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学会奨励賞プレナリーセッション	 11月10日（木）・第1会場　9：00～11：00

座長	 木元　康介（独立行政法人　労働者健康安全機構　総合せき損センター　泌尿器科）
	 山崎　正志（筑波大学　医学医療系　整形外科）

 
	 基礎1	 脊髄損傷に対するヒト iPS細胞由来神経幹細胞移植治療において、

Notch	signalの阻害は腫瘍化を抑制する
Pretreatment with Notch signal inhibitior prevents tumor-like overgrowth in human 
iPSC-derived transplant for spinal cord injury
 
1慶應義塾大学　医学部　整形外科、2慶應義塾大学　医学部　生理学
 
○大

お お く ぼ

久保寿
と し き

樹1,2、名越　慈人1、松本　守雄1、岡野　栄之2、中村　雅也1

【目的】Notchシグナルを阻害するGamma-secretase inhibitor（GSI）前処理が、造腫瘍性を示す
ヒトiPS細胞由来神経幹細胞（hiPSC-NS/PCs）に及ぼす影響を検討した。【方法】GSI投与・非
投与群間で遺伝子発現解析を行った。次に、圧挫損傷後9日のマウス脊髄にGSI前処理後（GSI 
群）・未処理（Control群）のhiPSC-NS/PCsを移植し、安全性や有効性を評価した。【結果】GSI
群では未分化・増殖能関連遺伝子の発現は低下し、神経分化を示す遺伝子発現が上昇した。移
植後3 ヶ月で、Control群でみられた移植細胞の腫瘍化はGSI群ではみられず、回復した運動機
能も維持されていた。【考察】GSIは細胞の過増殖を抑制し、成熟neuronへの分化を促進した。
また、損傷脊髄への移植後、腫瘍化することなく生着し、回復した運動機能は維持された。
 

Keyword： iPS細胞（iPS cell）、Notchシグナル（Notch signal）、造腫瘍性（Tumorigenicity）

 

 
	 基礎2	 直接誘導型ヒト神経幹細胞

－脊髄損傷に対する細胞移植治療の新しいソース－
Directly reprogrammed human neural precursor cells; a novel and translationally 
relevant source for cell replacement therapy in spinal cord injury
 
1慶應義塾大学　医学部　整形外科学、2トロント大学
 
○名

な ご し

越　慈
なりひと

人1,2、松本　守雄1、中村　雅也1

【 目的】 我々はヒト体 細 胞に初 期 化因子を加え、iPS細 胞を介さずに直 接 神 経 幹 細 胞（direct 
reprogramming NPCs）へ誘導した。本研究ではdrNPCsを脊髄損傷へ移植し、その有効性を評価した。

【方法】drNPCsからオリゴデンドロサイト前駆細胞（pro-OPCs）を分化誘導した。免疫不全ラットに
胸髄損傷を作製した。drNPC群、pro-OPC群、コントロール群に分け、損傷後9日目に移植した。
損傷後63日目まで運動機能を評価し、組織学的検討を行った。免疫不全マウスの正常脊髄に細胞を
移植し、150日後に組織学的評価を行った。

【結果】移植後pro-OPC群で、有意に成熟オリゴデンドロサイトへの分化を認めた。pro-OPC群で有
意な損傷範囲の減少と白質の保護を認めた。BBBスコアはpro-OPC群で有意に回復した。細胞移植
後150日で腫瘍の形成は認めなかった。

【結論】脊髄損傷に対するpro-OPCsの移植は組織・運動機能学的に有効であり、また長期観察にお
いても安全性が確認された。
 

Keyword： 脊髄損傷（Spinal cord injury）、ヒト神経幹細胞（Human neural precursor cells）、
 細胞移植（Cell trasnplantation）
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	 基礎4	 マウス損傷脊髄に対する軸索ガイダンス分子 Lateral	Olfactory	Tract	

usher	substanceの有効性の検討
Evaluation of the effect of Lateral Olfactory Tract usher substance on axonal 
regeneration after spinal cord injury
 
1慶應義塾大学　医学部　整形外科、2慶應義塾大学　医学部　生理学、
3横浜市立大学大学院　生命医科学研究科生体機能医科学研究室
 
○伊

い と う

藤　修
しゅうへい

平1、名越　慈人1、松本　守雄1、竹居光太郎3、岡野　栄之2、
　中村　雅也1

【目的】Lateral Olfactory Tract usher substance （LOTUS）はNogo受容体1に結合し、軸索再生
阻害因子の阻害作用と軸索伸長促進作用を有する。本研究の目的はLOTUSが脊髄損傷後の軸索
再生や運動機能回復に及ぼす影響を明らかにすることである。【方法】LOTUS過剰発現マウス第
10胸髄圧挫損傷モデル（LOTUS群）を作製し、損傷後6週まで運動機能評価を行った。さらに電
気生理学的・組織学的評価を行い、野生型マウスと比較検討した。【結果】組織学的評価で皮質
脊髄路神経線維、セロトニン作動性神経線維、髄鞘面積はLOTUS群で有意に増加した。運動機
能評価でLOTUS群は有意な改善を認め、電気生理学的評価でも脊髄誘発電位の潜時はLOTUS
群で有意に短縮していた。【考察】過剰発現したLOTUSは、脊髄損傷後の軸索再生と運動機能
回復を促進することが示された。
 

Keyword： 軸索再生（axonal regeneration）、LOTUS（LOTUS）、脊髄損傷（spinal cord injury）

 
	 基礎3	 慢性期の脊髄損傷部に移植された神経幹細胞からの旺盛な軸索伸展

Robust axonal growth from neural stem cells grafted at chronic spinal cord lesion sites
 
北海道大学　医学部　整形外科
 
○角

か ど や

家　　健
けん

、岩崎　倫政

【目的】神経幹細胞を亜急性期の脊髄損傷部に移植すると、移植細胞は新たな神経組織を形成
し、軸索を旺盛に宿主脊髄内へと伸展させ、運動機能は向上する。本研究では、本細胞を慢性
期の損傷部に移植し、同様の検討をおこなった。【方法】ラットに2つの損傷モデル（C4脊髄後
索切断、T3完全切断）を作成し、ラット胚性脊髄由来の神経幹細胞を、2週間後または6 ヶ月後
に損傷部に移植した。8週間の下肢運動機能評価後、組織学的検討をおこなった。【結果】慢性
期の損傷部は新しい神経組織で置換され、損傷部の瘢痕は有意に減少していた。移植細胞は旺
盛に軸索を宿主の脊髄内へと伸展させ、その程度は亜急性期移植と変わらなかった。しかし、
下肢運動機能は改善しなかった。【結論】阻害的環境である慢性期に移植しても、神経幹細胞は
旺盛な軸索伸展を示した。しかし、運動機能の向上を認めず、脊髄損傷慢性期には複合的治療
が必要であることが示唆された。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury）、神経幹細胞（neural stem cell）、軸索（axon）
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	 臨床2	 呼吸麻痺を伴う脊髄損傷患者の人工呼吸器離脱はどこまで可能か？

Possibilities of ventilator weaning in cases with severe spinal cord injury
 
北海道中央労災病院せき損センター
 
○小

こ ま つ

松　　幹
みき

、須田　浩太、松本　聡子、牛久智加良、校條　祐輔

【はじめに】呼吸機能障害を伴う重症頚髄損傷であっても迅速、的確な初期治療、早期離床、弛
まぬリハビリによって人工呼吸器から離脱できる症例は少なくない。当センターにおける人工
呼吸器離脱の可能性を検討した。【対象】2012年4月以降3年間に当院に搬送された脊椎・脊髄
損傷329例のうち、人工呼吸器を要した37例。男性32例、女性5例、平均年齢は67.4歳（25-88
歳）で、初診時麻痺はFrankel分類A:19例、B:7例、C:8例、D:2例、E:1例であった。【結果】離
脱不能例は37例中6例で、全例Neurological level of injury（NLI）C4以上の運動完全麻痺であっ
た。一方、NLIC5以下では全例離脱可能であった。離脱不能例はNLI C4以上運動完全麻痺例15
例のうちの40％でありNLI C4でも呼吸機能回復の可能性が存在することが判明した。特に下肢
筋のみに改善がみられた例でも離脱可能で、呼吸麻痺の改善には髄節のみならず長索路も重要
な役割を果たしている可能性がある。
 

Keyword： 脊髄損傷（Spinal cord injuries）、人工呼吸器（Mechanical ventilation）、離脱（Ventilator weaning）

 
	 臨床1	 40％以上の重度脊髄圧迫を伴う非骨傷性頚髄損傷 (CSCI) の

亜急性期除圧手術成績
Outcome of late decompression surgery for cervical spinal cord injury with cord 
compression rate over 40%
 
独立行政法人国立病院機構村山医療センター　整形外科
 
○許

こ の み

斐　恒
つねひこ

彦、藤吉　兼浩、金子慎二郎、竹光　正和、谷戸　祥之、朝妻　孝仁

【目的】重度の脊髄圧迫を伴うCSCIに対する亜急性期除圧手術の有用性を後ろ向きに検討することである。
【方法】対象は2012年4月から2015年9月の間に当センターに入院したCSCI患者78症例であり、40％以
上の脊髄圧迫の有無（有りS群／無しM群）と、除圧手術の有無（有りO群／無しC群）の組み合わせ
により4群に振り分け、入院時と退院時の脊髄障害自立度評価（SCIM）、Barthel index、ASIAスケー
ル、改良Frankel分類を調査した。

【結果】退院時の段階で、SCIMにてSO群65.1%、SC群36.3%、MO群58.0%、MC群51.6%の改善
を認めた。同様にASIAにて1段階以上の改善を認めた割合は、SO群80.0%、SC群41.7%、MO群
90.9%、MC群80.0%であった。

【考察】重度の脊髄圧迫を伴うCSCIに対する除圧手術は保存治療群と比して有用性が認められた。一方
で重度の圧迫を伴わないCSCIでは有用性は認められなかった。重度の脊髄圧迫を伴うCSCIに対しては
除圧手術を考慮してよいと考えられた。
 

Keyword： 脊髄圧迫を伴う非骨傷性頚髄損傷（cervical spinal cord injury with cord compression）、
　亜急性期除圧手術（late decompression surgery）、後ろ向き研究（retrospective cohort study）

 



-  78  -

 

 
	 臨床4	 非骨傷性頚髄損傷における脊髄圧迫が予後に与える影響

The clinical influence of cervical spinal canal stenosis on the neurological outcome 
after traumatic cervical spinal cord injury without major fracture or dislocation
 
総合せき損センター　整形外科
 
○高

た か お

尾　恒
つねあき

彰、弓削　　至、森　　英治、前田　　健、植田　尊善、芝　啓一郎

【目的】脊柱管狭窄を伴う非骨傷性頚髄損傷に対する治療方針に一定のコンセンサスは得られて
いない。脊髄圧迫が頚髄損傷後の機能回復に与える影響を明らかにすることである。【方法】非
骨傷160例、平均63.3歳を対象とした。MRI矢状断像での損傷部と正常部の脊髄前後径を計測
し、脊髄圧迫率を算出した。入院時と退院時のASIA motor scoreを調査し、脊髄圧迫率と麻痺
の重症度ならびに改善率の相関関係を解析した。【成績】ROC曲線を用いてカットオフポイント
を求め、それに基づき単変量解析を行った所、脊髄圧迫率30%以上または年齢66歳以上で有意
に改善率が不良であった。しかし、多変量解析では、脊髄圧迫率は関連せず、年齢が高い程有
意に改善率が不良となった。【結論】受傷前から存在する脊髄圧迫は、その程度にかかわらず脊
髄損傷後の麻痺の回復に影響を与えないが、高齢であるほど麻痺の回復は悪かった。脊髄圧迫
率と年齢が交絡しているためと考えられた。
 

Keyword： 非骨傷性頚髄損傷（cervical spinal cord injury without major fracture or dislocation）、
 脊柱管狭窄（spinal canal stenosis）、臨床成績（clinical result）

 
	 臨床3	 急性期MRI所見に基づく主成分分析法を用いた

高齢者非骨傷性頚髄損	傷の病態評価
Principal component analysis of magnetic resonance imaging predicts early outcomes 
in elderly patients with spinal cord injury without radiological evidence of trauma 
(SCIWORET)
 
1仙台医療センター　脳神経外科、2広南病院　脳神経外科、
3東北大学大学院　医学系研究科　神経外科学分野
 
○井

いのうえ

上　智
と も お

夫1、鈴木　晋介1、遠藤　俊毅2、冨永　悌二3

【背景】軽微な外傷を契機に出現する非骨傷性頸髄損傷 （SCIWORET） が増加しているが、高齢
者を対象にした報告は渉猟し得ない。変数の次元を集約できる主成分分析法 （PCA） は、転帰予
測評価の有効な手法と推測し、本研究を遂行した。【方法】高齢者SCIWORET 連続80例 （平均
年齢 73.0歳 （65-89歳））を対象とし、入退院時のAIS、JOA scoreとその改善率を評価し、MRI 
T2 強調画像上の髄内輝度変化、最大脊髄圧迫度、髄内外病変の有無、などを元に、転帰を総合
的に評価し得る所見につき、PCA法を用いて検討した。【結果】第1主成分 （寄与率30.2%） は
髄内輝度変化、第2主成分（19.3%） は脊髄圧迫度、第3主成分 （17.1%） は髄外病変の存在を示唆
し、損傷部位における残存白質領域のみ、全ての転帰と相関していた。【考察】主成分分析法に
より、構成概念および収束的妥当性が検証され、MRI上の横断面輝度変化を元にした残存白質
領域の評価が有用な病態評価指標の一つと考えられた。
 

Keyword： 主成分分析法（principal component analysis）、非骨傷性頚髄損傷（SCIWORET）、MRI（MRI）
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	 臨床5	 脊損患者における DVTはいつまで発症し続けるか？	

－	受傷後 8か月のプロスペクティブスタディ	－
Complications of DVT in spinal cord injury patients in eight months' follow-up
 
北海道中央労災病院　せき損センター
 
○松

まつもと

本　聡
さ と こ

子、須田　浩太、小松　　幹、牛久智加良

【方法】外傷性脊損に伴う深部静脈血栓症（以下DVT）発症の前向き調査として、下肢エコーを
受傷7日以内に実施し、 230日目まで観察しえた33人を対象とした。

【結果】最終観察は受傷から 153±62.8日で、26例（78％）がDVTを発症した。AIS A,Bが
73％を占めた。受傷後7日以内発症が10人、60日までの発症が13例、230日までの発症が3例で
受傷後60日以降の発症は急減していた。60日以降に発生した2例中2例がAIS Aだった。

【考察】DVTは受傷後60日まで発症が多く、その後は急減していた。そのほとんどがAIS A,Bで
あった。DVT発症リスクは運動完全麻痺で60日までが高く、この期間の定期的スクリーニング
は必須と考える。
 

Keyword： 脊髄損傷（Spinal cord injury）、深部静脈血栓症（DVT）、長期経過観察（Long term follow-up）
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脊髄損傷・疫学/ニーズA	 11月10日（木）・第2会場　9：00～9：40

座長	 飛松　好子（国立障害者リハビリテーションセンター）
 
	O1-2-1	 千葉県における脊髄損傷疫学調査報告（2015年）

Epidemiological study of spinal cord injuries in Chiba Prefecture (2015)
 
1千葉県千葉リハビリテーションセンター　地域連携部、
2千葉県千葉リハビリテーションセンター　診療部
 
○田

た な か

中　康
やすゆき

之1、吉永　勝訓2

【目的】本医学会脊損予防委員会の調査の一貫として、2015年に千葉県内で発生した脊髄損傷の
疫学調査を実施。【方法】調査方法は過去の本調査に準じ、2016年4月に調査票を169件の救急
指定病院等に送付した。【結果】6月23日現在、111病院（66％）から回答があり、患者票は260
例。Frankel分類はA26人、B24人、C51人、D99人、E50人、不明10人。男性191人（73％）、
女性68人（26％）。頸髄235人（90％）。受傷平均年齢64.2歳。70歳以上が116人（45％）。受傷
原因は、転倒113人（43％）、交通事故59人（23％）、転落56人（22％）、重量物の落下・下敷き
12人（5%)、スポーツ11人（4％）。【結論】現時点では、2014年分調査（回収率84.7％、症人数
255人）と同様に、高齢化や転倒での受傷が多い傾向が認められた。可能な限り回収率を高め報
告する予定。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、疫学調査（epidemiological study)、千葉県（Chiba Prefecture)

 

 
	O1-2-2	 兵庫県立リハビリテーション中央病院の脊髄損傷患者に関する疫学調査

－ 1995年～ 2013年の入院患者の検討
Epidemiologic Study of Patients with Spinal Cord Injury at Hyogo Rehabilitation 
Center from 1995 to 2013
 
1兵庫県立リハビリテーション中央病院　整形外科、
2兵庫県立リハビリテーション中央病院　リハビリテーション科、
3兵庫県立リハビリテーション中央病院　ロボットリハビリテーションセンター
 
○戸

と だ

田　光
みつのり

紀1,2,3、陳　　隆明2,3、幸野　秀志1,2,3、冨士井　睦2、大串　　幹2

【目的】1995年から2013年までの19年間に当院にリハビリテーション目的に入院した脊髄損傷
患者について調査を行った。

【対象と結果】対象患者は632例で男性524例、女性108例（男女比4.85：1）であった。受傷
時年齢は50歳代が最も多く139例（22.0％）、次いで20歳代118例（18.7％）、60歳代107例

（16.9％）の順であった。受傷原因は交通事故が208例（32.9％）、高所転落174例（27.5％）で
あり、転倒が69例（10.9％）であったが、近年は中高年の転倒による受傷が増加傾向にあっ
た。残存機能レベルでは頚髄が338例（53.5％）で最も多かった。麻痺の重症度ではAsia 
Impairment Scale Aの完全損傷が255例（40.3％）、不全損傷が377例（59.7％）であり、近年で
は不全損傷の割合が増加傾向にあった。

【結論】疫学調査は地域における脊髄損傷の傾向の把握や予防対策の構築に重要であり、今後も
検討を重ねていく必要があると考えている。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、疫学（epidemiology)、リハビリテーション（rehabilitation)
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	O1-2-4	 当院における頚髄損傷患者の特徴とその転帰

Characteristics and outcome of cervical spinal cord injury patients in our hospital
 
1横浜市立みなと赤十字病院　整形外科、2東京医科歯科大学整形外科
 
○沼

ぬ ま の

野　藤
ふ じ き

希1、角谷　　智1、大川　　淳2

【はじめに】当院での頚髄損傷の特徴、転帰について調査した。
【対象と方法】2011年から2013年まで当院に頚髄損傷で入院加療となった71症例。受傷原因、
受傷責任部位、治療法、平均在院日数、転院・退院先について検討した。

【結果】男：女は55：16。平均年齢67歳（27 ～ 90)、受傷原因は転倒：転落：交通事故：その他
がそれぞれ32：28：8：3。非骨傷頚髄損傷が46例で、骨傷が14例、椎間板損傷が11例。平均
在院日数は40日で、転院46例、自宅退院が25例。入院期間は完全麻痺群で有意に長い傾向に
あった。完全麻痺群の全例、不全麻痺群の56例中31例（55.4%）が転院していた。完全麻痺群
内でope施行の有無で在院日数に有意差はみられなかったが、不全麻痺群内でope施行群は有意
に在院日数が長い傾向にあった。

【考察】不全麻痺群に関しては手術施行群の在院日数が長く、完全麻痺は入院が長期化する傾向
にあり、転帰としては転院とならざるを得ない傾向が見て取れた。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、脊椎外傷（spainal trauma)、転帰（outcome)

 
	O1-2-3	 救命救急センターにおける脊髄損傷患者に対する

急性期リハビリテーションと退院後転帰
Acute phase rehabilitation and disposition after discharge for spinal cord injury 
patients in the emergency care unit
 
1横浜市立大学　附属市民総合医療センター　リハビリテーション科、
2横浜市立大学医学部リハビリテーション科学教室
 
○菊

き く ち

地　尚
なおひさ

久1、中村　　健2

【目的】高度救命救急センターの外傷患者は近年精神疾患既往の患者が増加している。今回脊
髄損傷患者の急性期リハの特徴と退院後転帰をみるために調査を行い、以前のデータと比較し
た。【対象および方法】対象は2012年からの4年間に当院高度救命救急センターに入院した外傷
性脊髄損傷患者22名で、これを2011年に本学会で発表したデータと比較した。調査項目は受傷
年齢、受傷原因、損傷高位、ASIA機能スケール、合併損傷、精神疾患の有無、退院後転帰とし
た。【結果】年齢は中央値56歳、受傷原因は転倒転落が6例、墜落が10例、損傷高位では頸髄が
15例、胸髄が4例、腰髄が3例、入院時AISではAが6例、Bが13例、Cが3例、精神疾患既往
は10例であった。退院後転帰では回復期リハ病棟が12例、リハ専門病院が5例、療養型病床群
が3例、精神科病院が2例であった。以前のデータと比較では精神疾患既往は著明に増加し、転
院先では回復期リハ病棟が増加していた。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、リハビリテーション（rehabilitation)、急性期（acute phase)
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	O1-2-6	 脊髄損傷者における健康関連 QOLと転帰に関する検討

Study of health-related QOL and outcome in spinal cord injuries
 
1総合せき損センター　中央リハビリテーション部、2総合せき損センター　整形外科
 
○岩

いわはし

橋　謙
け ん じ

次1、古賀隆一郎1、出田　良輔1、佐々木貴之1、西村　　朗1、
　植田　尊善2

【目的】超高齢社会が進む中、介護保険サービスを利用する高齢者は年々増加しつつある。今回
の目的は、外傷性脊髄損傷患者において健康関連QOLの評価方法のEQ-5D-5Lを用いて、年齢
と転帰について比較検討を行い心身面での変化を明らかにすることである。【対象と方法】平成
27年2月から平成28年3月に「脊髄損傷データベース」に登録された、外傷性脊髄損傷患者103
名の中で項目ごとに対象者を抽出した。EQ-5D-5Lを用い、受傷後2,4,6週、2,3,4,5,6 ヶ月、退院・
転院時の各時期にアンケート調査を実施した。EQ-5D-5Lから得られたQOL値を用いて65歳未
満と65歳以上の年齢別、65歳以上の退院と転院の転帰別を各時期に両群間で比較を行った。【結
果と考察】年齢では4、5、6 ヶ月、退院・転院時で65歳以上が有意に低く、65歳以上の転帰別
では退院・転院時で転院群が有意に低かった。これらのことから65歳以上の転院では心身面で
の満足度が低いことが示唆された。
 

Keyword： EQ-5D-5L（EQ-5D-5L)、高齢者（elderly patient)、転帰（outcome)

 
	O1-2-5	 脊髄損傷者における EQ-5D-5Lを用いた健康関連 QOL調査

Health-related QOL survey using the EQ-5D-5L in spinal cord injury
 
1総合せき損センター　中央リハビリテーション部、2総合せき損センター 　整形外科
 
○古

こ が

賀隆
りゅういちろう

一郎1、出田　良輔1、佐々木貴之1、岩橋　謙次1、西村　　朗1、
　植田　尊善2

当院での一施設完結型医療の治療効果を客観的評価だけでなく、患者の主観的視点からも検討
する必要があると考え健康関連QOL調査を行った。対象は、当院の脊髄損傷データベースに登
録されている外傷性脊髄損傷患者103名である。EQ-5D-5Lを用いて、受傷2,4,6週後、2,3,4,5,6 ヶ
月後の各時期にアンケート調査を行った。EQ-5D-5Lは、健康関連QOLを測定するための包括
的評価尺度であり、患者自身の健康状態を数値化し、QOL値を算出することができる。また、
身体機能やADLスコアとの推移変化もあわせて検討した。調査期間は、平成27年2月より平成
28年3月である。身体機能やADLスコアは、急性期より経時的に向上していく傾向にあるが、
QOL値においては受傷6週後に低下、4 ヶ月後で上昇のピークがみられた。これは、身体機能や
ADLスコアなどの客観的評価と実際に患者自身が感じる健康状態には乖離があることを示し、
主観的評価の必要性があることが示唆された。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、健康関連QOL（health-related QOL)、EQ-5D-5L（EQ-5D-5L)
 

 

脊髄損傷・疫学/ニーズB	 11月10日（木）・第2会場　9：40～10：20

座長	 吉永　勝訓（千葉県千葉リハビリテーションセンター）
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	O1-2-8	 当院における外傷性脊髄損傷者の住環境整備に関する期間の現況調査

Survey of present situation about improvement of the house environment for the 
patients with traumatic spinal cord injury in our hospital
 
1総合せき損センター　中央リハビリテーション部、2総合せき損センター　整形外科
 
○有

あ り ぢ

地　祐
ゆ う と

人1、出田　良輔1、西村　　朗1、坂井　宏明2、植田　尊善2

【目的】脊髄損傷者のADLと住環境整備に要す期間の関係を調査した。【方法】対象は当院脊髄
損傷データベースにおいて、受傷後6 ヶ月以上経過観察可能、且つ住宅改修相談に介入した37
例（平均53.8歳)とした。対象のうち頸髄損傷者は6 ヶ月時改良Frankel分類にてABC群（I群)
とD群（II群)、胸腰髄損傷群（III群)に分類した。調査項目は在院日数、入院から住宅改修相
談までの日数、相談開始から退院までの日数とし、各日数とSCIM点数との関係を分析した。

【結果と考察】在院日数の平均はI群403日、II群336日、III群274日。入院-相談開始はI群245
日、II群216日、III群146日。相談開始-退院はI群159日、II群120日、III群128日。III群では
SCIM点数と在院日数の2W以降、SCIM点数と相談開始日数の3M以降でそれぞれの期間に相関
を認めた。III群では障害に応じた適切な介入ができていることが示唆された。I、II群では相関
を認めず、他の諸因子に影響されていることが考えられた。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、住環境整備（living environment)、
 日常生活活動動作（activity of daily living)

 

 
	O1-2-7	 脊髄損傷者における健康関連 QOLと重症度の検討

Study of health-related QOL and severity in spinal cord injury
 
1総合せき損センター　中央リハビリテーション部、2総合せき損センター　整形外科
 
○佐

さ さ き

々木貴
たかゆき

之1、古賀隆一郎1、出田　良輔1、岩橋　謙次1、西村　　朗1、
　植田　尊善2

【目的】脊髄損傷者は麻痺の重症度によりどのような変化があるか、健康関連QOL評価法であ
るEQ-5D-5Lを用いて調査した。

【対象・方法】平成27年2月から平成28年3月に当院の「脊髄損傷データベース」に登録された
外傷性脊髄損傷者を対象とした。EQ-5D-5Lを用いて、受傷後2,4,6週、2,3,4,5,6 ヶ月の各時期に
アンケート調査を行った。EQ-5D-5Lから得られたQOL値とEQ-VASに加え、ASIA運動スコ
ア、WISCI2、SCIM3を検討項目とした。Frankel分類が受傷後2週でFrankel Aを完全麻痺群、
Frankel B,C,Dを不全麻痺群とし、85名（62.2±16.0歳、男性71名、女性14名）のデータを統計
処理した。

【結果と考察】完全麻痺群は32名（59.7±17.2歳、男性28名、女性4名）、不全麻痺群は53名
（63.7±14.9歳、男性43名、女性10名）であった。完全麻痺群ではQOL値とEQ-VAS間で、運
動不全麻痺群では全ての項目間で相関がみられた。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、健康関連QOL（health-related quality of life)、
 Frankel分類（Frankel classification)
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	O1-2-10	 当科における非骨傷性頚髄損傷の観血的治療経験

Surgical treatment of cervical spinal cord injury without bone injury
 
八戸市立市民病院
 
○山

やまうち

内　大
たいせい

生、末綱　　太、入江　伴幸

頚髄損傷に対する手術時期として、受傷から24時間以内の急性期手術に関する論文も多い。一
方、X線あるいはMRI上明らかな骨折や脱臼、椎間板損傷を認めない非骨傷性頚髄損傷におい
ては、保存的治療でも麻痺の改善は良いとする報告や急性期での観血的治療群と保存的加療群
の2群を比較し、麻痺の改善の程度は両群で差がないとの報告もある。今回、非骨傷性頚髄損
傷例で、受傷後4週間以上経過した症例に対し手術的治療を行った症例を後ろ向きに検討した。
対象は13例で、男性12例、女性1例で、手術時年齢は平均68.0歳であった。受傷機転は転倒7
例、転落5例、交通事故1例であった。 明らかな改善は9例 （69.2%)、不変4例 （30.7%)であっ
た。手術直前の麻痺型として下肢筋力がほぼ正常な中心型例の改善は83.3%、横断性麻痺型例の
改善は57.1%にみられた。手術的治療の有効性について考察する。
 

Keyword： 非骨傷性脊髄損傷（spinal cord injury without bone injury)、手術的治療（surgical treatment)、
 頚椎（cervical spine)

 
	O1-2-9	 当院のおける非骨傷性脊髄損傷に対する緊急手術例の検討

Cases of emergency surgery for no bony type cervical cord injury
 
1伊万里有田共立病院　脳神経外科、2白石共立病院　脳神経脊髄外科
 
○田

た な か

中　達
た つ や

也1、本田英一郎2

【はじめに】当院における非骨傷性脊髄損傷に対する緊急手術例を検討したので報告する。
【対象及び方法】2006 ～ 2015年の期間、当科で非骨傷性脊髄損傷に対して緊急手術を施行した9
例。性別、年齢、手術の原因となった疾患、術前症状の経過（突発完成、緩徐進行）、ステロイ
ド大量療法の有無、発症から手術までの時間、術式、麻痺の改善の有無、術前、術後のFrankel
分類を後方視的に評価。

【結果】男6例、女3例。平均年齢は71歳。頸部脊柱管狭窄に脊髄損傷を合併した9例。症状は
術前に徐々に増悪3例、突発的に症状完成6例。4例にステロイド大量療法。発症から手術まで
の時間は72時間以上が3例、72時間以内が6例、うち4時間以内が2例。術式は脊柱管拡大術9
例。術前Frankel分類はA1例、B2例、C5例、D1例、E0例で、術後Frankel分類はA0例、B2例、
C5例、D2例、E0例。最終調査時に9例中6例が術後症状軽快したが、歩行可能となったのは2
例であった。
 

Keyword： 非骨傷性脊髄損傷（no bony type cervical cord injury)、緊急手術（emergency surgery)、
 予後（prognosis)

 

脊髄損傷・手術A	 11月10日（木）・第2会場　10：20～11：00

座長	 種市　洋（獨協医科大学　整形外科学教室）
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	O1-2-12	 頚椎脱臼の治療における除圧術追加の意義

Feasibility of decompression for reduced cervical spine after dislocation
 
埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター
 
○井

いのくち

口　浩
こういち

一

【目的】頚椎脱臼の治療は、迅速な整復により完全麻痺が著明に改善したとの報告があるが、脱
臼整復後に一過性に麻痺の悪化が生じた報告もあり、緊急に除圧術の追加が必要な症例も存在
する。目的は、脱臼整復に引き続き除圧術を追加する意義を調べる事である。【方法】2010年か
ら2015年までの6年間に当院で治療した頚椎脱臼の患者のうち、3 ヶ月以上の経過が追えた32
例を対象とした。初診時のAIS、受傷機転、受傷から非観血的整復までの時間、手術までの時
間、除圧術の有無、最終経過観察時のAISを調べた。【成績】2段階以上の改善が8例に見られ
た。6時間以内の整復＋24時間以内の除圧例が4例で、6時間以内の整復＋24時間以降の除圧例
が2例であった。【結論】初診時の麻痺が重篤な例では、一次損傷による脊髄腫脹や、脱臼整復
後の再灌流傷害による脊髄腫脹が徐々に進行する可能性があり、脱臼整復に加えて除圧術を追
加したほうが良い症例が存在する可能性がある。
 

Keyword： 頚椎脱臼（cervical spine dislocation)、除圧術（surgical decompression)、
 再灌流傷害（reperfusion injury)

 
	O1-2-11	 急性期脊椎外傷の Damage	Control	Surgery

Damage Control Surgery for Acute Phase Spinal Injury
 
獨協医大　整形外科
 
○竹

たけうち

内　大
だいさく

作、稲見　　聡、森平　　泰、種市　　洋

【はじめに】呼吸循環動態の不安定な多発外傷の急性期には侵襲的な手術は行わず最低限の安定
化処置を行い、待機的に根治術を行うDamage Control Surgeryが推奨されている。これを脊椎
外傷にも応用し、その治療成績を報告する。【対象と方法】2014年4月以降、当院救命救急セン
ターに搬送され当科で手術を施行した胸腰椎損傷患者23例を対象とした。受傷後早期にPPSに
よる内固定・後日待機的に前方支柱再建を行った群（DCS群）、早急に直接除圧が必要なため48
時間以内に後方除圧固定術をした早期除圧固定術群、待機的に固定術を行った待機ASF群・待
機PSF群を比較検討した。【結果】経過中死亡例はなかった。DCS群と早期除圧固定群では麻痺
の改善に差がなかった。術中出血はDCS群（2回の合計平均431ml）が有意に少なかった。血栓
症や褥瘡など、入院後発症の合併症は待機ASF群・PSF群にのみ起こった。【結語】DCSは脊椎
外傷においても合理的な方法である。
 

Keyword： 脊椎外傷（Spinal Injury)、ダメージコントロール（Damage control)、急性期（Acute phase)
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	O1-2-14	 ショベリング除雪反復動作におけるロボットスーツ HALの

腰部負荷軽減効果
Effect of robot suit HAL for the reduction of lumbar load in repetitive snow-shoveling 
movements
 
1筑波大学　医学医療系　整形外科、2筑波大学未来医工融合研究センター、
3岩手医科大学整形外科学講座
 
○三

み う ら

浦　紘
こうせい

世1、門根　秀樹2、安部　哲哉1、遠藤　寛興3、村上　秀樹3、
　山崎　正志1

【目的】ショベリング除雪動作は腰痛の原因となる。本研究では、腰部支援用HALによる腰部
負荷軽減と作業量向上効果を解析した。【方法】対象は26 ～ 44（平均31)歳の成人男性9名で
あった。作業はショベリング除雪反復をHAL（-)→HAL（+)で行い、除雪回数・時間・距離お
よび腰部疲労度を評価するとともに、生体電位の解析を行った。【結果】除雪回数はHAL（-)22
～ 82（平均50)回、HAL（+)67 ～ 215（平均144)回、除雪時間はHAL（-)66 ～ 255（平均145)秒、
HAL（+)167 ～ 503（平 均366)秒、 除 雪 距 離 はHAL（-)5.3 ～ 13.7（平 均9.6)m、HAL（+)23.3 ～
57.6（平均35.4)mであった。腰部疲労度VASはHAL（-)61 ～ 89（平均75)、HAL（+)20 ～ 77（平
均39)であった。ショベル復元期の腰部脊柱起立筋において、HAL （-)で筋活動が経時的に増加
する傾向にあった。【結論】ロボットスーツHALを用いることで、ショベリング除雪動作にお
ける腰部負荷を軽減し、作業量を向上させることが可能である。
 

Keyword： 腰部支援用HAL（HAL for lumbar support)、除雪動作（snow-shoveling movements)、腰部負荷（lumbar load)

 
	O1-2-13	 外骨格型ロボット装具 ReWalkの効果と安全性について

Effectiveness and safety of robotic exoskeleton ReWalk for paraplegia
 
1神奈川リハビリテーション病院　リハビリテーション科、
2神奈川リハビリテーション病院　理学療法科、
3神奈川県総合リハビリテーションセンター　研究部
 
○横

よこやま

山　　修
おさむ

1、丸谷　守保2、鳥山　貴大2、浅井　直樹2、村田　知之3、
　山上　大亮1

【目的】完全対麻痺者7例に対し、外骨格型ロボット下肢装具Rewalkの安全性と効果について検
討した。【対象と方法】平均年齢37.9歳、神経学的レベルはT4 ～ L1、訓練前後での血圧、脈拍
及び訓練後にBorg scaleを評価した。また訓練中の有害事象、終了後に痙縮、しびれ、疼痛、
排便について聞き取り調査を実施した。【結果】血圧と脈拍は訓練前126.5/75.9 、80.1回/分、訓
練後は124.9/75.7、94.3回/分、Borg scaleは平均13.3（12.5 ～ 14.3）、有害事象は擦過傷1例でパッ
ドなど使用、筋肉内出血1例でアライメント再調整、手関節、手掌部の痛み7例は歩行とともに
改善した。痙縮を認めた4例中4例、疼痛を認めた4例中2例、しびれを認めた6例中3例が軽減
し、排便は3例で排便時間が短縮した。【考察】外骨格型ロボット下肢装具Rewalkは皮膚やアラ
イメント、手関節や手掌部の痛みへの配慮が必要である。また、痙縮、疼痛、しびれ、排便に
効果がある可能性がある。
 

Keyword： 外骨格型ロボット（Robotic exoskeleton)、効果（Effectiveness)、対麻痺（Paraplegia)

 

ロボットスーツ/ロボット装具A	 11月10日（木）・第2会場　11：00～11：40

座長	 陳　隆明（兵庫県立リハビリテーション中央病院　リハビリテーション科）
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	O1-2-16	 胸椎後縦靭帯骨化症に伴う重度脊髄障害に対する

後方除圧固定術＋ロボット治療
Posterior decompression with instrumented fusion plus robot therapy for severe 
myelopathy due to thoracic OPLL
 
筑波大学　医学医療系　整形外科

 
○藤

ふ じ い

井　賢
け ん ご

吾、安部　哲哉、久保田茂希、船山　　徹、山崎　正志

【目的】胸椎後縦靭帯骨化症（OPLL)に対する後方除圧固定術では脊髄症の改善が緩徐である。
本研究では、術後早期からHALを用いた歩行訓練を併用した。

【方法】対象は4例、手術時平均年齢58歳、術前日整会点数は平均2.3/11点であった。術後平均
31日より両脚HALを用いた60分の歩行訓練を週2-3回計10回行った。導入時・訓練終了時の歩
行能を10m歩行試験、Walking Index for SCI II （WISCI2)で評価した。

【結果】歩行速度は4.0倍、歩行率は2.7倍、歩幅は1.5倍改善し、WISCI2は全例で改善した。日
整会点数改善率は3 ヵ月57%、6 ヵ月64%、9 ヵ月69%、1年71%であった。

【考察】術後早期にHAL訓練を導入した事で、我々の過去の報告（3 ヵ月改善率: 36.7%）に比し
て、早期に脊髄症の改善が得られていた。

【結語】重度胸椎OPLLに対する後方除圧固定術にHAL訓練を併用することで、早期の脊髄症改
善が得られる可能性がある。
 

Keyword： 胸椎後縦靭帯骨化症（Thoracic OPLL)、ロボット歩行訓練（robot therapy)、重度脊髄障害（severe myelopathy)

 
	O1-2-15	 ロボットスーツ HALと吊り下げ式免荷装置を用いた

脊髄損傷患者への歩行訓練の工夫と問題点
Application of the Robot Suit HAL and body weight-supported device for SCI 
patients:Ingenuity and Problems
 
北海道中央労災病院　せき損センター
 
○山

やまもと

本　昌
まさあき

明、佐藤　貴一、戸渡富民宏、松本　聡子、須田　浩太

当院では平成26年4月よりロボットスーツHAL（以下、HALと略す）を導入し、吊り下げ式免
荷装置を用いて脊髄損傷患者に対し、受傷後早期より歩行訓練を行っている。急性期脊髄損傷
患者では数々の合併症に注意し、医学的治療、看護ケア、各種検査、通常のリハビリテーショ
ンと平行して歩行訓練を行わなければならず、組織的な工夫が必要である。当院では部署内に
歩行チームを発足し、訓練時間とは別の時間に歩行訓練を集中的に行っている。しかしながら
当院のHAL保有数は一台で、時間的な制約から患者一人につき週一回程度しか歩行訓練を行っ
ていない。また、全ての適応症例において改善が見られるわけではなく、症例の慎重な選別が
必要である。診療コスト（平成28年6月時点で脊髄損傷者に対するHALの診療は無報酬）やマ
ンパワー（歩行にセラピストが2名必要）の問題もあり、今後も検討する必要がある。
 

Keyword： ロボットスーツHAL（Robot Suit HAL)、吊り下げ式免荷装置（body weight-supported device)、
 歩行訓練（gait training)
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	O1-2-18	 脊髄損傷に対する同種 HLAホモ接合型ヒト iPS細胞由来神経幹 /

前駆細胞移植における HLA適合の臨床的意義
The clinical significance of HLA matching in allogeneic HLA homozygous human iPS 
cell-derived neural stem/progenitor cell transplantation for spinal cord injury
 
1慶應義塾大学　医学部　整形外科、2慶應義塾大学　医学部　生理学
 
○尾

お ざ き

崎　正
まさひろ

大1,2、名越　慈人1、松本　守雄1、岡野　栄之2、中村　雅也1

【目的】脊髄損傷に対するiPS細胞由来神経幹/前駆細胞（iPSC-NS/PCs)移植治療では、HLAホ
モ接合型ドナー由来iPS細胞を用いたHLA適合他家移植を想定している。本研究の目的は、ヒ
ト由来iPSC-NS/PCs移植におけるHLA適合の臨床的意義をin vitro で評価することである。【方
法】日本人で最も高頻度に認められるHLAホモ接合型ドナーから樹立されたiPSC-NS/PCsと、
HLA-A, -B, -DR適合および不適合健常被験者の末梢血単核球（PBMCs)を用い、混合リンパ球反
応試験（MLR)を行って比較検討した。【結果】HLA不適合条件でのPBMCsの増殖活性は、HLA
適合条件と同等であった。iPSC-NS/PCsは濃度依存的に、PBMCsの増殖活性を抑制した。【結
論】iPSC-NS/PCs移植ではHLA適合、不適合に関わらず免疫反応が低くなることが予想され、
iPSC-NS/PCsが有する免疫抑制効果が要因と考えられた。MLRによる免疫反応予測の妥当性
は、臨床応用開始後にさらなる検証が必要である。
 

Keyword： iPS細胞由来神経幹/前駆細胞（iPSC-NS/PCs)、HLA適合移植（HLA-matching transplantation)、
 混合リンパ球反応試験（mixed lymphocyte reaction)

 
	O1-2-17	 急性脊髄損傷に対する顆粒球コロニー刺激因子を用いた

神経保護療法　医師主導治験
Granulocyte colony-stimulating factor-mediated neuroprotection for acute spinal cord 
injury: phase 3 clinical trial
 
