

し臨床効果をもたらしている可能性が指摘されて

それぞれ約 70％，45％，15％，②レスポンダー

いる．今後は，レスポンダー同定，薬物併用療法，

率（HAMD 得点の 50％ 以上の改善を示した患

精神疾患の生物学的指標の開発などが rTMS 研

者の割合）は 61％，28％，6％ で，③寛解者率

究の方向である．

した．① HAMD 改善率は

（HAM ‑D 8点以下が 3週間連続する）は 38％，
28％，0％ であった ．シャム群と実刺激群と
有 効 性

明確な差がでたのは当然としても，100％ MT

単一施設による RCT

群と 80％ MT 群で特にレスポンダー率が 2倍と

単一施設による RCT は高い有効性を報告する

圧倒的な効果の差がみられた．rTMS は薬物治

ものが多いが患者規模が 50名前後 で，そ れ を

療抵抗性患者への補助療法として有力な選択肢で

2〜3群に分けるため，各群の患者数は多くない．

ある．

各報告で共通するのは刺激用量が高いほうが効果
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しかし他の RCT ではレスポンダー率は 40％ ，
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55％ ，60％ ，寛 解 者 率 は 20％ ，40％ ，

果の証明である．これに対して①刺激用量の増大

60％

と報告によってばらつく．とりわけ寛解

と し て，治 療 期 間 は 10日 以 上，刺 激 強 度 は

者率でのばらつきが大きいのは，効果が短期しか

100〜110％ M T，刺 激 総 数 は 1200〜1600発/

持続しない可能性を示唆しており臨床的に大きな

日 ，②ノンレスポンダーの可能性がある精神病

課題である．

性うつ病，高齢者，薬物治療難治群は除外するこ

なお 100％ M T とは運動閾値と同じ刺激強度

とが提案された ．

の意味である．運動閾値は第一次運動野を刺激し
て 50％ 以上の確率で 50μV の運動誘発電位振幅

FDA の不認可

を誘発できる最低の刺激強度と国際神経生理学会

うつ病の医療用治療機器として認可されている

で定義されている．またシャム刺激としては刺激

国はイスラエル，カナダなど少数に限られている．

コイルの向きを変えて脳内に渦電流が発生しない

大規模研究による有効性の証明が大きな課題にな

ようにする方法が一般的である．

っ て い た．2007年 米 国 FDA は Neuronetics 社
製 NeuroStarTMS System を rTM S 機 器 の 医

メタ解析

療機器としての申請を認めなかった ．同社は過

最近のメタ解析によると rTM S の効果サイズ

去最大規模（参加患者 301名）の多施設 RCT 研

は 0.65（95％ 信頼区間 0.51‑0.79）と中等度に

究 を 行 っ た．4週 間 の 治 療 期 間 中 に 症 状 は

見積もられている ．ECT の効果サイズ 2.26に

MADRS 値で 33点から 27点に改善したが，改

は遥かに及ばないが，パーキンソン病における運

善率にすると 17％ に過ぎず，シャム群の 11％

動改善効果の rTM S の効果サイズ 0.6よりはわ

との差が小さく有意差が得られなかった（p＝

ずかに大きい

0.057）
．そこでベースラインでの軽症群を除外し

．このメタ解析によると症状改

善率は rTMS が 33.6％，シャムが 17.4％ とそ

有意差を示した（M ADRS 値が 20点以下を除外，

の差が大きくなく，症状改善率が 50％ に達して

p＝0.038) ．この研究で採用した刺激用量は十

いないので臨床的には充分な効果ではない．実際，

分大きかった（左前頭前野・高頻度刺激，120％

RCT 研究とオープン刺激研究とを一緒にしたメ

MT 刺激強度，10Hz 刺激頻度，3000パルス/日，

タ解析では効果サイズが 1.37と一挙に大きくな

4週間）が，それでも改善率は小さかった．ただ

る のはシャム効果の関与が無視できないことを

し，対象患者は 1〜4種の抗うつ薬治療が無効な

示唆している．

患者で，rTMS 治療中は薬剤を中止していた．

現在までに約 10篇のメタ解析があり，厳しい
評価をするのは 2篇に過ぎないが，なかでも「抗

薬物抵抗性患者に rTMS と薬物併用療法ならば
臨床的改善は大きい可能性が残されている．

うつ効果を示す強い根拠はない」と厳しい評価を
するのが Cochrane libraryである ．①シャム

rTM S の今後の方向性

と比 して効果はある（右前頭前野・低頻度刺激

この失敗を踏まえると今後の臨床研究の方向と

と左前頭前野・高頻度刺激の両者とも，2週間の

しては，ノンレスポンダーを除外した上で薬物・

HAM D‑17得点の変化で統計的に有意であった）

，ECT の認知
rTM S 併用療法（Add‑on rTMS）

が，②その改善効果は小さく（たとえば高頻度刺

障害などのリスクを回避するために rTMS によ

激群とシャム群の症状評価点の差はシャム群標準

る部分的代替などが考えられる．

偏差の 0.35倍）
，③その効果も 2週目には消失す
ると，指摘した．

薬物治療抵抗性患者に add on rTMS の効果が
小規模 RCT 研究で報告されている．薬物・シャ

指摘された課題は，統計的有意差ではなく臨床

ム群に対して add on rTM S 群は改善率で 55.7

場面で有効な改善効果と治療終了後も持続する効

％（シ ャ ム 16.3％)， 反 応 率 で 60％（シ ャ ム
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10％）といずれも著しい効果を示した ．アミ