1千葉大学　大学院医学研究院　整形外科学、2筑波大学　整形外科
 
○國

こ う だ

府田正
ま さ お

雄1、古矢　丈雄1、飯島　　靖1、斉藤　淳哉1、北村　充広1、
　山崎　正志2

【目的】顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF）の脊髄損傷に対する治療効果を明らかにすべく施行
中の医師主導治験につき、進捗を報告する。【方法】対象は受傷後48時間以内の頚髄損傷（AIS 
BまたはC）である。受傷後48時間にランダムに2群に割付け、二重盲検下にG-CSFを400μg/
体表面積m2×5日間点滴静注、対照群はプラセボを同様投与。主要評価項目は投与終了3 ヶ月
後のASIA motor score変化量（獲得点数）である。症例数は各群44例、合計88例の予定であ
る。日本医師会治験促進センターからの臨床試験・治験促進事業のご助成のもと全国19施設に
て治験を施行中で、6月26日までに20例がエントリーされた。【結論】本治験にてG-CSFの脊髄
損傷に対する治療効果を明らかにできれば、現在推奨しうる薬物療法のない脊髄損傷に対する
我が国発の新規治療法となりうる。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、治験（clinical trial)、神経保護（neuroprotection)

 

再生医療・マーカー	 11月10日（木）・第2会場　13：00～13：40

座長	 國府田　正雄（千葉大学大学院医学研究院整形外科）
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	O1-2-20	 車いすハーフマラソン頚髄損傷選手における

レース時血中脳由来神経栄養因子の変化
Brain-derived neurotrophic factor during wheelchair half marathon race in athletes 
with cervical spinal cord injury
 
1和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学、
2横浜市立大学 医学部 リハビリテーション科学、3社会医療法人恵愛会 大分中村病院
 
○石

い し だ

田　和
か ず や

也1、中村　　健2、尾川　貴洋1、西村　行秀1、中村　太郎3、田島　文博1

【目的】脳由来神経栄養因子（BDNF)は、神経細胞の生存・成長・シナプス形成などに作用する
液性蛋白物質である。健常者においては血中BDNFが運動により上昇することが報告されてい
る。しかし頚髄損傷者では運動よるBDNFの血中動態は不明な点が多い。今回、頚髄損傷者の
車いすハーフマラソン前後で血中BDNFを測定し検討したので報告する。【方法】車いすハー
フマラソンで完走した頚髄損傷（頚損)9名と胸腰髄損傷者（脊損)8 名を対象とした。レース前
日、直後、1 時間後のBDNFを測定した。【結果】レース前日のBDNFは頚損では脊損と比較し
て有意に低値であった。直後は頚損、脊損ともに前日より有意に上昇した。1 時間後にはレース
前日のレベルとなった。BDNFの上昇の程度は頚損と脊損で有意な差がなかった。【考察】頚損
のBDNFは安静時に脊損より低値であったが、車いすハーフマラソンでの運動負荷によって上
昇し、その程度は脊損と差がないことが分かった。
 

Keyword： 脳由来神経栄養因子（BDNF)、頚髄損傷（cervical spinal cord injury)、
 車いすスポーツ（wheelchair sports)

 
	O1-2-19	 神経再生治療における当院のリハビリ経験

Rehabilitation intervention of the nerve regenerative medicine
 
1那智勝浦町立温泉病院　リハビリテーション科、
2和歌山県立医科大学　リハビリテーション科、3大阪大学　脳神経外科
 
○吉

よしおか

岡　和
い ず み

泉1、中村　　健2、坂野　元彦1、大西諭一郎3、岩月　幸一3、
　田島　文博2

【目的】自家嗅粘膜移植による損傷脊髄機能の再生治療は2012年に厚生労働省から先進医療とし
て認められ、その移植手術が既に実施されている。同粘膜の再生能力に着目した新しい治療方
法であるが、四肢機能の回復にはその再教育が必要であり、長期間のリハビリ介入が必須とな
る。当院ではこの移植術後のリハビリを担当しており、今回は2014年までに当院で行った実際
の訓練内容とその成果について報告する。【方法】対象は受傷後6 ヶ月以上経過した完全対麻痺
者3名（年齢33.0±7.5歳、男:女=2:1、障害レベルT5-T12、AIS-A 3名)。【結果】転院時には両
下肢とも随意収縮を認めなかった。理学療法が処方され、長下肢装具を用いた歩行訓練、筋電
図を用いたバイオフィードバック訓練を1年かけて行った。その結果、2名で両側の大腿四頭筋
で随意収縮を認めた。【考察】神経再生治療が普及するにあたり、その後のリハビリ介入におい
て当院での経験が貢献できると考える。
 

Keyword： 神経再生治療（nerve regenerative medicine)、リハビリテーション（rehabilitaion)、
 嗅粘膜移植術（olfactory mucosal transplantation)

 



-  143  -

 

 
	O1-3-2	 排尿筋圧が持続する排尿筋過活動と脊髄疾患の関連について

Detrusor overactivity with continuous high pressure in spinal cord lesion
 
1獨協医科大学病院　排泄機能センター、2獨協医科大学病院　臨床検査センター、
3獨協医科大学病院　看護部
 
○柴

し ば た

田　千
ち は る

晴1,2、加賀　勘家1、和久井大輔3、内山　智之1、山西　友典1

【背景】排尿筋過活動（DO）にはいくつかの出現パターンが報告されており、排尿に至るかど
うか、収縮の回数などで分類されている。【目的】排尿筋圧（Pdet）の持続時間（持続膀胱容
量）に注目し、Pdetが持続するDO例を抽出し、脊髄障害の部位に特異性がみられるのか検討
を行った。【対象】当院でビデオウロダイナミクスを施行しPdetが持続するDOが見られた男
性7例（平均年齢49±18.4歳）を対象とした。【方法】尿流動態検査は注射用水を使用し、注入
速度50mL/分で施行した。【結果】対照群のDO出現膀胱容量は平均159.9±106.1mLであり、
最大Pdetは平均61.7±23.7cmH2Oだった。排尿筋圧の持続膀胱容量は平均132.7±50.6mLだっ
た。4例で頚髄疾患、3例で胸髄疾患が考えられた。Pdet上昇時の筋電図上昇は4例、膀胱頸部
開大は1例で観察された。【結語】排尿筋過活動は頚髄、胸髄疾患で排尿筋圧の持続時間が長く
なる可能性が示唆された。
 

Keyword： 排尿筋過活動（detrusor overactivity)、膀胱容量（bladder capacity)、
 ビデオウロダイナミクス（video-urodynamics)

 
	O1-3-1	 多発性硬化症と視神経脊髄炎における下部尿路症状の違い

The difference in lower urinary tract symptoms between multiple sclerosis and 
neuromyelitis optica
 
1千葉大学大学院　医学研究院　神経内科学、2千葉大学大学院　医学研究院　泌尿器科学
 
○山

やまもと

本　達
た つ や

也1、森　　雅裕1、布施　美樹2、内山　智之1

【目的】多発性硬化症（MS)と視神経脊髄炎（NMO)は中枢神経の炎症性疾患である。NMOで
はMSと比較し長大な脊髄病変をきたし、運動・下部尿路症状ともに高度であると考えられる
が、MSとNMOの下部尿路症状の違いはよくわかっていない。そこで我々はアンケート調査
を行い、下部尿路症状の違いを検討した。【方法】MS・NMO患者に対し、過活動膀胱質問票
（OABSS)、国際前立腺症状スコア（IPSS)よる評価を行った。MS 34名、NMO 14名であった。
評価は寛解期に行い、神経症状はEDSS （Expanded Disability Status Scale）で評価した。【結
果】OABSSはMS 2.7±2.5点、NMO 3.4±2.7点、IPSSはMS 5.4±4.7点、NMO 8.8±7.8点であ
りNMOで高い傾向にあったが有意差は認めなかった。項目別では夜間頻尿のみNMOで有意に
多かった。IPSS QOLはMS 2.2点、NMO 3.6点でありNMOで有意に高かった。【結語】NMOは
MSと比較し下部尿路症状が高度である傾向が認められ、QOL低下の一因と考えられた。
 

Keyword： 多発性硬化症（multiple sclerosis)、視神経脊髄炎（neuromyelitis optica)、
 下部尿路症状（lower urinary tract symptoms)

 

神経因性膀胱A	 11月10日（木）・第3会場　9：00～9：45

座長	 石塚　修（信州大学医学部泌尿器科学教室）
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	O1-3-4	 （症例）尿閉が先行した転移性脊椎腫瘍の 1例

Spinal tumor with urinary retention as initial symptom
 
1獨協医科大学　排泄機能センター、2獨協医科大学　神経内科
 
○内

うちやま

山　智
ともゆき

之1、加賀　勘家1、山西　友典1、平田　幸一2

尿閉の原因として、脊椎・脊髄疾患があるが、下部尿路機能障害（LUTD)で先行することは多
くない。今回、急性の尿閉で発症し、転移性脊椎腫瘍が一因であると考えられた1例を経験した
ので報告する。症例は初老の男性。尿閉にて泌尿器科を受診。泌尿器科的な異常を認めず、原
因不明の診断。神経疾患の関与の鑑別のため、当センターに紹介受診。問診上、尿閉のほか、
体の各部を訴えがあるのみであった。診察上も、両下肢の腱反射がやや活発以外、異常所見は
認められなかった。病変部位の推測ができないまま、脊椎・脊髄疾患による可能性を考え、脊
椎のMRIを撮影したところ、上位胸椎に変形および信号変化が認められた。加えて精査期間中
に両下肢の脱力および起立困難が出現した。各種所見から、転移性脊椎腫瘍と診断。尿閉や体
の痛みの一原因と考えられた。脊椎・脊髄疾患では、時にLUTDで先行することがあり、注意
する必要があると思われた。
 

Keyword： 尿閉（urinary retention)、脊椎腫瘍（spinal cord tumor)、
 下部尿路症状（lower urinary tract dysfunction)

 
	O1-3-3	 脊椎変性疾患患者に行う尿流量測定に対する看護師の意識調査

A consciousness study of nurses about uroflowmetries for patients with spinal  
degenerative disease
 
1藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター、2修文大学 看護部看護学科
 
○入

いりさわ

澤　祥
さ ち こ

子1、松村恵美子1、赤堀千佳子1、粕谷恵美子2、花北　順哉1、
　大竹　安史1

【目的】脊椎変性疾患患者の神経因性膀胱の評価に当院では2011年よりフロースカイ（FS）
BVI6100を導入し、入院時と術後7日目に排尿障害の他覚的所見を得るため流量測定・残尿測定
を実施している。この検査において、検査に従事する病棟看護師の意識を調査し、病棟看護の
質向上に役立てることを目的とした。【方法】看護師にインタビューを実施し、研究目的に沿う
ものを抽出しコード化、意味・内容の類似性に沿ってカテゴリー化した。【結果】166のコード
を抽出した。FSに関しては使用目的・患者への配慮・看護師の感想の3つ、BVIに関しては看
護処置の判断材料・患者の安楽・看護師の感想・使用目的の4つ、両者に関しては検査の正確
性・看護師の感想・検査を受ける患者に対する看護師の感想の3つのカテゴリーを抽出できた。

【結論】2つの機器は看護判断・患者援助に役立つ。今後さらに看護の質向上のために検査結果
に対する理解を深めることが課題である。
 

Keyword： 脊椎変性疾患（spinal degenerative disease)、尿流量測定（uroflowmetry)、
 残尿測定（measurement of residual urine volume)
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	O1-3-6	 頸髄損傷の横断性障害度と徐脈の発生日

The onset day of bradycardia in the impairment scale of the cervical spinal cord  
injury
 
1秋田赤十字病院　整形外科、2秋田大学大学院　整形外科
 
○石

いしかわ

河　紀
のりゆき

之1、佐藤　千晶1、宮腰　尚久2、島田　洋一2

【目的】頚髄損傷後の徐脈は遅発することが知られている。頸髄損傷の横断性障害度と徐脈の初
発日の関係を調べた。【対象と方法】2008 ～ 2013年に受傷後24時間以内に入院した頚髄損傷の
うち、AIS3以上の重度合併症の無い75例を対象とした。男性56名女性19名、平均60.0歳であ
る。初診時のASIA Impairment Scale はA：13、B：2、C：21、D：39例であった。脈拍数54
／分以下を徐脈とした。同49以下が持続する場合、薬物治療を行った。【結果】徐脈は全体の
46.7%で発生した。 初発日は受傷当日から第12病日で、最多発症日は第4病日であった。第6病
日までに89％（31/35）が発症した。ASIA障害度別には、Aは2 ～ 12病日に1 ～ 4例、Bは5病
日に1例、Cは1 ～ 5病日に1 ～ 3例、10病日に1例、Dは1 ～ 6病日に1 ～ 4例発症した。 【まとめ】
横断性障害度が高い場合、徐脈が遅発して発症する可能性がある。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、徐脈（bradycardia)、発症（onset)

 
	O1-3-5	 頸髄損傷の横断性障害度と徐脈の発生頻度

Frequency of bradycardia in the impairment scale of the cervical spinal cord injury
 
1秋田赤十字病院　整形外科、2秋田大学大学院　整形外科
 
○佐

さ と う

藤　千
ち あ き

晶1、石河　紀之1、宮腰　尚久2、島田　洋一2

【目的】頚髄損傷後の徐脈は心停止に至ることもある。頸髄損傷の横断性障害度と徐脈の発生
頻度を調べた。【対象と方法】2008 ～ 2013年に受傷後24時間以内に入院した頚髄損傷のうち、
AIS3以上の重度合併症の無い75例を対象とした。男性56名女性19名、平均60.0歳である。初
診時のASIA Impairment Scale はA：13、B：2、C：21、D：39例であった。脈拍数54 ／分以
下を徐脈とした。同49以下が持続する場合、薬物治療を行った。【結果】徐脈は46.7%（35例）
で発生した。自然回復したものは45.7%（16例)で、その徐脈持続期間は平均1.9日であった。 
54.7%（19例)では徐脈が持続し薬物治療を要した。 ASIA障害度別の発症頻度は Aは92.3％、
Bは50.0％、Cは57.1％、Dは25.6％であった。薬物治療を要したものはA75.0%、B100%、
C50.0％、D30.0％であった。【まとめ】横断性障害度が高いほど徐脈発生頻度が高い。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、徐脈（bradycardia)、頻度（frequency) 

 

脊髄損傷・自律神経過反射/嚥下	 11月10日（木）・第3会場　9：45～10：25

座長	 緒方　徹（国立障害者リハビリテーションセンター）
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	O1-3-8	 胃瘻造設を要した頸髄損傷患者の特徴

Characteristics of patients with gastrostoma after cervical spinal cord injury
 
独立行政法人労働者健康安全機構　総合せき損センター　整形外科
 
○林

はやし

　　哲
て つ お

生、前田　　健、植田　尊善、芝　啓一郎

頚髄損傷では、呼吸筋の麻痺や交感神経遮断に伴う分泌物の増加により、肺炎の頻度は高い。
特に誤嚥性肺炎は難治性であり致命的な合併症であるが、摂食障害による栄養状態の悪化も起
こりうる。以前、我々は、急性期頸髄症患者298例を検討し、嚥下障害の危険因子は、高齢・重
篤な麻痺（ASIA impairment scale AもしくはB)・気管切開であると報告した。嚥下障害の多く
は、一過性であり改善するが、胃瘻の造設を要する症例も存在する。本研究の目的は、頸髄損
傷発症後に、胃瘻を造設した患者の特徴を検討することである。
2012年6月より2014年12月まで当センターへ入院した頸髄損傷患者のうち、胃瘻が必要となっ
た症例は8例であった。そのうち、2例は延髄に至る脊髄の萎縮を認め、2例は巨大な前縦靭帯
骨化を呈していた。残りの4例は後咽頭腔幅の拡大を認めた。
 

Keyword： 嚥下障害（dysphagia)、胃瘻（gastrostoma)、頸髄損傷（cervical spinal cord injury)

 
	O1-3-7	 頚髄損傷後の徐脈の薬物治療

Medical treatment of bradycardia after cervical spinal cord injury
 
1秋田赤十字病院　整形外科、2秋田大学大学院　整形外科
 
○石

いしかわ

河　紀
のりゆき

之1、佐藤　千晶1、宮腰　尚久2、島田　洋一2

【目的】頚髄損傷後の徐脈の治療は、侵襲的にペースメーカーを要すことがある。当院では新
しい薬物治療を倫理委員会を経て導入し効果を得ている。その成績を評価した。【対象と方法】
2008 ～ 2013年に受傷後24時間以内に入院した頚髄損傷のうち、AIS3以上の重度合併症の無い
75例を対象とした。脈拍数54 ／分以下を徐脈とし、同49以下が持続する場合、薬物治療を行っ
た。【結果】徐脈は46.7%（35例）で発生し、そのうち54.7%（19例)では徐脈が持続し薬物治療を
要した。 ASIA障害度別にはA：75.0％、B：100％、C：50.0％、D：30.0％であった。アミノフィ
リンを持続静注し、18例では投与開始24時間以内に脈拍数は上昇した。 1例は徐脈が改善せず、
さらにシロスタゾールを投与し改善を得た。初診時平均HR68.1が徐脈時平均HR46.7となり、回
復時平均HR60.6であった。 【まとめ】薬物治療は有効で安全である。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、徐脈（bradycardia)、薬物治療（medical treatment)
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	O1-3-10	 （症例）C3頚髄損傷完全四肢麻痺人工呼吸器管理女児が 2歳受傷時から

普通小学校卒業にいたるまでの報告
A successful story since traffic accidental injury in a 2 years old girl with complete C3 
tetraplegia until her graduation from elementary school
 
1和歌山県立医科大学附属病院　リハビリテーション部、
2和歌山県立医科大学　リハビリテーション医学
 
○小

こ い け

池　有
ゆ み

美1、寺村　健三1、尾川　貴洋2、石田　和也2、西村　幸秀2、
　田島　文博2

2歳女児。親の運転するワンボックスカー後部座席（補助シート)に着座時、前方からトラック
と正面衝突、CPA状態で当院救急搬送。GCS:E4TVM1、CTでC5/6離解と左脛骨骨折認め、人
工呼吸器管理下でハローベスト装着、左下肢シーネ固定となった。受傷後5日目からICUにて四
肢ROM訓練開始。8日目に頸椎後方固定術施行、座位保持装置を用いた座位練習が追加された。
11日目開眼、14日目に泣く表情がみられ、46日目小児科病棟に転棟、180日目に携帯型人工呼
吸器装着下で自宅退院となった。その後も当科でフォローされ、就学に向けて移動・学習手段
獲得のために4歳で電動車いす作成、マウススティックでのパソコン操作と書字練習も行い、骨
盤帯支持付き長下肢装具と起立台を作成後は自宅でも立位姿勢保持が可能となった。7歳で地元
の小学校入学し、通学は母親が送迎、学校では教員が支援に当たり、小学校卒業となった。
 

Keyword： 頸髄損傷（cervical spinal cord injury)、就学（School attendance)、人口呼吸器（mechanical ventilation)

 
	O1-3-9	 当院における頚髄損傷に対する超急性期から ADL向上を見据えた

作業療法について
Occupational therapy for persons with cervical spinal cord injury started from staying ICU
 
1和歌山県立医科大学附属病院リハビリテーション部、2和歌山県立医科大学附属病院看護部、
3和歌山県立医科大学リハビリテーション医学
 
○寺

てらむら

村　健
けんぞう

三1、小池　有美2、西山　涼子2、石田　和也3、西村　行秀3、
　田島　文博3

当院では、集中治療室で人工呼吸器管理中の頚髄損傷者に対して、ADL向上のために作業療法
士（OT）が超急性期から介入している。その時期には、救命治療に必要である人工呼吸器や輸
液ルートなどの医療デバイスが装着されているため、リハビリ遂行の阻害因子ともなる。自助
具や福祉機器を用いた環境設定が得意であるOTは、様々な医療デバイスがある中でも効果的
なリハを提供できる。したがって、個別に環境を整え、必要に応じて訓練ができる道具を作製
し、リハビリを遂行している。そして、医師の診察のもと座位、立位、車いす散歩といった離
床や合理的な負荷・頻度の運動を実践し人工呼吸器離脱を図っている。並行してADL訓練と環
境設定により人工呼吸器離脱と同時にADLの改善に努めている。その結果、人工呼吸器離脱や
残存筋力の向上といった身体機能の改善のみならず、2012年以降のC5・6頚髄損傷者において
は集中治療室退室時に9人中4人が食事動作を獲得した。
 

Keyword： 頚髄損傷（cervical spinal cord injury)、超急性期（very acute phase)、作業療法（occupational therapy)

 

脊髄損傷・呼吸筋麻痺	 11月10日（木）・第3会場　10：25～11：00

座長	 笠井　史人（昭和大学江東豊洲病院）
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	O1-3-12	 （症例）Klippel	Feil症候群に伴う上位頚椎奇形により

中枢性呼吸障害を呈した 1例
A case of central breathing disorder due to malformation of high cervical spine with 
Klippel Feil Syndrome
 
東邦大学医療センター佐倉病院整形外科
 
○山

やまもと

本景
けいいちろう

一郎、高橋　　宏、宮本　卓弥、寺島　史明

【症例】60歳男性。数年前より歩行障害を自覚。今年に入り増悪し、両手指巧緻運動障害、呼
吸障害も自覚したため当科紹介受診。神経学的には、左半身の痺れ、感覚鈍麻を認め、箸は不
可能で、四肢深部腱反射は亢進し、JOAスコアは6/17であった。また、術前ポリソノムグラ
フィーでは中枢性睡眠時無呼吸パターンを呈していた。X線ではC2-3、C6-7癒合椎とC1後弓低
形成を認め、MRI、CTMではC3/4 4/5高位での脊髄圧排に加え、低形成のC1後弓による延髄
脊髄移行部での圧排像も認めた。手術はC4-5椎弓形成、C2-3部分椎弓切除、C1後弓切除を施行。
術後は脊髄症状、呼吸障害とも改善し、術後1 ヵ月ポリソノムグラフィーでは中枢性睡眠時無
呼吸は消失し、術後半年の経過観察時ではJOAスコア12/17、改善率54.5%と経過良好である。

【結語】Klippel Feil症候群に伴う上位頚椎奇形により中枢性呼吸障害を呈し、除圧術により脊髄
症、呼吸障害の改善を認めた1例を経験した。
 

Keyword： 頚髄症（cervical myelopathy)、奇形（malformation)、呼吸障害（breathing disorder)

 
	O1-3-11	 （症例）人工呼吸器依存型高位頸髄損傷者を職業復帰へ導いた 1例

A Case Report: Vocational Rehabilitation for a Individual with Complete High Spinal 
Cord Injury using Ventilation
 
北海道中央労災病院せき損センター　中央リハビリテーション部
 
○佐

さ と う

藤　航
こうへい

平、戸渡富民宏、小松　　幹、松本　聡子、須田　浩太

【はじめに】人工呼吸器依存型高位頸髄損傷患者に対し、職業復帰が前提の独居退院ができた症
例から、復職につなげる作業療法のアプローチについて報告する。【症例】20代男性、転落で受
傷、C5脱臼骨折・AIS A・NLI C5が二次的麻痺の上行により人工呼吸器管理となる。延髄に及
ぶ損傷のため離脱は困難となる。受傷後2年経過しAIS A, NLI C3, SCIM 3点（顎式電動車椅子
駆動は可能・ADL全介助）で、各種の在宅支援医療サービスを利用しサービス付き高齢者住宅
に住み復職を果たした。【考察】高位頸髄損傷者の職業復帰は困難とされ完全四肢麻痺の復職率
は1.9%、職業種別復帰率について建築土木では1.3%といわれている。若年高位頸髄損傷者の社
会復帰・職業復帰には、事例に応じたきめ細かい訓練内容の調整と、しっかりとした環境整備
が不可欠であり、作業療法訓練の果たす役割は重要である。
 

Keyword： 高位頚髄損傷（Complete High Spinal Cord Injury)、人工呼吸器（Ventilation)、
 社会復帰（Vocational Rehabilitation)
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	O1-3-14	 （症例）バクロフェン髄注療法を導入後に妊娠・出産し得た 1例

A case of pregnant woman treated by intrathecal bacrofen therapy
 
1順天堂大学　医学部　脳神経外科、2新百合ケ丘総合病院　脊椎脊髄末梢神経外科
 
○原

はら

　　　毅
たけし

1、尾原　裕康2

【背景】妊婦へのバクロフェン髄注療法は実臨床の場では極めて稀であり、妊産婦、胎児への影
響については不明な点が多い。国内で最初となった妊娠可能年齢の女性にバクロフェン髄注療
法を導入し、妊娠・出産し得た症例を報告する。

【症例】30歳女性、職業は看護師。12年前より段階的に進行するflexion myelopathyに対して
頚椎前方除圧固定術を施行し、一時改善も両下肢痙性が徐々に増悪しModified Ashworth Scale 
（MAS) 3の痙縮、疼痛、排尿障害が出現した。ポンプシステム導入後、痙縮はMAS2と改善、
膀胱留置カテーテルから離脱した。2年後結婚、妊娠し、帝王切開にて出産に至った。カテーテ
ルの断裂や逸脱はみられず、児に胎内中のバクロフェン曝露により懸念された離脱症状や筋緊
張の異常は認めなかった。

【考察・結論】妊娠出産が可能な女性に対するITB療法導入は、分娩後バクロフェン投与中の授
乳を避けさせるなど制約も多く、主治医の慎重な選択が必要である。
 

Keyword： バクロフェン髄注療法（intrathecal bacrofen therapy)、妊娠（pregnancy)、
 無抑制神経因性膀胱（spastic bladder dysfunction)

 
	O1-3-13	 重度痙縮に対する ITB療法の中長期成績

Long-term intrathecal baclofen (ITB) therapy for severe spasticity of spinal origin
 
総合せき損センター　整形外科
 
○河

か わ の

野　　修
おさむ

、植田　尊善、益田　宗彰、高尾　恒彰、坂井　宏旭、芝　啓一郎

【目的】当センターで一貫して治療を行ったITB療法の中長期成績を報告すること。【対象と方
法】術後1年以上経過観察した35例を対象とした。経過観察期間は平均6年（1年～ 13年7 ヶ
月）であった。Ashworth scaleの変化およびバクロフェン投与量の変化を調べて痙縮コントロー
ルを評価した。また合併症に関しても調査した。【結果】Ashworth scaleは術前平均3.26点、最
終時1.38点であり良好にコントロールされていた。MS進行例、重症筋無力症併発例、不全頸髄
損傷例の3例で投与量の著明減量あるいはポンプ停止を行っていた。6年以上経過の2例で薬剤
耐性が疑われ、投与モード変更で対処した。ポンプトラブルが1例、カテーテルトラブルが2例
存在し、再手術を要した。カテーテルの硬膜下誤挿入が1例、手術創感染が1例あった。【結論】
ITB療法の中長期成績は諸家の報告と比較しても概ね良好であった。
 

Keyword： ITB療法（ITB Therapy)、重度痙縮（Severe spasticity)、長期成績（Long-term outcome)

 

痙縮とバクロフェン髄注・痛みと脊髄電気刺激/くも膜下鎮痛法	 11月10日（木）・第3会場　11：00～11：40

座長	 植田　尊善（総合せき損センター）
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	O1-3-16	 （症例）脊椎腫瘍の難治性疼痛に BKPとくも膜下鎮痛法の併用が

奏功した 1例
A case of intractable pain due to metastatic spinal tumor successfully treated with 
continuous intrathecal administration of opioids and balloon kyphoplasty
 
1信愛会　脊椎脊髄センター、2川崎医科大学附属川崎病院　脳神経外科
 
○眞

ま な べ

鍋　博
ひろあき

明1、三好　康之2、福田　美雪1、佐々木伸洋1、上田　茂雄1、
　寶丸　　稔1

【目的】オピオイド全身投与では疼痛コントロール困難な肺癌の多発性脊椎転移による難治性疼
痛の患者に対して、椎体形成術（balloon kyphoplasty 以下BKP）と持続脊髄くも膜下鎮痛法を
併用し良好な経過を得た症例を経験したので報告する。

【方法と結果】症例は63歳男性。肺癌の多発脊椎転移による難治性疼痛のコントロール目的で当
科紹介となった。すでに放射線治療とオピオイドを中心とした薬物治療を継続していたが、傾
眠状態でこれ以上の鎮痛薬の増量は困難な状態であった。BKPを2回に分けて6椎体に行い2回
目のBKPの際に腰椎からくも膜下カテーテルとポートを造設した。モルヒネとブピバカインの
持続くも膜下注入を行い十分な鎮痛効果（NRS1-2)が得られた。最終的に術後3か月後に死亡さ
れたが、それまで痛みのコントロールは良好であった。

【結論】BKPと脊髄くも膜下鎮痛法は脊椎多発転移の難治性痛に対して有用な方法と考えられた。
 

Keyword： くも膜下鎮痛法（intrathecal administration)、BKP（balloon kyphoplasty)、
 転移性脊椎腫瘍（metastatic spinal tumor)

 
	O1-3-15	 （症例）ITB療法を施行した頚髄損傷患者および脳出血患者の歩行解析

Gait analysis for the cervical cord injury patient and cerebral bleeding patient with 
intrathecal baclofen therapy
 
1市立砺波総合病院　リハビリテーション科、2金沢医科大学　リハビリテーション科、
3金沢大学　リハビリテーション科
 
○高

た か ぎ

木　泰
やすたか

孝1、影近　謙治2、八幡徹太郎3

【目的】頚髄損傷患者および脳出血患者の痙縮に対して髄腔内バクロフェン療法（ITB療法）施
行前後の歩行能力を歩行解析装置にて評価した。

【対象および方法】54歳、男性、頚髄損傷および63歳、女性、脳出血後に対して三次元動作解析
VICON（vicon motion system社）を用いて解析した。

【結果】2例とも歩行は改善し各パラメーターで改善を認めた。頚髄損傷患者では歩行速度の著
明な改善（約3倍）を認めた。

【考察】バクロフェン投与により拮抗筋の不随意な収縮が抑制され分離運動が向上する。バクロ
フェンの投与量を調整することで下肢の支持性を保ちながら分離運動を向上させることができ
た。また痙縮の程度を調整しながらリハビリテーションを行うことで歩行能力が改善したと考
えた。

【結論】頚髄損傷患者および脳出血患者にITB療法を行い、歩行解析を行った。各パラメーター
で改善を認め、歩行能力は改善した。
 

Keyword： 歩行解析（gait analysis)、ITB療法（intrathecal baclofen therapy)、痙縮（spasticity)
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	O1-3-17	 （症例）高周波刺激による脊髄刺激療法を行った FBSSの 1例

A case with failed back surgery syndrome treated by high frequency spinal cord 
stimulation
 
1札幌麻生脳神経外科病院　脳神経外科、2北海道大学　脳神経外科
 
○矢

や の

野　俊
しゅんすけ

介1、笹森　　徹2、関　　俊隆2、飛騨　一利1

脊髄刺激療法（SCS）は慢性神経障害性疼痛に有効な外科治療であるが、無効例や効果減弱例
もある。このような例に対し、新たな方法として高周波刺激が注目されている。今回、通常の
SCSで効果が減弱したFBSS例に対し、高周波刺激を行った1例を経験したので報告する。

【 症 例 】68歳 男 性。2回 の 腰 椎 術 後、 右 下 肢 痛 が 残 存 し、 通 常 のSCS（Sure scan system, 
Medtronic)を施行。初期効果はあったが、術後1.8年で効果が減弱したため、parameterを高周
波（1000Hz）に変更した。半年後、疼痛はやや軽減に留まったが、これまでできなかった事が
できるなど活動性が高まった。SF-36v2による評価では、術前や通常のSCS後と比べ、身体機
能、全体的健康感、社会生活機能で改善が得られた。

【結論】症例の積み重ねが必要だが、本例からは高周波刺激の作用機序として疼痛内側系経路
を介した情動や疼痛認知への関与を支持するもので、疼痛治療の一法として期待される結果で
あった。
 

Keyword： 腰椎術後疼痛症候群（failed back surgery syndrome)、高周波刺激（high frequency stimulation)、
 脊髄刺激療法（spinal cord stimulation)
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	O1-3-19	 脊髄機能モニタリングにおける脊髄電気刺激・筋誘発電位の有用性

The usefulness of muscle evoked potential after electrical stimulation to the spinal 
cord in the intraoperative spinal cord monitoring
 
1和歌山労災病院　整形外科、2愛徳医療福祉センター
 
○安

あんどう

藤　宗
むねはる

治1、玉置　哲也2

【目的】脊髄電気刺激・筋誘発電位〔Sp（E)-MsEP〕を用いた脊髄機能モニタリングを施行し、
有用性を検討した。

【方法】症例は2症例で、1例は胸椎OPLL ,OLFの後方除圧固定術、もう1例は癲癇を有する患
者で、胸椎OLFに対する後方除圧術においてSp（E)-MsEPを用いた脊髄機能モニタリングを施
行した。

【結果】2症例とも下肢から筋電位が記録でき術中電位の変化はなく術後神経症状の悪化もなかっ
た。1例では大脳電気刺激・筋誘発電位〔Br（E)-MsEP〕を併用したが術中に電位が低下し回復
が見られなかった。

【考察】現在脊髄機能モニタリングにはBr（E)-MsEPが多く用いられているが、癲癇を有する患
者では使用できず、’fade`の問題も指摘されている。今回の症例ではSp（E)-MsEPは安定して記
録でき’fade`も見られなかった。
 

Keyword： 脊髄機能モニタリング（intraoperative spinal cord monitoring)、
 脊髄電気刺激・筋誘発電位（muscle evoked potential after electrical stimulation to the spinal cord)、
 胸椎黄色靱帯骨化症（OLF of thoracic spine)

 
	O1-3-18	 経頭蓋電気刺激による運動誘発電位モニタリングにおける

血圧低下と false	positiveとの関係の検討
Examination of the relations with blood pressure decrease and the false positive in 
motor evoked potentials elicited by transcranial electrical stimulation
 
名古屋大学　医学部　脳神経外科
 
○吉

よしかわ

川　哲
さ と し

史、西村　由介、江口　　馨、福岡　俊樹

【目的】脊椎脊髄疾患手術の術中モニタリング（IOM)において、false positiveがしばしば問題に
なる。以前の当科での後方視的な検討では、false positive例では術中血圧が有意に低かった。
今回我々は、ラットを用いて血圧低下とTcMEPモニタリングのfalse positiveとの関係を検討し
た。【方法】生後12 ～ 14週（350 ～ 450g)のラットを用いた（n=20,コントロール群10,血圧低下
群10)。麻酔下に血圧を測定しながらTcMEPモニタリングを行い、TcMEPモニタリングの振
幅を調べた。【結果】コントロール群と比較して血圧低下群では血圧低下時も血圧が再上昇して
からもTcMEPモニタリング振幅の低下を認めた。運動機能に差はなかった。【結論】血圧低下
群ではfalse positiveが多かった。false positiveを防ぐため、導入時、術中の血圧低下を防ぐ必
要がある。また、機序としては、脊髄における微細な循環障害が予想され、裏付けのためのさ
らなる研究が必要である。
 

Keyword： 術中モニタリング（IOM)、TcMEPモニタリング（false positive)、血圧低下（TcMEP)

 

術中モニタリング・機能的電気刺激	 11月10日（木）・第3会場　13：00～13：30

座長	 安藤　宗治（和歌山労災病院整形外科）
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	O1-3-20	 脊損用 FESサイクリングにおける代謝効率の検討

Examination of the metabolism efficiency in the FES cycling for spinal cord injured 
individuals
 
1秋田大学医学部附属病院リハビリテーション科、
2秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座
 
○松

まつなが

永　俊
と し き

樹1、斉藤　公男1、岩本　陽輔2、島田　洋一2

【目的】脊損下肢に機能的電気刺激（FES）によりサイクリング運動を行うFESサイクリング
は、フィットネス向上に有用である。サイクリング時の代謝効率を健常人による解析から検討
したので報告する。【方法】健常成人男性10例（平均年齢21歳）を対象に、随意運動とFESで
サイクリング運動を実施したときの代謝効率比較した。FESは、大腿四頭筋とハムストリング
スを被刺激筋とし、周波数20Hz、刺激強度約25mAで実施した。サイクリング時間は各々 10分
間とし、代謝効率（%)は、クランク軸内臓ひずみゲージにより入力される機械パワー（W）を
計測し、呼気ガスの酸素消費量より求めた代謝パワー（W）との比により算出した。【結果】代
謝効率は、随意運動で約20%、FES運動で約10%となった。【結論】FESサイクリングでは通常
サイクリング時の約50%の代謝効率でのエクササイズが可能と思われる。今後は脊損例での検
討を進め、有効な負荷量設定等の指標としていきたい。
 

Keyword： 脊髄損傷（Spinal cord injury)、FESサイクリング（FES cycling)、代謝効率（Metabolism efficiency)
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	O1-3-22	 ラット脊髄損傷モデルに対する

Cutamnesine（選択的シグマ受容体 1型作動薬）の後肢麻痺回復促進効果
Effects of cutamesine on recovery from spinal cord injury in rats
 
1千葉県千葉リハビリテーションセンター、2千葉大学大学院医学研究院整形外科学
 
○丹

た ん じ

治　千
ち ひ ろ

尋1、古矢　丈雄2、國府田正雄2

【目的】脊髄損傷（SCI)に対するリハビリテーション（リハ）は、神経可塑性による神経回路再
構成を通じて運動機能回復を促進しうる。シグマ1受容体作動薬cutamesine（cut）は神経突起
伸長作用を持つので、SCI後リハとの併用により神経可塑性を促進し更なる機能回復が期待され
る。cutとリハの併用療法開発の第一歩として、SCIに対してcutを投与した。【方法】ラット脊
髄圧挫損傷モデルを作成し、損傷後2週時、2群にランダムに振り分け、cut 3.0mg/kgまたは同
量の生理食塩水を1日1回、2週間皮下投与した。運動機能評価にはBBB scoreとCatWalkを用
いた。【結果・考察】cut単独投与ではコントロール群に比較し行動学的に改善を認めなかった。
組織学的評価及び、リハとの組み合わせによる機能回復相乗効果について検討中である。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、cutamesine（cutamesine)、機能回復（functional recovery)

 
	O1-3-21	 コレシストキニン B受容体 (CCKBR) は

神経再生へプラスに関与している
The positive role of cholecystokinin B receptor (CCKBR) in nerve regeneration
 
浜松医科大学　整形外科
 
○三

み は ら

原　唯
ゆ う き

暉、長谷川智彦、大和　　雄、戸川　大輔、松山　幸弘

【目的】末梢神経損傷により神経細胞は励起状態となる。 更に損傷が加わると軸索再生が著しく
促進するconditioning effectは脊髄再生の鍵と考えられている。 今回、 坐骨神経損傷によりマウ
ス後根神経節（DRG)において発現が10倍以上上昇する遺伝子CCKBRの神経再生への関与につ
いて検討した。 【対象と方法】8週齢のC57BL/6Jを用いて坐骨神経損傷後5日でL3-5のDRG神
経細胞培養を行い、 17時間培養した神経細胞でCCKBRのアゴニスト（CCK8S)、 アンタゴニス
ト（LY225910)を用いた機能獲得、喪失実験を行った。【結果】CCKBRアンタゴニスト投与によ
るconditioning後の培養神経細胞での 喪失実験では軸索伸長が有意に抑制された（P=0.03)。【結
語】CCKBRはconditioning effectにおける軸索伸長効果に関与している可能性が示唆された。
 

Keyword： コレシストキニン（cholecystokinin)、神経再生（nerve regeneration)、
 後根神経節（dorsal root ganglion)

 

基礎研究A	 11月10日（木）・第3会場　14：00～14：40

座長	 三原　唯暉（浜松医科大学　整形外科）
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	O1-3-24	 ラット圧迫性脊髄症モデルの作成

Development of a model of chronic compressive myelopathy in a rat
 
千葉大学大学院医学研究院整形外科学
 
○飯

いいじま

島　　靖
やすし

、古矢　丈雄、齊藤　淳哉、北村　充広、國府田正雄

【目的】緩徐膨張性のシート等を利用し圧迫性脊髄症を再現するモデルが諸家より報告されて
いる。本研究の目的はモデル作成のためのシートの厚さ、膨張率の最適な条件を検討すること
である。【方法】SDラット8週齢を使用し、第4-5頚椎椎弓下に水膨張性シートを挿入した。対
象はシート膨張率2倍（厚さ0.5mm、0.7mm）、膨張率3.5倍（厚さ0.5mm、0.7mm）を各々挿
入する群、control群の合計5群（各群n=10）を作成した。行動評価として、上肢運動をFLS 
score（0-17)、下肢運動をBBB score（0-21)で行い、各群間の比較を行った。【結果】膨張率2倍
シートの2群で作成6週後より緩徐進行性の脊髄症を認め、作成後12週で平均FLS scoreは 14、
平均BBB scoreは 18と低下していた。一方、膨張率3.5倍シートの2群では、作成後一時的に四
肢麻痺を認めたのみあった。【考察】慢性圧迫性脊髄症モデルには、膨張率2倍シートが適切で
あった。
 

Keyword： 圧迫性脊髄症（chronic compressive myelopathy)、ラット（rat)、モデル（model)

 
	O1-3-23	 マウス鼠径部脂肪組織由来Muse細胞の樹立

Isolation of multilineage-differentiating stress-enduring(Muse)cells from mouse adipose 
tissue
 
弘前大学　大学院　医学研究科　整形外科学講座
 
○新

に と べ

戸部陽
よ う し ろ う

士郎、熊谷玄太郎、和田簡一郎、田中　利弘、石橋　恭之

【目的】近年、ヒト由来非腫瘍形成性の多能性成体幹細胞であるMuse細胞は再生医療への応用
が期待されているが、再生医療研究のプラットフォームとして有用なマウスでは、Muse細胞を
樹立した報告は渉猟し得ない。本研究の目的はマウス脂肪組織からMuse細胞を単離できるか検
討することである。【対象および方法】6週齢の雌C57BL/6マウスの鼠径部から採取した脂肪組
織にコラゲナーゼ処理を行い、間葉系幹細胞（MSCs)を単離、培養した。3回継代後にFACSに
てCD34陰性CD105陽性SSEA3陽性のMuse細胞を単離した。【結果】両側鼠径部から採取でき
た脂肪組織は平均0.279g/匹であり、単離できた接着細胞数は3.27x106/匹であった。FACSで分
離したCD34陰性CD105陽性のMSCsは4.3%、細胞数は1.34x105/匹であった。そしてそのうち
SSEA3陽性の細胞の割合は0.1%、細胞数は3.27x103/匹であった。【結語】マウス鼠径部脂肪組
織からMuse細胞を単離することに成功した。
 

Keyword： Muse細胞（Muse cells)、マウス（Mouse)、脂肪組織（adipose tissue)
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	O1-3-26	 Resting-state	fMRIによるマウス脊髄損傷後の大脳皮質可塑性の評価

Analysis of Cortical Plasticity after Spinal Cord Injury in Mice Using Resting State-
fMRI
 