野の血流低下が抑うつ症状の改善に伴って見られ，

トリプチリン（平均 110mg/d）の add on rTMS

SSRI，ECT，rTMS，シャム治療など様々な治

はシャム群に比べ 1週目，4週目での改善効果が

療手段に共通する；健常者のうつ気分とも関連し

大きかったことが，46名の非精神病性うつ病患

ており，不幸な体験の想起や，トリプトファン枯

者 で 報 告 さ れ て い る ．rTMS と venlafaxine,

渇による悲観的な心理状態の惹起で Cg25 野の血

sertraline, escitalopram の 3薬剤の相性を検討

流増大が見られる；セロトニントランスポータ

した研究によると HAM ‑D 改善率，反応率，寛

ー・プロモーター遺伝子多型の S/S 型はうつ病

解率で薬剤間の差はなかった ．これらの研究の

のリスクファクターであるが，S/S 型と L/L 型

参加者が薬物治療抵抗性患者であることを考慮す

では Cg25 野に解剖学的な差異が存在する；死後

ると驚異的な効果ではあるが，単一施設による小

脳研究で同領域にグリア細胞の減少がみられると

規模研究なので，追試や大規模 RCT 研究が必要

Cg25 野とうつ病・うつ症状との関連を多面的に

である．

指 摘 し，新 薬 を 含 め 新 し い 治 療 方 法 の 開 発 に
Cg25 野の血流低下が指標となると主張している．
うつ病と前部帯状回の血流異常

うつ病と前部帯状回

rTMS と前部帯状回

2005年 Mayberg, H. ら は 膝 下 前 部 帯 状 回

上記の報告では rTMS に関する十分な文献が

Cg25 野（subgenual anterior cingulate region）

引 用 さ れ て い な い で の，こ こ で rTMS に よ る

の深部脳刺激で難治性うつ病が劇的に改善したと

Cg25 野や前部帯状回，内側前頭前野に関する機

報告した ．持続性寛解が 6名中 4名で得られ，

能画像所見について概観する．うつ病では前頭前

HDRS ‑17は 50％ 以 下（22〜29点 か ら 15〜12

野の外側・内側での血流・代謝の低下

点）に改善し，治療効果は 1週目から発現し 6ヶ

返し報告され，前頭前野は前部帯状回，線条体，

月後の刺激終了まで続いたという．ベースライン

視床などと強い線維連絡を持つ

では Cg25 野の血流は増大し，前頭前野 9野，47

前頭前野の rTM S は神経ネットワーク全体の血

野で血流が低下していたが，治療後は逆転した．

流を変化させる可能性がある．

が繰り

．したがって，

つまり Cg25 野の血流の異常亢進に対して電気刺

健常者に 10Hz 左前頭前野刺激を行うと前頭

激をしたところ，うつ症状も改善した．うつ症状

前野と膝下前部帯状回の血流が増大し ，高頻度

が改善した機序を彼女らは次のように説明する．

刺激でうつ気分が惹起され （ただしこれには反

）で
Cg25 野は情動の神経回路の結節点（“
nod”

論もある ）
，前部帯状回の血流増大と悲観的気

あり，①上行性には眼窩野，内側前頭前野，帯状

分が並行した

回（前部，後部）など領域と連絡するが，それら

の反応所見はうつ病患者への刺激で見られる反応

は学習，記憶，モチベーション，報酬などのうつ

とは，逆方向である．

病の精神症状を説明する．②下行性には脳幹，視

とされる．これらの気分と血流

次にうつ病患者では外側・内側前頭前野の血

床下部，島などに連絡し，睡眠，食欲，リビドー，

流・糖代謝が低下しているが

，膝下前部帯状

神経内分泌，概日リズムなどのうつ病の身体症状

回の血流・代謝は高値であると報告されている ．

に関連する．言い換えると Cg25 野がうつ病の病

rTMS レスポンダーではベースラインでの前部

態生理を支える神経ネットワークの結節点である

帯状回の血流が亢進しており ，刺激で低下す

という．しかしながら追試がまだ少ない．

る

と報告されている．SPECT の解像度の限界

Cg25 野の血流低下がうつ病の改善に共通する

から Cg25 に直接言及したものは少ないが，前部

知見であると，M ayberg, H. は Frackowiak, R.

帯状回まで領域を広げると Mayberg らの指摘は

Weinberger, D. らと提唱した ．すなわち Cg25

rTMS についても矛盾しない．診断と治療反応
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性の生物学的指標として膝下前部帯状回や Cg25

学的指標になるとの作業仮説には，rTMS の画

野の血流が利用できる可能性がある．

像研究や基礎的研究が寄与すると期待される．

安全性と応用疾患
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