1慶応大学　医学部　整形外科、2慶応大学　医学部　生理学
 
○松

まつばやし

林　紘
こうへい

平1、名越　慈人1、松本　守雄1、岡野　栄之2、中村　雅也1

【目的】脊髄損傷後に脳が可塑的に変化することが近年報告されているが、脳の機能的連絡
の変化について詳細に検討した報告はない。本研究の目的は、覚醒下のマウスresting-state 
fMRI（rs-fMRI)を構築し、脊髄損傷後の脳の機能的変化を明らかにすることである。【方法】成
体雌C57/BL6マウスのTh9/10レベルに脊髄損傷モデルを作製し、損傷前と損傷後の覚醒下rs-
fMRIを用いて、脳の機能的変化を検討した。【結果および考察】脊髄損傷前の覚醒下rs-fMRIに
て大脳での機能的な神経連絡を確認することができた。また、脊髄損傷前後で脳内の機能的神
経連絡を比較し、損傷後の機能回復とともに、大脳皮質一次運動野と一次感覚野の機能的神経
連絡が増強していく傾向を認めた。本研究結果より脊髄損傷後に大脳皮質レベルで運動・感覚
機能の双方が密接に連絡し、機能回復へ寄与している可能性が示唆された。
 

Keyword： rs-fMRI（rs-fMRI)、脊髄損傷（Spinal Cord Injury)、可塑性（plasticity)

 
	O1-3-25	 頸髄損傷モデルラットに対する運動野刺激と脊髄刺激の併用療法

Combined theta burst stimulation of motor cortex and transspinal direct current 
stimulation in rats promote coticospinal tract outgrowth and motor recovery
 
1慶應義塾大学生理学教室、2ニューヨーク大学
 
○篠

しのざき

﨑　宗
むねひさ

久1,2

脊髄損傷後に運動機能を回復させる方法の一つとして、残った運動線維からのスプラウティン
グを増やすことが挙げられる。今回我々は、頸髄軽度圧座損傷モデルラットにおいて、シータ
バースト波（iTBS）による運動野刺激と脊髄直流陰極電気刺激（DC）を組み合わせて治療を
行った。 iTBSは両側大脳運動野前肢領域に硬膜外電極を用いて行い、DCはC5レベルの皮膚
電極より行った。両者とも損傷後10日後より10日間、1日30分行った。両群において白質の残
存CSTの数が増すほど灰白質の軸索長は長くなったが、この傾向は治療群においてより顕著で
CST軸索あたり約2倍の増加が認められた。同様に、治療群においてCSTのaxon varicosityに
おいても増加が認められた。 IBB scoreによる運動機能評価では、損傷後6週の時点で治療群に
おいてより回復が認められた。頸髄軽度挫滅モデルラットにおいて、運動野刺激と脊髄直流刺
激は残存CSTの伸長を促し、運動機能を回復させる。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、皮質脊髄路（corticospinal tract)、電気刺激（electrical stimulation)

 

基礎研究B	 11月10日（木）・第3会場　14：40～15：10

座長	 篠﨑　宗久（慶應義塾大学生理学教室）
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	O1-3-27	 硬膜外電気刺激と吊り下げ式免荷トレッドミルトレーニングを

併用した重度脊髄損傷歩行再建の試み
Combinational rehabilitation with epidural spinal cord stimulation and body weight 
support treadmill training for severe spinal cord injury
 
千葉大学　大学院医学研究院　整形外科
 
○齊

さいとう

藤　淳
じゅんや

哉、古矢　丈雄、飯島　　靖、北村　充広、大鳥　精司、國府田正雄

【目的】本研究の目的は、重度脊髄損傷モデルに対する硬膜外電気刺激と免荷式トレッドミル
歩行トレーニング併用療法による歩行再建の効果を明らかにすることである。【対象・方法】SD
ラット雌8週齢10匹を用いて脊髄切断モデルを作成した。2週間経過し麻痺が安定したところで
2群に分け、一方の群には硬膜外電気刺激併用下で吊下げ式免荷トレッドミル歩行トレーニング
を4週間（1日30分、週5日)施行。もう一方の群は吊下げ式免荷トレッドミル歩行トレーニング
のみ施行。両群の後肢運動機能をBBB scoreにてトレーニング開始前、開始後2週、4週の時点
で評価した。また、トレーニング開始後4週に腰膨大部の組織学的評価を行った。【結果】各時
点において、両群間でのBBB scoreの有意差は認めなかった。【結論】硬膜外電気刺激の効果に
つき更なる検討中である。
 

Keyword： 脊髄損傷（spinal cord injury)、リハビリテーション（rehabilitation)、
 硬膜外電気刺激（epidural spinal cord stimulation)
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	O1-3-29	 歯突起骨折を伴う環軸椎後方脱臼の 3例

Odontoid fracture with posterior atlantoaxial dislocation; three case reports
 
八戸市立市民病院
 
○山

やまうち

内　大
たいせい

生、末綱　　太、入江　伴幸

軸椎歯突起骨折は交通事故などの高エネルギー外傷により発生しやすく、前方脱臼を来すこと
が多い。環軸椎後方脱臼は比較的稀である。今回、外傷による軸椎歯突起骨折を伴う環軸椎後
方脱臼の3例を経験した。症例1は16歳女性。受傷機転は交通事故。主訴は頚部痛。症例2は78
歳男性。受傷機転は転倒。主訴は頚部痛。症例3は87歳男性。受傷機転は転倒。主訴は両上肢
麻痺、頚部痛3例とも頭蓋直達牽引を施行、症例1はMagerl法にBrooks法を併用したC1/2後方
固定術。症例2はC1-3の後方固定にC1/2 Gallie変法を併用した。症例3は後頭骨-C3の後方固定
術を施行した。環軸椎後方脱臼の整復は比較的困難であり、頭蓋直達牽引による整復が不能な
ことがあり、観血的整復が必要となる。症例1は整復に時間を要し、症例2はHalo-vest装着後
転位を来たし、3は整復不能であった。文献的考察を加え報告する。
 

Keyword： 環軸椎脱臼（atlantoaxial dislocation)、歯突起骨折（dens fracture)、後方脱臼（posterior dislocation)

 
	O1-3-28	 C2，C3病変に対する後方拡大形成術における除圧範囲決定方法

laminoplasty
 
千葉徳洲会病院　脳神経外科
 
○北

きたはら

原　功
い さ お

雄

【目的】脊髄圧迫部位がC2 ～ C3に存在している場合、C0-2レベルでの除圧が必要となる。こ
の後方拡大形成術における除圧範囲の決定方法の有用性について報告する。【対象】C2除圧術を
加えた25例を対象とした。手術時年齢は平均65.5歳で、男女比1:2.4。術後追跡期間は平均4.2年
である。除圧範囲の有用性は、形態的圧迫の有無と臨床症状について検討した。術後の改善は
JOA scoreを用いた。【方法】除圧範囲決定の方法を図で示す。【結果】ADL障害は25例、後頚
部痛は23例、肩こりは22例にみられた。JOA scoreは術前平均10.5点が術後平均17.3点であっ
た。【考察】C0またはC1よりC7またはTH1までの椎弓拡大形成術となる。臨床成績は全例ADL
の改善。頚部痛の軽減と肩こりの軽減をみた。本方拡大形成術における除圧範囲方法は有用で
あった。
 

Keyword： 上位頚椎（upper cervical)、除圧範囲（decompresiion)、椎弓形成術（laminoplasty)

 

頭蓋頚椎移行部/上位頚椎A	 11月10日（木）・第3会場　15：15～15：50

座長	 花北　順哉（藤枝平成記念病院）
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	O1-3-31	 （症例）椎歯突起骨折後 40年以上経過したのち生じた

神経障害についての検討
Progressive myelopathy after over forty years old odontoid fracture
 
獨協医科大学　整形外科
 
○司

し ば

馬　　洋
よう

、稲見　　聡、森平　　泰、竹内　大作、種市　　洋

軸椎歯突起骨折Anderson type-iiの偽関節率は高く頚椎固定術が推奨されている。歯突起骨折後
40年以上経過し生じた神経障害を経験したので報告する。【症例1】68歳男性18歳時に転落受傷。
66歳時の追突事故を契機に頚部痛悪化、68歳時に四肢痙性麻痺が出現し当科受診した。【症例2】
63歳男性 20歳時に交通事故にて受傷。63歳時に誘引なく頚部痛と四肢痙性麻痺の進行を呈し当
科受診した。単純X線上ではAnderson type-ii骨折、 MRIではC1/2レベルでT2強調像での高輝
度髄内病変を呈していた。偽関節状態にある歯突起は頚椎屈曲の際に歯状靭帯により、大後頭
孔へ引き込まれる。繰り返されるmicromotionにより、偽関節の歯突起部は徐々に前方へ移動し
軸椎基部との距離は増大したと予想される。一方上位頚髄障害では中下位頚髄障害と異なり髄
節症状が捉えにくく、脊髄障害が高度となり索路症状が出現して初めて症候性となることが発
症に長期間を要する理由と考えられる。
 

Keyword： 偽関節（pseudarthrosis)、歯突起骨折（dens fracture)、遅発性麻痺（progressive myelopathy)

 
	O1-3-30	 環軸椎固定術後の骨癒合形態に関する検討環軸椎固定術後の骨癒合形態

に関する検討
The bony morphology pattern after atrantaxial fixation
 
1藤枝平成記念病院　脊髄脊椎疾患治療センター、2中村記念病院
 
○大

おおたけ

竹　安
やすふみ

史1,2、花北　順哉1、高橋　敏行1、南　　　学1

環軸椎固定後の良好な骨癒合率を述べた報告は散見されるが、その癒合形態や時期に関する報
告は少ない。【方法・対象】2004-15年に当科で手術を行い術後CTにて骨癒合を評価出来た23例
を対象とした。術式は椎骨動脈の走行を考慮し、症例毎に適切に選択した。CT評価は術後3か
月-1年の間、1-3年、3年以上の3点で評価を行い、同時点での動態レントゲン、VAS、JOAも
評価した。【結果】Magerl screwは18例（78％）に用いられた。3 ヶ月-1年時点では椎間関節/
椎弓間ともに癒合率は0％であった。1-3年では28.5％ /14.2％、3年以上では75％ /37.5％であっ
た。また、magerl screwのみに絞ると3年以降の時点で88％の椎間関節が癒合していた。癒合
は完成してはいないが、動態レントゲンでも不安定性は消失し、JOA、VASともに改善を認め
ていた。【結語】Magerl screwを用いたものでは椎弓間で骨癒合が得られなくても、制動作用は
あり3年以上の長期観察すると椎間関節での骨癒合が得られた。
 

Keyword： 環軸椎固定（Atlantoaxial fusion)、Magerl screw（Magerl screw)、骨癒合（Bone fusion)
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	O2-2-2	 頸髄 Zoom	DTIによる定量値の検討

The study of quantitative value on Cervical spinal cord Zoom DTI
 
小樽市立病院 医療技術部放射線室
 
○横

よこはま

浜　拓
た く み

実、岩崎　素之

【背景】局所励起を使用したDTI（Zoom DTI)は、頚髄領域のDTIでも安定した画質が得られ、
定量的評価に有用だと期待されているが、定量値（FA、ADC、λ1)の基準値に関する報告は
少ない。【目的】頚髄Zoom DTIによる定量値を高位ごとに計測し、基準値を決定する。【方
法】Zoom DTIで健常ボランティア10名を撮像し、高位別の定量値を測定した。撮像条件はb値
=600、TR/TE:4500ms/81ms、FOV=70×47（mm2)、matrix=72×46であった。ROIは白質、
灰白質の両方を含み、脳脊髄液を含まないようにした。【結果】頚髄のFA値は0.6前後の値を示
し、高位が下がるごとに減少する傾向が確認された。各高位では値に大きな差はなかった。測
定者間の値の差は小さかった。【考察】頚髄において、神経線維は高位が下がるにつれ脊柱管外
に走行し、密度が疎になるためFA値が下がったと考えられる。定量値の基準値を定義すること
で、頸髄圧迫病変に対する状態評価が可能になると示唆される。
 

Keyword： Zoom DTI（Zoom DTI)、FA（FA)、λ1（ADC)

 
	O2-2-1	 頸髄における Zoom	DTIの有用性

The advantage of Zoom DTI on Cervical spinal cord by quantitative assessment
 
小樽市立病院 医療技術部放射線室
 
○横

よこはま

浜　拓
た く み

実、岩崎　素之

【背景】Diffusion Tensor Imaging（DTI)は頸髄領域への応用が報告されているが、局所磁場不
均一による画像の歪みによる測定精度低下が懸念される。そのため、Small FOV imagingであ
るDTI（Zoom DTI)が提案されているが、従来法の定量値との比較を行った報告は少ない。【目
的】Zoom-DTIと従来法の定量精度の差について検討する。【方法】従来法とZoom-DTIで健常
ボランティア（35歳男性）を10回撮像し、高位別の定量値を測定、画像の歪みについて視覚
評価を行った。撮像条件はb値=600、TR/TE:4500ms/81ms、従来法:FOV=200×200（mm2)、
matrix=128×126、Zoom-DTI:FOV=70×47（mm2)、matrix=70×47であった。【結果】撮像方
法の違いにより定量値に差が見られた。従来法では下位頸椎レベルにおいて歪みが大きかった。
Zoom DTIでは頸髄全域において歪みが少ない画像が得られた。【考察】信頼性の高い頚髄定量
評価を行うために、Zoom DTIが有用と考えられた。
 

Keyword： Zoom DTI（Zoom DTI)、FA（FA)、λ1（ADC)

 

新しい画像検査	 11月11日（金）・第2会場　9：00～9：40

座長	 堀　正明（順天堂大学医学部放射線診断学講座）
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	O2-2-4	 脊髄損傷対麻痺例の大脳下肢運動領域の形態的・機能的変化：

安静時 fMRIと VBMによる検討
Anatomical and functional changes of lower limb motor cortex in paraplegic spinal 
cord injury: analysis of resting-state fMRI and VBM
 
1千葉県千葉リハビリテーションセンター　リハビリテーション療法部、
2千葉県千葉リハビリテーションセンター　診療部
 
○村

むらやま

山　尊
た か し

司1、高浜　功丞1、飯塚　正之2

脊髄損傷後に生じる中枢神経系の形態的・機能的変化は、脊髄だけでなく大脳領域でも生じる
ことが報告されているが、下肢運動機能との関連性を調べたものはない。今回、脊髄損傷対麻
痺例の大脳下肢運動領域の機能的結合（Functional connectivity；FC）と大脳灰白質の体積を
MRIで調べた。対象は、脊髄損傷対麻痺5名（脊損群）と健常者6名。安静時fMRIで両下肢一
次運動感覚領域（L-SM1）のFCと、VBM （voxel-based morphometry）を用いて大脳灰白質体
積を評価し両群間で比較した。結果は、脊損群でL-SM1と他運動関連領域のFC低下および、上
頭頂小葉（SPL）や視覚野とのFC増加を認めた。VBMは、脊損群でL-SM1の体積減少と、SPL
などの体積増加を認めた。下肢運動機能障害に伴う大脳領域での可塑的・代償的変化を反映す
る結果と示唆される。今後は、不全麻痺例との比較や、歩行訓練などのリハビリテーション介
入前後の変化を調べる。
 

Keyword： 機能的結合（functional connectivity)、VBM（Voxel-based morphometry)、
 下肢運動機能（lower limb function)

 
	O2-2-3	 脊髄 Diffusion	Tensor	Imaging(DTI) による

頚部脊髄症の手術の予後予測
Diffusion tensor imaging can predict surgical outcomes of patients with cervical 
compression myelopathy
 
千葉大学大学院　医学研究院　整形外科学
 
○北

きたむら

村　充
みつひろ

広、飯島　　靖、齊藤　淳哉、古矢　丈雄、大鳥　精司、國府田正雄

【目的】頚部脊髄症の術前拡散テンソル画像（DTI)パラメータ（Fractional anisotropy値：FA
値）と手術予後の相関を明らかにすること。

【対象と方法】対象は頚部脊髄症に対してDTI撮像のうえ手術を施行し、術後6 ヵ月観察可能で
あった20名である。術前DTIによる頸髄圧迫部におけるFA値と術後6か月時日本整形外科学
会頚髄症治療判定基準（JOAスコア）改善率及び獲得点数の関連を調査した。

【結果】術前DTIによるFA値とJOAスコア改善率・獲得点数の間に中等度の相関を認めた。
JOAスコア改善率50％以上または獲得点数3点を成績良好と定義し、良好な成績を術前DTIに
よるFA値で予測しうるかをReceiver Operating Characteristic 解析にて行ったところ、高い精
度で予測可能と考えられた。

【結論】頚部脊髄症の術前DTIによるFA値は手術の予後予測に有用である可能性が示された。
 

Keyword： 拡散テンソル画像（Diffusion tensor imaging)、FA値（Fractional anisotropy)、
 手術予後（prediction of surgical outcomes)
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	O2-2-6	 （症例）出血発症の頸髄海綿状血管腫に合併したアトピー性脊髄炎の一例

A case of atopic myelitis with cervical cavernous angioma
 
信愛会脊椎脊髄センター
 
○福

ふ く だ

田　美
み ゆ き

雪、寳小丸　稔、佐々木伸洋、黒田　昌之、上田　茂雄、眞鍋　博明

【はじめに】アトピー性脊髄炎は、近年のアトピー性疾患の激増に伴い注目されている脊髄炎で
ある。今回我々は出血発症の頸髄海綿状血管腫の増大と共に発症したアトピー性脊髄炎の1症例
を経験したため、報告する。【症例】35歳女性。くも膜下出血で発症した頸髄海綿状血管腫が増
大傾向で手術待機中、血管腫の周囲に多発性の頸胸髄髄内高信号病変を認めた。精査にてネコ
皮屑特異的IgEの上昇を認め、アトピー性脊髄炎と診断、ステロイドパルス療法にて症状は速や
かに改善した。その後海綿状血管腫が更に増大したため血管腫の摘出を行い、血管腫内への好
酸球浸潤を確認した。【考察】アトピー性脊髄炎はなんらかの方法で血液中のアレルギー反応が
脊髄へ波及して発症すると考えられているが、発症機序は明らかでない。今回の症例では出血
により頸髄にて血液脳関門が破綻しており、中枢神経へのアレルギー反応の波及に関与してい
ると考えられた。
 

Keyword： アトピー性脊髄炎（atopic myelitis)、海綿状血管腫（cavernous angioma)、頸髄（cervical)

 
	O2-2-5	 （症例）パーキンソン病患者における腰椎圧迫骨折に対する

椎体固定によるインプラント障害にて治療に難渋した一例
A case in which implant failure was triggered by vertebral fusion for lumbar 
compression fracture in a patient with Parkinson's disease
 
平和病院　脳神経外科　横浜脊髄脊椎センター
 
○野

の な か

中　康
やすおみ

臣、田村　睦弘

72歳女性、転倒によるL2粉砕骨折。既往に10年来のパーキンソン病を認め軽度骨粗鬆症
（YAM 80％）を認めた。臨床症状は腰痛、両下肢特に左に強い大腿を中心とした下肢痛認めた。
2か月安静からの仙骨周囲褥瘡形成も認めた。保存治療抵抗性にて手術を検討するが比較的大き
な深い褥瘡を認めたため手術創の汚染、癒合不全を考慮し骨折周囲の短椎体固定を目的に前方
支柱の作成の為NuVasive社のXCoreを用い固定。手術はL2前方アプローチにて人工椎体固定
及びL1-3領域の後方除圧固定を施行。術後経過良好であったが2週間後から腰痛、下肢痛の再
燃認め精査。インプラント周囲椎体の圧潰骨折を認め固定を行ったインプラントの脱転みとめ
た。そのため腸骨より自家骨を採取、再手術施行。術後硬性コルセットで外固定、褥瘡の外科
的治療も施行、数週間で自家骨の椎体との癒合を認め何とか固定を確認できた。パーキンソン
病の骨粗鬆症は数値で測れないと実感した症例であった。
 

Keyword： パーキンソン病（parkinson disease)、骨粗鬆症（Osteoporosis)、粉砕骨折（burst fracture)

 

内科的脊髄脊椎疾患A	 11月11日（金）・第2会場　9：40～10：10

座長	 福武　敏夫（亀田メディカルセンター　神経内科）
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	O2-2-8	 （症例）一過性の対麻痺を認めた高血糖高浸透圧症候群の 1例

A case report of transient paraplegia in hyperglycemic hyperosmolar syndrome
 
1能代厚生医療センター　整形外科、2秋田大学大学院　整形外科
 
○安

あんどう

藤　　滋
しげる

1、宮腰　尚久2、島田　洋一2

24歳男性。主訴は両下肢脱力による歩行不能。口渇があり清涼飲料水を多飲していた。誘因
なく両下肢脱力が生じ歩行不能になり受診。既往歴なし。知覚障害なし、膀胱直腸障害なし。
MMTで腸腰筋2、大腿四頭筋3、前脛骨筋4の筋力低下を認め、下肢深部腱反射は軽度亢進して
いた。脊椎MRIで脊髄圧迫、脊髄梗塞所見なく、頭部検査で脳梗塞所見なし。採血検査で血糖
値698 mg/dl、HbA1c 10.5 %、血漿浸透圧 358 mOs/l、pH 7.4と未治療の2型糖尿病と高浸透圧
性脱水が認められ高血糖高浸透圧症候群（以下HHS）と診断した。脱水補正とインスリン投与
を行うと麻痺は回復した。検査と経過から神経内科疾患も否定されHHSによる一過性対麻痺と
考えられた。HHSの症状は意識障害、けいれん、片麻痺など精神神経障害が多いことが特徴だ
が対麻痺が初発症状となった報告例はない。HHSは画像所見を認めない麻痺の鑑別疾患となり
うる。
 

Keyword： 対麻痺（paraplegia)、高血糖高浸透圧症候群（HHS)、糖尿病（diabetes melitus)

 
	O2-2-7	 （症例）腰部脊柱管狭窄症と鑑別が困難であった

慢性炎症性脱髄性多発神経炎が疑われた 1例
A case of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy which was difficult to 
differentiate from lumbar canal stenosis
 
稲沢市民病院　脳神経外科
 
○山

やまもと

本　　優
ゆう

、中島　康博、梅林　大督、原　　政人

症例は73歳女性。主訴は歩行障害。既往は糖尿病、C型肝炎等。5 ヵ月前に腰痛と左下肢痛で発
症。近医でヘルニアと診断され保存的加療施行。下肢痛は消失したが、左下肢麻痺による歩行
障害が緩徐進行し紹介受診。左下肢の筋力低下（遠位に強い）、両下肢の腱反射消失を認めた。
感覚障害は認めなかった。腰椎MRIではL2/3のRedundant nerve rootsを伴う椎間板ヘルニア
と脊柱管狭窄、L4/5に脊柱管狭窄を認めた。脊柱管狭窄症による神経障害を疑いL2/3,4/5に対
して後方除圧術を施行した。筋力改善は軽度で、術後6週でリハビリ転院となった。術後21週
でリハビリ病院を退院後初診、左下肢の麻痺は進行、右下肢にも麻痺を認めた。脊柱管狭窄症
の病歴、神経所見とは合致せず、神経伝導検査、神経生検の結果から慢性炎症性脱髄性多発神
経炎（CIDP）を疑った。病初期からCIDPであった可能性があり、脊柱管狭窄症と鑑別が困難
であった本症例の末梢神経障害につき検討した。
 

Keyword： 腰部脊柱管狭窄症（lumbar canal stenosis)、慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP)、
 末梢神経障害（neuropathy)
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	O2-3-2	 複数回の手術を必要とした脊髄腫瘍に関する検討

Spinal cord tumor cases required multiple surgery
 
1浜松医療センター　整形外科、2浜松医科大学　整形外科
 
○安

や す だ

田　達
た つ や

也1、長谷川智彦2、大和　　雄2、小林　　祥2、戸川　大輔2、
　松山　幸弘2

脊髄腫瘍の手術症例のなかで再手術例の特徴について調査検討した。【対象と方法】2010年
から2016年までに脊髄腫瘍に対して施行された手術は113例であった。このうち同部位での
手術歴がある2回目以降の手術は12名18例で、これらの特徴について調査した。【結果】神
経鞘腫は3名であった。2名は後腹膜腔に伸展する巨大腫瘍が初回手術で全摘できず2回目手
術で全摘できた。1名は多発神経鞘腫で全摘が困難であり計5回の手術を施行された。上衣腫
は3名であった。いずれも初回手術で全摘が困難であり2回目手術となった。fibrosarcomaと
hemangiopericytomaが1名ずつ存在しており、剥離全摘困難であり再発を繰り返し複数回手術
が施行された。【考察】多発神経鞘腫やfibrosarcoma, hemangiopericytomaなどは、神経からの
剥離困難で再発を繰り返し複数回の手術が必要となり、病理学的な悪性度はそこまで高くても
治療に難渋することがある。
 

Keyword： 脊髄腫瘍（spinal cord tumor)、外科的切除（surgical resection)、複数回手術（multiple surgery)

 
	O2-3-1	 上位頚髄腫瘍の手術症例の検討

Analysis of surgically treated upper cervical spinal cord tumors
 
東海大学　医学部　医学科　外科学系　整形外科学
 
○加

か と う

藤　裕
ひろゆき

幸、檜山　明彦、酒井　大輔、佐藤　正人、渡辺　雅彦

【目的】当科で摘出術を施行した上位頚髄腫瘍症例の臨床像を検討したので報告する。
【対象】上位頚髄腫瘍の手術症例25例（男性17例、女性8例）を対象とした。手術時平均年齢は
57.2歳（22－80歳）で、術後経過観察期間は平均56.4か月（8－180か月）であった。

【結果】占拠部位は砂時計腫が19例、硬膜内髄外が5例、髄内が1例であり、組織型は神経鞘腫
が20例、髄膜腫が4例、上衣腫が1例であった。初発症状は頚部痛が15例、上肢のしびれが17
例であった。多くは後方単独手術で摘出可能であったが、4例で前方手術を追加した。4例に再
発が認められ、再手術を行った。3例で術後に後弯変形を認めた。

【考察】上位頚髄腫瘍では砂時計腫が多く、腫瘍の大きさに比して神経症状は軽度であるが、そ
れは解剖学的特徴によるものと考えられる。術後後弯発生例は軸椎全椎弓切除されており、片
側椎弓切除や椎弓形成などで付着筋群を温存することが重要である。
 

Keyword： 脊髄腫瘍（spinal cord tumor)、上位頚椎（upper cervical)、砂時計腫（dumbbell tumor)

 

脊髄腫瘍A	 11月11日（金）・第3会場　9：00～9：40

座長	 高安　正和（愛知医科大学　脳神経外科学講座）
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	O2-3-4	 脊髄円錐・馬尾神経鞘腫における臨床的特徴と手術成績

Clinical characteristics and surgical outcome: shwannoma arising from conus 
medullaris and cauda equina
 
1大阪市立大学大学院医学研究科　脳神経外科、2大阪市立総合医療センター　脳神経外科
 
○内

ないとう

藤堅
け ん た ろ う

太郎1、高見　俊宏1、山縣　　徹2、大畑　建治1

【はじめに】脊髄円錐・馬尾神経鞘腫の発生頻度は高く、手術治療効果は良好である。しか
し、両者を詳細に比較した報告は少ない。当科における臨床的特徴および手術成績を後方視的
に検討した。【対象と方法】最近9年間に手術加療した41例を対象とした。発生高位により、
Th12-L1/2レベル（脊髄円錐群：29例）およびL1/2レベル以下（馬尾神経群：12例）に分類し
た。歩行、運動麻痺、感覚障害および排尿障害の4項目について術前後の機能評価を行った。

【結果】術前運動麻痺と排尿障害は、脊髄円錐群でより悪い傾向にあった。両群ともに感覚障害
に対する治療効果は顕著であった。しかし、脊髄円錐群においては運動麻痺・排尿障害が強い
症例では、後遺障害が遷延する傾向にあった。【考察・結語】脊髄円錐近傍から発生する神経鞘
腫では、症状が顕在化・深刻化する傾向が見られた。脊髄実質障害の危険がより高いため、早
期診断・早期治療が望ましいと思われた。
 

Keyword： 脊髄神経鞘腫（Spinal schwannoma)、脊髄円錐（Conus medullaris)、馬尾神経（Cauda equina)

 
	O2-3-3	 脊髄腫瘍患者の術前と術後の身体機能変化の特性 (第 2報 )

Changes in physical functions before and after the surgery in patients with spinal cord 
tumor
 
1慶應義塾大学病院　リハビリテーション科、2慶應義塾大学 医学部　整形外科学、
3慶應義塾大学　医学部　リハビリテーション医学
 
○鈴

す ず き

木　徹
て つ や

也1、市川　雅彦1、岩波　明生2、大高　洋平3、中村　雅也2、
　里宇　明元3

【目的】脊髄腫瘍患者の術前、術直後、術後3か月以降の身体機能の変化を検討する。【対象】当
院で手術を施行した脊髄腫瘍患者87名（髄内腫瘍28名、髄外腫瘍59名)【方法】American Spinal 
Injury Association（ASIA) score、Walking Index for Spinal Cord Injury 2（WISCI2)、Barthel 
Index（BI)を術前、術直後、術後3か月以降に評価した。腫瘍局在と時間の関係を2元配置分散
分析で検討した。【結果】全項目で局在と時間の交互作用を認めた（ASIA運動（F（2,170)=7.0,p
＜0.01),感覚（F（2,170)=10.8,p＜0.01)；WISCI2（F（2,170)=14.5,p＜0.01)；BI（F（2,170)=10.6,p＜
0.01))。髄内腫瘍患者では術直後で全項目が有意な低下、術直後-3か月以降で感覚以外が有意な
改善を認めた。髄外腫瘍患者は術直後で歩行、ADLが有意な低下を示したが、3か月の時点で
は全項目が術前と比べ有意に改善した。【考察】髄外腫瘍患者では術前以上の機能を獲得できる
可能性が示唆された。
 

Keyword： 運動機能（motor function)、感覚機能（sensory function)、日常生活活動（ADL)
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	O2-3-6	 （症例）外傷性硬膜内血腫に対し緊急血腫除去術を施行した一例の

5年間の臨床経過
A case of traumatic spinal subarachnoid hematoma
 
1佐久総合病院　佐久医療センター　整形外科、2東京医科歯科大学　整形外科
 
○橋

はしもと

本　　淳
じゅん

1、黒佐　義郎1、大川　　淳2

外傷性硬膜内血腫を生じ、緊急血腫除去術を要した一例を経験し、術後5年を経過したため、報
告する。【症例】77歳女性。【既往】心房細動（ワルファリン内服)。転倒後に下肢麻痺が生じ、
受傷翌日に来院。両下肢しびれと腸腰筋以下MMT1-2程度の麻痺と尿閉を認めた。Th12椎体
骨折とTh12-L1脊柱管前面に硬膜内血腫を認め、同日緊急で血腫除去術を施行した。術後筋力
はMMT4程度まで改善したが、術後6日、背部痛を訴え、同部位の血腫再発と筋力低下を認め
た。緊急で血腫除去＋後方固定術を施行した。2度目の手術以降、徐々に筋力回復を認め、現在
術後5年で、血腫再発は認めず、下肢筋力はMMT4-5程度まで改善している。本患者は抗凝固
薬を内服しており凝固異常に伴い、軽微な外傷で硬膜内血腫を生じ麻痺を認めたが、緊急血腫
除去と早急な凝固異常の是正により麻痺の改善を認めた一例であった。
 

Keyword： 血腫（hematoma)、外傷（trauma)、硬膜内（subarachnoid)

 
	O2-3-5	 （症例）頭蓋外椎骨動脈解離の 1例

Extracranial Vertebral Artery Dissection
 
東邦大学医療センター大森病院整形外科
 
○鎌

かまくら

倉　大
だいすけ

輔、柘植新太郎、和田　明人、横山雄一郎、飯田　泰明、高橋　　寛

【症例】36歳女性、急性発症の右頸部痛を主訴に当院を受診した。頸部可動域制限や四肢神経
学的異常所見は認めなかったが、jackson testが陽性であった。頸部の単純レントゲンおよび単
純MRIでは明らかな異常所見を認めなかったが、3D-CTAで右椎骨動脈（第2頸椎の高位）に
1mm大の動脈瘤を認めた。脳神経外科で右椎骨動脈解離と診断され、4週間の保存的治療で動
脈瘤、狭窄ともに消退し、以後経過は良好である。【考察】椎骨動脈解離は40-50歳代の男性に
多く、外傷に起因するものと、線維筋性異形成やMarfan症候群などに合併する非外傷性のもの
に分けられ、年間発症率は10万人あたり1.0から1.5人である。本邦のSCADS-1登録調査では、
解離部位は頭蓋内椎骨動脈が63.4％と最も多く、頭蓋外椎骨動脈は5.3％であった。椎骨動脈解
離は頸部痛、めまい、背部痛など非特異的な症状をきたし見落としやすいため、診療の際には
注意を要する。
 

Keyword： 頭蓋外椎骨動脈解離（extracranial vertebral artery dissection)、頸部痛（neck pain)、
 非外傷性（nontrauma)

 

脊髄血管障害A	 11月11日（金）・第3会場　9：40～10：05

座長	 渡辺　雅彦（東海大学医学部外科学系整形外科学）
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	O2-3-7	 （症例）硬膜外麻酔が一因と思われた脊髄硬膜外血腫の 1例

A case of spinal epidural hematoma associated with epidural anesthesia
 
1日本医科大学　千葉北総病院　脳神経センター、2釧路労災病院　脳神経外科、
3日本医科大学　脳神経外科
 
○國

こ く ぼ

保　倫
り ん こ

子1、金　　景成1、井須　豊彦2、森本大二郎3、岩本　直高2、
　小林　士郎1

脊髄硬膜外血腫（SEDH）は特発性のほか、医原性の報告もある。今回我々は、硬膜外麻酔が一
因と推測されるSEDHの1例を経験したので報告する。症例は84歳女性、上行結腸がんに対し
全身麻酔下に腹腔鏡下結腸切除術を行う際、Th12/L1よりカテーテルを挿入し、硬膜外麻酔を
併用した。術後42時間後に対麻痺（右MMT3、左MMT1）および膀胱直腸障害を呈しており、
胸椎MRIにてTh11からL1の脊髄を左後方から圧迫する血腫を認めたため、同日、緊急胸椎後
方除圧術及び血腫除去術を施行した。異常血管はなく、医原性が示唆された。術後、対麻痺お
よび膀胱直腸障害は改善し、術後54日目に独歩自宅退院した。硬膜外麻酔の場合、術後の下
肢症状が、麻酔薬の影響によるものか否かの判断がつきにくいことがある。下肢の麻痺やしび
れ・疼痛などがある場合、本疾患の可能性を考慮し、診断及び治療を速やかに行うことが望ま
しいと考えられた。
 

Keyword： 脊髄硬膜外血腫（spinal epidural hematoma)、硬膜外麻酔（epidural anesthesia)、手術治療（operation)
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	O2-3-9	 短椎間頚椎前方固定に対するスタンド - アロン型椎体間ケ－ジの

使用成績
Anterior cervical short fusion using stand-alone intervertebral cage
 
中部ろうさい病院　整形外科
 
○伊

い と う

藤　圭
け い ご

吾、加藤　文彦、松本　智宏、井上　太郎、松本　太郎

【目的・方法】短椎間の頚椎変性疾患に対しての頚椎前方固定を自家腸骨のみ（Smith-Robinson
法（S-R）、国分法（K-B)）で行ってきたが、移植骨圧潰による矯正損失も多かった。今回、矯正
保持と固定が同時に行え、インプラントが直接食道に接しないスタンド－アロン型椎体間ケー
ジの使用を行ったので短期間であるが使用成績について検討。2006年から2016年6月までに一
椎間の前方固定を行った91例（S-R:36例、K-B:47例、Cage:8例）を対象。X-Pにて術前後、術後
2か月でのC2-7・局所の矢状面アライメント、椎間板高の変化を検討。

【結果】C2-7・局所矢状面アライメント、椎間板高の矯正損失量はそれぞれ、S-R:2.2度、8.0度、
3.2mm、K-B:2.5度、7.3度、2.3mm、Cage:0.6度、2.1度、0.2mmであった。椎間板高の損失は
Cage使用群において少なかった。

【結語】短期間ではあるが、椎体スタンド-アロン型ケージは椎間高保持に有用である。
 

Keyword： スタンドアロン型ケ－ジ（Stand-alone Intervertebral Cage)、
 頚椎前方固定（Anterior Cervical Fusion)、短椎間固定（Short Fusion)

 
	O2-3-8	 円筒型チタン製ケージによる頚椎前方除圧固定術

（keyhole	approach併用も含めた）の術後長期成績
Long term outcome after anterior cervical decompression and fusion using titanium 
cylindrical cages, with or without keyhole approach decompression
 
愛媛大学　医学部　脳神経外科
 
○松

ま つ い

井　誠
せ い し

司

【目的】我々は頚椎前方法として円筒型チタン製ケージを用いた固定術を行い、椎間板部分切
除による固定しない除圧術（keyhole approach)を症例によって併用してきたので、それらの術
後長期成績を検討した。【方法】2004年5月から4年間に前方法を行った頚椎症45例の内、術
後8年以上追跡出来た26例（年齢32 ～ 76歳、男性11例、追跡8 ～ 12年、ケージは41椎間、
keyhole approach併用は16例、20椎間）を対象に、NCSS、X線所見の前弯度、可動域、骨癒
合、隣接椎間板障害を検討した。【結果】NCSS改善率は約70％で、前弯度は5.2度から4.9度、可
動域は38.4度から29.2度に減少。骨癒合はケージ固定の35椎間（85.4％），keyhole approachの
3椎間（15％）に認め、症候性隣接椎間板障害5例（19.2％）に追加手術を要した。【考察】本法
の長期成績は比較的良好で、ケージ固定率は高くないが、keyhole approachの多くで可動性が
残り、前弯保持も可能で、隣接椎間板障害は年2％であった。
 

Keyword： 頚椎手術（cervical spine surgery)、前方法（anterior approach)、長期成績（long term outcome)

 

頚椎症・前方固定術A	 11月11日（金）・第3会場　13：00～13：40

座長	 中嶋　秀明（福井大学医学部器官制御医学講座　整形外科学領域）
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	O2-3-11	 頸椎前方固定術におけるケージ内充填素材の骨癒合の検討

Anterior cervical discectomy and fusion using cylindrical titanium cages with 
hydroxyapatite and B-tricalcium phosphate: early radiological assessment of bony 
fusion.
 
行岡病院　脳神経外科
 
○青

あ お き

木　正
まさのり

典

【目的】頚椎前方固定術におけるケージ内充填素材としてhydroxyapatite（HA)とβ-tricalcium 
phosphate （β-TCP)を使用し骨癒合について比較検討を行った。

【方法】2007年～ 2013年の間に当院で前方固定術を施行した31例のうちで、術後6 ヶ月以上の
画像follow upを行えた16例（18椎間）を対象とした。各症例とも同一椎間に2個の円筒型チタ
ンケージを用いてHAブロックとβ-TCPを充填したケージをそれぞれ使用し評価を行った。

【結果】男性11例、女性5例、平均年齢49.9歳。罹患椎間はC6/7:9例、C5/6:8例、C4/5:1例。椎
間板ヘルニアが10椎間、頚椎症3椎間、合併例5椎間。手術時間は平均3:19時間、出血量は平
均61.6ml。使用したケージのサイズは、8mm:4椎間、7mm:11椎間、6mm:3椎間。骨癒合率は、
6か月でHA群が38.4％、β-TCP群が53.8%。12か月でHA群が60％、β-TCP群が75%とβ
-TCP群の方が高かった。

【結語】HAとβ-TCP共に、良好な骨形成を認めた。
 

Keyword： 頸椎前方固定（Anterior cervical discectomy and fusion)、
 ハイドロキシアパタイト（hydroxyapatite)、ベータ3リン酸カルシウム（Beta-tricalcium phosphate)

 
	O2-3-10	 DFDDを用いた stand-aloneの ACDF術後 1年の巧緻運動機能と

C2-7	angleの経時的変化
Chronological Change of fine hand movement skill and C2-7 angle one year after 
anterior cervical discectomy and fusion using DFDD
 
小樽市立病院　脳神経外科
 
○岩

いわさき

崎　素
もとゆき

之

【はじめに】stand-aloneのACDFの術後経時的変化に関する報告は散見される。DFDDはglobal 
alignmentの重要性が問われる近年において有効なdeviceであると考えられる。【方法】対象は
22名（平均68.0歳、男女比14：8、1.14椎間）の術前からの経時的変化を1年後まで。手術時の
用手的平均矯正角は2°であった。画像評価はMRIにおける術前髄内高信号の有無、単純写真に
おけるdisc angle、C2-7 angle、subsidenceとした。機能評価項目はJOA、VAS arm、簡易上肢
機能検査（STEF）を用いた。jmp8を用いて解析した。【結果】術前にT2WI髄内高信号は13例

（59.1％）、平均C2-7 13.3°、JOA11.2、VAS 58.8であった。STEFおよび6MWTは術前の値と比
較して有意に改善していた。【結語】DFDDは頸椎前弯角をある程度短期的に維持する。椎間板
面に合わせたデザインは術式によっては必ずしもfitするかは議論の余地があるが、良好な機能
を獲得できており、今後も発展が期待される。
 

Keyword： DFDD（DFDD)、ACDF（ACDF)、C2-7 angle（C2-7 angle)
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	O2-3-13	 小切開頸椎椎弓形成術における手術手技の要点

Advantages of Minimally Invasive Spinal Procedure: 3-cm Skin Incision and 60 minutes 
of Cervical Expansive Open-door Laminoplasty offers less invasive experience
 
交野病院　信愛会脊椎脊髄センター
 
○上

う え だ

田　茂
し げ お

雄、福田　美雪、佐々木伸洋、黒田　昌之、眞鍋　博明、寳子丸　稔

【はじめに】　軸性疼痛、頚椎可動域制限や後弯変形に続発する遅発性脊髄症状は、頚椎後方要
素への手術侵襲が原因として指摘されている。我々は片開き式頚椎椎弓形成術を3cmの皮膚切
開、60分程度の手術時間で施行しており、合併症の少ない安定した手術成績を報告してきた。
今回、術中体位のセッティングから閉創にいたるまでの要点を手術ビデオにて供覧する。【手術
の工夫】傍脊柱筋や項靭帯への緊張を軽減する目的に、両肩から対側の殿部にかけてのテーピ
ングを施行している。傍脊柱筋の剥離においては、基本的には筋鉤を使用せずに吸引管による
わずかな筋肉の牽引に留めている。これによって傍脊柱筋の過伸展損傷を防ぐことが可能であ
る。【結語】手術室搬入から閉創までをルーチン化することによって手術時間の短縮を図ってい
る。本法においては軸性疼痛や後弯変性を生じる頻度が極めて低く、これら手術に対する工夫
が複合的に寄与していると考察している。
 

Keyword： 頸椎椎弓形成術（Open-door cervical laminoplasty)、小切開（mini-open)、
 低侵襲手術（minimally invasive surgery)

 
	O2-3-12	 頚椎プレート使用による片開き式頚椎椎弓形成術の手術成績の検討

Surgical outcome of cervical open door laminoplasty using cervical plates
 
貢川整形外科病院　整形外科
 
○池

いけがみ

上　仁
ひ と し

志、熊倉　　剛、時吉　聡介、朝日　盛也、森下　恭資、木下　哲也

【目的】我々は片開き式頚椎椎弓形成術に対して2015年以降頚椎プレート（CENTERPIECE）
を使用している。その手術成績について2014年以前のHAスペーサーを用いた術式と比較検討
する。

【対象と方法】同一術者によるC4-C6椎弓片開き式拡大症例において頚椎プレート使用（P群）
30例90椎弓とHAスペーサー使用（H群）30例90椎弓を調査し、手術時間とヒンジ部の骨癒合
率などを比較検討した。

【結果】手術時間の平均値はP群で72.3分、H群で82.7分とP群において有意に短縮されていた。
術後6 ヶ月時CTの検索ではヒンジの骨癒合率はP群で83.3%、H群で62.2%であり、またP群に
おいてはヒンジ側の落ち込みが生じた症例は無かった。

【考察と結語】頚椎片開き式頚椎椎弓形成術における頚椎プレート使用群では、手術時間の短縮
とヒンジ部の良好な骨癒合率が得られており、有用な内固定材料であると考えられた。
 

Keyword： 片開き式頚椎椎弓形成術（cervical open door laminoplasty)、頚椎プレート（cervical plate)、
 手術成績（surgical outcome)

 

頚椎症・脊柱管拡大術A	 11月11日（金）・第3会場　13：40～14：20

座長	 池上　仁志（医療法人小宮山会　貢川整形外科病院）
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	O2-3-15	 椎弓形成術におけるアスピリン内服が術中術後出血量に与える影響

The influence of aspirin on perioperative bleeding in cervical laminoplasty
 
信愛会脊椎脊髄センター
 
○福

ふ く だ

田　美
み ゆ き

雪、上田　茂雄、寳小丸　稔、佐々木伸洋、黒田　昌之、眞鍋　博明

【はじめに】高齢化社会に伴って、様々な全身合併症を有する手術症例が存在する。頚椎椎弓形
成術において当院では抗血小板剤内服の必要のある患者に対してはアスピリン内服を継続して
おり、周術期出血量に影響するか検討した。【対象】2015年6月から2016年5月末までにアスピ
リン内服継続で頚椎椎弓形成術を施行した16例を、頚椎椎弓形成術患者54症例と比較し、術中
出血量、術後ドレーン排液量を比較した。【結果】周術期の出血量は両群で変化がなかった。ア
スピリン群16例のうち2症例では、当科退院以降、術後1年以内に重篤な虚血性疾患が生じてい
た。【考察】抗血小板剤内服に関して、AHAは冠血管ステント留置1年以内の抗血小板療法の中
止が必要となる手術を奨励していない。1年を経過した症例でも抗血小板剤の内服が必要な患者
は、米国麻酔学会分類でASA3以上の高リスク群で、周術期の抗血小板剤中止により重篤な虚
血性合併症を来す可能性がある。
 

Keyword： 頚椎椎弓形成（cervical laminoplasty)、抗血小板剤（anti-platelet agent)、出血（bleeding)

 
	O2-3-14	 吸収性スクリューによる頸椎後方固定術の生体力学的研究

Biomechanical research of transarticular screw fixation with bioabsorptive screw
 
1日本医科大学千葉北総病院　脳神経外科、2釧路労災病院　脳神経外科、
3日本医科大学　脳神経外科
 
○金

きん

　　景
きょんそん

成1、井須　豊彦2、國保　倫子1、森本大二郎3、岩本　直高2、
　小林　士郎1

【目的】我々は過去、吸収性スクリューによる頸椎後方固定術の良好な結果を報告したが、吸
収性スクリューの固定力などに関する生体力学的な検討はなされていない。今回、吸収性スク
リューを用いた頸椎後方固定術の生体力学的な検討を行ったため報告する。【方法】健常なヒト
頸椎CT情報をもとに有限要素法を用いて頸椎可動性モデルを作成した。C4/5椎間関節へ吸収
性スクリューを挿入した頸椎固定術モデルを作成し、その剛性について検討した。【結果】今回
作成した頸椎可動性モデルは、過去の報告と比較し可動域に関して差はなく、受容できるモデ
ルであると判断できた。吸収性スクリューによる固定術では生理的な可動域のレベルでは破損
はみられなかった。【結論】吸収性スクリューを用いた頸椎後方固定術は生理的環境下において
は受容できる結果であった。今後は、外傷や不安定性が強い症例など非生理的環境下における
剛性についてさらなる検討が必要である。
 

Keyword： 頸椎（cervical spine)、吸収性スクリュー（bioabsorptive screw)、後方固定術（posterior fusion)
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	O2-3-17	 K-line(+) 型頸椎後縦靭帯骨化症に対する椎弓形成術における

成績不良の危険因子
Possible Risk Factors for Poor Outcome after Laminoplasty for K-line(+) Type 
Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament
 
1千葉大学　大学院医学研究院　整形外科、2筑波大学　医学医療系　整形外科
 
○齊

さいとう

藤　淳
じゅんや

哉1、古矢　丈雄1、飯島　　靖1、北村　充広1、國府田正雄1、
　山崎　正志2

【目的】本研究の目的はK-line （+)型頚椎OPLLに対する椎弓形成術の治療成績を評価し、成績
不良となる危険因子を明らかにすることである。【対象・方法】当院及び千葉大学関連施設に
て頚椎椎弓形成術を施行し、1年以上経過観察可能であったK-line （+)型頚椎OPLL60例を対象
とした。臨床成績は頚髄症JOAスコア、平林法の改善率にて評価し、検討項目は年齢、性別、
頚椎OPLL最大占拠率、頚椎OPLL最大占拠椎間の関節可動域 （seg ROM)、術前・最終観察時
のC2-7角、最終観察時K-lineに関して統計学的に検討した。【結果】術前JOAスコアは平均8.9
点、最終観察時JOAスコアは平均12.7点、改善率は平均44.8%であった。平林法の改善率に対
してロジスティック回帰分析を行ったところ、独立した危険因子としてseg ROMが挙げられ、
Odd ratioは1.20（1.00-1.49)であった。【考察】頚椎OPLLに対する椎弓形成術成績不良の危険因
子として術前seg ROMが大きいことが挙げられた。
 

Keyword： K-line（+)型後縦靭帯骨化症（K-line（+) type ossification of the posterior longitudinal ligament)、
 椎弓形成術（laminoplasty)、危険因子（risk factor)

 
	O2-3-16	 硬膜内進展を認める頚椎後縦靭帯骨化症に対する

片開き式頚椎椎弓形成術の治療成績
Cervical open-door laminoplasty for ossification of the posterior longitudinal ligament
 
静岡県立総合病院　脳神経外科
 
○川

か わ な べ

那辺吉
よしふみ

文

【目的】OPLLが硬膜内に及ぶ症例に対する、頚椎椎弓形成術による治療成績を報告する。【方
法】術前頚椎CTでOPLLの硬膜内伸展を認め、頚椎椎弓形成術を行った37例（男性27例・女性
10例)について検討した。術前後での症状等を頚椎JOAスコアで評価した。【結果】JOAスコア
は、術前10.9点・術後14.8で、改善率は63%であった。術前JOAスコアが10以上の23例で術後
JOAスコア改善率が78%であったのに対し、術前JOAスコアが10未満の14例では、術後JOA
スコア改善率は35%であった。有効脊柱管前後径は術前4.1mm、術後12.7mmであった。術後一
過性に新たな神経症状の出現を3例で認めた。【考察】硬膜内進展を認めるOPLLに対する、前
方法によるJOAスコア改善率は53-86%と報告されており、頚椎椎弓形成術は前方法と同等の効
果が得られた。前方法の合併症頻度を考慮すると、まず頚椎椎弓形成術を行い、術後の症状を
考慮して前方法を行うことも選択肢になると考える。
 

Keyword： 頚椎椎弓形成術（cervical laminoplasty)、頚椎後縦靭帯骨化症（OPLL)、
 硬膜内進展（penetration of the dura)

 

頚椎後縦靭帯骨化症(OPLL)	 11月11日（金）・第3会場　14：25～15：10

座長	 矢吹　省司（福島県立医科大学整形外科）
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	O2-3-19	 （症例）術中心停止した OPLLの一手術例

A case of cardiac arrest during spinal surgery
 
1伊万里有田共立病院　脳神経外科、2白石共立病院　脳神経脊髄外科
 
○田

た な か

中　達
た つ や

也1、本田英一郎2

【緒言】腹臥位、頭部を3点固定した頸椎椎弓形成術中に心停止を来し、救命した一例を経験し
たので報告する。

【症例】53歳、男性。OPLLによる頸髄症に対して腹臥位による椎弓形成術を施行した。既往歴
に睡眠時無呼吸症候群、生活歴に喫煙20本/日以上、多量飲酒あり。術中、CO2モニターが高値
であったため、過換気を施行。椎弓を浮上後、左C5神経根除圧中に17：00ST上昇、17：10血
圧測定不能となり、PEAと判断。蘇生処置のため、すぐに腹臥位から仰臥位へ体位変換を決定。
創にガーゼ挿入し、2針創縫合。17：15心臓マッサージ開始。17：23自己心拍再開。側臥位にて
ドレーン留置、創縫合し、手術終了した。術後、全身管理を行い、独歩退院。術前、術後精査
にて心電図、ホルター心電図、心エコー、冠動脈MRIにて異常を認めず、術中過換気による冠
攣縮性狭心症と考えた。
 

Keyword： 術中心停止（cardiac arrest)、OPLL（OPLL)、腹臥位（prone position)

 
	O2-3-18	 頸椎後縦靭帯骨化症患者に対する頸椎椎弓形成術後の頚部愁訴と

椎弓切除数との関係
THE RELATIONSHIP BETWEEN POSTOPERATIVE NECK SYMPTOMS 
AND RANGE OF LAMINOPLASTY IN THE PATIENTS WITH CERVICAL 
OSSIFICATION OF THE POSTERIOR LONGITUDINAL LIGAMENT
 
福島県立医科大学　医学部　整形外科
 
○渡

わたなべ

邉　和
かずゆき

之、大谷　晃司、二階堂琢也、矢吹　省司、紺野　愼一

【目的】頸椎椎弓形成術における術後の頚部愁訴は未解決の問題である。本研究の目的は、頸椎
後縦靭帯骨化症に対する椎弓形成術の手術範囲を縮小することで、術後頚部愁訴が軽減可能か
を明らかにすることである。【対象と方法】頸椎後縦靭帯骨化症に対して正中縦割式椎弓形成
術を施行した47例を対象とした。術前、術後1か月、3か月、6か月、および1年の時点でNeck 
Disability Index （NDI)とJOACMEQを調査した。対象を拡大椎弓数が4以上の27例（通常群）
と3以下の22例（縮小群）の2群に分けて比較検討した。【結果】術前のJOACMEQ下位尺度
得点とNDI得点には2群間で有意差はなかった。術後のJOACMEQ有効率にも有意差はなかっ
た。術後3か月の時点で、縮小群のNDI得点が通常群と比較して有意に低かった（p＜0.05）。

【結論】頸椎後縦靭帯骨化症に対する頸椎椎弓形成術において、椎弓形成の範囲を縮小すること
で、術後の頚部愁訴を軽減できる可能性がある。
 

Keyword： 頸椎後縦靭帯骨化症（Cervical ossification of the posterior longitudinal ligament)、
 椎弓形成術（Laminoplasty)、頚部愁訴（Neck disability)
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	O2-3-20	 （症例）低リン血症性ビタミン D抵抗性くる病に合併した

頸椎後縦靭帯骨化症の 1例
A case of ossification of posterior longitudinal ligament with hypophosphatemic 
vitamin D resistant rickets
 
千葉大学大学院 医学研究院 整形外科学
 
○川

か わ も り た

守田詩
し の

乃、北村　充広、古谷　丈雄、飯島　　靖、齊藤　淳哉、國府田正雄

【症例】63歳、女性。【現病歴】学童期にくる病の診断を受け、以後投薬加療されていた。9年前
に右手の痺れを自覚、頸椎後縦靭帯骨化症 （OPLL)を指摘され紹介となった。既往歴として右
下肢変形に伴う右大腿骨疲労骨折に対し骨接合術、左下肢変形に対し左脛骨骨切り術を受けて
いた。画像上C3からTh1までOPLLを認め、最大圧迫高位C3/4における骨化占拠率は68%で
あった。当初神経症状は軽微であり経過観察とされていたが、徐々に悪化を認めたため手術の
方針となった。術前日整会頸髄症スコアは7.5点であった。手術はC2-6前方除圧固定術が施行
された。骨化巣は柔らかく、OPLLとして非典型的であった。【考察】くる病に靭帯骨化症が合
併することはよく知られているが、画像および術中所見は通常のOPLLとは異なる印象であっ
た。【結語】くる病に伴うOPLLは一般的なOPLLとは成因が異なると考えられた。
 

Keyword： 後縦靭帯骨化症（ossification of posterior longitudinal ligament)、くる病（ricket)、
 前方除圧固定術（anterior decompression and spinal fusion)
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	O2-3-22	 L5/S1の far	lateral	disk	herniaの診断、治療の問題点

Problem points for diagnosis of treatment to far lateral disk hernia at L5/S1
 
1性便堂白石共立病院、2伊万里有田共立病院
 
○本

ほ ん だ

田英
えいいちろう

一郎1、宮原　孝寛1、田中　達也2

1. はじめにL5/S1のfar lateral disk herniaはL5神経症状を呈し、L4/5, L5/S1は椎間板変性が
極めて発現しやすく、特にL5/S1はL5椎弓根が大きく、L5神経の椎間孔内走行の距離が長い点
や椎間孔自体の狭窄も合併しやすいなどが原因で本症の診断や解剖学的術野が狭く、深いため
に外科的approachも難しくさせている。今回5症例ついて報告する。2. 症例と結果59歳から81
歳（平均68.6歳）の比較的高齢者に頻度が高い。 病変は右側4例左側1例であった。結果的には
2例はextraforaminal diskのみでdisectomyと再発予防にてPLFを病側のみ施行。 残り3例は椎
間孔diskを合併しており、facetectomyにPLIFを追加した。 全例症状は完全に消失した。3. far 
lateral diskには椎間孔内diskの合併の有無が診断も手術方法に大きな差が見られる。椎間孔外
のヘルニアは比較的roundで画像にても診断は容易であった。 一方椎間孔内diskは扁平化して
おり、椎体の変性や血管の怒張との鑑別が難しい。
 

Keyword： L5/S1（L5/S1)、脊柱管外椎間板ヘルニア（far lateral disk)、
 椎間孔内椎間板ヘルニア（interforaminal disk)

 
	O2-3-21	 L1神経根障害の臨床症状

Clinical findings of L1 nerve root disturbance
 
1秋田労災病院　整形外科、2秋田大学大学院　整形外科学講座
 
○木

き ど

戸　忠
た だ と

人1、奥山幸一郎1、千葉　光穂1、佐々木　寛1、宮腰　尚久2、
　島田　洋一2

【目的】L1神経根障害における臨床症状を調べ、その特徴を明らかにすること。【対象および方
法】対象は腰椎L1/2椎間板外側ヘルニア5例。男性3例、女性2例、初診時平均年齢は58歳

（27 ～ 75歳）。本研究での検討項目は、痛みや知覚障害などの自覚症状の部位、筋力や反射など
の神経学的所見、ラセーグ徴候、大腿神経伸展テスト（以下FNST）などである。【結果】自覚
症状の部位は、5例全例で臀部に、そのほか鼠径部が3例、鼠径部から大腿前面が1例であった。
神経学的所見では、腸腰筋の筋力低下が1例にみられたが、大腿四頭筋以下は全例で正常であっ
た。反射は膝蓋腱反射、アキレス腱反射ともに全例で正常であった。ラセーグ徴候陽性は1例、
FNST陽性は1例であった。【結語】L1神経根障害は神経学的に異常所見が極めて乏しかった。
しかし自覚症状の部位は臀部および鼠径部に特徴的にみられた。
 

Keyword： L1神経根（L1 nerve root)、腰椎椎間板ヘルニア（lumbar disc herniation)、臨床所見（clinical finding)

 

腰部脊柱管狭窄症(腰椎症)/腰椎ヘルニアA	 11月11日（金）・第3会場　15：10～15：50

座長	 坂井　宏旭（総合せき損センター）
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	O2-3-24	 腰椎すべり症を有する透析患者における内視鏡下椎弓切除術の

有用性の検討
Usefulness of microendoscopic laminectomy (MEL) for dialysis patients with 
lumbosacral spondyloisthesis
 
1平和病院　脳神経外科　横浜脊髄脊椎センター、
2平和病院　整形外科　横浜脊髄脊椎病センター
 
○野

の な か

中　康
やすおみ

臣1、田村　睦弘2

慢性腎不全を有し血液透析を施行されている患者は諸所の事情から脊椎疾患を併発することが
多い。しかし骨の脆弱性や筋組織のダメージなど一般症例よりトラブルが起こりやすいと考え
る。そのため低侵襲手術が望ましいのではと考察し今回検討を行った。慢性腎不全に対する透
析治療中の腰椎変性すべり症を有する脊柱管狭窄症症状の患者に対し、通常すべり症の程度の
Meyerding classification の進行症例の中でも比較的不安定性の少ない2度までの症例に関しては
筋肉のダメージが最小限に抑制できると考え主に内視鏡下の椎弓切除術（MEL）を施行してい
る。このたび通常の部分椎弓切除とMELの術後比較を行ったところ症例は少ないものの有意な
差を認めた。代表症例を供覧する。考察結語 腰椎すべり症の症例における除圧術のみの選択は
続発的に医原性のすべり症の進行の可能性を含んでいるが、透析患者の筋組織のダメージは留
意が必要なのではないかと考察する。
 

Keyword： 腎不全患者（dialysis patients)、内視鏡下椎弓切除術（microendoscopic laminectomy （MEL))、
 サルコぺニア（sarcopenia)

 
	O2-3-23	 腰椎変性疾患による椎間孔病変に対する減圧術の

下肢症状改善不良例の検討
Clinical study about poor results especially for leg symptoms in decompressive surgery 
for intervertebral foramen lesions caused by lumbar degenerative disease
 
稲沢市民病院　脳神経外科
 
○原

はら

　　政
まさひと

人、梅林　大督、山本　　優、中島　康博

【目的】不安定性のない腰椎変性疾患に対して、固定をしない減圧術は、脊柱管内病変において
は信頼性の高い手術であるが、椎間孔病変に対しては、必ずしも成績が良好とは言えない。今
回我々は腰椎変性疾患による椎間孔病変に対する減圧術の下肢症状改善不良例を検討した。【方
法】椎間孔狭窄に対する減圧術を男性22例、女性21例、平均年齢63.1歳で行った。L5が35例、
L4が6例、L3が2例であった。手術方法は外側開窓28例、内側開窓5例、内・外側開窓10例で
あった。【成績】Macnab scoreでは、excellent 21例、good 12例、fair 8例、poor 2例であった。
Fair, poorの9例に対してTLIF（7例）、腓骨神経減圧術（2例）を行い良好な結果を得た。【結
論】L5/Sにおいて症状改善に乏しい症例が存在する。減圧のみで十分にspaceが確保されるかの
術前判断が重要である。また、下腿外側部痛が主訴の症例においては腓骨神経絞扼障害も念頭
におくべきである。
 

Keyword： 椎間孔病変（foraminal lesions)、減圧手術（decompressive surgery)、
 腓骨神経絞扼障害（peroneal nerve entrapment)

 



-  179  -

 

脊髄損傷・疫学/ニーズC	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 草野　修輔（国際医療福祉大学　三田病院　リハビリテーション科）
 
	 P1-1-1	 回復期病棟から訓練目的で当院に入院した頚髄損傷患者の特徴

Characteristic of patients admitted our hospital after Recovery period rehabilitation 
hospitals
 
国立障害者リハビリテーションセンター　病院　リハビリテーション部
 
○井

いのうえ

上　美
み き

紀、飛松　好子

2000年回復期病棟が設立後、頚髄損傷者も急性期治療後、回復期病棟でリハビリテーションを
実施することが増えた。当院では回復期病棟での訓練だけでは十分ではなく、訓練継続目的で
入院する患者が少しずつ増える傾向が見られる。回復期病棟での訓練終了後リハビリテーショ
ン継続目的で当院に入院した患者の特徴を調べたので報告する。対象は、2010年4月～ 2016年
3月にリハ目的で受傷から1年以内に入院し作業療法を実施した、18歳以上の外傷性頚髄損傷者
184名の内、回復期病棟を経由し訓練目的で当院に入院した者16名。入院時平均年令50.4(26 ～
75)歳、女性1名、当院入院までの期間平均197.4(132 ～ 347)日。完全麻痺（ASIA　A・B）8
名、不全麻痺（ASIA　C・D）8名。FIM運動項目得点平均25.8(13 ～ 62)。訓練記録から、入
院時ROM制限のあった者14名、痛み6名、痙性10名、座位耐久性の低さ6名にみられた。7名
はADL訓練の経験が少ないことがわかった。
 

Keyword： 頚髄損傷(tetraplegia)、回復期(kaifukuki rehabilitation  hospital)、
 リハビリテーション(rehabilitation)

 

 
	 P1-1-2	 全国アンケート調査から検討する、脊髄損傷者における

運転「内容」に関する支援ニーズ
The support needs of the car "operation" in spinal cord injuries examined from the 
national survey
 
1千葉県千葉リハビリテーションセンター　リハビリテーション療法部、
2千葉県千葉リハビリテーションセンター　診療部
 
○高

たかはま

浜　功
こうすけ

丞1、吉永　勝訓2

【緒言】脊髄損傷者に対する運転「内容」に関する支援を、運転シミュレータを用いて模索して
きた。それら移乗など動作的な部分ではない「内容」に関する支援ニーズに関して全国調査を行
い、その方向性を検討した。【対象】全国の脊髄損傷者2300名。有効回答のうち成人かつ運転経
験のある者を対象とした。【方法】郵送調査により実施。調査項目より「事故有無」と各項目に
対するχ2検定と、「事故有無」を従属変数とするロジスティック回帰分析とを行なった。【結果】
有効回答のうち条件に合致したのは613名。事故有無と運転「内容」支援の希望有無とでχ 2検
定を行なったところ有意（χ2=4.616, df=1, p＜.05）であり、またロジスティック回帰分析の結
果、受傷年数（OR=0.521）と運転支援経験の有無（OR=1.605）が要因として抽出された。【考
察】受傷後の運転にて事故経験がある者は運転内容に関する支援を求めている傾向が示唆された。
 

Keyword： 脊髄損傷(spinal cord injury)、自動車運転(automobili driving)、全国アンケート(national survey)
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	 P1-1-3	 在宅脊髄損傷者の当訪問看護ステーションの利用状況に対する考察

A transverse study of spinal cord injury patients in the community With using our 
Home Nursing and rehabilitation station
 
1訪問看護ステーション愛仁会高槻、2愛仁会リハビリテーション病院
 
○渡

わたかべ

壁　利
としのり

考1、住田　幹男2

【目的】在宅生活を送る脊髄損傷者の実態とニーズを調査して在宅生活を円滑に送れるアプロー
チを明らかにしていく。【対象】平成28年4月時点で当在宅サービスセンターを利用する脊髄損
傷者。【結果】脊髄損傷者は15例で全利用者の4.5%を占め、全例頸髄損傷者。平均年齢は66歳

（43-91歳）、男性11例、女性4例、受傷からの罹患年数は平均12年（1-40年）、AIS A：1例、B：
5例、C：5例、D：4例。FIM平均81.5±21.3。訪問リハビリ（以下、訪リハ）と訪問看護（以下、
訪看）共同の介入が8例、訪看のみが5例、訪リハのみが2例。デイサービス（ショートステイ
含む）の利用が7例、ヘルパーの利用が6例。【考察】在宅生活を送る脊髄損傷者は重症かつ高
齢化が進み、様々な社会資源を活かしながら生活していることが分かった。在宅生活を支える
ためには訪リハ・訪看のみの連携だけではなく、デイサービスなど多施設とさらなる連携の輪
を広げていく必要がある。
 

Keyword： 脊髄損傷(spinal cord injury)、在宅生活(living at home)、連携(cooperation)
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	 P1-2-2	 （症例）先端巨大症との関連が考えられた急性脊髄障害の 1例

a case of the acromegaly occurred acute myelopathy
 
信愛会脊椎脊髄センター　交野病院
 
○佐

さ さ き

々木伸
のぶひろ

洋、寶子丸　稔、福田　美雪、上田　茂雄、黒田　昌之、真鍋　博明

急激な両下肢痙性麻痺を生じた、先端巨大症の1例を経験したので報告する。（症例）67歳女性。
5年前より指輪のサイズが増大、2年程前より顔貌の変化を指摘されるようになった。急な頭痛
と歩行困難感が出現し、頭部CTにて下垂体に腫瘍を認めた。著明な痙性歩行障害、膀胱直腸
障害が急速に出現し脊椎病変も疑われた。Th1/2で椎弓および黄色靭帯の肥厚にて脊柱管狭窄
を認め、脊髄の強い圧迫を認めた。進行性の麻痺および膀胱直腸障害の出現のため、Th1/2椎
弓切除術を施行した（C3-7椎弓形成術同時に施行）。術後速やかに下肢痙性麻痺は消失し、膀胱
直腸障害の改善も認められた。（考察）　成長ホルモン分泌過剰による靭帯を含む軟部組織の肥
厚、骨の肥大は全身性に生じる。この変化が脊柱管で生じることにより脊柱管狭窄を呈すると
考えられる。先端巨大症に伴う、急速な四肢の運動障害等は、脊柱管狭窄を念頭に考慮する必
要があると考える。
 

Keyword： 脊髄症(myelopathy)、先端巨大症(acromegary)、上位胸椎(upper thoracic)

 
	 P1-2-1	 腸腰筋膿瘍－ 3症例からの検討

3 case reports of iliopsoas abscess
 
社会医療法人　将道会　総合南東北病院　脳神経外科
 
○冨

と み い

井　雅
ま さ と

人、水野　順一、風間　　健、松島　忠夫

稀な疾患である腸腰筋膿瘍の3症例を経験し、本疾患の病態や治療方針につき検討した。症例1
は70歳の女性で、8日来の腰痛と両側下肢痛にて発症した、コントロール不良の糖尿病に起因す
る免疫能の低下が助長した原発性腸腰筋膿瘍の症例である。症例2は58歳の男性で、数日来の
高熱にて発症した、多房性腎膿瘍からの続発性腸腰筋膿瘍の症例である。さらに症例3は79歳
女性で、腰痛にて発症した腰椎化膿性脊椎炎からの続発性腸腰筋膿瘍の症例である。2症例では
血液培養より大腸菌が検出され、早期に排膿ドレナージ術を施行した。また33日から62日間の
経静脈的抗生剤投与を要した。腰痛で来院する患者、特に高齢者でcompromised hostの場合に
は腸腰筋膿瘍も鑑別に入れCT (MRI) 検査にて腸腰筋の腫脹の有無や左右差などを念頭に早期
に発見することで良好な予後につながりうるものと考えられた。
 

Keyword： 腸腰筋膿瘍(iliopsoas abscess)、腰痛(low back pain)、早期診断(early diagnosis)

 

内科的脊髄脊椎疾患B	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 川西　昌浩（医仁会武田総合病院　脳神経外科）
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	 P1-2-4	 （症例）突然発症の下垂足診療における pitfall

Pitfalls of the sudden onset drop foot
 
稲沢市民病院　脳神経外科
 
○梅

うめばやし

林　大
だいすけ

督、山本　　優、中島　康博、原　　政人

突然発症の下垂足を呈した患者は、通常、整形外科、脊髄外科、脳神経外科などの診療科を受
診する。
下垂足は一般的にはL5神経根症、腓骨神経障害が原因として挙げられる。また、脳血管障害で
は一般的には片麻痺を生じるが、病変部位によっては限局性麻痺も生じることもあり、頻度は
低いながらも脳血管障害も原因として挙げられることも最近は認知されてきている。実際の診
療手順として、一般的には詳細な問診、脊椎・脊髄のMRI、腓骨神経伝導速度、頭部MRIの検
査などを試行して、これらの原因を検索していくこととなる。
しかしながら、実臨床においてはこれらの方法でも明らかな原因が特定できないものにしばし
ば遭遇する。今回、我々は診断に苦慮した特殊な下垂足症例を紹介する。腸骨動脈瘤、ALS、
外傷による椎間孔狭窄症の急性増悪など、一般的ではないが知っておくべき病態について症例
提示することで知識を共有する。
 

Keyword： 下垂足(drop foot)、L5神経根症(L5 root)、腓骨神経障害(peroneal neuropathy)

 
	 P1-2-3	 （症例）本態性振戦に合併した骨粗鬆症性椎体骨折の 1例

A case of osteoporotic vertebral fracture in patient with essential tremor
 
東邦大学医療センター佐倉病院整形外科
 
○宮

みやもと

本　卓
た く や

弥、高橋　　宏、山本景一郎、寺島　史明

【症例】76歳女性。1 ヵ月前より誘引なく両下肢痛が出現。歩行困難となり当科紹介。既往に本
態性振戦があり著明な姿勢時振戦を認める。下肢筋力低下はないが右優位の両側L4領域の耐え
難い疼痛を認めた。画像上、X線でL4椎体圧潰を認め、立位ではL3-5で30°の局所後弯を呈し
著明な不安定性を認め、CTMでは両側L4/5椎間孔部での神経根圧排像を認めた。手術は後方よ
りL4/5後方要素を全切除し両側L4神経根を除圧、椎体間固定を追加しL4短縮、L2-S2後方固定
を施行した。術前の両下肢痛は著明に軽減したが、術後2週で腰痛が出現。X線で固定頭側端の
L2椎体骨折を認め、追加手術を行いT6まで固定を延長した。術後、腰痛は軽快し、術後半年の
最終経過観察時、X線、CTでは骨癒合が得られ杖歩行可能となり経過良好である。【結語】本
態性振戦に合併した骨粗鬆症性椎体骨折においても早期インプラント合併症に留意する必要が
ある。
 

Keyword： 本態性振戦(essential tremor)、骨粗鬆症(osteoporosis)、椎体骨折(vertebral fracture)
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	 P1-2-5	 （症例）神経鞘腫切除術後に合併したハーレクイン症候群の一例

A case of Harlequin syndrome after surgery for cervical dumbbell tumor
 
稲沢市民病院　脳神経外科
 
○山

やまもと

本　　優
ゆう

、中島　康博、梅林　大督、原　　政人

症例は64歳女性。既往歴は糖尿病、高血圧。両手のしびれを主訴に受診。左上肢筋力低下な
し、右上肢は背側骨間筋にMMT4/5の低下、握力は右10kg、左19kg。MRIにてC5/6、C6/7の
脊柱管狭窄、右C8神経根に腫瘤性病変を認めた。左上肢は脊柱管狭窄による、右上肢はEden 
type4の神経鞘腫によるC8神経根障害と診断した。前方アプローチにて腫瘍切除術を施行し
た。術後、左顔面紅潮感、発汗過多を訴えるようなった。右側顔面は発汗低下を認め、Horner
症候群は認めず。発汗過多の訴えは術後一週間程かけて徐々に減少。術後1年以上経過し、右顔
面発汗低下は認めるも、左顔面発汗過多の訴えは消失、生活や化粧などの支障もない。ハーレ
クイン症候群の症状は顔面半分の紅潮と発汗障害であるが、神経障害は発汗や紅潮のない側の
交感神経（T1、T2由来の節前線維）とされる。純粋なものはHorner症候群を伴わない。前方
アプローチの合併症として周知すべき本病態につき報告する。
 

Keyword： ハーレクインン症候群(Harlequin syndrome)、ホルネル症候群(Horner syndrome)、
 合併症(complication)
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	 P1-3-2	 仰臥位から座位での脊椎ポジションを

頸髄損傷者が自立操作可能なギャッジベッドの開発
Development of a power-operated bed with an adjustable back support which a 
quadriplegia can independence operate
 
佐賀大学　医学部　地域医療科学教育研究センター
 
○松

ま つ お

尾　清
き よ み

美

高位頚髄損傷者の様に、四肢や体幹に麻痺を呈するため、既存のギャッジベッドのコントロー
ラではスイッチ操作ができない。また、リクライニングできても身体の位置がずれて骨盤が後
傾した姿勢ななり、尾骨周囲に褥瘡を作りやすくなるなどの危険性がある。そのため、電動
ギャッジベッドを使っていても介助者の介助を必要としている。そこで、剪断方向のズレを生
じないギャッジベッドで、ベッド上での背と頭部の角度操作を自立できるコントローラを作れ
ば、仰臥位から座位への姿勢変換を自立できるだけでなく、臀部の除圧動作や移乗動作をする
ための準備動作である起き上がり動作までを自立することも可能となる。そこで、試作を繰り
返し、これらの目的を達成したギャッジベッド（ポジショニングベッド）とコントローラを実
用化したので報告する。
 

Keyword： 電動ギャッジベッド(Power-operated bed with an adjustable back support)、
 四肢麻痺者(Quadriplegia)、自立操作(Independence operation)

 
	 P1-3-1	 脊髄損傷患者の体圧分散マットレス選択に及ぼす因子：

看護経験から見えるもの
Criteria for selection of pressure relief air mattresses for patients with spinal cord 
injury
 
独立行政法人国立病院機構村山医療センター
 
○河

かわきた

北　英
え い こ

子、丸山　咲子、山口　絢子、前田　沙織、竹光　正和、朝妻　孝仁

【目的】脊髄損傷患者に使用する体圧分散マットレスの選択に影響する因子を看護経験にもとづ
いて明らかにすること。

【方法】対象は、脊髄損傷病棟に勤務する脊髄損傷看護経験者41名、脊髄損傷看護未経験者55
名。体圧分散マットレスを選択する際に考慮する48の項目を選定し、リッカート尺度を用い記
載するアンケートを行った。（回収率62％）。それぞれの項目に対して分析を行った。

【結果】体圧分散マットレス選択に影響する因子として「臀部脂肪層の薄さ」「押すと消失する
発赤の有無」「リハビリテーションスタッフからの情報」「ベッド上座位時の除圧動作の頻度」

「損傷高位」「車椅子移乗方法」「痙性の有無」「体圧測定値」「自己導尿の進行状況」が経験者で
は有意差をもって重要と判断していた。

【考察】経験者から得られた体圧分散マットレス選択の因子は、脊髄損傷では重要な身体所見と
考える。これらを未経験者に教育する必要性が示唆された。
 

Keyword： 脊髄損傷(Spinal Cord Injury)、褥瘡(Pressure Ulcer)、
 (体圧分散)マットレス(Pressure Redistribution Mattress)

 

脊髄損傷・リハビリA	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 住田　幹男（愛仁会リハビリテーション病院）
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	 P1-3-4	 頚髄損傷患者に上肢装具を用いた訓練の効果

Effect of the exercise using the upper limb orthosis for a person with cervical spinal 
cord injury
 
1国立障害者リハビリテーションセンター　病院　リハビリテーション部、
2国立障害者リハビリテーションセンター　学院
 
○井

いのうえ

上　美
み き

紀1、徳井亜加根2、飛松　好子1、阿久根　徹1

慢性期の頚髄損傷患者1例に上肢装具を工夫して訓練を実施した結果、上肢機能に改善がみら
れたので報告する。症例は外傷性頸髄損傷C5機能レベルの30代男性。回復期病棟を経て、受傷
後235日に訓練目的で入院。両側上肢とも肩、前腕のROM制限および肩関節以下の筋力低下の
ためADLは全介助であった。肩関節周囲筋を補助するためにポータブルスプリングバランサー

（PSB）を用い、前腕回内制限の矯正と回内位保持を目的に手部付前腕回内外拘縮矯正用装具も
製作して訓練を実施した。装具は使用目的や上肢機能に合わせて手部に万能カフの機能や手関
節駆動式把持装具の機能を付加するなど変化させ訓練を実施した。結果、PSBは不要になり上
肢機能とADLに改善が得られた。訓練目的に合わせて装具の手先部を変化させることで運動学
習を容易にすることができたことに加え、段階的に目的を達成する経験により患者の意欲を向
上させることができたためと考える。
 

Keyword： 頚髄損傷(cervical spinal cord injury)、装具(orthosis)、リハビリテーション(rehabilitation)

 
	 P1-3-3	 （症例）歩行障害に対する装具療法の考察　

‐退院時の移動手段が異なる 2症例の比較‐
Considerations of the orthosis therapy for the gait disorders-Comparison between two 
cases in the means of locomotion at discharge-
 
輝山会記念病院　総合リハビリテーションセンター
 
○中

なかじま

島　茉
ま み

美、清水　康裕

脊髄損傷患者の歩行再建には、装具、機能的電気刺激(FES)、装具とFESを組み合わせた方法
などがある。当院では、装具を使用した立位・歩行練習を入院早期から積極的に実施し、対麻
痺患者に対してはPrimewalkを使用したリハビリテーションも提供している。装具を使用する
ことで、麻痺の程度に応じて実用的な代償手段を提供するだけでなく、下肢の自由度を制限す
ることで訓練の難易度調節も可能となる。今回、胸髄レベルの損傷にて対麻痺を呈し、退院時
の移動手段の異なった2症例を報告する。【症例A】50歳代女性。第12胸椎破裂骨折による脊髄
完全損傷にて入院。入院早期にPrimewalkを作製。両側ロフストランド杖を使用し装具装着下
での歩行は自立するも、退院時の実用的な移動手段は車いす。【症例B】60歳代女性。第11-12
胸椎レベルの硬膜外膿瘍による脊髄損傷にて入院。入院早期に両側長下肢装具を作製。両側短
下肢装具にカットダウンし、歩行器使用し歩行自立。
 

Keyword： 歩行再建(gait reconstruction)、装具療法(orthosis therapy)、難易度設定(difficulty settings)
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	 P1-4-2	 高齢者における歩行と脊椎骨盤矢状面アライメント・QOLの関係

Correlation of gait motion with spino-pelvic sagittal alignment and quality of life in the 
elderly
 
秋田大学　大学院　整形外科
 
○飯

い い だ

田　純
じゅんぺい

平、宮腰　尚久、松永　俊樹、本郷　道生、斉藤　公男、島田　洋一

【目的】脊柱後弯は日常生活動作の低下やQOLの低下と関連する。本研究の目的は、骨粗鬆症
を伴う高齢者の歩行動態と脊椎骨盤矢状面アラインメントやQOLとの関連を評価することで
ある。【方法】外来通院中の高齢者20名（男性2名、女性18名、平均年齢76歳）を対象とし
た。歩行は、速度・ケーデンス・ステップ長・歩幅を三次元動作解析システムで分析した。立
位単純側面像でTK，LL，PT，PI，SVA, PI-LLなどを評価し、QOLは日本骨代謝学会質問票
JOQOLで評価した。【結果】後弯群（PI-LL＞24°）は、非後弯群（PI-LL＜24°）と比して、歩
行速度（p=0.04）、ステップ長（p=0.016）、ストライド長 (p=0.021)が有意に低下していた。歩
行速度とケーデンスは、JOQOLの家事の項目と相関していた。（r=0.486、p=0.048；r=0.581、
p-0.014）【考察】脊柱後弯の進行により、歩行能力は低下し、歩行能力の低下が日常生活動作の
障害に影響を及ぼすことが明らかになった。
 

Keyword： 脊柱後弯(spinal kyphosis)、動作解析(motion analysis)、JOQOL(JOQOL)

 
	 P1-4-1	 頚椎椎弓形成術後患者に対する

体幹筋トレーニングが重心動揺に及ぼす影響
Effects on Body sway of Trunk Muscle Training on Patients  after Cervical 
Laminoplasty
 
1貢川整形外科病院　リハビリテーション科、2貢川整形外科病院　整形外科
 
○深

ふかさわ

澤　貴
たかひろ

裕1、西崎　香苗1、小林健太郎1、池上　仁志2

【はじめに】我々は先行研究において、頚椎術後患者で閉眼時に上部体幹の左右動揺が大きく、
身体動揺増大に腹直筋活動が伴わないことを明らかとした。今回は頚椎術後患者に対し体幹筋ト
レーニングが重心動揺に及ぼす影響を検討。

【方法】対象は頚髄症により頚椎椎弓形成術を施行した9名（CSM群）と健常者10名（健常群）
で、全例に対し下肢のみ及び下肢+体幹トレーニングを施行。各トレーニング施行前後に重心動揺
を計測し、左右軌跡長の開眼-閉眼変化率を算出、運動前後で比較。

【結果】CSM群では下肢トレーニング施行により、左右軌跡長変化率1.6±0.7％→1.4±0.4％、下
肢+体幹トレーニングでは1.4±0.5％→1.2±0.4％であり、下肢+体幹トレーニングのみ有意差が
あった(p＜0.01)。健常群では下肢トレーニング、下肢＋体幹トレーニングともに有意差はなかった。

【考察】CSM術後患者における重心動揺制御には、体幹トレーニングが有用である可能性が示さ
れた。
 

Keyword： 頚椎椎弓形成術(Cervical Laminoplasty)、静的立位(Static Standing)、体幹筋(Trunk Muscle)

 

体幹筋とバランス	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 和田　太（東京女子医科大学　リハビリテーション科）
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	 P1-4-4	 座位バランス計測装置で測定した体幹バランスと年齢との関連性

Evaluation of trunk stability in sitting position using a dynamic sitting balance device
 
1秋田大学医学部附属病院　リハビリテーション科、
2秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系整形外科学講座
 
○斉

さいとう

藤　公
き み お

男1、宮腰　尚久2、松永　俊樹1、益谷　法光2、島田　洋一2

【緒言】我々は、安全に体幹バランスを定量測定するため、動的座位によるバランス測定装置を
開発しその有用性を報告してきた。【目的】本研究の目的は年齢が体幹バランスに与える影響を
検討することである。【方法】健康で歩行可能な16歳～ 85歳までの187名(男性83名、女性104
名)を対象とした。外乱負荷に対する重心動揺を総軌跡長、外周面積、実効値面積を用いて評価
した。男女別に年齢との相関を検討した。【結果】女性では年齢とLNG、面積ともに有意に相関
した。男性では10代を除いた場合は有意に相関していたが、10代を計測に入れると相関を認め
なかった。【考察】静的立位バランス能力は男女差があるものの、総軌跡長・面積ともに20 ～
30歳代にかけて減少、40 ～ 50歳代までは変化が乏しく、60歳を超えると増加する傾向がある。
本研究でも同様の傾向が認められた。今後、思春期前後での詳細な計測が望まれる。
 

Keyword： 体幹バランス(trunk stavility)、座位バランス(sitting balance)、バランス能力(balance ability)

 
	 P1-4-3	 動的座位バランス計測装置による中高生及び高齢者の体幹バランス評価

The trunk balance evaluation in the young and the elderly by the dynamic sitting 
balance measuring device
 
1秋田大学大学院　医学系研究科　医学専攻機能展開医学系　整形外科学講座、
2秋田大学医学部附属病院リハビリテーション科
 
○益

ますたに

谷　法
のりみつ

光1、宮腰　尚久1、松永　俊樹2、木島　泰明1,2、斉藤　公男1、
　島田　洋一1

【背景】脊椎外傷などのスポーツ障害や外傷には体幹機能が重要といわれているが、定量評価の
報告は少ない。我々は下肢のバランスコントロールを除した動的座位によるバランス計測装置
を開発し、厳密な体幹バランス定量評価について報告してきた。本装置を用いて中高生及び高
齢者の動的体幹バランス能力を測定し比較検討した。【方法】対象を中学生・高校生・高齢者の
各18名とし、外乱負荷に対する重心動揺を圧力中心点の平均総軌跡長(LNG)を用いて評価し
た。【結果】LNGは、中学生群2572mm、高校生群1648mm、 高齢者群1877mmであり、高校生＞
高齢者＞中学生の順に体幹バランスが安定していた。【考察】高校生は中学生より体幹バランス
能力が有意に優れていることが明らかになったが、中学生は高齢者よりも体幹バランス能力が
劣っていた。これは経年的な身体成長を現していると同時に、中学生のスポーツ障害や外傷の
予防には体幹機能評価が有用であることを示唆している。
 

Keyword： 体幹バランス(trunk balance)、スポーツ障害(sports disorders)、評価(evaluation)
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	 P1-5-2	 外傷性頭蓋内出血患者における脊椎骨折合併に関する検討

Analysis of spinal fracture in cases of traumatic intracranial hemorrhage
 
香川労災病院　脳神経外科
 
○柚

ゆ の き

木　正
まさとし

敏

外傷患者に頭蓋内出血を認めた場合は、 遅発性悪化の可能性も考慮し、 軽症であっても即入院と
なることが多いため脳神経外科医はそうした患者の脊椎骨折を見逃がさない様に充分注意する
必要がある。本研究では当科に入院した外傷性頭蓋内出血患者を後方視的に調査し、 全脊椎骨折
の発生状況等を検討した。 対象は2012年10月から2017年12月までに当院に入院した外傷性頭
蓋内出血患者192例とした。 192例の多くは転倒などによる比較的軽度の頭部外傷によるもので
あった。 脊椎骨折は16例（8.1%）に認めたが、 頚椎骨折は3例のみであり、13例は胸腰椎骨折
であった。 脊椎骨折合併は、 受傷機転が転落の場合、 頭蓋骨骨折合併例、急性硬膜外血腫症例
では有意に高率であったが、受傷時意識レベルとの相関は認めなかった。 外傷性頭蓋内出血患
者の診療においては、 受傷機転、 頭蓋骨骨折の有無を確認し胸腰椎を含めた脊椎骨折の有無を慎
重に検討すべきである。
 

Keyword： 脊椎骨折(spinal fracture)、外傷性頭蓋内出血(traumatic intractranial hemorrhage)、
 頭蓋骨骨折(skull fracture)

 
	 P1-5-1	 心肺停止で蘇生された脊髄損傷例

Spinal cord injuries resuscitated from CPA state
 
国立病院機構　名古屋医療センター　脳神経外科
 
○高

たかはし

橋　立
た つ お

夫、須崎　法幸

脊髄損傷例はCPAとして搬送されても蘇生できる例が時として認められる。約23年間CPAと
して搬送され蘇生できた脊髄損傷例19例のうち17例は脱臼整復減圧固定術を行うことができ
た。環椎後頭骨脱臼3例、環軸椎脱臼4例、軸椎歯突起骨折5例、環椎骨折3例、軸椎椎弓骨折1
例、その他3例であった。年齢は19才から102歳に及び平均56歳で男性12例、女性7例であっ
た。交通事故が10例、階段からの転落、高所からの墜落、転倒がそれぞれ3例ずつであった。
17例の手術治療可能例のうち、自発呼吸が出てきて人工呼吸器が外れたのは10例でそのうち意
識まで改善したのは6例、更に杖歩行まで改善したのは2例であった。特異的であったのは歯突
起骨折例で除脈発作で見つかり心疾患と誤診され心停止から蘇生後に脱臼骨折治療し改善した
例、第3胸椎脱臼骨折によるCPAなどで頸髄損傷以外にもCPAとなりうること、低酸素性脳症
の合併が少なからずあることである。
 

Keyword： 心肺停止(CPA)、脊髄損傷(spinal cord injury)、蘇生後脳症(anoxic encephalopathy)

 

脊髄損傷・複合外傷例	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 伊藤　康夫（神戸赤十字病院　整形外科）
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	 P1-5-4	 （症例）蘇生時の心臓マッサージにより胸椎骨折をきたし

対麻痺に至った 1症例
Spinal cord injury associated with cardiopulmonary resuscitation; case report
 
新百合ケ丘総合病院　脊椎脊髄末梢神経外科
 
○尾

お は ら

原　裕
ゆうこう

康、松岡　秀典、水野　順一

【症例】78歳男性。自動車との接触事故後腰痛が続き近医受診、腸骨骨折の診断で入院した。入
院中誤嚥をきたし心配停止状態にいたり救命処置が行われた。翌日抜管後対麻痺をきたしてい
ることが判明した。同医にて検査の結果T6の破裂骨折を認めた。手術目的に当院転院となった
が、肺炎と菌血症を呈しており、肺炎と菌血症が改善してから胸椎後方除圧固定術を行った。
術後運動機能はさほど改善得られなかったが、車椅子乗車可能になった。【考察】心臓マッサー
ジの合併症として肋骨／胸骨の骨折があげられるが、緊急処置であるためやむを得ないと判断
される。胸椎は胸郭の一部であるため胸椎骨折のみで強い不安定性を来すことは少ない。今回
の症例では胸骨の骨折も認めたため不安定性をきたした。【まとめ】骨折の危険性が高い患者さ
んの心臓マッサージには胸郭の骨折による対麻痺の可能性があることを念頭に置く必要がある。
 

Keyword： 心肺蘇生(CPR)、対麻痺(paraplegia)、胸椎骨折(Th fracture)

 
	 P1-5-3	 （症例）脊椎骨折から遠隔部の病変により麻痺を呈した二症例

Paresis due to separated lesion from spinal fractures: 2 case report
 
手稲渓仁会病院　整形外科　脊椎脊髄センター
 
○青

あおやま

山　　剛
たけし

、小原　由史

【目的】脊椎損傷に麻痺を伴う例ではその高位での脊髄損傷が原因と考えがちである。遠隔部病
変による麻痺の2例を報告する。【方法】症例1：33歳男性。フォークリフトの下敷きとなり搬
入。血圧60mmHgとショック状態、GCS3と昏睡のため麻痺は評価できなかった。 CTで多発肋
骨骨折、両側血気胸とTh5,6およびL2の破裂骨折を認めた。胸郭の緊急手術が行なわれた。意
識改善に従い四肢麻痺が明確になった。脳幹病変が発見された。症例2：62歳男性。丸太の下敷
きとなり搬入。Dr.ヘリが派遣され胸腔ドレーン留置および気管挿管施行。その際の鎮静のため
神経診察は不能であった。CTで胸郭の多数の骨折と後壁骨折は伴わないL3骨折を認めた。肋
間動脈の塞栓術が行なわれた。1週後、意識改善に従い完全対麻痺が発見された。Th2-3高位の
脊髄病変が診断された。【結論】骨折部位にとらわれず、神経および画像所見により的確な診断
を行なうことが重要である。
 

Keyword： 遠隔部位(remote lesion)、脊髄病変(spinal cord lesion)、麻痺(paresis)
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	 P1-6-2	 脊髄損傷後脊髄空洞症に対する SS	バイパスの治療経験

Subarachnoid-subarachnoid bypass for syringomyelia after spinal cord injury
 
中部労災病院　整形外科
 
○井

いのうえ

上　太
た ろ う

郎、伊藤　圭吾、松本　智宏、加藤　文彦

【目的】脊髄損傷後の脊髄空洞症は新たな麻痺の進行を起こすことがあり、稀ではあるが重要な
疾患である。我々は、くも膜下腔－くも膜下腔バイパス術（SSバイパス）にて治療した3例を
経験したので報告する。【症例1】44歳男性。1986年受傷、C4/5 脱臼骨折によるC6以下完全麻
痺。術前症状：右上肢しびれの悪化。MRI：C4椎体上縁まで及ぶ脊髄空洞症。【症例2】42歳男
性。2000年受傷、C6/7脱臼骨折によるC8以下完全麻痺。術前症状：両三頭筋筋力低下。MRI：
C1椎体高位まで及ぶ脊髄空洞症。【症例3】52歳男性。1985年受傷、C5/6脱臼骨折に伴うC7以
下完全麻痺。術前症状：両三角筋、上腕二頭筋筋力低下、呼吸筋障害、痙性の悪化。MRI：C0
高位まで及ぶ脊髄空洞症、脊髄高度委縮。【結果】3例に対し、SSバイパス術を施行。手術時間
は平均255分(224-283)。出血量は283mL(200-400)。自覚症状は2例で不変、1例で改善、悪化例
はなかった。空洞症は3例とも術後縮小を認めた。
 

Keyword： 脊髄空洞症(Syringomyelia)、S-S バイパス(S-S bypass)、脊髄損傷(Spinal cord injury)

 
	 P1-6-1	 脊髄癒着性クモ膜炎を伴う脊髄空洞症の手術

Surgery for syringomyelia associated with adhesive arachnoiditis
 
北海道脳神経外科記念病院　脳神経外科
 
○小

こやなぎ

柳　　泉
いずみ

、千葉　泰弘、今村　博幸

【はじめに】脊髄癒着性クモ膜炎は、脊髄の浮腫性変化や脊髄空洞症を示す病態であり、外科治
療が困難な病態として知られている。2012年以降に経験した癒着性クモ膜炎を伴う脊髄空洞症
を報告する。【対象】7例(年齢44-84歳)である。脊髄手術後が3例、油性造影剤による脊髄造影
が1例、脊髄損傷1例、原因不明2例であった。症状発現から手術までは5-60年である。術前は
対麻痺5例、四肢麻痺2例である。【結果】硬膜内クモ膜嚢胞を伴った3例では嚢胞摘出と癒着剥
離を行った。脊髄手術後と外傷に関連して発症した4例では、硬膜形成術とS-Sシャントを行っ
た。術後は、全例で症状の何らかの改善がみられたが、上下肢の筋力低下も2例でみられた。
空洞の縮小は全例であったが、消失した症例はなかった。【結論】本病態の手術の基本は、クモ
膜下腔の再建である。癒着の少ないクモ膜下腔が存在する場合、S-Sシャントの併用は有効とい
える。
 

Keyword： クモ膜炎(arachnoiditis)、脊髄空洞症(syringomyelia)、手術(surgery)

 

脊髄損傷・癒着性くも膜炎・合併症	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 伊藤　昌徳（順天堂大学　浦安病院　脳神経外科）
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	 P1-6-4	 中下位頸椎損傷での椎骨動脈損傷の治療法

Treatment for vertebral artery injuries with cervical spinal injuries
 
高知医療センター　整形外科
 
○多

た だ

田圭
け い た ろ う

太郎、時岡　孝光、林　　隆宏

【目的】頸椎損傷の合併症に椎骨動脈（VA）損傷があり、小脳・脳幹梗塞などを起こす危険性
がある。中下位頸椎損傷におけるVA損傷の治療法を検討した。【方法】2005年3月から2016年
6月の間に手術加療を行った、中下位頸椎損傷80例のうち、VA損傷は25例（31.2%）あり、VA
塞栓術は10例に行った。25例の術前術後の経過、合併症を検討した。【結果】後方からの椎弓根
スクリュー (PS)固定の4例では、2例で小脳梗塞を認めた。前方法での固定を行った8例中1例
で脳幹梗塞を認めた。一方、術前VA塞栓術を行った10例は、全て後外側法での最小侵襲手技
によるPS固定(MICEPS法)を施行し、合併症も認めなかった。また、術前より両側小脳梗塞を
認め、両側VA損傷を疑う症例もあった。【考察】可能であれば、術前にVA損傷を診断して塞
栓術を行うことが必要である。
 

Keyword： 椎骨動脈損傷(vertebral artery injury)、頸椎損傷(cervical spinal injury)、塞栓術(embolization)

 
	 P1-6-3	 脊椎脊髄損傷後急性期静脈血栓塞栓症発生率の検討：

靭帯骨化例と非骨化例の比較
Incidence of venous thromboembolism in spinal ligament ossification patients after 
spinal cord injury
 
弘前大学　医学部　医学研究科　整形外科学講座
 
○市

いちかわ

川　奈
な な

菜、和田簡一郎、田中　利弘、塩崎　　崇、熊谷玄太郎、石橋　恭之

【目的】本研究の目的は脊椎脊髄損傷後急性期の静脈血栓塞栓症（venous thromboembolism:
VTE）の発生頻度に、脊柱靭帯骨化症例（骨化群）と非骨化症例（非骨化群）で違いがあるか
検討することである。【対象と方法】2011年1月以降に当科入院となった脊椎脊髄損傷患者88例

（骨化群：13例、非骨化群：75例）を対象とし、入院時および入院後に経時的にD-dimerを測定
した。D-dimerが一度低下した後、10μg/dl以上に再上昇した全症例に造影CTを施行し、VTE
を診断した。【結果】骨化群の入院後5、7日目のD-dimer平均値はそれぞれ8.6、9.3であり、非
骨化群の4.3、4.9と比較して有意に高値であった（P=0.004、P=0.009）。D-dimerが再上昇して
いた症例は骨化群で54%（7例）、非骨化群で20%（15例）であった。骨化群では54%（7例）と非
骨化群の9%（7例）に比べて有意に多くVTEが発生していた（P=0.01）。【結論】脊椎脊髄損傷
後、骨化群で高率にVTEが発生していた。
 

Keyword： 脊柱靭帯骨化症(ossification of the spinal ligament)、脊椎脊髄損傷(spinal cord injury)、
 静脈血栓塞栓症(venous thromboembolism)
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	 P1-7-2	 腰部脊柱管狭窄症に合併した脊髄硬膜動静脈瘻の治療経験

Spinal dural anteriovenous fistula misdiagnosed previously operated as lumber spinal 
canal stenosis
 
1岩手医科大学　医学部　脳神経外科、2釧路労災病院　脳神経外科
 
○菅

すがわら

原　　淳
あつし

1、石垣　大哉1、井須　豊彦2

【はじめに】腰部脊柱管狭窄症と脊髄硬膜動静脈瘻が合併した3症例を経験したので報告する。
【症例1】73才・男性。両下肢のしびれと歩行障害を認め、腰部脊柱管狭窄症と診断され開窓術
を施行したが、症状は軽快しなかった。精査にて脊髄硬膜動静脈瘻と診断され、手術を施行し
た。【症例2】71才・男性。下肢のしびれと間欠性跛行を認め、腰部脊柱管狭窄症と診断された。
症状が進行し、尿失禁を認めるようになった。精査にて脊髄硬膜動静脈瘻と診断され、手術を
施行した。【症例3】68才・男性。両下肢の脱力と歩行障害を認めた。腰部脊柱管狭窄症と胸椎
MRIにて髄内高輝度化を認めた。腰部脊柱管狭窄症に対して開窓術を施行したが、症状は改善
しなかった。精査にて、脊髄硬膜動静脈瘻を認め、手術を施行した。【結語】腰部脊柱管狭窄症
に合併した脊髄硬膜動静脈瘻では、間欠性跛行の原因として、馬尾性と脊髄性の鑑別を確実に
行い、治療方針を決定する必要がある。
 

Keyword： 脊髄硬膜動静脈瘻(Spinal dural anteriovenous fistula)、腰部脊柱管狭窄症(lumber spinal canal stenosis)、
 誤診断(misdiagnosed)

 
	 P1-7-1	 脊髄梗塞 4例の治療経験～画像所見と予後予測について～

Experience treating spinal cord infarction 4 cases -For imaging findings and 
prognostic-
 
1社会医療法人財団　池友会　新小文字病院、
2一般社団法人　巨樹の会　下関リハビリテーション病院、
3一般社団法人　巨樹の会　新武雄病院
 
○西

にしかわ

川　　満
みつる

1、岩本　尚悟1、高橋　雄一1、土方　保和1、小川　浩一2、
　西田　憲記3

【緒言】脊髄梗塞は稀な疾患であり、その頻度は脳卒中の1-2%と報告されている。今回我々は4
例の脊髄梗塞を経験し、そのMRI所見と予後について検討し文献的考察も交え報告する。【対象】
2014年5月-2016年5月に当院に入院した脊髄梗塞症例4例【症例】4例の内訳はMRI所見より、
C6/7-T4/5高位の後索型、T10/11高位の後索型、T7/8-L2/3高位の横断型、T10/11-L1/2高位の
横断型が1例ずつであった。入院時のASIA分類はそれぞれC、D 、B、Bであった。後索型の2
例は前者が発症後4日目より麻痺の改善があり、約半年後にはDに改善していた。後者は入院時
よりDであり両者とも歩行を獲得した。横断型の2例はBのままであった。【考察】長軸方向に
長い病変、横断型の病変は予後不良と報告がある。MRI所見から長軸方向に長い病変でも後索
型の病変では歩行を獲得できた。今回MRI所見から予後は推測でき、セラピストは画像所見を
考慮しゴール設定を行うことが必要であると考える。
 

Keyword： 脊髄梗塞(spinal cord infarction)、画像所見(imaging findings)、予後予測(prognosis prediction)

 

脊髄血管障害B	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 飯田　秀夫（国際親善総合病院　脳神経外科）
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	 P1-7-3	 （症例）直接作用型経口抗凝固薬内服中の頸椎特発性急性硬膜外血腫の

1手術症例
An operated case of spontaneous cervical acute epidural hematoma using direct oral 
anticoagulant
 
総合南東北病院　脳神経外科
 
○風

か ざ ま

間　　健
けん

、冨井　雅人、水野　順一、松島　忠夫

症例は68歳、男性。拡張型心筋症、慢性心房細動、慢性心不全で直接作用型経口抗凝固薬リ
バーロキサバン内服中。腹筋運動中に突然両側肩甲骨付近の痛みを自覚、徐々に右上下肢の脱
力を自覚し翌朝には悪化。意識清明、右不全片麻痺あり。頸椎MRIで右寄りのC3からTh2にか
けての急性硬膜外血腫あり。緊急にC4からTh1にかけての、右半側の椎弓切除・硬膜外血腫除
去術施行。術中に血液凝固第9因子製剤使用。術中の異常血管は認めなかったが、硬膜周囲の血
管はやや怒張していた。術後も血液凝固第9因子製剤および新鮮凍結血漿を使用。心不全に気を
付けつつの周術期管理が必要であった。リハビリテーションをおこない右片麻痺は徐々に改善
した。1か月後の頸椎MRIで硬膜外血腫なし、脊髄変化なし。直接作用型経口抗凝固薬内服中の
頸椎特発性急性硬膜外血腫の手術に際して、血液凝固第9因子製剤が有用である可能性がある。
 

Keyword： 特発性急性硬膜外血腫(spontaneous acute epidural hematoma)、
 直接作用型経口抗凝固薬(direct oral anticoagulant)、乾燥人血液凝固第9因子複合体(PPSB-HT)

 



-  194  -

 

 
	 P1-8-2	 頚椎神経根症に対する観血的治療

Surgical treatment for cervical radiculopathy
 
仙台医療センター　脳神経外科
 
○鈴

す ず き

木　晋
しんすけ

介、井上　智夫

頚椎神経根症は保存的治療が優先されるが、保存的治療のみでも中等度以上の後遺症を残こと
がある。術式は、1)前方除圧固定 、2)後方foraminotomy、3)前方foraminotomy がある。その
術式の選択基準を報告したい。【対象】当科では2005 ～ 2015の10年間に頚椎神経根症に対する
観血的治療例は48例ありこれらを対象とした。VASを使用した。【結果】術式は前方除圧固定
36例(経椎体法除圧3例)、 後方foraminotomy12例(椎弓形成術7例)であった。平均VAS改善
率は74％であった。【結論】圧迫病変が前方がメインの場合は前方除圧固定を選択している。後
方の圧迫が主体である場合は、後方foraminotomyを選択する。脊柱管狭窄症を合併する病態で
多椎間症例では椎弓形成術を合わせて施行する。間接的に除圧するのではなく、前方あるいは
後方の神経根責任圧迫部分を十分に除圧する事が重要なポイントである。
 

Keyword： 頚椎神経根症(cervical radiculopathy)、観血的治療法(surgical treatment)、VAS(VAS)

 
	 P1-8-1	 当施設における最近 10年の変形性頚椎に対する手術

Surgery for cervical spondylosis of our institute in this ten years
 
神奈川県立病院機構　神奈川県立足柄上病院　脳神経外科
 
○野

の じ

地　雅
ま さ と

人、稲垣　　浩、遠藤　　聡

【はじめに】変形性頚椎疾患に対する手術療法として前方と後方アプローチがあり、当施設では
基本的に2椎間までは前方から、3椎間以上のものについては後方からを原則とし、その方針の
もと約10年間が経過した。その患者の臨床経過及び放射線学的解析について報告する。【方法】
2005年4月から2015年12月にかけて行われた変形性頚椎症患者に対する145手術症例のうち臨
床学的解析が可能であった125例ついて、年齢、性別、術式、治療前後の症状の評価（NCSS）、
合併症、放射線学的解析について検討した。【結果】男性78人に対し女性47人、手術時年齢に
ついては平均61.95歳±14.77であった。手術術式については66例が前方アプローチ、59例が後
方アプローチであった。2年以内に再手術に至った症例は5例で、合併症C5 palsy 3例、感染症
1例であった。【考察】当施設での変形性頚椎症の方針での結果は概ね良好なものであった。今
後も同様の方針でデータを蓄積したい。
 

Keyword： 変形性頸椎症(cervical spondylosis)、手術(surgery)、合併症(complication)

 

頚椎症・前方固定術B	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 鈴木　晋介（仙台医療センター　脳神経外科）
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	 P1-8-4	 （症例）骨粗しょう症を伴う頚椎すべり症に対する前後合併固定術の 3例

3 surgical cases of cervical spondylolisthesis with osteoporosis by anterior plating and 
posterior wiring
 
亀田総合病院　脊椎脊髄外科
 
○譲

ゆずりはら

原　雅
まさひと

人、木原　一徳、橘　　滋國、久保田基夫

頚椎辷り症に対して前方プレート固定をおこなうがプレート脱転が危惧され棘突起ワイヤリン
グを追加した3例を報告する。

【症例1】67才女性　RAでステロイド内服中。後頭骨～ C4の癒合椎でC4/5でC4前方辷り、脊
髄圧迫と椎間不安定を認めた。C4/5前方除圧、腸骨移植、C4C5プレート固定施行。引き続き
C4C5棘突起に腸骨移植の上ワイヤリング固定、術後6 ヶ月のCT上C4/5椎間骨癒合を認めた。

【症例2】65才男性　若年性RAでステロイド内服中。後頭骨～ C4の癒合椎でC4/5でC4前方辷
り、脊髄圧迫と椎間不安定を認めた。C4/5前方除圧、腸骨移植、C4C5プレート固定を、4週後
にC4C5棘突起に腸骨移植の上ワイヤリング固定実施。

【症例3】81才男性　C3,C4の前方辷り。C4椎体切除、腸骨移植、プレート固定、C4C5棘突起へ
の腸骨移植とワイヤリング固定実施。
棘突起ワイヤリングは不安定椎間の回旋ストレスを低減させる。前方プレートの固定力に不安
があるときは追加を考えてもよい。
 

Keyword： 頚椎すべり症(spondylolisthesis of cervix)、前後合併固定(anterior and posterior fixation)、
 頚椎癒合症(Klippel-Feil syndrome)

 
	 P1-8-3	 後弯例に対する経椎体前方神経根除圧術の術後アライメント変化

Analysis of postoperative cervical spinal alignment of cervical radiculopathy cases 
with kyphosis
 
名古屋大学医学部　脳神経外科
 
○西

にしむら

村　由
ゆうすけ

介、福岡　俊樹、吉川　哲史、江口　　馨

【はじめに】頚椎神経根症に対する低侵襲経椎体前方神経根除圧術（経椎体法）は、頚椎後弯例
に対する安全性は確立されていない。後弯例に対する経椎体法の安全性評価のため術前後のア
ライメントを評価した。【対象・方法】2009年以降に経椎体法が行われ、2年以上のフォローが
可能で適切な放射線学的検査が行われている50症例のうち、術前C2-7 cobb角が後弯であった
14症例の頚椎アライメント変化を検討した。【結果】経椎体の穴の大きさ、骨性終板への進入距
離は術前プラン通りであった。Functional spine unit（FSU）高さは術後有意に減少していたが、
これは椎間板高さの減少に伴うもので椎体のcollapseはなかった。FSUの局所角、可動域は術後
保たれていた。C2-7 Cobb角、C2-7可動域は術後改善が見られた。【まとめ】後弯を示す神経根
症例には機能性の例が多く術後改善し、経椎体法は安全に行うことができる。しかし、後弯進
行例も存在し、その対策も考察する。
 

Keyword： 頚椎神経根症(cervical radiculopathy)、後弯(kyphosis)、
 低侵襲経椎体前方神経根除圧術(less invasive transvertebral anterior foraminotomy)

 



-  196  -

 
	 P1-8-5	 （症例）頸椎前方除圧固定術後に遅発性に脊髄浮腫を来した 1例

A case of the spinal cord swelling after anterior interbody fusion
 
1伊万里有田共立病院　脳神経外科、2白石共立病院　脳神経脊髄外科
 
○田

た な か

中　達
た つ や

也1、本田英一郎2

【緒言】頸椎前方固定術後に遅発性に脊髄浮腫を来した一例を経験した。
【症例】交通外傷後、頸部から肩に痛みが出現。MRIにてC5/6で椎間板ヘルニアを認めた。
徐々に下肢から痺れが上行し、14か月後には四肢の痺れとなった。C5/6で椎間板の突出と頸髄
にT2WIにて高信号域を認めた。15か月後に前方固定術を施行し、頸髄の高信号域は軽減。術
後4か月後にしびれが徐々に鼠径部まで上行。C5/6で頸髄の高信号域が再度出現し、Gd造影で
C5/6で白質を主体とした増強効果を認めた。全身CT、血清ACE、髄液検査は正常で、サルコ
イドーシスや多発性硬化症は否定的であった。術後の脊髄浮腫と診断し、ステロイド点滴を含
む保存的加療を行った。

【考察】椎弓形成術後の一過性の脊髄浮腫は発現率6％と報告される。術後の静脈梗塞、除圧後
による再灌流障害、骨癒合不全による微小な外傷による脊髄損傷が考えられ、診断に苦慮した。
 

Keyword： 頸椎(cervical)、前方固定術(anterior interbody fusion)、脊髄浮腫(spinal cord swelling)
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	 P1-9-2	 頚椎症性下垂肩における再挙上獲得までの期間と治療タイミングの検討

Pathogenesis and prognosis of arm drops caused by cervical spine lesion: Duration 
needed to regain arm elevation and appropriate timing for surgical intervention
 
秋田大学大学院　整形外科
 
○石

いしかわ

川　慶
よしのり

紀、宮腰　尚久、本郷　道生、粕川　雄司、工藤　大輔、島田　洋一

【目的】頚椎症性の下垂肩が、どのような経過で再挙上まで回復するか調査した。
【方法】2005-14年まで加療された34名、 平均66歳を対象とした。病悩期間、病態（頚髄症/神
経根症）、三角筋徒手筋力、C5椎間孔幅、治療前JOAスコア、MRI輝度変化などの因子と、再
挙上につき統計学的に評価した。

【成績】平均病悩期間6.4 ヵ月、頚髄症11例、神経根症8例、合併15例であった。三角筋徒手筋
力はG 5例、F 6例、P 21例、T 2例で、椎間孔幅は平均2.7mm、JOAスコア10.6点、輝度変化
は10例に認めた。再挙上までは平均63.9日、2年後の挙上不能は5例、 筋力以外の因子に関連は
認めなかった。G,Fからの悪化はなく、Pでは86％で再挙上（P,P+ 88％ ,P- 75％）,P,P+とP-の比
較ではその期間に有意差を認め（各45.7日、137.0日）、Tでは全例再挙上不能であった。 

【結論】再挙上までの期間は平均2 ヵ月であり、治療開始はF以上が望ましい。また、挙上の可
能性を考えれば、最低P-までの治療が望ましい。
 

Keyword： 下垂肩(arm drop)、頚椎(cervical spine lesion)、再挙上(regain arm elevation)

 
	 P1-9-1	 首下がりを呈した脊髄症を認めない変形性頚椎症に対して

前後方固定術を行った 2症例
Two case reports of Dropped head syndrome without cervical myelopathy
 
大津市民病院　脳神経外科
 
○高

たかやま

山　柄
もとひろ

哲

【はじめに】首下がりは、頭頚部が前方へ垂れ下がり、前方中止困難や後頚部痛をきたす。今
回我々は、明らかな脊髄症を示さず、首下がりによってADL低下をきたした症例に対して、前
後方固定術を施行した2症例を経験したので報告する。【症例】1例目は74歳女性。後頚部から
肩の痛みが主訴。画像上、頭蓋頚椎移行部からC3までの過前腕を中下位頚椎での後弯変形が代
償。2例目は53歳男性。前方注視ができず、頭部外傷も増加。画像上、C4-7で強い後弯変形を
きたしていた。手術は、まず後方から椎弓根スクリューを設置したのちにfacetを骨削除。前方
固定で頚椎のアライメントを矯正した後に再度後方からロッディングを行った。2例とも経過良
好。【結語】本報告例では、脊髄症を呈してはいないが首下がりによってADLが著しく低下し
た症例にも、アライメント矯正目的で前後方固定術を施行することで良好な成績をえられるこ
とが示された。
 

Keyword： 首下がり(dropped head)、無脊髄症(myelopathy)、前後方固定術(cervical fusion)

 

頚椎症・筋萎縮/首下がり/下垂肩	11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 大谷　晃司（福島県立医科大学整形外科）
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	 P1-9-4	 頚椎症性筋萎縮症に対する頚椎内視鏡下除圧術

Microendoscopic laminoforaminotomy for cervical spondylotic amyotrophy
 
和歌山県立医科大学　整形外科
 
○中

なかがわ

川　幸
ゆきひろ

洋、吉田　宗人、山田　　宏、橋爪　　洋、南出　晃人、岩崎　　博

【目的】頚椎症性筋萎縮症(CSA)に対する内視鏡下手術につき報告する。【方法】CSAで後
方内視鏡手術を施行した13例(男12例、女1例、平均60.9歳)を対象とした追跡期間は2年
で あ っ た。 除 圧 はcervical microendoscopic laminoplasty(CMEL), foraminotomy(CMEF), 
laminoforaminotomy(CMEL/F)で行った。調査項目は手術時間、出血量、周術期合併症、頚
部痛VAS値、頚椎可動域（C2-7）、臨床評価はMMTによる筋力の改善(excellentからpoor)で
評価した。【結果】単椎間CMEF3例、単椎間CMEL/F1例、CMEF+CMELの2椎間除圧7例、
3椎間除圧2例であった。臨床成績はexcellent 9例、good 3例、fair 1例であった。手術時間出
血量は77.5分、23.8mlであり、周術期合併症は認めず、頚部痛VASスコアは50.5から24.1に改
善を認め、頚椎可動域は術前後で35.8°から38.8°、%ROMは129.6%であった。【考察及び結論】
CSAに対する頚椎内視鏡手術は優れた低侵襲性と臨床成績の改善を示していた。
 

Keyword： 頚椎症性筋萎縮症(cervical spondylotic amyotrophy)、
 頚椎内視鏡手術(cervical microendoscopic surgery)、
 低侵襲脊椎手術(minimally invasive spine surgery)

 
	 P1-9-3	 頚椎症性筋萎縮症に対する治療方針の検討

Treatment for cervical spondylotic amyotrophy
 
笹生病院　脳神経外科
 
○芝

しばもと

本　和
かずのり

則、二宮　貢士

【はじめに】 頚椎症性筋萎縮症では麻痺の自然回復例が存在し、手術適応とその時期について悩
むことが多い。自験例の治療成績を調査し、治療方針について検討する。

【対象と方法】過去5年間に頚椎症性筋萎縮症の診断で治療を行った自験15例を対象とした。予
後因子として、手術の有無、圧迫部位（前根、髄節、混合型）、圧迫因子、罹病期間、T2WIで
の高輝度の有無について検討した。

【結果】保存的治療7例、手術治療8例。麻痺改善率は保存群平均50％、手術群平均56％。保存
群で麻痺の改善兆候が4週間出現しない症例は予後不良であった。手術群では3か月以内に手術
を行った症例が比較的予後良好であった。圧迫部位が混合型、罹病期間が長い症例は予後不良
であった。

【結論】1か月以内に麻痺改善傾向が生じる症例は保存治療で良好な予後が期待できる。一方、1
か月で改善傾向が無い場合は、3か月以内の手術が望ましいと考える。
 

Keyword： 頚椎症性筋萎縮症(Cervical spondylotic amyotrophy)、手術治療(surgery)、
 保存治療(conservative therapy)
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	P1-10-2	 圧迫骨折に伴う脊柱変形に対する

神経障害症例短椎間オーダーメイド低侵襲手術
Individualized minimally invasive short intervertebral surgery for spinal deformity 
neuropathy from compression fracture of the spine
 
1平和病院　脳神経外科　横浜脊髄脊椎センター、
2平和病院　整形外科　横浜脊髄脊椎病センター
 
○野

の な か

中　康
やすおみ

臣1、田村　睦弘2

圧迫骨折治療については骨折の形状が様々で治療戦略も異なることが多い。一般的な脊柱管、
神経根に障害を認めない症例に対してはBKPによる椎体形成が疼痛遷延症例に対して有効で
あることは近年確立されている。しかし脊柱管に骨片が迷入する粉砕骨折や椎体の喫状変形著
しい角状変形など椎体の変形に伴い神経症状を呈する症例など脊柱矯正固定を必要とする症例
は散見される。通常これらの症例は多椎間固定を行い骨切術など併用し脊柱変形矯正を行う事
が多い。理想的なアライメント獲得が目指せる反面、高齢者が多くインプラントの障害、隣接
椎間障害など引き起こす可能性を認める。そのため当科では通常の多椎間固定と併用し症例に
よってXLIFや椎体形成を併用した短椎間低侵襲手術を可能な限り選択している。代表症例を供
覧する。多椎間固定及び短椎間固定のメリット、デメリットを精査確認する必要があるが、試
みられるべき検討方法であると考える。
 

Keyword： 圧迫骨折(compression fracture)、短椎間固定(short fusion)、骨粗鬆症(osteoporosis)

 
	P1-10-1	 成人脊柱変形手術後の再手術　－　原因と頻度

Cause and Frequency of Revision Surgery For the Adult Patients With Spinal 
Deformity
 
1浜松医科大学　長寿運動器疾患教育研究講座、2浜松医科大学　整形外科学講座
 
○戸

と が わ

川　大
だいすけ

輔1、長谷川智彦2、大和　　雄2、小林　　祥2、松山　幸弘2

【目的】成人脊柱変形手術症例における再手術の原因と頻度について調査した。【対象と方法】
2010年10月から2015年8月までで、胸椎から腰椎または骨盤までの後方矯正固定術を施行し
た20歳以上の成人脊柱変形282例（男性56例、女性226例、平均63歳）を対象とした。調査項
目は再手術症例の性別、初回手術時年齢、再手術の原因、各症例における再手術回数を検討し
た。【結果】全282例中59例（21％、男性11例、女性48例、初回手術時年齢　平均69歳、30歳
代1例、40歳代3例、50歳代4例、60歳代20例、70歳代26例、80歳代5例）に合計87回の再手
術が行われた。原因は変形進行24（近位障害13、遠位障害10、冠状面1）、ロッド折損19、感染
12、血腫11、インプラントによる皮膚障害5、インプラント設置不良4、神経障害2であった。
再手術回数は1回39例、2回11例、3回4例、4回3例であった。 【考察】再手術率は21％で、固
定端周囲の障害とロッド折損が多かった。
 

Keyword： 再手術(revision surgery)、成人脊柱変形(adult spinal deformity)、原因(cause)

 

胸椎症・胸腰椎黄色靭帯骨化症（OYL）	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 飯田　尚裕（獨協医科大学　越谷病院　整形外科）
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	P1-10-4	 （症例）胸腰椎黄色靭帯骨化切除後に胸椎椎間板ヘルニアを発生した

手術症例
A case report of Thoracic disc herniation after excision occification of ligamentum 
flavum
 
杏林大学病院　整形外科学教室
 
○佐

さ の

野　秀
ひ で と

仁、佐藤　俊輔、高橋　雅人、長谷川雅一、長谷川　淳、市村　正一

胸腰椎の黄色靭帯骨化症（以下OLF）に対して骨化切除術を施行後、同高位で椎間板ヘルニア
を発生した手術症例を経験したため報告する。症例は既往に腰椎側弯症のある80歳女性で、主
訴は両下肢筋力低下と歩行困難であった。画像所見でTh11/12とTh12/L1にOLFを認め、同部
の脊髄症と診断し2椎間の骨化切除術を施行した。術後症状は軽快し自宅退院したが、術後約9
カ月目に突然下肢の脱力と歩行障害が出現し緊急入院となった。骨化切除したTh11/12の椎間
板にヘルニアと椎間板炎が疑われたため、前方から椎間板掻爬と骨移植を行い、2期的に後方か
ら追加固定を行った。術後下肢筋力は改善しリハビリ病院に転院となった。このように脊柱の
変形を伴う骨化切除の場合は、術後に不安定性による症状悪化の可能性があるため固定術を併
用する必要性があった。
 

Keyword： 黄色靭帯骨化症(Ossification of ligamentum flavum : OLF)、
 胸椎椎間板ヘルニア(Thoracic disc herniation : TDH)、側弯症(Scoliosis)

 
	P1-10-3	 （症例）胸髄症術後に生じた胸椎すべり症の 1例

Thoracic Spondylolisthesis of Postoperative Thoracic myelopathy; A case report
 
JCHO大阪病院　整形外科
 
○三

み よ し

好　祐
ゆ う じ

史、立石　耕介、冨士　武史

【はじめに】強い下肢痛を伴う術後胸椎すべり症を経験した。【症例】68歳男性。66歳時に下肢
痛と痙性歩行が出現。MRIでT10/11に黄色靭帯肥厚、CTではT11/12は前方で癒合し胸髄症と
診断。67歳時にT10/11椎弓切除術を行い症状改善したが、術後1年3か月で下肢痛の再燃と膀
胱直腸障害を生じた。X線で不安定性を伴うT10前方すべり、MRIでT10/11で局所後彎に伴う
狭窄を認め、T10/11椎体間固定とT8-L1後方固定を行った。術後3か月、下肢痛は軽減し膀胱
直腸障害は消失、胸髄症JOAスコアは術前5点から9点に改善した。【考察】胸椎すべり症は稀
な疾患であり胸腰椎移行部で生じるとの報告がある。胸郭や肋椎関節がないため上中胸椎部よ
り可動性が大きいことが一因と指摘されている。本症例は初回術前に局所後彎が存在し除圧椎
間の隣接2椎体が癒合していたため術後に不安定性が助長されたと考えた。局所の後彎や隣接椎
体の癒合を伴う胸髄症は固定術も考慮すべきと思われる。
 

Keyword： 胸椎すべり症(Thoracic Spondylolisthesis)、胸髄症(Thoracic myelopathy)、下肢痛(Leg Pain)
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	P1-10-5	 （症例）腰椎黄色靭帯骨化症に靭帯血腫を合併した 1例

Lumbar ossification of ligamentum flavum with  ligament flavum hematoma: A case 
report
 
秋田大学　大学院　整形外科
 
○水

みずたに

谷　　嵩
たかし

、宮腰　尚久、本郷　道生、粕川　雄司、石川　慶紀、島田　洋一

【目的】腰椎黄色靭帯骨化症に靭帯内血腫を合併した1例を経験したので報告する。【症例】70歳
男性。3カ月前から腰痛が出現し、1週間前から両大腿部痛と脱力が出現し歩行困難となり受診
した。両腸腰筋がMMT4と低下し、下肢深部腱反射は両側で低下していた。MRIではL2/3後方
から馬尾を圧迫するT1 高、T2低輝度の多房性腫瘤と、 CTで黄色靭帯の骨化像を認め手術を施
行した。手術では黄色靭帯内から右椎間関節と連続する血腫と、黄色靭帯の骨化が硬膜と癒着
しつつ圧迫していた。病変を剥離切除し、L2/3後側方固定を追加した。術後症状は改善し、病
理組織診で黄色靭帯骨化と靭帯血腫を認めた。【考察】黄色靭帯内血腫は比較的稀な疾患である
が、黄色靭帯骨化症との合併は渉猟した限り報告がない。本症例では軽微な外傷による椎間関
節からの出血性病変が繰り返し血腫を形成し、その過程で骨化が進展した可能性が考えられた。
 

Keyword： 黄色靭帯骨化症(ossification of ligamentum flavum)、
 黄色靭帯内血腫(ligamentum flavum hematoma)、後側方固定術(posterolateral fusion)
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	P1-11-2	 （症例）前方支持組織の欠損したびまん性特発性骨増殖症 （DISH） の

脊椎骨折に対して後方固定と PTH製剤が奏功した一例
A case of spinal fracture of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis(DISH) treated with 
posterior fusion and teriparatide
 
和歌山県立医科大学　整形外科教室
 
○西

に し い

井　佑
ゆうすけ

介、中川　幸洋、山田　　宏、南出　晃人、橋爪　　洋、吉田　宗人

【目的】前方支持組織の欠損したびまん性特発性骨増殖症(DISH)の脊椎骨折に伴う遅発性脊髄
麻痺に対して後方固定とPTH製剤の併用で良好な成績が得られた症例を経験したので報告す
る。【症例】84歳男性。転倒し腰部を打撲し、T12圧迫骨折の診断にて近医で安静臥床による保
存療法が行われた。受傷後4週で歩行開始したが、下肢麻痺が出現した。骨折部はDISHに伴う
もので骨癒合せず転位していたためTh9 ～ L3の後方固定術のみを行い、PTH製剤を併用した。
骨折部はanterior columnにおいて広範な骨欠損を認めたが、術後3か月より旺盛な骨形成が
確認され、約1年で骨癒合は完成した。【考察】前方支持組織が欠損したDISHの脊椎骨折に対
し、後方固定術のみを行ったが、PTH製剤を併用することで骨欠損部の良好な骨形成が得られ
た。今後はDISHの脊椎骨折に対しては、より低侵襲な MIS long fixationとPTH製剤の使用が
期待される。
 

Keyword： びまん性特発性骨増殖症(diffuse idiopathic skeletal hyperostosis)、
 遅発性麻痺(delayed spinal cord palsy)、脊椎骨折(spinal fracture)

 
	P1-11-1	 （症例）気道感染を契機に、気道閉塞で発症した

びまん性特発性骨増殖症の一例
A case report of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis which developed in the airway 
obstruction following respiratory infection
 
福岡記念病院　脊髄脊椎外科
 
○隈

くまもと

元　真
し ん じ

志

【緒言】びまん性特発性骨増殖症（DISH：diffuse idiopathic skeletal hyperostosis）に気道感染
を合併し、気道閉塞に至って救急搬送された一例を報告する。【症例】65歳、男性。27歳時に後
縦靭帯骨化症で頸椎後方除圧術、56歳時に腰部脊柱管狭窄症で腰椎後方除圧術を施行された。
数日前より咽頭痛、飲み込みの違和感を感じるようになった。徐々に呼吸困難が出現し、救急
搬送された。CTにて増殖骨による物理的狭窄に加え、咽頭後壁周囲の軟部組織の腫脹による気
道の閉塞を認め、緊急で気管内挿管を施行した。同日に増殖骨切除を施行した。【考察・結語】
咽頭や気管を圧排し、嚥下障害あるいは呼吸困難・睡眠時無呼吸症候群の要因となった症例は
散見されるが、気道感染の合併により気道閉塞を引き起こす病態はあまり知られていない。気
道閉塞の一因として鑑別されるべき病態と考えられた。
 

Keyword： びまん性特発性骨増殖症(diffuse idiopathic skeletal hyperostosis)、呼吸困難(dyspnea)、
 気道閉塞(airway obstruction)

 

びまん性特発性骨増殖症（DISH）/強直性脊椎炎B	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 小林　茂（福井大学　整形外科）
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	P1-11-3	 （症例）胸椎横断性骨折と多発椎体圧迫骨折後に

遅発性脊髄麻痺を呈した強直性脊椎増殖症の 1例
A case of ankylosing hyperostosis presenting delayed spinal cord paralysis following 
transverse fracture of the thoracic spine and multiple compression fracture
 
1聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　脳神経外科、
2石岡循環器科脳神経外科病院　脳神経外科
 
○中

なかむら

村　歩
ほ ま れ

希1、工藤　　忠2

71歳　男性自宅で転倒。数日後より食欲不振、腰背部痛が出現。急性膵炎と胸腰椎圧迫骨折
(Th11,12,L1)の診断で装具を装着し保存的加療とる。入院約1ケ月後に両下肢麻痺が出現し、当
院へ転院。来院時下肢筋力はMMT3(Frankel C)であり、Th11,12,L1椎体圧迫骨折とTh11横断
性骨折を認め不安定性を認め、手術となった。Th11/12間で除圧を行い、Th11,12,L1はHAブロッ
クによる椎体形成を施行、ネスプロンケーブルとTh8にlamina hookを用いてTh9-L2間で後方
から椎弓根スクリュー固定術を施行した。その後、装具を装着しリハビリを施行。術後約2か月
で立位可能となり、約3か月で杖歩行・独歩可能となった。強直性脊椎増殖症に合併する胸椎
椎体骨折では、保存的加療に抵抗し経時的に不安定性が生じ遅発性麻痺を呈することが多いの
で、注意深い経過観察が必要と思われる。
 

Keyword： 強直性脊椎増殖症(ankylosing hyperostosis)、遅発性脊髄麻痺(delayed spinal cord paralysis)、
 椎体圧迫骨折(compression fracture)
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	P1-12-2	 （症例）下垂足を呈した腰椎原発悪性リンパ腫の 1例

A case of malignant lymphoma in lumbar spine with drop foot
 
箕面市立病院
 
○信

し ぎ

貴　経
つ ね お

夫

症例は59歳女性。2 ヶ月前から誘因なく右下肢しびれを自覚。近医で腰椎椎間板ヘルニアを疑
われた。右下腹部痛もあり別の病院で大腸の検査をされたが異常はなかった。別の医院で撮影
された腰椎MRIで異常を指摘され当科を紹介。初診時、右下垂足、知覚低下を認め歩行困難の
状態。左下肢症状はなかった。MRIでは、L5椎体に輝度異常、L3-S硬膜外に占拠性病変を認め、
CTでは腸腰筋外側縁の左右差、L5椎体に骨融解、骨硬化像の混在を認め、血液検査では可溶性
IL-2レセプターが高値であった。以上から転移性脊椎腫瘍、骨髄腫、悪性リンパ腫を疑い、確
定診断および硬膜管除圧の目的で開窓術および硬膜外腫瘍切除術を施行。術中所見ではL3-Sの
硬膜外腔右側に腫瘍が充満、これを可及的に切除。病理組織検査結果でびまん性大細胞型B細
胞性リンパ腫と診断された。血液内科に転科し化学療法をされたが右下肢麻痺の改善はなく、
術後約1年の現在、屋内歩行器歩行の状態である。
 

Keyword： 悪性リンパ腫(malignant lymphoma)、下垂足(drop foot)、腰椎(lumbar spine)

 
	P1-12-1	 （症例）広範囲な脊髄空洞症を伴った頸髄 tanycytic	ependymomaの 1例

A case of spinal tanycytic ependymoma with syringomyelia
 
イムス富士見総合病院　脳神経外科
 
○鷺

さぎうち

内　隆
た か お

雄

症例は、先天性脊髄空洞症と診断されていた67歳の女性。約3年前から慢性的なふらつきと四
肢脱力感を自覚し、徐々に歩行困難になったため、当院を紹介され受診した。来院時の神経所
見は、意識は清明、脳神経は正常、四肢腱反射亢進、病的反射陽性、四肢筋力低下（右＞左）、
手指巧緻障害（右＞左）、知覚解離（C6-Th9レベルの温痛覚低下、右C6以下の触・深部・振動
覚低下）、四肢の異常知覚、神経因性膀胱障害を呈し、頸髄から胸髄MRIではC3 ～ Th9/10レ
ベルの脊髄空洞症とC6/7レベルの右側索から側索に境界明瞭な髄内増強効果を伴う腫瘤性病
変を認めた。術前診断は、血管芽腫の疑いで手術を施行した。術中所見は右側索軟膜下の比較
的境界明瞭な髄内腫瘍で、術中運動モニタリング下に肉眼的全摘出した。病理診断はtanycytic 
ependymomaであった。比較的稀な頸髄tanycytic ependymomaの1例を経験したので、若干の
文献的考察を加えて報告する。
 

Keyword： tanycytic ependymoma(tanycytic ependymoma)、脊髄空洞症(syringomyelia)、頸髄(cervical cord)

 

脊髄腫瘍B	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 飯塚　秀明（金沢医科大学　脳神経外科）
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	P1-12-4	 （症例）発作性の左坐骨神経痛を繰り返した馬尾部神経鞘腫の 1例

A case of cauda equina schwannoma with episodic severe left sciatic pain
 
1東邦大学医療センター大橋病院整形外科、
2東邦大学医療センター大橋病院脊椎脊髄センター
 
○石

い し い

井　克
かつひさ

尚1、伊藤　圭介2、長張　浩昌1,2、金子　卓男1、中山　隆之1、
　武者　芳朗1,2

【症例】34歳女性。200X年から、起床時や同一姿勢保持、坐位で発作的に左下肢痛が発生。横
になっていると徐々に軽減した。疼痛は1 ～ 2日間で消失、全く疼痛なしと激痛発作の繰り返し
となった。5年後6月に近医でMRI上、左S1神経根分岐部近傍の小さい硬膜内腫瘍を指摘され
当科を紹介された。

【神経学的所見】筋力、感覚障害はなし。
【画像所見】MRI、脊髄腔造影・CTでは、神経線維からの発生と診断。朝に発作があった同日に
左S1神経根ブロックを実施したところ疼痛は消失した。同年10月手術を実施した。

【術中所見】腫瘍は馬尾神経から発生し、2/3は硬膜内、残りはS1神経根分岐部から神経節に向
かって神経根内に発育していた。8x10x10mmの腫瘍を全摘した。

【術後経過】左下肢痛発作は消失し2年経過時にも腫瘍の再発、下肢痛の再燃はない。病理組織
学的には、神経鞘腫と診断された。

【考察】本症例は小さい腫瘍であったが、発作的な下肢の激痛の原因となっていた。
 

Keyword： 馬尾部神経鞘腫(cauda equine schwannoma)、坐骨神経痛(sciatic pain)、神経根(nerve root)

 
	P1-12-3	 （症例）小児脊髄悪性腫瘍 2症例の治療経験

2 cases experience of pediatric malignant spinal tumor
 
名古屋大学　脳神経外科
 
○福

ふくおか

岡　俊
と し き

樹、西村　由介、江口　　馨、吉川　哲史

【症例1】2歳6 ヶ月男児。左下肢の疼痛を訴えた数日後に歩行障害が出現、さらに数日後には両
下肢がほぼ完全弛緩性麻痺となった。MRIにてL1-5に巨大な脊髄硬膜内腫瘍を認め、緊急で腫
瘍摘出術を施行。硬膜内部分はほぼ全摘出した。術後も両下肢麻痺、膀胱直腸障害に明らかな
改善は見られなかった。最終病理診断はrhabdoid腫瘍であった。【症例2】6週齢女児。3週齢か
ら右内反足を認めるようになり、MRIにてTh8-L5に硬膜外腫瘍を認め、皮下、後腹膜にまで進
展していた。脊柱管内硬膜外腫瘍を全摘出した。術後、内反足は改善傾向にある。最終病理診
断はneuroblastomaであった。今回、小児脊髄悪性腫瘍2症例を経験した。いずれも機能予後は
不良であるが、neuroblastomaについては生命予後が良いことがあり、早期診断、早期治療によ
り機能予後を改善することが極めて肝要である。小児の脊髄手術における成人とは異なる留意
点を、過去の報告を踏まえて考察する。
 

Keyword： 脊髄悪性腫瘍(malignant spinal tumor)、脊髄腫瘍(spinal tumor)、
 小児脊髄腫瘍(pediatric spinal tumor)
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	P1-13-2	 （症例）腰仙髄髄内腫瘍の 1例

A case report of lumbosacral intramedullary epidermoid
 
1鳥取市立病院　脳神経外科、2鳥取県立中央病院　整形外科
 
○赤

あかつか

塚　啓
けいいち

一1、村田　雅明2

今回我々は徐々に症状が進行し手術を行った脊髄髄内腫瘍を経験したので報告する。症例は69
歳、男性。20歳代から腰痛、左下肢のしびれが時々みられ、1-2年前から増強し、半年前から歩
行困難となった。最近では排尿障害も見られるようになった。某院受診し、MRIにて脊髄病変
を疑われ当科紹介となった。初診時腰痛、左下肢痛およびしびれを認め、左やや優位の筋力低
下を認めた。MRIではT10からL2にかけて脊髄左側が膨隆しているような境界不明瞭な病変を
認め、不均一な増強効果を認めた。手術ではT10-L2椎弓切除を行い、腫瘍摘出を行った。病変
は軟膜下左側に偏在し、おから状の組織で可及的に摘出した。組織はepidermoidであった。術
後腰痛は軽減し、排尿障害も改善傾向となった。下肢の痺れ痛みは残存しているが我慢できる
程度で杖歩行が可能となった。引き続き経過観察の予定である。
 

Keyword： 髄内腫瘍(intramedullary tumor)、類上皮腫(epidermoid)、神経因性膀胱(neurogenic bladder)

 
	P1-13-1	 （症例）硬膜外神経鞘腫に対する鍵穴式Wilts	アプローチ手術

The key hole surgery with microscope by Wilts approach for the schwannoma for L2
 
千葉徳洲会病院　脳神経外科
 
○北

きたはら

原　功
い さ お

雄

【目的】L2硬膜外神経鞘腫に対する顕微鏡下鍵穴式Wilts アプローチ手術をビデオで報告する。
【対象】症例は54歳女性。主訴は進行する腰痛。L2神経根発生の55×35×33mmの硬膜外神経
鞘腫。【手術】手術は、腹臥位にて施行。皮膚切開は腫瘍を中心に4.5 cmの横切開。術前マーキ
ングと透視下にて腫瘍中心部に至るWilts を同定し、Wiltsアプローチにより顕微鏡下にL2横突
起に到達する。オリジナルのK-fookにて視野展開確保する。L2横突起基部をダイアモンドバー
にて削そうし、腫瘍被膜に達する。顕微鏡下鍵穴式に、術前マーキングも参考に全摘出した。
手術時間2時間出血量も5cc以下であった。【結語】腰部硬膜外神経鞘腫の手術に関して顕微鏡
下鍵穴式Wilts アプローチが極めて有用であることをビデオで報告した。
 

Keyword： ウィルツ　手技(Wiltse approach)、筋間手術(paraspinal approach)、神経鞘腫(schwanoma)

 

脊髄腫瘍D	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 水野　正喜（三重大学　大学院医学系研究科　脳神経外科）
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	P1-13-4	 （症例）黄色靭帯骨化を伴った脊髄腫瘍の一例

A case report of spinal tumor with ossification of ligamentum flavum
 
秋田大学　医学部　整形外科
 
○高

たかはし

橋　靖
やすひろ

博、宮腰　尚久、本郷　道生、粕川　雄司、石川　慶紀、島田　洋一

【はじめに】黄色靭帯骨化を伴った脊髄腫瘍の1例を経験したので報告する。【症例】76歳男性、
雪かき後に腰痛と下肢しびれが出現し近医を受診し、右足趾の知覚鈍麻・筋力低下、腰椎MRI
での腰椎の脊柱管狭窄を認めた。その一か月後に歩行障害・排尿障害が出現し、胸腰椎MRIに
てT10/11脊髄の左前側方にT1等、T2高輝度で造影される腫瘍を認め、またCTでは同レベル
の特に左側の黄色靱帯骨化による後方圧迫も認めた。椎間関節切除も念頭に固定術も準備して
おき、骨化した黄色靱帯部を特に左側で幅広く除圧後、モニタリング下に安全に腫瘍を摘出で
きた。腫瘍は神経鞘腫で、胸髄症JOAスコアは3.5点から8.5点まで改善した。【考察】黄色靭帯
骨化と脊髄腫瘍の同一レベルでの手術例は渉猟した限り報告がない。靭帯骨化と脊髄の前・前
側方の腫瘍の合併のため手術による神経合併症のリスクが高まることから、適切なアプローチ
の計画が重要であった。
 

Keyword： 脊髄腫瘍(Spinal tumor)、黄色靭帯骨化(Ossification of ligamentum flavum)、胸椎(Thoracic spine)

 
	P1-13-3	 （症例）急速な対麻痺で発症した脊髄硬膜外悪性リンパ腫の 1例

Spinal epidural lymphoma presented with paraplegia - case report -
 
東邦大学医療センター大森病院整形外科
 
○呉

ご

　　大
たいへい

平、飯田　泰明、和田　明人、横山雄一郎、高橋　　寛

【はじめに】急速な対麻痺で発症した脊髄硬膜外悪性リンパ腫の1例を報告する。【症例】51歳、
女性。2日前から特に誘因なく左下肢しびれが出現した。近医MR画像所見でT10-11高位に硬膜
外腫瘤性病変を認め、精査加療目的で当科を紹介受診した。来院時に両下肢脱力を認め、即日
入院となったが、入院2日（発症4日）後に完全対麻痺、膀胱直腸障害が出現した。直ちに胸椎
椎弓切除および硬膜外腫瘤摘出による緊急手術を施行した。病理組織学的検査で、びまん性大
細胞型B細胞性リンパ腫と確定診断した。術後、血液内科による化学療法で寛解し、対麻痺は
歩行器歩行が可能なレベルに改善し、在宅退院となった。【考察】悪性リンパ腫の経過で脊髄症
状を呈する頻度は6-10%程度とされるが、初発症状で急速な麻痺の進行を呈することは稀であ
る。硬膜外病変によって発症した脊髄症では悪性リンパ腫を念頭に置き、脊髄除圧や病理診断
を速やかに実施する必要がある。
 

Keyword： 悪性リンパ腫(malignant lymphoma)、脊髄硬膜外腫瘍(epidural tumor)、対麻痺(paraplegia)
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	P1-13-5	 （症例）腰椎外側に niveauを伴う嚢胞を形成した

melanotic	schwannomaの 1例
Melanotic schwannoma of lumber plexus
 
札幌麻生脳神経外科病院
 
○重

しげかわ

川　誠
せ い じ

二、飛騨　一利、矢野　俊介

Melanotic showannomaは細胞質にメラニンを有する極めて稀な腫瘍で、発生頻度は原発性末
梢神経鞘腫の1%以下とされている。今回我々は、腰椎外側にniveauを伴う嚢胞を形成した
melanotic schwannomaの1例を経験したので、その特異的な画像所見に関し術中所見と対比
させ考察する。症例は39歳、女性。入院の4か月前より左下肢痛が出現した。腰椎MRIでは左
L5/S1椎間孔内にniveauを伴う嚢胞性病変がみられたため、手術で全摘出した。術中所見は嚢
胞内に血腫を伴い、易出血性であり、病理診断はmelanotic schwannomaでMIB-1 indexは10％
であった。後療法は行っていないが、臨床的に悪性の経過をたどる例も報告されており、外来
で慎重に経過観察中である。本例は、腫瘍が易出血性で出血を繰り返していたと思われ、それ
により特異的な画像所見を呈したと思われた。
 

Keyword： 色素性神経鞘腫(melanin)、嚢胞(schwannoma)、腫瘍出血(cyst)
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	P1-14-2	 L4/5腰椎椎間関節のMRI,	CT所見と L4/5不安定性と

腰痛との関連についての検討
The significance of MRI and CT findings in L4/5 facet joint: relationship to L4/5 
instability and low back pain.
 
藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター
 
○南

みなみ

　　　学
まなぶ

、花北　順哉、高橋　敏行、大竹　安史

To define the relationship among CT,MRI findings at facet joint, L4/5 instability in standing 
lateral flexion-extension radiographs (SLFER) and low back pain.
SLFER/CT/MRI of L4/5 surgery-patients over 1-year period were analyzed. The facet joint 
distance, area, intensity/density in MRI/CT, and slip distance/angle in SLFER were measured. 
The data were analyzed to determine of association among MRI/CT's findings, instability in 
SLFER and the degree of low back pain (assessed by JOA IA).
73 cases were nominated. Slip distance had correlation with facet joint distance in MRI, area, 
density, facet angle in CT. Slip angle had correlation with area and angle in CT. Degree of low 
back pain had correlation with slip distance, but did not have with any facet joint findings in 
MRI/CT.
 

Keyword： 腰痛(low back pain)、CT(CT)、MRI(MRI)

 
	P1-14-1	 腰椎手術例における中臀筋筋力評価：マイクロ FETによる定量的評価

Quantitative measurements of muscle strength of gluteus medius in lumbar operative 
patients, using handheld dynamometer
 
1中通総合病院　整形外科、2秋田大学　整形外科
 
○畠

はたけやま

山　雄
ゆ う じ

二1、島田　洋一2、宮腰　尚久2

【目的】腰椎手術例で股関節外転筋力を計測し中臀筋の神経支配を精査すること。【対象と方
法】2014年1月～ 2016年5月までに手術した61例を用いた。責任高位はL2/3以下：5例、L3/4
以下：22例、L4/5：22例、L5/S1：12例であった。筋力は側臥位で足関節外果に携帯型筋力計
を充て、左右3回ずつ計測した。【結果】全体では症状側は平均69.3 N、対側87.0 N（p ＜ 0.01）
で症状側で小さかった。高位別ではL2/3：症状側81.5 N（対側比88.5%）、L3/4：症状側74.4N

（85.2%）、L4/5：症状側64.2 N（76.4%）(p = 0.0542)、L5/S1：症状側64.3 N（72.3%）(p ＜ 0.05)
でL4/5とL5/S1で小さい傾向を示した。【まとめ】L4/5とL5/S1高位で小さかったことから、L5
とともにS1の関与も大きい可能性が示唆された。
 

Keyword： 中臀筋(gluteus medius)、筋力測定(measurements of muscle strength)、
 腰椎手術(handheld dynamometer)

 

腰部脊柱管狭窄症（腰椎症）/腰椎ヘルニアC	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 根尾　昌志（大阪医科大学　整形外科学教室）
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	P1-14-4	 腰椎MRIの健常人計測データ

Age-related changes of the lumbar spine in MRI
 
中部労災病院
 
○松

まつもと

本　智
ともひろ

宏、伊藤　圭吾、井上　太郎、加藤　文彦

【背景】腰椎MRIの健常人計測データはほとんど知られていない。
【方法】無症候の健常人男性130人、女性219人につき腰椎MRIを撮影。各椎間（L1/2, L2/3, 
L3/4, L4/5, L5/S）の脊柱管前後径・横径・面積を計測し20歳代～ 70歳代の各年代ごとに平均
値を算出・検討した。

【結果・考察】
1) 男性では各椎間ごとの脊柱管面積（全年代平均）は、L1/2：218.4mm2, L2/3：194.6mm2, 
L3/4：176.0mm2, L4/5：179.8mm2, L5/S：205.4mm2であった。
20 ～ 60歳代は年齢区分が上がるほど脊柱管面積は減少していたが、60歳代から70歳代でむし
ろ増加する傾向がみられ、脊柱管前後径・横径ともに同様の傾向であった。
2) 女性では各椎間ごとの脊柱管面積（全年代平均）は、L1/2：232.0mm2, L2/3：209.2mm2, 
L3/4：188.5mm2, L4/5：181.6mm2, L5/S：197.7mm2であり、L5/S以外はいずれの椎間も男性よ
り女性の方が広かった。女性では全椎間で年齢区分が上がるほど脊柱管面積は減少していた。
 

Keyword： MRI(magnetic resonance imaging)、腰椎(lumbar spine)、無症候(asymptomatic)

 
	P1-14-3	 腰椎疾患術前後の脊柱矢状面アライメントの変化

Changes of pre- and post-operative spainal sagittal alignment in lumbar spine
 
秋田大学大学院　医学系研究科　医学専攻機能展開医学系　整形外科学講座
 
○粕

かすかわ

川　雄
ゆ う じ

司、宮腰　尚久、本郷　道生、石川　慶紀、工藤　大輔、島田　洋一

【目的】腰椎疾患の手術前後脊椎アライメントの変化を検討した。
【方法】44例（平均年齢69歳）を、除圧術を行ったD群15例（平均年齢71歳）、固定術を併用し
たF群22例（平均年齢68歳）、経過中に再手術を要したR群7例（平均年齢68歳）にわけ、腰
椎前弯角（LL）、第3－5腰椎前弯角（LL3-5）、骨盤傾斜角（PT）、sagittal vertical axia（SVA）
を術前と術後（平均36 ヵ月）で評価した。

【結果】術前平均LL，LL3-5, PT ，SVAは、D群で35，21，25°，43 mm，F群で、29，14，28°，
67 mmで、R群で22，15，32°，95 mmで各群間に有意差はなかった。術後の平均LL，LL3-5, 
PT ，SVAは、D群では、32，17，27°，65 mm，F群では、33，17，29°，52 mm，R群では、
31，17，36°，102 mmであった。術前後で各群のパラメーターに有意な変化はなかったが、R
群の術後SVAはF群に比べ有意に長かった（p = 0.04）。

【結論】再手術を要した群のSVAは、固定群に比べ増加していた。
 

Keyword： 腰椎疾患(Lumbar spine disorders)、術前後(pre- and post-operative)、
 脊椎アライメント(spinal alignment)
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	P1-15-2	 腰部脊柱管狭窄症に対する還納式棘突起縦割法の

成績不良因子に対する検討
Clinical analysis of risk factor for the microscopic fenestration by repositional  
midsagittal spinous process splitting approach for lumbar canal stenosis
 
東邦大学医療センター大橋病院脊椎脊髄センター
 
○伊

い と う

藤　圭
けいすけ

介、長張　浩昌、武者　芳朗

【目的】我々は腰部脊柱管狭窄症に対し後方除圧を低侵襲に行うことを目指し、MISに用いられ
る特殊な円筒形レトラクター：METRx quadrant systemと棘突起縦割法を組み合わせた手技を
実施してきた。術後成績不良例、再手術例を検討しそれに関わる因子を検討した。【対象】対象
は本法を施行した207例（男性111例、女性96例、平均年齢69.2歳）である。【方法】JOAスコ
ア、X線所見などについて経時的に評価し、再手術例、問題点について検討した。【結果】5例
(2.4%)に再手術が必要となった。うち3例(1.4%)には固定術が追加された。固定術を施行した3
症例は椎間板圧壊が進行し、LSS症状が再燃した症例であった。除圧追加は2例存在し、いずれ
も手術高位の除圧不足で再手術で神経根除圧を追加した。愁訴はあるが自制内である症例が5例
存在し、10例4.8％に成績不良を認めた。【考察】成績不良因子は椎間板圧壊が多く、すべりの
進行はなかった。
 

Keyword： 腰部脊柱管狭窄症(lumbar canal stenosis)、成績不良因子(risk factor)、
 後方除圧(microscopic fenestration)

 
	P1-15-1	 筋層構築的腰椎除圧術後の再手術症例に関する検討

Reoperation case after myoarchitectonic lumbar decompression
 
獨協医科大学病院　脳神経外科
 
○米

よねざわ

澤　元
も と き

樹、黒川　　龍、金　　　彪

【目的】腰椎脊柱管狭窄症に対し、我々の施設では筋を脊椎から剥がさない筋層構築的除圧術
(Myoarchtectonic Spinolaminoplasty ; MSLP)を全症例で採用している。今回は再手術を要した
症例に対し、その要因となった背景を検証した。【方法】2007年1月から2009年12月までの3年
間、当院での全腰椎除圧手術症例118例のうち再手術症例15例を対象とした。【結果】15症例の
平均年齢は69.2歳であった。初回手術部位はL4/L5が11例、L3/L4が4例。初回手術から再手術
までの期間は平均40 ヶ月であった。再手術の部位は、初回手術と同様であったものが2例、隣
接椎間が13例であった。初回手術と同部位に再狭窄をきたした症例は、2例とも腰椎側弯症を
認めていた。また残りの13例は全て、初回手術の時点から隣接椎間にも狭窄を認める多椎間狭
窄症例であった。【まとめ】文献的な考察を踏まえながら、当院の症例をより深く検証して発表
する。
 

Keyword： 筋層構築的棘突起椎弓形成術(Myoarchitectonic spino-lamina plasty)、
 腰椎除圧術(lumbar decompression)、隣接椎間障害(adjacent segment disturbance)

 

腰部脊柱管狭窄症（腰椎症）/腰椎ヘルニアE	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 平泉　裕（昭和大学整形外科）
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	P1-15-4	 上方変位型腰部椎間板ヘルニアの手術アプローチの検討　－中期成績―

The surgical procedures for treatment of cranially migrated lumbar disc herniation
-Middle term results-
 
行岡病院　脳神経外科
 
○青

あ お き

木　正
まさのり

典

【背景】上方変位型の椎間板ヘルニアでは上位神経根をaxillaの部分で尾側から圧迫して神経根
症を呈する。我々は椎体高位やヘルニア局在に応じ経椎弓アプローチ（translaminar approach 
以下TL）、外側開窓（lateral fenestration 以下LF）を選択し手術を行っている。これら小開
窓手術群（mini fenestration以下MF）と従来の椎弓半切除（hemilaminectomy 以下HL）の比
較検討を行ったので報告する。【方法】2005年7月から2015年7月の10年間でヘルニア切除術
を行った319例の内、上方変位型のヘルニアは13例あり1年以上の術後経過を確認できた11例
(男性8人、女性3人)について検討した。【結果】JOA改善率は、MF群が66.5%±18.1（平均±
SD）、HL群は77.5%±20.6であった。JOA、VAS（痛み、痺れ）に関して。両群とも統計学的有
意差をもって改善を認めた。【結論】上方変位型椎間板ヘルニアにおいてMF群でも従来のHL
同様の良好な治療結果が中期間にわたって得られた。
 

Keyword： 腰部椎間板ヘルニア(Lumbar disc herniation)、手術アプローチ(Surgical procedure)、
 中期成績(Middle term results)

 
	P1-15-3	 腰椎短椎間固定術後と除圧術後における ADLと QOLの比較

Activities of daily living and quality of life after short segment lumbar fusion 
compared to decompression
 
秋田大学大学院整形外科
 
○木

き む ら

村　竜
りょうた

太、宮腰　尚久、石川　慶紀、本郷　道生、粕川　雄司、島田　洋一

【はじめに】腰椎短椎間固定術後と除圧術後におけるADL，QOL、腰痛や手術満足度について
調査した。【方法】2007-14年に、当院で腰椎変性疾患に対し手術を施行した272名に自記式ア
ンケートを施行。回答を得た125名（固定群75例、除圧群67例）を対象とした。平均固定椎間
(±標準偏差)は1.5(±0.8)、除圧椎間は1.7(±0.8)だった。術後のADL，RDQ，SF-36、腰痛
VAS、手術満足度を評価した。統計学的処理を行いP＜0.05を有意判定とした。【結果】年齢は
両群で差を認めず、性別は固定群で有意に女性が多かった（P=0.01）。ADLを維持できていた比
率は農作業、草取りなどで差を認めず、雪かきが固定群で有意に少なかった（P=0.02）。RDQ，
SF-36 は差を認めなかった。腰痛、手術満足度も差を認めなかった。【考察】固定椎間数が少な
い場合は、術後、除圧術と同等のADL，QOL、腰痛、満足度を獲得できていた。差を認めた雪
かきは力仕事であり、性差が影響した可能性がある。
 

Keyword： 腰椎手術(lumbar surgery)、ADL(activities of daily living)、QOL(quality of life)
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	P1-16-2	 特発性側弯症に対する胸椎椎弓根スクリュー固定における

頂椎凹側への刺入の安全性と矯正への影響
Accuracy of thoracic pedicle screw insertion and its effect for the correction of 
scoliosis in adolescent idiopathic scoliosis: evaluation of apex pedicles
 
秋田大学　大学院　整形外科
 
○本

ほんごう

郷　道
み ち お

生、宮腰　尚久、粕川　雄司、石川　慶紀、工藤　大輔、島田　洋一

【目的】特発性側弯症に対する椎弓根スクリュー（PS）による矯正固定術において、頂椎凹側の
PS刺入の安全性と精度、刺入の有無が回旋矯正に及ぼす影響を調査した。【方法】胸椎に主カー
ブをもつLenke1，2の特発性側弯症31例（男7、女24）平均15.1歳、平均Cobb角61±11°を対
象とした。手術はロッド回旋法とDVR法で側弯と回旋を矯正した。主および近位胸椎の頂椎凹
側の椎弓根と各上下1椎ずつを対象とし、椎弓根径とPS刺入の有無、PS刺入数に対する側弯と
回旋の矯正効果との関連を分析した。【結果】主胸椎カーブの頂椎凹側の93椎弓根で、横径は
3.9±1.4mm，PSは82％に刺入され、近位胸椎の42椎弓根では横径が2.7±1.2mmでPSは62%
に刺入されていた。頂椎凹側へのPS本数と側弯矯正率、回旋矯正率との関連はなかった。【考
察】頂椎凹側でPS径より小さい椎弓根にも安全に刺入ができたが、頂椎凹側のPS数を増やし
ても、今回の調査では矯正効果に影響を認めなかった。
 

Keyword： 特発性側弯症(Idiopathic scoliosis)、椎弓根スクリュー(pedicle screw)、精度(accuracy)

 
	P1-16-1	 軟骨無形成症児における大孔部の放射線学的検討

Radiological analysis of foramen magnum in achondroplastic children
 
千葉県こども病院　脳神経外科
 
○安

あんどう

藤　　亮
りょう

【緒言】軟骨無形成症は、骨系統疾患の中でも比較的頻度が高く、幼少期に大孔部狭窄症が問題
となることが多い。我々は脊髄圧迫や脊髄信号変化を伴うものを手術適応としている。自験例
を基に、放射線学的観点からの手術適応の考察を行う。【方法】2012年以降当科を受診した軟骨
無形成症児9例（男児2例、女児7例、初回画像評価時平均月齢11.6 ヶ月）を対象とし、MRI矢
状断での有効脊柱管前後径比（大孔部／ C2/3）、CT水平断での大孔部後縁の形態を評価した。

【結果】有効脊柱管前後径比は手術適応群7例で72%、非適応群で104%と適応群において有意
な狭窄をみとめた。大孔部後縁の形態は手術適応群では、後方への拡張が不十分となり、神経
圧迫の要因となっていた。一方非適応群では、後縁正中が後方に拡張し、神経圧迫を免れてい
た。【結論】軟骨無形成症児の大孔部は後縁の形態が重要であり、脊柱管前後径比と組み合わせ
た評価が、手術適応決定の一助となる。
 

Keyword： 軟骨無形成症(Achondroplasia)、大孔部狭窄症(Foramen magnum stenosis)、
 放射線学的検討(Radiological analysis)

 

先天性疾患など	 11月10日（木）・ポスター会場　17：00～17：50

座長	 松永　俊樹（秋田大学医学部附属病院リハビリテーション科）
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	P1-16-4	 （症例）終糸脂肪腫により発症した成人脊髄係留症候群の 2例

Two cases of adult onset tethered cord syndrome caused by lipoma of filum terminale
 
北海道脳神経外科記念病院 脳神経外科
 
○千

ち ば

葉　泰
やすひろ

弘、小柳　　泉、今村　博幸

【はじめに】脊髄係留症候群は幼少期に発見されることが多いが、成人になって症状が現れ発見
される症例も散見される。今回我々は、終糸脂肪腫によって発症してきた成人脊髄係留症候群
の2例を経験したためここで報告する。【症例1】24歳男性。5年前から腰痛を繰り返していた。
4 ヶ月前から腰痛が持続し残尿感や便秘傾向がみられ、2 ヶ月前に突然の強い腰痛と左下肢のし
びれ・つっぱり感が出現してきた。近医で投薬治療を受けるも改善なく当院を受診された。左
腰臀部から大腿後面の痛みがあり、5-10分の間歇跛行がみられた。腰痛は前かがみで悪化し、腰
部伸展で軽快した。【経過】2症例とも、L3-4レベルの終糸が脂肪腫化している所見を認め、低
位脊髄や二分脊椎、仙骨部周囲のdimpleなどは認めなかった。後日、終糸脂肪腫を切除し、係
留解除を行った。病理所見も終糸脂肪腫として矛盾しない所見であった。2症例とも、術後より
症状は消失した。
 

Keyword： 脊髄係留症候群(tethered cord syndrome)、終糸脂肪腫(lipoma of filum terminale)、成人(adult)

 
	P1-16-3	 （症例）髄内病変との鑑別を要した圧迫性脊髄症の 2例

Cervical Compression Myelopathyn Mimicking Intramedullary lesion
 
京都岡本記念病院　脳神経外科
 
○深

ふ か お

尾　繁
しげはる

治

【はじめに】頸椎病変による圧迫性脊髄症のなかにはMRIで脊髄の腫大と髄内変化を示すために
髄内病変との鑑別診断に苦慮する症例がまれに存在する。【症例】症例1は41歳男性、四肢の痺
れと歩行障害があり、発育性脊柱管狭窄、脊髄の腫大と髄内変化を認めた。脊髄腫瘍を疑い頸
椎椎弓形成術と腫瘍生検を行った。病理所見は非特異的リンパ球浸潤であった。術後症状は改
善し髄内変化や脊髄の腫大は消失した。症例2は45歳男性、巧緻運動障害があり、発育性脊柱
管狭窄と髄内変化を認めた。頸椎前方固定術を行い経過良好であったが術後3週目に歩行障害を
きたし、脊髄の腫大と髄内変化を認めた。頸椎椎弓形成術を行い術後症状は改善した。【結語】
MRIで脊髄の腫大と髄内変化を示す症例に対しては、頚椎病変による圧迫性脊髄症も鑑別診断
にあげ、画像所見から圧迫性脊髄症による可能性があれば生検は行わず除圧術のみを行い経過
観察をする必要がある。
 

Keyword： 頚椎症性脊髄症(cervical myelopathy)、髄内病変(intramedullary lesion)、
 頸椎椎弓形成術(cervical laminoplasty)
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	 P2-1-2	 泌尿器科脊損外来における尿細菌検査の現状について

（抗菌薬の適正処方は薬剤感受性をどの程度改善したか）
Proper usage of antibiotics improves the antibiotic susceptibility in the specialized 
outpatient department of urology for chronic spinal cord lesions
 
神奈川リハビリテーション病院　泌尿器科
 
○佐

さ ほ だ

保田珠
た ま み

弥、岩崎　　誠、田中　克幸

平成28年1月からの4か月間に、当院泌尿器科外来に定期受診した脊髄障害者のうち間欠導尿
または留置カテーテルを用いている者で、尿細菌検査を施行した281症例について検討した。
このうち尿培養陽性は262例（92.6％）であり、36菌種のべ626株が同定された。主な菌種は
Streptococcus 属118株、Pseudomonas属88株、E.coli 86株、Staphylococcus属49株、などであっ
た。薬剤感受性については、例えば尿路感染症や呼吸器感染症などに頻用されるLVFXへの感
受性率は、検出されたすべての細菌を対象として65.8% (175/266)であった。当科では2年前か
ら外来での抗菌薬の処方を厳しく制限し適正使用に努めているが、4年前の同様な検討の時には
LVFXに対する感受性はすべての菌を対象として48.8% (121/248)であり、有意に改善していた。
 

Keyword： 脊髄障害(spinal cord lesion)、尿細菌検査(urine bacteriological examination)、
 薬剤感受性(antibiotic susceptibility)

 
	 P2-1-1	 脊髄障害後の神経因性排尿筋過活動に対する

ソリフェナシンおよびミラベグロンの治療効果の検討
Efficacy of Solifenacin and Mirabegron in Spinal Cord Injury Patients with Neurogenic 
Detrusor Overactivity
 
1中部労災病院　リハビリテーション科、2中部労災病院　泌尿器科、3中部労災病院　整形外科
 
○田

た な か

中宏
ひ ろ た か

太佳1、小谷　俊一2、加藤　文彦3

【目的】脊髄障害後排尿筋過活動に対する内服の効果を検討した。
【対象と方法】26名の脊髄障害者にソリフェナシンおよびミラベグロンを投与し、無投薬時と単
剤投与後にUDSで評価した。

【結果】排尿筋圧(無投薬51.5/ソリフェナシン26.7/ミラベグロン34.7cmH2O)は膀胱容量(無投
薬364/ソリフェナシン441/ミラベグロン449ml) ともに無投薬に比べて2薬剤ともに有意な改善
がみられた。コンプライアンス(無投薬8.9/ソリフェナシン43.1/ミラベグロン31.8ml/cmH2O)
は、無投薬に比べてソリフェナシンは有意な改善が、ミラベグロンは改善傾向がみられた。排
尿筋圧・膀胱容量・コンプライアンスともにソリフェナシンとミラベグロン間に統計的な有意
差はみられなかった。副作用として、口渇がソリフェナシンで有意に出現した。

【結論】内服ごとにビデオウロダイナミックスタディで評価することによって適切な薬剤を選択
できる可能性が示唆された。
 

Keyword： 脊髄損傷(Spinal cord injury)、抗コリン剤(Anti-cholinergic drug)、
 ベータ 3 アドレナリン受容体作動薬(beta 3 Adrenergic receptor drug)

 

神経因性膀胱B	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 小澤　秀夫（水島中央病院泌尿器科）
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	 P2-1-4	 （症例）尿道断裂と胸髄損傷を合併した女性患者の長期フォロー

Traumatic rupture of female urethra with spinal cord injury: long term follow up
 
1九州大学大学院　医学研究院　泌尿器科学分野、2総合せき損センター　整形外科、
3総合せき損センター　泌尿器科
 
○高

たかはし

橋　良
りょうすけ

輔1、河野　　修2、木元　康介3

患者は受傷時16歳。交通事故のため、非骨傷性胸髄損傷、骨盤骨折、尿道断裂を負い、一次救
急病院にて恥骨接合術と膀胱瘻造設術を受けた。受傷後1 ヶ月目にリハビリ目的で当センター入
院となった。受傷後から2 ヶ月目に無麻酔で尿道再建術を施行した。膀胱瘻部より曲ブジーを
挿入し、膀胱頸部に固定した。外尿道口から曲ブジーの先に向けて膣内に入れた指で穿刺針を
誘導しながら穿刺し、曲ブジーを引き抜きながら穿刺針を膀胱内に誘導した。その後は経皮腎
瘻造設の要領で拡張後、10Frのカテーテルを留置した。最終的に18Frまで拡張した。その後は
ナースによる導尿を経て自己導尿を習得した。退院後に生理中にしばしば腎盂腎炎を起こすよ
うになったため、生理中の抗生剤内服と抗コリン剤の継続投与、そしてカテーテルの再利用式
からディスポへの変更により、腎盂腎炎はほとんど発生しなくなった。12年後の現在も、尿失
禁もなく自己導尿管理を続けている。
 

Keyword： 尿道断裂(rupture of urethra)、脊髄損傷(spinal cord injury)、長期フォロー(long term follow up)

 
	 P2-1-3	 脊髄疾患による神経因性膀胱における

スピーディカテコンパクトMの有用性の検討
The efficacy of SpeediCath Compact M in neurogenic bladder after spinal cord disease
 
1獨協医科大学病院　看護部、2獨協医科大学病院　排泄機能センター
 
○和

わ く い

久井大
だいすけ

輔1、加賀　勘家2、柴田　千晴2、内山　智之2、山西　友典2

【目的】本研究は、親水性コーティング自己導尿カテーテル「スピーディカテコンパクトM 
(SCCM)」の利便性などについてサフィードネラトンカテーテル(SF)と比較検討する事を目的
としている。

【方法】脊髄疾患に関連した神経因性膀胱で自己導尿が必要な男性患者24例を対象とした。
SCCMとSFでクロスオーバー無作為化比較試験を行った。各カテーテル使用終了時点で
Intermittent Self-Catheterization Questionnaire (ISCQ)を和訳した質問票を用いて評価した。

【結果】本検討において順序効果、時期効果は認めなかった。2種類のカテーテルの治療効果は
convenience(持ち運びやすさや保管・破棄について)の項目で有意差を認めた(P=0.0251)。

【結論】本研究より、SCCMはSFよりも使いやすいと推察された。
 

Keyword： 神経因性膀胱(neurogenic bladder)、スピーディカテコンパクトM(SpeediCath Compact M)、
 脊髄疾患(spinal cord disease)
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	 P2-2-2	 （症例）重度脊髄障害例に対するロボットスーツ HALを用いた

機能回復治療の歩行時筋活動解析
Gait EMG analysis on the effect of functional recovery therapy using robot suit HAL 
for a patient with severe spinal cord disorder
 
1筑波大学附属病院未来医工融合研究センター、2筑波大整形、3筑波大リハビリテーション科
 
○門

か ど ね

根　秀
ひ で き

樹1,2、久保田茂樹2、清水　如代3、安部　哲哉2、羽田　康司3、
　山崎　正志2

【目的】脊髄障害例や脳血管障害例においてHAL(Hybrid Assistive Limb)を用いた訓練後の
歩行能力の改善が報告されているが、その運動学的機序については十分に知られていない。今
回、頸胸椎後縦靭帯骨化症に伴う重度脊髄障害の術後急性期にHALを用いた歩行訓練を施行
した例を対象に歩行解析を行った。【方法】症例は60歳代男性。後方除圧固定術後43日目から
HALを用いた歩行訓練を開始し4週間にわたり計10回実施した。HAL介入期間前後で歩行動作
計測、HAL訓練の各回で無線表面筋電計による歩行時下肢筋活動計測を行った。【結果】介入
前後で快適歩行速度は7.2→30m/分、下肢関節矢状面角度可動域は股7→35、膝20→59度と改
善した。大腿四頭筋、大殿筋の立脚期活動量はHAL装着下で非装着下と比較し初回で+215%、
+67%、2回目以降平均-10%、+7%であった。【考察】HAL装着歩行下で下肢筋活動が誘発・抑制
されたことが歩容改善に寄与した可能性が推察された。
 

Keyword： 歩行(gait)、ロボットリハビリテーション(robot rehabilitation)、OPLL(OPLL)

 
	 P2-2-1	 （症例）頚椎術後 C5麻痺に対する上肢単関節 HALを用いた機能回復治療

Functional improvement therapy using upper arm single-joint HAL for postoperative 
C5 paralysis
 
1筑波大学　医学医療系　整形外科、2筑波大学附属病院 リハビリテーション科
 
○久

く ぼ た

保田茂
し げ き

希1、安部　哲哉1、藤井　賢吾1、清水　如代2、羽田　康司2、
　山崎　正志1

【目的】頚椎術後に発症したC5麻痺に対して、単関節HALを用いた上肢訓練を実施したので報
告する。【症例】60歳代、男性。頚椎後縦靱帯骨化症に伴う脊髄症対して後方除圧固定術が行わ
れ、脊髄症は改善したものの、術後2日目に両側のC5麻痺が発生した。術後15日から週2 ～ 3
回、計10回の単関節HALを用いた左肘関節訓練を実施した。また、術後36日からは週5回、計
10回の右肘関節訓練を実施した。三角筋および上腕二頭筋の筋力をハンドヘルドダイナモメー
タを用い、経時的に評価した。【結果】左側では三角筋4.9→16.5kg、上腕二頭筋9.4→13.0kg、
右側では三角筋3.8→21.7kg、上腕二頭筋8.2→14.4kgと経時的な筋力増加が認められた。また、
重篤な有害事象はなかった。【結論】C5麻痺に対するHAL治療は安全に施行可能であり、効果が
期待できる。
 

Keyword： ロボットスーツHAL(Hybrid assistive limb)、C5麻痺(C5 paralysis)、
 リハビリテーション(Rehabilitation)

 

ロボットスーツ/ロボット装具B	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 渡辺　偉二（神奈川リハビリテーション病院　整形外科）
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	 P2-2-4	 （症例）成人期脳性麻痺患者に対する HALを用いた機能回復治療

Functional improvement therapy with HAL for an adulthood cerebral palsy patient
 
1筑波大学附属病院リハビリテーション科、2筑波大学附属病院未来医工融合研究センター、
3筑波大学医学医療系整形外科
 
○清

し み ず

水　如
ゆ き よ

代1、門根　秀樹2、羽田　康司1、山崎　正志3

【はじめに】脳性麻痺患者は小児期に介助歩行を獲得できた場合でも、成人期に歩行能力を維持
することは困難である。今回我々は、成人期の脳性麻痺患者に対して、HALによる歩行訓練を
行ったので報告する。【症例】21歳女性（GMFCS level3）。両股関節内転、両膝屈曲拘縮、両足
外反尖足がある。自力立位は不可である。自宅内移動は四つ這いが主であるが、手引き歩行で
100m程度歩行可能である。【方法】訓練は30分間週2回計8回とした。介入前後に6m歩行試験
を行い、歩行解析、快適歩行速度を測定した。【結果】介入後には歩行時の体幹前傾が軽減、股
関節内転が軽減、膝伸展角度が増大した。快適歩行速度は47.5m/分から65.6m/分と改善した。
自宅内移動は、四つ這いではなくつたい歩きが主となった。【結語】成人期脳性麻痺患者に対す
るHALによる訓練は、歩行能力維持向上のための治療法として有効である可能性が示された。
 

Keyword： HAL(Hybrid Assistive Limb)、脳性麻痺(cerebral palsy)、
 ロボットリハビリテーション(robotic rehabilitation)

 
	 P2-2-3	 （症例）脊髄硬膜動静脈瘻を発症した慢性期脊髄損傷患者に対する	

HAL	による機能回復治療
Functional improvement therapy for spinal dural arteriovenous fistula using HAL for a 
patient with chronic spinal cord injury
 
1筑波大学附属病院　リハビリテーション科、2筑波大学附属病院　未来医工融合研究センター、
3筑波大学　医学医療系　整形外科
 
○山

やまうち

内　駿
しゅんすけ

介1、清水　如代1、門根　秀樹2、久保田茂希3、羽田　康司1、
　山崎　正志3

【はじめに】脊髄硬膜動静脈瘻は緩徐に進行するため診断が困難であり、重篤な脊髄症状が残存
することが多い。今回我々は同術後に HAL による歩行訓練を行ったため報告する。【症例】脊髄
損傷後不全対麻痺の 48 歳男性（ASIA 運動スコア 13 点）。完全対麻痺となり脊髄硬膜動静脈
瘻の診断で手術治療を受けた。麻痺は術後半年までは改善したが頭打ちとなったため、HAL に
よる歩行訓練を行った。【方法】訓練は 20 分間、週 1 回約 3 カ月、計 10 回とした。介入前後に 
ASIA運動スコア、快適歩行速度を測定した。【結果】ASIA 運動スコアは 14 点から 16 点と改
善、快適歩行速度は 50m/分から 58.5m/分と改善した。【結語】慢性期脊髄損傷患者に対し、
SDAFS の術後に HAL による訓練を行った。HAL により麻痺増悪前を超える歩行能力を獲得し、
HAL が慢性期脊髄損傷患者の機能回復のための治療法として、有効である可能性が示唆された。
 

Keyword： 脊髄動静脈婁(spinal dural arteriovenous fistula)、脊髄損傷(spinal cord injury)、
 HAL(Hybrid Assistive Limb)
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	 P2-2-5	 （症例）慢性期頚髄損傷四肢麻痺患者に対する

上肢単関節 HALによる機能回復治療
Functional improvement therapy using single-joint HAL for patients with chronic 
spinal cord injury
 
1筑波大学附属病院リハビリテーション科、2筑波大学附属病院未来医工融合研究センター、
3筑波大学医学医療系整形外科
 
○清

し み ず

水　如
ゆ き よ

代1、門根　秀樹2、久保田茂希3、安部　哲哉3、羽田　康司1、
　山崎　正志3

【目的】慢性期頚髄損傷四肢麻痺患者に対し上肢単関節HALを用いた機能回復治療を行ったので
報告する。【対象】症例1はC4 頚髄損傷（AIS：A）の19歳男性、症例2はC6 頚髄損傷（AIS：
B）の19歳男性である。【方法と結果】症例1は介入前に上腕二頭筋活動が見られず、僧帽筋を用
いて肘屈曲訓練を開始した。6回終了後の表面筋電図検査で上腕二頭筋の随意収縮が得られ、以
後は同筋活動で肘屈曲訓練を行った。症例2は介入前より上腕三頭筋の収縮が確認できたため、
同筋で肘伸展訓練を行った。介入前の除重力位での肘伸展可動域は-45度であったが、5回終了後
には完全伸展可となった。【考察】単関節HALは筋活動電位を検知し、関節の屈曲伸展動作を補
助する装着型動作支援ロボットである。単関節HALによる随意的肘屈曲伸展運動の繰り返しが筋
活動改善に寄与した可能性があり、頚髄損傷患者の機能回復治療法としての有効性が示唆された。
 

Keyword： 単関節HAL(single-joint HAL)、頚髄損傷(cervical spinal cord injury)、
 ロボットリハビリテーション(robotic rehabilitation)
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	 P2-3-2	 僻地にある当院での脊髄損傷患者の傾向

Clinical outcomes of spinal cord injury in Nachikatsuura Town Hospital
 
1那智勝浦町立温泉病院　リハビリテーション部、2和歌山県立医科大学　リハビリテーション科
 
○奥

お く じ

地　昭
しょうご

悟1、坂野　元彦1、櫻井　雄太1、西村　行秀2、上條義一郎2、
　田島　文博2

【目的】回復期病院がない当地方では、リハビリ専門医が勤務する一般病床と療養病床で構成さ
れる当院がその役割を担っている。今回、当院で経験した脊髄損傷の症例について調査した。

【対象】2014年4月から2016年3月の2年間で当院に入院した脊髄損傷者11例（年齢67.6±12.7
歳、男性8名：女性3名）。【結果】頚髄損傷が8名、胸髄損傷が3名（AIS-A 4名：-B 1名：-C 2
名：-D 4名）であった。全ての症例が急性期病院での入院を経て当院へ転院していたため、転
院時点で受傷から142±162日が経過していた。Berthel Index（BI）は、転院時点35.9±31.0か
ら退院時点61.7±35.4と改善し、5名が自宅へ退院した。【考察】全国的に高齢者の頚髄損傷が
増えており、当院でも同様の傾向が認められた。全例が受傷から6カ月以上経過してから転院し
ていたが、当院の入院を経て全例でBIが増加していた。当地方のような僻地において当院の果
たす役割は大きいと考える。
 

Keyword： 脊髄損傷(spinal cord injury)、リハビリテーション(rehabilitation)、
 僻地医療(medical care in remote rural areas)

 
	 P2-3-1	 当院における急性期頸髄損傷リハビリテーションの現状と課題

Current status and issues of acute cervical spinal cord injury in our hospital
 
岡山赤十字病院　リハビリテーション科
 
○西

にしたに

谷　拓
た く や

也

【目的】当院へ入院し、理学療法(以下PT)を施行した急性期頸髄損傷患者の実態を調査し今後
の課題を検討した。【対象と方法】平成26年4月から平成28年4月までに当院に救急搬送され、
PTを開始し神経学的評価が可能であった39名（男性27名、女性11名、平均年齢65.2歳）を対
象とし、各種項目を診療録より後方視的に調査した。【結果】入院時Frankel分類はA4 10.3％、
B4 10.3％、C10 25.6％、D21 53.8％、骨傷のある頸髄損傷は33.3％、骨傷のない頸髄損傷は
66.7％であった。受傷からPT開始時までの平均日数は2.0日、自宅退院12例（30.8％）、転院27
例（69.2％）であった。在院日数は自宅退院者16.2日、転院者31.7日、退院時Barthel Indexは
自宅退院者92.5点、転院者51.7点であった。【考察】当院でも全国疫学調査と同様に高齢者の非
骨傷性頸髄損傷が増加している傾向にあった。また、他整形外科疾患と比べ転院までの待機期
間が長い傾向であった。
 

Keyword： 頸髄損傷(cervical spinal cord injury)、急性期病院(acute hospital)、理学療法(Physical Therapy)

 

脊髄損傷・リハビリB	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 美津島　隆（浜松医科大学附属病院　リハビリテーション科）
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	 P2-3-4	 （症例）脊髄損傷を呈した症例の独居生活、社会参加へのアプローチ

～地域の自立生活支援センターの協力をもとに～
CaseReport A Single residence of high Tetraplegia patient
Corporation with the community IL center
 
1社会医療法人愛仁会　尼崎だいもつ病院　地域医療連携室、
2社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院　診療部
 
○江

え じ り

尻　智
ち は る

春1、住田　幹男2

重度の脊髄損傷患者の在宅復帰には、多くのサービスを要するが、現状では家族の介護負担に
よって成立していることも多い。今回の症例は、地域の関係機関と連携を取り、本人の希望で
ある独居での生活に向けて準備を行った。症例は42歳男性。職場での作業中に3mの高さより
転落、C4レベルの脊髄損傷と診断。急性期治療後、回復期を経て長期の療養型病院へ転院。受
傷から5年が経過後、当院へ紹介、在宅生活への移行を目的に当院障害者病棟へ転院。家族は高
齢の父、母との3人暮らし。受傷後は、労災で医療を受けている。生活保障については、弁護士
が介入し会社と協議中。再びリハ訓練を重ねながら、独居での生活を獲得するために、住所地
の障害者自立生活センターと連携し、住宅探し、ヘルパーや訪問看護のサービス調整、福祉用
具の準備等を行い、1年4 ヶ月後独居生活が可能になった。重度の脊髄損傷患者の在宅生活の在
り方を考察して報告する。
 

Keyword： 脊髄損傷(Spinal cord injury)、在宅復帰(Home return)、障害者自立センター(I.L center)

 
	 P2-3-3	 （症例）不全型脊髄損傷 1症例に対する免荷歩行練習の効果

The efficacy of body weight supported gait training for incomplete spinal cord injury: 
a case report
 
1神奈川リハビリテーション病院　理学療法科、2国際医療福祉大学大学院
 
○浅

あ さ い

井　直
な お き

樹1,2

免荷歩行練習(BWS ex)の有効性についてのエビデンスは不十分で、特に歩行の質的な変化につ
いての検討は少ない。そこでBWS exの効果の運動学・運動力学・筋電学的検討を行った。対
象は慢性期脊髄損傷(Th1，AIS：D)の40代男性。介入は非免荷歩行練習(CNT ex)とBWS ex
を5分間ずつ、同日中に続けて行った。評価は介入前と各条件での介入後に、三次元動作分析装
置、床反力計、表面筋電計による歩行分析と10m歩行テストを行った。その結果、10m歩行時
間は16.2(介入前)→16.7(CNT ex後)→14.6(BWS ex後)秒とBWS ex後に減少。歩行中の股関
節最大伸展角度は13.7→12.3→15.5°とCNT ex後では減少したがBWS ex後では増加。筋の同時
収縮(cocontraction magnitude)は前脛骨筋 ‐ 腓腹筋が.36→.46→.34とCNT ex後では同時収
縮が増加したがBWS ex後では減少。BWS exは対象者に適切な負荷量をかけることができ、効
率的な筋活動と歩容を改善し、歩行能力を向上すると考えた。
 

Keyword： 脊髄損傷(spinal cord injury)、免荷歩行練習(body weight supported gait training)、
 歩行分析(gait analysis)
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	 P2-4-2	 （症例）亜急性期に加療した環軸椎回旋位固定の 1例

～治療法や整復後の保存療法の考察～
A case of subacute atlantoaxial rotatory fixation
 
稲沢市民病院　脳神経外科　脊髄末梢神経センター
 
○中

なかじま

島　康
やすひろ

博、梅林　大督、山本　　優、原　　政人

症例は6歳の女児。1か月前からの頚部痛、斜頚で近医より紹介された。3D-CTにてFielding分
類Type2の環軸椎回旋位固定(AARF)を認め、透視下に整復し、ポリネックカラーでの外固
定を行った。2週間後も整復されないので全身麻酔下に徒手整復し、完全整復を得た。整復後
のMRIでは環軸椎関節包や周囲の靭帯などに高度な腫脹や損傷がなかったので、ポリネックカ
ラー 6週間の後療法とした。カラー抜去後に斜頚や頚部可動域制限、疼痛は消失した。しかし、
2か月後に左項部痛と頚部左回旋制限が再燃。画像上のAARFは無かったが、さらに1か月の装
具療法の追加を要した。AARFは日常診療でも時々遭遇する疾患であり、急性例では装具療法
や牽引療法で整復可能であることが多い。しかし、本症例のように亜急性例または慢性例を治
療する機会は多くない。今回、本症例を通して亜急性や慢性期の症例についての治療法や整復
後の保存療法についても考察したい。
 

Keyword： 環軸椎回旋位固定(atlantoaxial rotatory fixation)、亜急性例(subacute case)、
 後療法(Postoperative therapy)

 
	 P2-4-1	 （症例）環軸椎脱臼骨折に対して環軸椎に椎弓スクリューを用いて

後方固定術を行った 1例
A case report of atlantoaxial dislocation treated by atlantoaxial posterior spinal fusion 
using laminar screw
 
秋田大学　医学部　整形外科
 
○尾

お の

野　祐
ゆういち

一、宮腰　尚久、本郷　道生、粕川　雄司、石川　慶紀、島田　洋一

症例は24歳、女性。主訴は頚部痛。交通事故で受傷し、当院へ救急搬送された。明らかな四肢
の筋力低下、知覚異常はなかったが、単純X線、CTで軸椎歯突起骨折（Anderson 3型）を伴
う環軸椎脱臼骨折を認めた。頭蓋直達牽引を行ったが整復できず、受傷から7日目に手術を行っ
た。手術体位でも整復位が得られず、左側には環椎外側塊スクリュー、軸椎椎弓根スクリュー
を刺入した。右側は環軸椎椎間関節から軸椎横突孔と椎体に及ぶ脱臼骨折であったため、環軸
椎ともに右側から椎弓スクリューを刺入した。ロッドを用いて整復固定し、椎弓間に腸骨から
骨移植を行った。術後脊髄漏を生じ、スパイナルドレナージを行ったが、その他に神経血管合
併症はなかった。術後8 ヵ月で骨癒合が得られ、両側に外側塊スクリュー、椎弓根スクリュー挿
入が困難な場合、片側に椎弓スクリューを選択することも有用と考えられた。
 

Keyword： 環軸椎脱臼(atlantoaxial dislocation)、椎弓スクリュー(laminar screw)、
 後方固定術(posterior spinal fusion)

 

頭蓋頚椎移行部/上位頚椎B	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 久保田　基夫（亀田総合病院　脊椎脊髄外科）
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	 P2-4-4	 （症例）後頚部後頭部痛のみを主訴とする症例

Cases of the only neck and occipital pain
 
1日本医科大学　多摩永山病院　脳神経外科、2釧路労災病院　脳神経外科
 
○木

こ ぐ れ

暮　一
かずなり

成1、井須　豊彦2

【目的】後頚部後頭部痛は脳神経外科領域ではきわめて診療頻度の高い目の前の日常的主訴であ
る。明らかな神経症状がない場合、疼痛のみを主訴とした症例の診断は遅れがちである。【方
法】当科ではこれまで786例の変形性頚椎症の手術に加え頭蓋頚椎移行部疾患の手術は32例で
あり、この内後頚部後頭部痛のみを主訴とした症例18例につき、NR-scale推移を比較、併せて
診断、外科治療につき検討した。【結果】疾患別では頚髄腫瘍6例、キアリ奇形5例、変形性頚
椎症4例、AAD2例、血管障害1例であった。NR-sは全例で改善(平均術前6.4、術後1.8)、代表
的症例を提示する。【考察】後頚部後頭部痛のみを主訴とする疾患では、脳神経外科、整形外科
でも筋緊張性や椎間板症として投薬や理学療法が長期間継続されがちである。しかし稀に頭蓋
頚椎移行部には明らかな神経症状を伴わず疼痛のみを訴える手術症例も含まれ、頚椎髄MRIの
施行は早期に行うべきである。
 

Keyword： 後頭部痛(occipital pain)、後頚部痛(neck pain)、MRI(MRI)

 
	 P2-4-3	 （症例）頭蓋頸椎不安定性にて発症した腎細胞癌頭蓋底転移の一例

A surgical case of skull base metastasis from renal cell carcinoma whose onset of 
craniovertebral junction instability
 
久留米大学脳神経外科
 
○宮

みやはら

原　孝
たかひろ

寛、服部　剛典、森岡　基浩

症例は74歳女性。登山中に後方に転倒し頸部が過伸展となった後から頸部は右に側屈し、後頸
部痛・構音/嚥下障害が出現し近医受診。右後頭顆から斜台下部にかけて溶骨性変化を伴う腫
瘤性病変を指摘され、当院紹介となった。腫瘍は右頸静脈孔前方で、頭蓋底の骨を破壊し右舌
下神経管を巻き込むように存在していた。血管撮影では椎骨動脈等より強い腫瘍濃染像を認め
た。各種腫瘍マーカーは陰性、骨シンチでその他に集積が無く、原発性骨腫瘍やglomus jugular 
tumorなどを疑った。右後頭環椎関節は既に圧潰・脱臼の所見を認めており後頭頸椎間の固定
は必須と考えられ、術前塞栓術の後 far lateral approachで腫瘍を可及的に摘出、引き続き固定
術を行った。病理診断は、腎細胞癌の頭蓋底転移であった。残存腫瘍に放射線治療を加え、原
発巣に対しては泌尿器科で加療された。腎細胞癌の頭蓋頸椎移行部への転移で発症する症例は
非常に稀であり文献的考察を加え報告する。
 

Keyword： 転移性腫瘍(metastatic tumor)、頭蓋頸椎移行部(craniovertebral junction)、不安定性(instability)
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	 P2-5-2	 当院を退院した脊髄損傷患者の再入院に関する調査

Survey about Rehospitalization of patients with spinal cord injury discharged from our 
hospital
 
愛仁会リハビリテーション病院　診療部　リハビリテーション科
 
○松

まつおか

岡美
み ほ こ

保子、住田　幹男

【はじめに】我々は、当院を退院した脊髄損傷（脊損）患者に対して、平成25年以降毎年郵送に
よるアンケート調査を実施している。再入院に関する項目をまとめた。【対象】平成22年4月以
降、調査実施前年12月までに退院した脊損者を対象とし、住所不明や死亡で脱落しない限り加
算される。返信は毎年50%前後である。【結果】最近1年で1度でも入院したと答えた方は、毎
年約20％であった。4回の調査で47人54回の入院があった。原因別では泌尿器生殖器11回、消
化器9回、皮膚（褥瘡を含む）8回、呼吸器7回と続いた。入院期間の平均は38.8日（1-540日、
中央値14日）であったが、皮膚で126日と目立って長かった。また年代別では若年者で皮膚、
特に褥瘡が、高齢者では呼吸器・消化器の入院が多い傾向を認めた。【結語】脊髄損傷者の再入
院は毎年20%程度であった。若年者には褥瘡予防教育、高齢者には予防接種や健康診断を含む
健康管理に関する情報提供が必要である。
 

Keyword： 脊髄損傷(spinal cord injury)、再入院(rehospitalization)、合併症(complications)

 
	 P2-5-1	 脊椎・脊髄損傷急性期治療における基礎疾患とその問題点

―非高齢者と前期、後期高齢者群間の比較検討―
The management and problems of spine and spinal injury in acute stage-comparion of 
non-agedpatient andaged patient-
 
仙台医療センター　脳神経外科
 
○鈴

す ず き

木　晋
しんすけ

介、井上　智夫

加齢の外傷治療転帰に与える影響を検討した。【対象及び方法】平成5年より平成25年までの間
に経験したの596例中、65才未満の非高齢者群442例、65 ～ 74才の前期高齢者群86例、75才以
上の後期高齢者群68例の3群を対象として、観血的治療成績を比較検討した。急性期治療は原
則48時間以内に責任病巣の除圧固定を行っている。重症度はAISにて評価。【結果】観血的治
療を322例（54%）に施行した。3群間でのASIA scaleでD,Eまで改善した率（筋力が3/5以上
に改善した率：ADL改善率）を比較検討した。ADL改善率はそれぞれ83.4%、71.4%、61.0%で
あった。非高齢者群と高齢者2群間に有意差（p＜0.03、p＜0.01）があった。前期と後期群間に
は有意差はなかった。ただし、筋力0/5であるASIA　A、B例に限ると、ADL改善率は各群で、
39％、5.6%、0%であった。著明な差を認めた。【結語】加齢は、基礎疾患として回復率に差を
出している。
 

Keyword： 脊椎・脊髄損傷(spine and spinal injury)、急性期治療(acute stage treatment)、高齢者(aged patient)

 

脊髄損傷・長期経過/筋萎縮/体温	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 富永　俊克（山口労災病院　リハビリテーション科）
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	 P2-5-4	 頸髄損傷者の体温簡易モニタリング技術の開発に向けた

口腔温と皮膚温の関連性に関するパイロット実験
Pilot experiment of relation between oral temperature and skin temperature to develop 
simplified monitoring technologies of body temperature for persons with cervical 
spinal cord injuries
 
日本大学　生産工学部　建築工学科
 
○三

み か み

上　功
こうせい

生

重篤な体温調節障害を持つ頸髄損傷者が、周囲温熱環境の影響による体温変動を起こす事を未
然に防ぐ為には、体温を継続的にモニタリング（測定監視）する必要がある。しかし、直腸
温、口腔温、鼓膜温などを日常生活の中でモニタリングし続けることは現実的に不可能であ
る。そこで、測定が比較的容易である皮膚温の状態から頸損者の口腔温を推定できる可能性に
ついて、1名の被験者（男、32歳、損傷レベルC6、完全麻痺）を対象としたパイロット実験（人
工気候室実験）により検討を行った。実験は温度上昇実験（室温を24℃から28℃に変化）と温
度下降実験（室温を24℃から20℃に変化）の2パターン行い、各々で口腔温と14部位皮膚温の
経時変化を測定した。その結果、頸損者の口腔温と頸部及び胸部皮膚温間との相関係数が極め
て高かった（頸部r＝0.91、胸部r＝0.92）事から、頸損者の口腔温は頸部及び胸部皮膚温の状
態から推定できる可能性があることが示唆された。
 

Keyword： 頸髄損傷者(Persons with cervical spinal cord injuries)、体温調節障害(Disorder of thermoregulation)、
 体温簡易モニタリング技術(Simplified monitoring technologies of body temperature)

 
	 P2-5-3	 頚髄損傷後の筋萎縮について

Muscle atrophy after cervical spinal cord injury
 
1小倉医療センター　整形外科、2総合せき損センター　整形外科
 
○大

お お の

野　瑛
てるあき

明1、坂井　宏旭2、前田　　健2、植田　尊善2、芝　啓一郎2

筋萎縮は頚髄損傷後に頻繁にみられる合併症であり心疾患や糖尿病や他疾患の原因になりう
る。頚髄損傷後の筋萎縮について報告している文献はあるが、後ろ向きや横断研究がほとんど
であり、筋萎縮予防のために経時的な体組成変化の評価が重要と考え、受傷後6 ヶ月以内の体組
成変化を評価した。体組成はDEXAを用いて受傷後1 ヶ月と6 ヶ月の時点で評価した。2015年
2月～ 10月に入院した13人の頚髄損傷患者(ASIA A;6,C;3,D;4)が対象となり、男性8人・女性5
人、平均年齢は57歳(18 ～ 70歳)であった。受傷後1 ヶ月と6 ヶ月を比較して上肢・下肢筋肉
量・体重で有意差を認めた (p＜0.05)。脂肪量では減少傾向であったが有意差は認めなかった。
受傷後1 ヶ月と6 ヶ月を比較して上肢筋肉量は9% 、下肢筋肉量は12%、脂肪量は5%、体重は
9%の減少を認めた。体組成変化を経時的に評価した結果、受傷後6 ヶ月以内で著明な筋萎縮を
認めた。筋萎縮予防策を考える上で重要な結果と考えられた。
 

Keyword： 頚髄損傷(Cervical spinal cord injury)、筋萎縮(Muscle atrophy)、DEXA(DEXA)

 



-  226  -

 

 
	 P2-6-2	 脊椎外傷インストゥルメンテーション手術における

バンコマイシン創内散布の意義　～ 130例の前向き研究から
Intrawound application of Vancomycin powder for prophylaxis of surgical site infection 
in instrumented spinal injury
 
北海道中央労災病院せき損センター　整形外科
 
○校

めんじょう

條　祐
ゆうすけ

輔、須田　浩太、松本　聡子、小松　　幹、牛久智加良、辻　　収彦

【目的】当院では脊椎外傷に対するインストゥルメンテーション手術の感染(SSI)予防として
バンコマイシン(VCM)創内散布を施行しており、その効果を検討した。【方法】2014年9月～
2016年3月に脊椎外傷に対するインストゥルメンテーションを用いた緊急手術で術後90日まで
経過観察し得た130例を対象とした。感染危険因子の数で低/中/高の3群にリスク群を分けSSI
発生頻度を比較した【結果】低/中/高リスク群それぞれ9/42/79例で、中リスク群の1例で表
層SSIを認めたが、その他の感染は皆無であった。表層感染の1例は抗生剤投与で治癒した。

【考察】脊椎外傷では術後ADL障害、呼吸器感染、尿路感染のリスクが高く、変性疾患のイン
ストゥルメンテーション手術以上にSSI予防が重要である。特に高リスク群での効果は高く、脊
椎外傷におけるVCM創内散布は有用であると考える。
 

Keyword： 脊椎外傷(spinal injury)、手術部位感染(surgical site infection)、
 バンコマイシン創内散布(Intrawound application of Vancomycin powde)

 
	 P2-6-1	 中下位頚椎屈伸延損傷に対する前方除圧固定術の経験

The experiense of anterior fixation for distractive flexion injury of the subaxial cervical 
spine
 
1新小文字病院　脊髄脊椎外科治療センター、2新武雄病院　脊髄脊椎外科
 
○土

ひじかた

方　保
やすかず

和1、高橋　雄一1、西田　憲記2

【諸言】中下位頚椎屈曲伸延損傷（以下DF損傷）は不安定性が強く内固定術を要するが、手術
法の選択には議論の余地がある。当科では従来前方固定術を選択してきたが、追加手術を要す
る経過不良例があった。自験例に文献的知見を交え内固定術の選択につき考察する。

【症例】2012.1月からの4年間に当科で内固定術を行ったDF損傷5例（stage1，2，3がそれぞれ
2，2，1例）を観察した。内訳は女性3例男性2例、年齢は42-87歳で全例前方除圧固定術を施行
した。手術時間は平均146分、術中出血は平均14mlだった。ASIA分類は術前C4例D1例で術後
C1例D3例E1例となった。Stage2の1例は後方固定の追加を要した。

【考察】固定不十分例は終板損傷、椎間関節の骨折があり、技術的に可能であれば椎弓根スク
リューを用いた後方固定がより適当であった。他の症例は概ね経過良好であった。DF損傷は前
方固定で対応可能だが、椎弓根スクリューを用いた後方固定術の選択肢も必要である。
 

Keyword： 屈曲伸延損傷(destractive flexion injury)、中下位頸椎(subaxial cervical spine)、
 前方固定(anterior fixation)

 

脊髄損傷・手術B	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 湯川　泰紹（和歌山県立医科大学　整形外科）
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	 P2-6-4	 （症例）後頸部包丁刺創による脊髄損傷の一手術例

A surgical case of penetrating cervical cord injury due to stabbing with a kitchen 
knife
 
久留米大学　医学部　脳神経外科
 
○服

はっとり

部　剛
ごうすけ

典、宮原　孝寛、森岡　基浩

【背景】穿通性脊髄損傷の主な原因は刃物や銃器による外傷であり、本邦では稀である。頸髄損
傷の一例を経験したので報告する。【症例】70代の女性。殴られ前方に転倒、後頸部を包丁に
て10カ所刺され、ドクターヘリにて救急搬送された。搬入時は意識清明、C4/5以下MMT 2程
度の四肢麻痺、T3以下の表在覚・深部覚の消失をみとめた。CTで骨傷はみられず、MRIでは
C4/5レベルの脊髄背側の血腫及び脊髄の直接損傷を疑い、血腫除去と止血が必要と判断し緊急
に手術を行った。C3-C6の椎弓切除を行い、血腫除去と止血を行い、硬膜を閉鎖した。術後に麻
痺と左触覚の軽度改善を得た。【考察・結論】刃物の刺突にて骨損傷を伴わずに穿通性の脊髄損
傷を来たす例は非常に稀と考えられ、明確な治療指針はない。本症例の経験から、穿通性の脊
髄外傷に対する積極的な治療は症状を改善する可能性が示唆された。
 

Keyword： 穿通性脊髄損傷(penetrating cord injury)、包丁(kitchen knife)、手術(surgery)

 
	 P2-6-3	 （症例）中下位頚椎脱臼の治療経験

Surgical treatment of cervical facet locking
 
1福岡大学筑紫病院　脳神経外科、2医療法人ニューロスパイン　うちかど脳神経外科クリニック
 
○坂

さかもと

本　王
き み や

哉1、内門　久明2

【はじめに】頚椎脱臼損傷Facet lockingはflexion injuryであり、比較的遭遇する疾患である。頚
椎後縦靭帯骨化症(segmental type)に伴った症例を経験したので報告する。【症例】64歳男性。
飲酒後階段より転倒し、後頭部打撲（裂創）後四肢不全麻痺にて救急搬送となった。受信時頚
椎CTでは頚椎後縦靭帯骨化症以外に明らかな異常はみられず、中心性脊髄損傷(Frankel B)の
診断で入院安静加療行った。受傷1週間でFrankel Dまで改善。頚部痛と上肢の不全麻痺は残存
した。頚椎MRIでC5/6の脱臼損傷と脊髄圧迫所見を認めた。受傷3週目に全身麻酔下整復、後
方除圧固定術を行った。術後経過良好である。【まとめ】整復方法および外科的到達法は以前よ
り議論はあるが、後縦靭帯が保たれている症例であり、前方法は本症例では不要と判断した。
後方単独除圧整復固定について文献的考察を踏まえ報告する。
 

Keyword： 外科治療(Surgical treatment)、頚椎脱臼損傷(cervical facet locking)、
 後方整復固定(posterior facet locking)
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	 P2-7-2	 高度脊髄障害が残存した脊髄海綿状血管腫の特徴

Clinical characters about paraplegia due to cavernous hemangioma
 
1浜松医科大学　整形外科、2長寿運動器疾患教育研究講座、3浜松医療センター
 
○長

は せ が わ

谷川智
ともひこ

彦1、戸川　大輔2、大和　　雄1、小林　　祥1、安田　達也3、
　松山　幸弘1

【目的】脊髄海綿状血管腫にて高度の麻痺を呈した症例の特徴について報告する。【方法】手術
治療を行った脊髄海綿状血管腫8例について、性別、年齢、腫瘍存在高位、症状経過、術後の臨
床経過、MRI所見について調査した。【成績】男性6例、女性2例。平均年齢43.4歳。病変高位
は頚髄4例、胸髄4例。初発症状は、疼痛を伴った急激な筋力低下が6例、下肢筋力低下のみが
1例、発症時期不明の痺れが1例であった。3例では20日以内で再度の症状進行を来たし、血管
腫摘出を行うも改善は得られず対麻痺となった。この症例は25歳、36歳、38歳と青壮年に集中
していた。60歳以降の3例は、発症後、更なる麻痺の進行は無く、病変摘出後にさらなる症状の
改善が得られた。MRIでは、発症早期に脊髄浮腫とT2高輝度域や淡い造影効果がみられる症例
があったが、一定の所見は得られなかった。【結論】急激に症状進行し、完全麻痺を呈した症例
はいずれも青壮年期発症であった。
 

Keyword： 海綿状血管腫(cavernous hemangioma)、対麻痺(paraplesia)、手術(surgery)

 
	 P2-7-1	 （症例）一過性の片麻痺症状を呈した頸髄硬膜外血種の 1例と臨床分析

Case report of cervical epidural hematoma which mimics transient ischemic attack
 
医誠会病院　脊椎脊髄センター
 
○田

た む ら

村　和
かずよし

義、佐々木　学、梅垣　昌士

私たちは一過性の右不全片麻痺症状を呈して、脳卒中（TIA)と診断して加療した頸髄硬膜外血
種の1症例を経験したので報告します。症例は65歳女性。自宅にて突然の頸部痛から右上下肢
の痺れと運動麻痺が出現。来院時意識清明、血圧263/159。頭部MRIでは麻痺の原因と考えら
れる所見を認めず、頸部から体幹の造影CTでも椎骨動脈や大動脈の解離を認めませんでした。
検査中にも症状は徐々に軽快し、脳卒中（TIA)を疑い、入院となりました。翌日には麻痺はほ
ぼ消失しましたが、頸部から肩への痛みが持続するため、頚椎MRI撮影するとC3-4レベル脊柱
管内右背側に硬膜外血種を認めました。頸髄硬膜外血腫で四肢麻痺を呈した場合は、脳卒中と
誤診されることは少ないですが、片麻痺のみの場合鑑別は難しくなります。血腫が小さく無痛
の場合もありますが、頸部痛は大きな鑑別点であり、動脈解離以外も精査する必要があると考
えられました。文献的考察を加えて発表します。
 

Keyword： 一過性脳虚血発作(TIA)、脊髄硬膜外血種(spinal epidural hematoma)、不全片麻痺(hemiparesis)

 

脊髄血管障害C	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 高橋　立夫（国立病院機構名古屋医療センター　脳神経外科）
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	 P2-7-3	 （症例）脊髄くも膜下出血により対麻痺を来した一例

Example that caused paraplegia by spinal cord subarachnoid hemorrhage
 
日本大学　医学部　整形外科
 
○中

なかやま

山　渕
え ん し

志、上井　　浩、徳橋　泰明

【症例】73歳女性。平成27年10月中旬に近医にて急性胃腸炎で加療していた。第2病日より頭痛
を訴え、両下肢の脱力および知覚鈍麻にて頭部CTを施行したところ、急性くも膜下出血の診断
であった。同日、災害医療センターに転院搬送となった。両下肢の対麻痺を認めたため、脊椎
MRIを施行したところ胸髄硬膜内髄外血腫を認めた。同日、左第10肋間動脈分岐の前根動脈の
仮性動脈瘤の破裂に対するコイル塞栓術及び椎弓切除＋血腫除去術を施行した。術後、感覚障
害はL4レベル以下に回復したが、膀胱直腸障害・運動障害が残存した。

【考察】脊髄くも膜下出血は非常に稀な疾患であり、臨床症状は頭蓋内くも膜下出血と類似し
ている。本症例では、当初は急性頭蓋内くも膜下出血に着目され、脊椎病変の精査に時間がか
かってしまった。早期の診断・治療が行えていれば遺残症状を軽減できた可能性があり、臨床
経過などから脊椎病変も念頭において診察するべきであった。
 

Keyword： 脊髄くも膜下出血(spinal cord subarachnoid hemorrhage)、対麻痺(paraplegia)、動脈瘤(Aneurysms)
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	 P2-8-2	 頚椎後方拡大術後、前方除圧術が必要になった 2期的手術の合併症

Complications of anterior spinal decompression after posterior cervical spinal fusion
 
千葉徳洲会病院　脳神経外科
 
○北

きたはら

原　功
い さ お

雄

【目的】2椎体以上の頸髄圧迫で、前弯を認めない脊髄症、神経根症に、後方拡大形成術を施行
してきた。後方拡大形成術後7症例に頚椎前方除圧が必要になった。【対象】2010年より15年ま
で99例の後方拡大形成術を施行した。99例中7例に前方除圧術が施行された。【結果】OPLLで
前方除圧後sinkingが1例。甲状腺腫を伴う頸椎症で首さがりが1例。C5麻痺を伴うCRPS様症
状出現が2例。【考察】後方拡大術後前方手術は、脊髄圧迫解除は有用ではあるが、圧迫部位が
C4/5の症例は、CRPS様変化を伴うC5麻痺の出現する可能性がある。OPLLを伴う後方拡大術
後前方手術は、sinkingを起こす可能性がある。大きい甲状腺腫などのように前方要素が強い、
頚椎の前弯が弱い症例には首さがりの可能性がある。上記首下がり、sinkingの要因については、
頚椎の前弯、および前縦靭帯が関与する。【結語】2椎体病変までは、前方除圧手術がよい。術
前、前縦靭帯の要素を考慮する必要がある。
 

Keyword： 椎弓形成術(laminoplasty)、前方除圧術(anterior cervical discectomy)、合併症(complication)

 
	 P2-8-1	 （症例）高度の頚椎後弯変形に対し一期的前後合併手術により

アライメント矯正を行った 2症例
Anterior-posterior combined fusion for severe cervical kyphosis with myelopathy: 
report two cases
 
医療法人医誠会　医誠会病院　脳神経外科・脊椎脊髄センター
 
○梅

うめがき

垣　昌
ま さ お

士、佐々木　学、田村　和義

【はじめに】頚椎後方固定術後に高度の後弯変形が進行し、頚髄症を発症した症例に対して、前
後合併手術による矯正固定を施行し、良好な経過が得られたので報告する。

【症例1】40才男性。他院でC2-4レベルでの頸椎症性頚髄症と診断され後方除圧固定術を施行。
3年後に再発し、一期的前後合併手術を行った。術後神経症状は徐々に改善し、術後6 ヶ月目に
は杖なしでの歩行が可能となった。

【症例2】59歳女性。両手のしびれと首下がりを主訴に来院。画像所見ではC4/5前方すべりを中
心として頚椎後弯変形と環軸椎亜脱臼を合併していた。頚椎前方固定術並びに環軸椎前方椎間
関節スクリュー固定を施行。2週間後にO-Th2後方固定術を施行。術後首下がりは解消し、術後
6 ヶ月目に骨癒合が確認された。

【考察】高度な後弯変形を伴う頚椎症においては、前方後方合併手術による強固な固定がアライ
メント矯正とその保持に非常に有効と考えられた。
 

Keyword： 頚椎後弯変形(cervical kyphosis)、前方後方合併手術(anterior-posterior combined fusion)、
 脊髄症(myelopathy)

 

頚椎症・脊柱管拡大術B・長期経過	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 金　景成（日本医科大学千葉北総病院　脳神経センター）
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	 P2-8-3	 脊椎変性疾患に対する除圧・固定術後の高度脊柱変形に対する治療経験

Is it necessary to surgical treatment for degenerative spinal disease ?
 
医療法人ニューロスパイン　うちかど脳神経外科クリニック
 
○内

うちかど

門　久
ひさあき

明

【はじめに】変形性脊柱疾患に対する除圧・固定術は進化を遂げ、恩恵を受けている。過度な
除圧や固定術でも短期的に良好であると多くの報告がある。しかし中長期的な成績は不明であ
る。そこで固定術後の問題症例を提示し、考察したので報告する。【代表症例】1）76才女性。
RA頚椎症に後頭―胸椎固定。その後数年かけて気道食道閉塞。ロッドの破損あり。2）63才男
性。腰椎椎弓切除後医原性すべりから固定術施行、インスツルメント破損後に隣接椎間障害。3）
73才女性。左L5神経根症にてL2-5の固定術施行。しばらく経過よいが、後弯変形とL1椎体骨
折（偽関節）認め、円錐上部症候群を呈した。【まとめ】除圧、固定にしても適応が厳守される
べきである。外科的療法は必要最小限に留めるのが基本であり、あくまでも手術療法は患者と
の付き合いの始まりで、術後短期に合併症がないからといって終了でないことを肝に命ずるべ
きと結論した。
 

Keyword： 変形性脊椎症(degenerative spine)、遅発性外科手術合併症(surgical complication)、
 高度脊柱変形(rigid spine)
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	 P2-9-2	 胸腰椎損傷の早期合併症

Early perioperative complications of thoracolumbar injuries
 
神戸赤十字病院　整形外科
 
○尾

お さ き

崎　修
しゅうへい

平、伊藤　康夫、菊地　　剛

【はじめに】手術を施行した胸腰椎損傷症例の早期合併症の発生率とその傾向を明らかにするこ
とを目的として検討を行った。

【対象と方法】対象は手術を施行した胸腰椎損傷患者110例(男性60例、女性50例、平均年齢44
歳)、入院時のASIA分類は、Grade A 5例、B 5例、C 16例、D 24例、E 60例であった。胸腰
椎損傷とその手術に関連し当院入院中かつ術後1か月以内に発生したものを早期合併症とした。

【結果とまとめ】110例中43例(39%)に早期合併症を認めた。内訳は創部感染2例、深部静脈血
栓症24例、尿路感染症13例、呼吸器合併症6例であった。ASIA分類のGrade A及びBの完全
運動麻痺の症例に尿路感染症を有意に多く認めた(p＜0.01)。60歳以上の症例に呼吸器合併症を
有意に多く認めた(p＜0.01)。麻痺の重症度、年齢に関して深部静脈血栓症の発生率に有意な差
は認めなかった。これらの合併症の発生に留意して手術加療とリハビリテーションをすすめる
ことが重要である。
 

Keyword： 胸腰椎損傷(thoracolumbar injuries)、早期合併症(early complications)、
 周術期合併症(perioperative complications)

 
	 P2-9-1	 上位胸椎損傷に対する Navigation	systemを用いた手術療法

Surgical treatment using navigation system for upper-thoracic spine injury
 
社会医療法人緑泉会米盛病院
 
○中

なかはら

原　真
し ん じ

二、米盛　公治

【目的】上位胸椎（T1 ～ T6）は、解剖学的特徴により、手術に際し注意を要する部位である。
上位胸椎損傷に対して後方固定術を行った症例を経験したので、その特徴、注意点等を検討し
た。【対象】対象は上位胸椎損傷に対して後方固定術を行った6例。全例でnavigation systemを
使用し椎弓根スクリューによる後方固定術を行った。【問題点と対応】手術高位の確認：展開
の上または下端の棘突起を透視にて確認した。ベッドの選択、体位の調整が必要であった。椎
弓根スクリューの刺入：navigation system使用にて刺入。アンテナ設置の部位と方向が重要で
あった。【考察】上位胸椎は肋骨―胸骨とともに胸郭を形成し、側面透視で上腕骨、肩甲骨の存
在にも注意を要する。椎弓根は非常に小さく、透視による確認が困難であり後方のインストル
メント手術の際には、体位、手技、術前評価など十分な注意を要する。
 

Keyword： 上位胸椎(upper-thoracic spine)、手術療法(surgical treatment)、
 ナヴィゲーション(navigation system)

 

胸椎損傷	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 紺野　愼一（福島県立医科大学医学部整形外科学講座）
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	 P2-9-4	 胸腰椎破裂骨折に対する経皮的椎弓根スクリューを用いた

後方整復固定術の治療成績
Clinical outcome of surgical treatment for thoracolumbar burst fractures using 
percutaneous pedicle screw
 
神戸赤十字病院　整形外科
 
○菊

き く ち

地　　剛
たけし

、尾崎　修平、伊藤　康夫

【はじめに】胸腰椎破裂骨折に対してシャンツスクリューを経皮的に挿入し後方から整復固定を
行った症例を検討した。

【対象】胸腰椎破裂骨折に対してPPSを用いて整復および短椎間の固定を施行した58例。男性
32例、女性26例。受傷時平均年齢41歳。手術成績および術後のアライメントの変化、及び脊柱
管占拠率の推移について検討を行った。

【結果】手術時間は平均129分、出血量は平均88ml。上下椎体での後弯角は受傷時平均7.3度、
術直後平均-10.4と約18度の矯正が得られた。その後、術後6カ月では-8.0度と約2度の矯正損
失を認め、さらに抜釘後6か月で9度の矯正損失を認めた。脊柱管占拠率は受傷時39％、術直後
21％、術後6 ヵ月13％、術後1年10％と改善した。

【考察】シャンツスクリューを経皮的に用いた、後方からの整復固定術により良好なアライメン
ト矯正と間接除圧が得られた。矯正損失は抜釘までに2度、抜釘後に9度認め上位の椎間板で矯
正損失が起こっていた。
 

Keyword： 胸腰椎破裂骨折(thoracolumbar burst fracture)、経皮的椎弓根スクリュー(PPS)、後方固定(posterior fixation)

 
	 P2-9-3	 胸腰椎外傷の後方靭帯組織損傷の早期診断

Early diagnosis of posterior ligament tissue damage of the thoracolumbar spine trauma
 
名古屋大学医学部　脳神経外科
 
○江

え ぐ ち

口　　馨
かおる

、西村　由介、福岡　俊樹、吉川　怜史

【はじめに】胸腰椎外傷では後方靭帯組織の損傷度評価が重要である。外傷急性期に確実に撮影
可能なCT用いて、後方靭帯組織の破壊を予測可能な放射線学的特徴を明らかにする。【方法】
2011年から5年間に手術を行った胸腰椎外傷例31症例が対象。MRIを用いて後方靭帯組織の損
傷の有無により損傷あり群と損傷なし群に分類し、それぞれの放射線学的特徴、臨床症状を後
方視的に調査した。【結果】後方靭帯損傷がある、もしくは靭帯損傷が疑わしいと判断されたの
は20例、靭帯損傷はないと判断されたのが11例であった。椎体圧潰度、局所後弯角、脊柱管の
骨片の占拠率は両群では差がなかったが、骨折椎体後弯角、棘突起間距離は靭帯損傷群が有意
に拡大していた。ASIAスコアの差はなく、TLICSスコアは靭帯損傷群で有意に悪かった。【結論】
外傷早期にCT所見をもとに椎体後弯角、棘突起の位置関係に注目すれば靭帯損傷を予測するこ
とが可能であると考える。
 

Keyword： 外傷(trauma)、胸腰椎(horacolumbar spine)、早期診断(early diagnosis)
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	P2-10-2	 （症例）関節リウマチと鑑別が困難であった激烈な仙腸関節痛を伴う

強直性脊椎炎の一例
A case of ankylosing spondylitis with a furious pain of sacroiliac joint which was 
difficult to discriminate from rheumatoid arthritis
 
市立御前崎総合病院　脊椎センター
 
○河

かわおか

岡　大
た い ご

悟

40歳女性。左臀部痛を主訴に当科受診。MRIにて腰椎変性疾患はなく、NSAIDの投与で症状改
善していた。約6か月後、左臀部痛のため歩行不自由となり近医受診し、MRIでL5/sヘルニア
を疑われ当院紹介となった。L5/sは椎間板の膨隆程度であった。数日の経過で歩行困難になる
ほど左臀部痛は増悪し、腰椎MRI再考すると撮影範囲内で左腸骨に骨髄浮腫を認め仙腸関節炎
と診断した。詳細に病歴を聴取すると、腰椎の可動域制限、左右に移動する臀部痛、その他両
側の肩・膝・手・手指関節痛を認めた。リウマチ専門医にコンサルトし強直性脊椎炎と診断し
た。抗TNFα抗体製剤とメトトレキサートを使用し急速に関節炎改善し歩行スムーズとなり、
外来経過観察中である。強直性脊椎炎は非常にまれで、多彩な病状経過のため診断に至るのが
困難で原因不明とされている症例も多い。比較的早期に強直性脊椎炎と診断し早期治療介入で
きた症例について文献的考察を加え報告する。
 

Keyword： 強直性脊椎炎(ankylosing spondylitis)、関節リウマチ(rheumatoid arthritis)、
 早期治療(early treatment)

 
	P2-10-1	 びまん性特発性骨増殖症に合併した頚椎損傷への手術治療

Surgical treatment for cervical spine trauma in diffuse idiopathic skeletal hyperostosis
 
北海道中央労災病院せき損センター　整形外科
 
○辻

つじ

　　収
おさひこ

彦、須田　浩太、小松　　幹、牛久智加良、校條　祐輔、松本　聡子

【背景】びまん性特発性骨増殖症(diffuse idiopathic skeletal hyperostosis;以下DISH)を伴う脊椎
では転倒など軽微な外傷で脊椎損傷を来す。今回我々は、当院で手術治療を行ったDISHに合併
した頚椎損傷の治療成績についてretrospectiveに解析した。

【対象】2006年10月～ 2016年4月に加療した36例（男性33例、女性3例、手術時平均年齢72.4
歳）を対象とした。損傷高位、損傷形態（Bransford分類）、術式、固定椎間数、追加手術の有
無を検討項目とした。

【結果】損傷高位は中下位頚椎に多く、Bransford分類ではtype 1:15例、type 2:12例、type 3: 9
例であった。全例で椎弓根スクリュー /外側塊スクリューを用いた後方固定術を行い、固定椎間
数は平均3.7椎間であった。2例でスクリューのゆるみが生じハローベスト固定を追加した。

【考察】DISHでは強直の範囲と形態が症例によって様々で可動椎間が残存していることもしばし
ば有り、症例に応じた治療選択が肝要である。
 

Keyword： びまん性特発性骨増殖症(DISH)、頚椎損傷(cervical spine trauma)、強直脊椎(ankylosing spine)

 

びまん性特発性骨増殖症（DISH）/強直性脊椎炎A	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 末綱　太（八戸市立市民病院整形外科）
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	P2-10-4	 （症例）治療に難渋した頚胸椎後縱靭帯骨化症 （OPLL） と

強直性脊椎炎 （AS） を合併した一例
A case of OPLL with AS which followed a complicated course
 
医誠会病院　脳神経外科・脊椎脊髄センター
 
○梅

うめがき

垣　昌
ま さ お

士、佐々木　学、田村　和義

【はじめに】当院で経験した、治療に難渋する病態をたどった頚胸椎後縱靭帯骨化症と強直性脊
椎炎の合併症例を報告する。

【症例】58才女性。C2-7のOPLLに対する椎弓形成術施行5週後にT2椎体骨折に伴う遅発性両下
肢麻痺を呈し、T1-3レベルの後方除圧とC2-T12の後方矯正固定を施行。術後4 ヶ月で杖歩行可
能となり自宅退院となったが退院1 ヶ月後に転倒、右鼠径部から大腿の強い痛みが出現。腰椎
CTにてL1/2横断骨折を認めたため、後方から脱臼の整復とL3-S2レベルのPLFを行った。

【考察】本症例では2回目の手術の際に圧迫骨折部の矯正のみにとどめたことで、結果として矢
状面バランスの前方へのシフトが残存し、転倒の原因になった可能性がある。全脊椎の矢状面
バランスを考えた一期的矯正固定術を考慮すべき症例だったと考えられる。
 

Keyword： 後縦靭帯骨化症(OPLL)、強直性脊椎炎(Ankylosing spondylitis)、脊椎損傷(spine injury)

 
	P2-10-3	 （症例）大腿骨転子部骨折術後に胸椎骨折による

対麻痺を来たした強直性脊椎骨増殖症の 1例
A case report of ankylosing spinal hyperostosis caused thoracic fracture and paraplegia 
following a femoral trochanteric fracture surgery
 
1秋田大学大学院 医学系研究科 医学専攻 機能展開医学系 整形外科学講座、2秋田赤十字病院
 
○岩

いわもと

本　陽
ようすけ

輔1、石河　紀之2、宮腰　尚久1、島田　洋一1

症例は86歳女性で、右大腿骨転子部骨折のため入院し、受傷後6日目に観血的骨接合術を行っ
た。術直後は下肢運動が確認されていたが、翌日から腰痛の増悪を訴え術後3日目に不全対麻痺
が判明した。CTで強直性脊椎増殖症（以下ASH）による後弯位癒合に合併した第11胸椎骨折
を認めた。コルセットと側臥位安静による保存治療を行い、受傷後6 ヵ月の時点で腰痛なく車い
す坐位保持が可能となっている。ASHでは椎間関節や靭帯の骨化により脊椎が1本の長管骨の
ようになり、骨粗鬆化も伴い軽微な外力で椎骨を横断する不安定な骨折を生じやすく、偽関節
や脊髄損傷の合併率も高い。本症例をretrospectiveに検討すると、大腿骨骨折の術前にすでに
脊柱が後弯位癒合していることが分かった。胸椎の骨折は仰臥位維持や体位交換、ベッド移乗
などで生じたと思われ、同様の脊柱変形癒合例では脊椎の離開骨折の予防に十分留意しなけれ
ばならない。
 

Keyword： 強直性脊椎骨増殖症(ankylosing spinal hyperostosi)、胸椎骨折(thoracic spine fracture)、
 脊髄損傷(spinal cord injury)
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	P2-11-2	 高齢者感染性脊椎炎患者の ADL

Activities of Daily Living of the elderly patients with spinal infection
 
鳥取大学　医学部　整形外科
 
○武

た け だ

田知
ち か こ

加子、谷島　伸二、三原　徳満、永島　英樹

【はじめに】高齢者の感染性脊椎炎は増加傾向であり、長期治療を要することが多くADL低下
が懸念される。【目的】当院で治療された感染性脊椎炎患者のADLを高齢者（H群）と非高齢者

（L群）に分けて、比較検討すること。【方法】2006年1月から2015年8月までの間に当院で治療
された感染性脊椎炎42 (男30、女12)例について、年齢、罹患部位、起炎菌、基礎疾患、入院
期間、麻痺の有無、手術の有無、入退院時・退院後のBarthel Index(B.I.)、転帰について調査し
た。【結果】平均年齢は72.7±11.2 (45-95)歳で、H群24例、L群20例であった。平均入院期間
は61.8±43.6日で、H群の入院期間はL群と比較して有意に長かった（P＜0.01）。退院時、退院
後のB.I.は両群とも入院時と比較して改善していた。退院後のB.I.は両群間で有意差を認めず、
ADLは改善していた。
 

Keyword： 感染性脊椎炎(spinal infection)、ADL(Activity of Daily Living)、高齢者(the elderly)

 
	P2-11-1	 当院における化膿性脊椎炎、椎間板炎、腸腰筋膿瘍の検討

Therapeutic strategy for vertebral osteomyelitis, discitis and psoas abscess
 
行岡病院　脳神経外科
 
○青

あ お き

木　正
まさのり

典

【 背 景 】2015年 にIDSA(infectious Diseases Society of America)か らNVO(Native Vertebral 
Osteomyelitis)のガイドラインが出た。当院でのNVOに対しての検討を報告する。

【方法】2007年9月から2015年8月までに当科にて入院加療を行った化膿性脊椎炎、椎間板炎、
腸腰筋膿瘍13例について、症状、既往歴、初診時のCRP、使用抗生剤、培養結果、手術の有無
等について検討を行った。

【結果】男性が11例、女性が2例で平均年齢は59歳。来院時の症状は腰痛で全例に認められた。
罹 患 椎 体 は、L2/3：2例、L3/4：3例、L5/S1：6例、Th9/10：1例、L1-L3：1例（ 硬 膜 外 膿
瘍）であった。初診時のCRPは2.1 ～ 28.9（平均11.5）であった。使用抗生剤は、PIPC、CEZ、
VCM、LZD、DAP、CLDM、CPFX、PAPM、DRPM、CAM、LVFX、RFP、ST合剤等であっ
た。2例で手術治療を行った。全例でMRIにて病変が確認された。

【結語】非典型例でも当疾患を疑い検査を進めてゆく必要性が有ると考えられた。
 

Keyword： 化膿性脊椎炎(vertebral osteomyelitis)、椎間板炎(discitis)、腸腰筋膿瘍(psoas abscess)

 

化膿性脊椎炎	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 朝妻　孝仁（独立行政法人　国立病院機構　村山医療センター　整形外科）
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	P2-11-4	 化膿性脊椎炎に対する治療戦略

Surgical strategy for lumbar pyogenic spondylitis
 
1三成会　新百合ヶ丘総合病院　脊椎脊髄末梢神経外科、
2財団法人 脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院 脳神経外科
 
○松

まつおか

岡　秀
ひでのり

典1、尾原　裕康1、水野　順一1、渡邉　一夫2

【はじめに】近年、 高齢化社会に伴い化膿性脊椎炎は増加傾向にある。 原因菌が同定されないこ
とも多く治療方針に難渋する。【対象と方法】2012年8月以降、 化膿性脊椎炎の診断で治療を要
した10症例について検討した。年齢は38 ～ 84歳であり、 男性9例 女性1例であった。初期の培
養検査で起炎菌が同定されない場合には、 早期に局所麻酔下に内視鏡下椎間板郭清し検体採取を
追加した。経過の中で脊椎の不安定性を伴う場合には亜急性期に固定術を考慮した。2例は急性
期にそれぞれ後方からの除圧、 内視鏡下椎間板郭清のみで追加の外科治療は必要としなかった。
8例では亜急性期～慢性期に脊椎固定術を追加実施した。【結論】化膿性脊椎炎の治療は保存的
治療が基本であるが、 脊椎の支持機能が破綻した症例などには、 ADL回復を目的として固定術
が必要となる。手術適応並びに術式選択、 手術のタイミングは臨床所見及び画像所見をもとに総
合的に決定されるべきである。
 

Keyword： 化膿性脊椎炎(pyogenic spondylitis)、外科手術(surgery)、内視鏡手術(endoscopy)

 
	P2-11-3	 （症例）後咽頭膿瘍・化膿性脊椎炎との鑑別を要した

石灰沈着性頚長筋腱炎の一例
A case of acute longus colli calcific tendinitis needed to distinguish retropharyngeal 
abscess and pyogenic spondylitis
 
斗南病院　整形外科
 
○久

ひ さ だ

田雄
ゆういちろう

一郎、楫野　知道

【症例】57歳男性、主訴：後頚部痛、頚部の可動域制限。現病歴：誘因なく上記主訴出現し前
医受診。頚部熱感及び37.8 ℃の発熱あり、明らかな神経学的異常所見なし。採血で炎症反応の
上昇（CRP:3.2）、頸椎X線でretropharyngeal spaceの開大、頸椎MRI T2強調画像でC1-5椎体
前方に連続する高輝度域が存在。後咽頭膿瘍が疑われ19日他院耳鼻科紹介。咽頭ファイバーで
明らかな所見はなく椎前膿瘍と診断。21日当院整形外科及び耳鼻咽喉科紹介受診。CTでC2前
方の頚長筋腱に一致する部位に石灰沈着があり、同部位で造影効果はなかった。以上より石灰
沈着性頚長筋腱炎と診断。保存加療目的で再度前医紹介し安静加療目的に入院となった。内服
鎮痛薬により徐々に後頚部痛は軽快し、入院より2週間後に自宅退院となった。【考察】成人に
おける後咽頭膿瘍は比較的まれで、鑑別には病態の疫学及び画像的特徴を十分に考慮すべきで
ある。
 

Keyword： 石灰沈着性頚長筋腱炎(acute longus colli calcific tendinitis)、
 後咽頭膿瘍(retropharyngeal Abscess)、化膿性脊椎炎(pyogenic spondylitis)
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	P2-11-6	 （症例）化膿性椎間板炎により歩行困難となった症例に対して

免荷式歩行器を導入し早期から歩行訓練可能となった一例
A case report of a walking difficulty with spondylodiscitis towards becomes possible 
early walking training introduce the body weight support walker
 
1貢川整形外科病院　リハビリテーション科、2貢川整形外科病院　整形外科
 
○小

こばやし

林健
け ん た ろ う

太郎1、三枝　洋喜1、深澤　貴裕1、西崎　香苗1,2、池上　仁志2

【はじめに】体幹・下肢機能が低下した症例では歩行獲得に難渋することを経験する。今回我々
は同様の症状を呈した脊椎手術後症例に免荷式歩行器を導入することで、従来に比べ早期歩行
訓練開始に成功したので報告する。

【症例】70代男性。自宅にて転倒後、歩行困難となり当院を受診した。化膿性椎間板炎と診断さ
れ入院となり、1か月後に腰椎後方固定術および前方固定術を施行した。術後リハビリ開始時
は、体幹・下肢筋力低下が著明であり、座位保持も不能であった。

【方法】通常の理学療法に加え、安静度フリーとなった日より免荷式歩行器を用いた歩行訓練を
開始した。

【効果】部分免荷機能により安全に歩行訓練を開始でき、16日後には歩行器歩行に移行できた。
フランケル分類もD→Cとなり運動機能の改善を認めた。

【考察】体幹・下肢機能低下により歩行獲得に難渋が予測される症例への免荷式歩行器の導入
は、早期離床の一助となる可能性が示された。
 

Keyword： 化膿性椎間板炎(Spondylodiscitis)、早期離床(Early ambulation)、免荷式歩行器(Body weight support walker)

 
	P2-11-5	 急性後頚部痛で発症した結晶誘発性関節炎症例の検討

Clinical analysis of crystal induced arthritis with acute severe neck pain
 
長崎大学病院　脳神経外科
 
○角

つ の だ

田　圭
け い し

司

【はじめに】急性の後頚部痛、頚部運動制限を来す疾患として、Crowned dens syndromeや石
灰沈着性頚長筋腱炎が報告されている。今回当院及び関連施設で経験した症例について検討し
た。【対象と方法】症例はCrowned dens syndrome4例、石灰沈着性頚長筋腱炎2例である。発
症時の症状、鑑別診断、検査・画像所見、治療法について検討した。【結果】いずれの症例も強
い後頚部痛と頚部運動制限で発症していた。3例では頭蓋内病変を疑われて、当科へ紹介となっ
た。発熱や軽度の炎症反応上昇がない症例もあったが、全例頚椎CTにて石灰化病変が確認され
診断に至った。治療はNSAIDsまたはNSAIDs＋ステロイドで速やかに症状は改善した。【まと
め】急性の後頚部痛を来す鑑別診断としてCrowned dens syndromeや石灰沈着性頚長筋腱炎と
いった結晶誘発性関節炎があることを認識しておく必要がある。
 

Keyword： 結晶誘発性関節炎(crystal induced arthritis)、Crowned dens syndrome(Crowned dens syndrome)、
 石灰沈着性頚長筋腱炎(calcific tendinitis of the longus colli muscle)
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	P2-12-2	 脊髄圧迫症状を呈する転移性脊椎腫瘍の検討

Clinical analysis of the metastatic spinal tumor with cord compression
 
JCHO　星ヶ丘医療センター　泌尿器科
 
○松

まつもと

本　吉
よしひろ

弘、百瀬　　均

【目的】脊髄圧迫症状を呈する転移性脊椎腫瘍について検討する。【方法】2006年から2015年ま
でに当院で経験した、固形癌からの転移性脊椎腫瘍により脊髄圧迫症状を呈した38例（男性28
例、女性10例）について後方視的に検討した。【結果】対象の平均年齢は66.7歳、原発巣は肺
癌が11例、前立腺癌11例、消化器系癌が8例、乳癌4例、腎癌3例、子宮頚癌1例であった。責
任椎体は胸椎が34例でそのほとんどを占めていた。脊髄圧迫症状から癌の診断に至った症例が
19例、原疾患治療中に発症した症例が19例であった。治療として手術が18例、放射線治療が20
例、化学療法が15例に施行されていた。12か月以内に24例が死亡していた。【結論】転移性脊
椎腫瘍により脊髄圧迫症状を呈した患者の機能的予後、生命予後は不良であるが、QOLの観点
から早期の対応が重要である。
 

Keyword： 転移性脊椎腫瘍(metastatic spinal tumor)、脊髄圧迫(cord compression)、悪性腫瘍(malignancy)

 
	P2-12-1	 転移性脊椎腫瘍に対する低侵襲手術と集学的治療の効果の検討

Effectiveness of multidisciplinary treatment and minimally invasive palliative surgery 
for spinal metastases
 
日本大学　医学部　整形外科学系整形外科学分野
 
○上

う え い

井　　浩
ひろし

、徳橋　泰明、中山　渕志

【目的】生命予後の限られた転移性脊椎腫瘍に対しての姑息的手術の低侵襲化と集学的治療の効
果について検討すること。

【方法】2012年以降に転移性脊椎腫瘍に対して姑息的に経皮的椎弓根スクリューによる低侵襲固
定術(MISt)を施行した33症例を対象とした。Tokuhashi score、SINSスコア、ESCCスケール、
術後生存期間、原発巣、手術時間、術中出血量、術後骨修飾薬および放射線治療、化学療法の
有無、麻痺改善効果、ADLの評価、自宅退院の有無を検討した。

【結果】Tokuhashi scoreは平均6.4点であったが、術後生存期間はKaplan-Meier法で中央値が
11カ月であった。改良Frankel分類で術後Eまで改善は48.5％、麻痺悪化は6.0％であった。
ADLはBarthel Indexで術前平均52.2が術後平均74.3まで改善した。自宅退院したのは69.7％で
あった。

【考察】予想予後が短く、脊椎不安定性や脊髄圧迫による麻痺をきたした症例に対しても、手術
治療に積極的に対応すべきと思われる。
 

Keyword： 転移性脊椎腫瘍(spinal metastases)、低侵襲手術(minimally invasive surgery)、
 集学的治療(multidisciplinary treatment)

 

脊髄腫瘍C	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 伊藤　康信（総合東京病院　脊椎脊髄センター）
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	P2-12-4	 （症例）腎癌に対する分子標的薬で治療した転移性脊椎腫瘍の 1例

Metastatic spinal tumor treated with molecular target drugs for renal cell carcinoma; a 
case report
 
秋田大学　医学部附属病院　整形外科
 
○鈴

す ず き

木　真
まさずみ

純、宮腰　尚久、本郷　道生、粕川　雄司、石川　慶紀、島田　洋一

【緒言】腎癌に対する分子標的薬により治療した転移性脊椎腫瘍の1例を報告する。【症例】42歳
女性。腎細胞癌、腹腔鏡下左腎摘出術後1年で肺転移が生じインターフェロン療法後、Sunitinib
を投与された。6年後に脳転移を認め放射線治療を行った。8年後に肺転移増大ありEverolimus
に変更、その後Sorafenibにて治療した。9年後に両下肢に3レベルの麻痺が生じ、歩行困難とな
り当科を初診した。MRIで多発する脊椎転移があり、特にT12転移性腫瘍により脊髄は著明に
圧迫されていた。徳橋スコアは7点で、手術は行わず分子標的薬をAxitinibに変更した。1年後
のMRIではT12転移性腫瘍は著明に縮小し、麻痺も4レベルまで回復し車椅子への移乗も自立
できるようになった。その後2年間は麻痺の悪化なくADL維持できたが、全身状態悪化のため
永眠。【結論】腎癌に対する分子標的薬は、徳橋スコアで予後予測6 ヵ月未満の不全対麻痺を伴
う転移性脊椎腫瘍を縮小し麻痺を改善した。
 

Keyword： 転移性脊椎腫瘍(Metastatic spinal tumor)、腎細胞癌(renal cell carcinoma)、
 分子標的薬(molecular target drug)

 
	P2-12-3	 （症例）Drop	metastasisによる転移性硬膜内髄外脊髄腫瘍の 3例

Intradural extramedullary metastases due to drop metastasis: A report of three cases
 
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　脳神経外科
 
○中

なかむら

村　歩
ほ ま れ

希、榊原陽太郎

【症例1】80歳女性。小脳転移性脳腫瘍で開頭腫瘍摘出術を施行。原発巣は肺癌で治療となり、
その後両下肢脱力など出現しC6-Th1に転移性硬膜内髄外脊髄腫瘍（IDEM）で手術となった。

【症例2】47歳男性。後頭蓋を含む脳多発病変で経過観察をしていたが、両下肢の痺れを自覚し
Th12-L1にIDEMがみられ、診断も含め手術施行。その後肺癌と診断され治療となった。【症例
3】65歳女性。乳癌の診断で治療中、小脳転移性脳腫瘍で開頭腫瘍摘出を施行。その後歩行障害
が出現しTh2 ～ 3にIDEMがみられ手術を施行となった。上記全例で、IDEMは正常脊髄との
癒着が強く、癒着部分は残し放射線治療でコントロールされるも、原疾患の進行により死亡と
なった。【考察】後頭蓋窩病変はdrop metastasisのリスクとされ、脳転移では説明がつかない脊
髄症状では早期に造影MRIを施行すべきである。手術適応は個々の症例で検討を要するが、正
常脊髄との癒着が生じており摘出時には注意を要する。
 

Keyword： drop metastasis(drop metastasis)、
 転移性硬膜内髄外脊髄腫瘍(Intradural extramedullary metastatic spinal cord tumor)、
 放射線治療(radiation therapy)

 



-  241  -

 

 
	P2-13-2	 著しい不安定性腰椎変性すべり症に対する

低侵襲椎間関節温存後方除圧術単独の初期－中期成績
Early-mid term results of minimally invasive facet preserving posterior decompression 
alone for severe unstable lumbar degenerative spondylolisthesis
 
富永病院　脳神経外科　脊椎脊髄治療センター
 
○乾

いぬい

　　敏
としひこ

彦

【対象】2009年～ 2014年に5mm以上のtranslationを有する単椎間の腰椎変性すべり症（L4:14
例）に対し片側進入両側除圧術（UBD）又は両側進入対側除圧術（BCD）を行った17例(女性
12例、平均67.5歳)。術後観察は平均35.6（13-71）ヵ月。【方法】椎間関節の最大限温存可能な
進入側によるUBDまたはBCD。対側進入椎間孔部除圧術の要時追加。各種ブロックによる椎間
板性腰痛の否定的例に適応。【結果】術前と最終観察時の比較。JOA スコアは14.3から24.1、改
善率69.3%、腰痛スコアは1.4から2.1（P=0.0002）。立位中間位すべり (mm) は4.6から7.3（P＜
0.0001）。2mm以上の増加は14例、最大5mmの増悪例2例。translation (mm) は5.6から2.5（P
＜0.0001）、増悪例なし。椎間関節温存率は進入側で約80-90%、対側は約90-100%。【考察、結
論】本研究では術後のすべり増悪を大多数例で認めたが程度は軽度、不安定性は安定化し、腰
痛を含め臨床成績への悪影響はなかった。
 

Keyword： 不安定性(unstable)、腰椎変性すべり症(lumbar degenerative spondylolisthesis)、
 低侵襲後方除圧(minimally invasive posterior decompression)

 
	P2-13-1	 経皮的内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術 （PELD） の適応と限界

Indication and limitation of  Percutaneous endoscopic lumbar discectomy(PELD)
 
1和歌山向陽病院　脳神経外科　脊椎脊髄外科センター、
2新百合ヶ丘総合病院　低侵襲脊髄手術センター
 
○西

にしむら

村　泰
やすひこ

彦1、水野　順一2

PELDの適応と限界を後側方脱出ヘルニアと上方脱出ヘルニアで検討【方法】08年2月～ 16年
5月に行った腰椎ヘルニア341例のPELD321例でTransforaminal approachの後側方脱出ヘルニ
ア116例L1/2 ～ 4/5の上方脱出ヘルニア43例。後側方脱出型ヘルニアL1/2-2例2/3-6例3/4-41
例4/5-66例5/6-1例、上方脱出型ヘルニアL2/3-9例3/4-10例4/5-24例【結果】後側方脱出ヘルニ
ア全例TF approach上方脱出ヘルニア14例TFapproach29例PL approach。改善度をVASで評
価。部位・術式の改善度差なし。Residual fragmentは後側方脱出型ヘルニア24例は棘突起に対
して椎弓が開く角度が23°以下の症例、上方脱出型ヘルニア5例はTF approachで生じ、脱出部
が上位椎弓根尾側1/3(平均頭側方向29.8%)を超えて上方脱出【考察】後側方脱出型ヘルニアは
TF approachは椎弓が急峻な例、上方脱出型ヘルニアは上位椎弓根尾側1/3以上脱出している例
にTF approachの全摘は困難と考えられた
 

Keyword： 経皮的脊椎内視鏡(Percutaneous Spinal Endoscope)、腰椎ヘルニア(Lumbar disc herniation)、
 適応と限界(indication and limitation)

 

腰部脊柱管狭窄症（腰椎症）/腰椎ヘルニアB	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 矢吹　省司（福島県立医科大学整形外科）
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	P2-13-4	 （症例）BKPと除圧術を組み合わせることにより

固定術を回避できた骨粗鬆症性椎体骨折
Combination of balloon kyphoplasty and trumpet laminectomy in order to avoid spinal 
fusion surgery
 
稲沢市民病院　脳神経外科
 
○梅

うめばやし

林　大
だいすけ

督、山本　　優、中島　康博、原　　政人

近年、原発性椎体骨折の治療法としてBalloon kyphoplasty (BKP) は広く用いられるようになっ
てきている。しかしながら、高齢者であればあるほどもともとの腰部脊柱管狭窄症を合併して
いたり、椎体骨折の不安定性が強いという側面がある一方で、体力的には侵襲の大きな手術は
躊躇される。
今回、我々はCleftの大きな不安定性のある椎体骨折と同部位の脊柱管狭窄症により、体動時の
腰痛、右下肢痛のためベッドから起き上がれなくなった89歳の患者において、低侵襲なBKP
と単純な除圧術を組み合わせることによって、侵襲の大きな脊椎固定術を回避することができ
たので報告する。これらの二期的な手術により、患者の症候は消失して鎮痛剤の処方も中止で
き、歩行能を再獲得できた。BKPは椎体内の不安定性は固定することができ、また単純除圧な
どの低侵襲手術を組み合わせることで脊椎固定術を回避できることがある
 

Keyword： BKP(balloon kyphoplasty)、骨粗鬆症(osteoporosis)、椎体骨折(vertebral body fracture)

 
	P2-13-3	 新しい統計表示法	NMatrixは個々の腰部脊柱管狭窄症症例の症状改善に

最適な薬剤を簡便に選択可能とする
The NMatrix Displays the Characteristics of Medicines With Similar Effects Used in 
the Treatment of LSCS Clearly, and Leads to Easy Choice of Appropriate Medications
 
美濃市立美濃病院
 
○中

なかむら

村　正
ま さ お

生

【目的】複数指標での比較を同時に表す新しい統計表示法NMatrixを用いて同効薬の特性を明示
し、最適な薬剤が簡便に選択可能かの検証が目的である。

【方法】腰部脊柱管狭窄症に効果報告のある4剤PGI2、EPA、SGL、PGE1を対象に、RDQ・
JOAスコア・VAS・間欠跛行(IC)を指標に観察した4研究を経て、pooled data analysisを行っ
た。各薬剤の群内比較と2剤間の群間比較を有意水準に従いNMatrix上に示した。

【結果】RDQ ：PGE1はICより早期に「起立動作」を、EPAはSGLとPGI2に比し「歩行距離」と
「立位保持」を改善した。PGI2はSGLに比し「痛みによる不眠」を、EPAはPGI2に比し「頻繁
な姿勢変更」を、SGLに比し「立位保持」を改善した。
JOA ：EPAとPGI2がPGE1に比し「筋力」を改善した。

【考察】2剤間の変化量比較では、評価項目ごとの同効薬の特性が1枚のNMatrixで簡潔に表示
され、症例毎に最適な薬剤を選択可能とし、合理的な医療費削減を促す。
NMatrix：登録商標。日米特許取得済。
 

Keyword： エヌマトリックス(NMatrix)、有意差(significance)、統計表示法(statistical presentation)
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	P2-14-2	 3相造影 CTにて明らかになった LLIFの潜在的リスク

Preoperative risk evaluation using three-phase contrast-enhanced computed 
tomography for lateral lumbar interbody fusion
 
交野病院　信愛会脊椎脊髄センター
 
○上

う え だ

田　茂
し げ お

雄、福田　美雪、佐々木伸洋、黒田　昌之、眞鍋　博明、寳子丸　稔

【はじめに】XLIFやOLIFに代表される脊椎側方アプローチは、通常の後方アプローチでは困難
とされる脊柱変形の矯正や再手術例に対して有用である。一方で、後腹膜腔を経由するために
大血管損傷、尿管損傷や腸管損傷などの合併症が報告されており、これらのリスク回避につい
ては十分な対策が必要である。【目的】MRI画像と3相造影CTを用いて、血管損傷、尿管損傷
および神経損傷のリスクついて術前に評価。これら組織損傷の回避可否について検討する。【方
法】当方らが施行したXLIF40例（男性15例　女性25例）において、術前に胸腰部3相造影CT
を施行し得た35例を対象とした。【術前検査の評価方法】腹壁から腰椎椎間板腔(L1/2 ～ L4/5)
への領域をアプローチゾーンとして、これに接する血管、尿管を胸腰部3相造影CTから調査し
た。【結果】1）左側アプローチゾーンに存在した組織は分節動脈、下大静脈、尿管（5, 1, 2例
/35例）であった。
 

Keyword： LLIF(LLIF)、造影CT(contrast-enhanced computed tomography)、
 リスク評価(Preoperative risk evaluation)

 
	P2-14-1	 CBT法腰椎固定術におけるスクリュー刺入孔への人工骨充填と

初期固定性について
Artificial bone placement for CBT screw holes
 
1笹生病院　脳神経外科、2大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学
 
○二

にのみや

宮　貢
こ う し

士1、岩月　幸一2、大西諭一郎2

2012年よりCBT法腰椎固定術を行ってきた。妥当な術中トルク値は得られるものの、術6か月
後Xpで5.5%（6/109本）のスクリューにclear zone をみとめた。この解消と固定力向上を目的
に、新たな研究を行った。2015年4月-2016年3月施行のCBT法腰椎固定術（19人、スクリュー
計127本）において、スクリュー下穴を形成した後、人工骨（リフィット：1cm角の半分量）を
充填した。トルク値測定と術後Xpでのclear zone出現の有無を確認した。術後半年をこえた13
名（スクリュー 75本）において、Xp上clear zone の出現はみとめていない。また、人工骨非
充填時のトルク値（インチ・ポンド）と充填時のそれは、各々 7.89±0.45、9.34±0.44と有意差

（P=0.028）をみとめた。なお、先行研究で術後clear zone をみとめた場合のトルク値は4.00±
2.09であった。スクリュー孔への人工骨充填は、トルク値上昇と術後clear zone 低減をもたら
し、固定力向上につながる可能性がある。
 

Keyword： 人工骨充填(Artificial bone placement)、術中トルク値(intraoperative torque value)、
 clear zone(clear zone)

 

腰部脊柱管狭窄症（腰椎症）/腰椎ヘルニアD	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 笹生　豊（国際医療福祉大学　塩谷病院整形外科）
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	P2-14-4	 後期高齢者の腰部脊柱管狭窄症に対する片側侵入両側減圧術による

治療成績
The outcome of bilateral decompression through unilateral laminotomy for aged 
patients
 
医誠会病院　脊椎脊髄センター
 
○田

た む ら

村　和
かずよし

義、佐々木　学、梅垣　昌士

【目的】高齢者の腰部脊柱管狭窄症を手術する機会が増加してきているが、手術成績、合併症、
患者満足度を調査し、手術の有用性を検討した。【方法及び対象】2011年から2016年の5年間
に、当院で片側進入両側減圧術を行った腰部脊柱管狭窄症55例のうち75歳未満の腰部脊柱管
狭窄症30例（男性25例、 女性5例、 平均65.1歳）と75歳以上の腰部脊柱管狭窄症25例（男性14
例、 女性11例、 平均80.9歳）を対象とした。術前、術後、外来でのJOA、VAS、患者満足度に
関して、理学療法師による客観評価を行った。【結果及び考察】75歳未満の患者で手術に満足を
感じる人は、93.3％（28/30）であった。75歳以上でも手術によりJOAスコアやVASの改善を
認め、88%（22/25）の患者は手術に満足していた。75歳以上でも手術による合併症は少なかっ
た。【結論】後期高齢者においても、腰部脊柱管狭窄症の片側進入両側減圧術は患者に満足を与
える有用な手術方法であると考えられた。
 

Keyword： 腰部脊柱管狭窄症(lumbar spinal canal stenosis)、手術成績(outcome of surgery)、
 高齢者(aged patients)

 
	P2-14-3	 LLIF	（Lateral	Lumbar	Interbody	Fusion） アプローチにおける

安全性のために―Wound	Retractorの使用―
Usefulness of Wound Retractor in Safe LLIF Surgery
 
1川崎医科大学附属川崎病院　脳神経外科、2信愛会脊椎脊髄センター
 
○三

み よ し

好　康
やすゆき

之1、眞鍋　博明2

【目的】XLIF, OLIF などのLLIF は低侵襲に短時間で腰椎前方椎体間固定を行うことが可能で
ある一方、腸管損傷など重篤な合併症も報告されている。我々は安全にLLIFを施行するため
Wound Retractorを使用している。その有用性について述べる。

【対象】2015年3 - 12月にLLIFを施行した15例を対象とした（XLIF 13例、OLIF 2例）。
【方法と結果】XLIF開始当初は、manualに従い小皮切からのblind操作で後腹膜腔剥離操作
を行っていた。Blind操作による後腹膜腔剥離に違和感を覚え、4例目から側腹部に約4cmの
皮切を加え後腹膜腔に達し、直視下に剥離を行った。ある程度腹側に剥離した後に、Wound 
Retractor(2 ～ 4cm用)を創部に装着することで、後腹膜組織は腹側にretractされ、無理なく腸
腰筋前縁などが直視下に確認でき、以降の操作が格段に安全かつ容易となった。

【結論】Wound Retractorは、後腹膜組織を腹側にretractできるため、非常に有用と考える。
 

Keyword： LLIF(LLIF)、Wound retractor(Wound retractor)、XLIF, OLIF(XLIF, OLIF)
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	P2-15-2	 （症例）腰椎脱臼骨折と下腿骨骨折を併発した症例の片脚訓練と

PTB装具着用でのリハビリ結果
Rehabilitation result in a one-leg training and PTB brace wear of the cases were 
complicated by lumbar fracture dislocation and the lower leg bone fracture
 
1社会医療法人財団池友会　新小文字病院、2一般社団法人巨樹の会　新武雄病院、
3一般社団法人巨樹の会　下関リハビリテーション病院
 
○善

ぜんみょう

明　雄
ゆ う た

太1、高橋　雄一1、土方　保和1、西川　　満1、西田　憲記2、
　小川　浩一3

【緒言】L1/2腰椎脱臼骨折による重度下肢麻痺と下腿骨骨折を併発した症例に対し、従来の脊損
リハビリと違い片脚での積極的なリハビリを実施し、改善がみられた為報告する。【症例】40代
男性。L1/2脱臼骨折、下腿骨骨折。初診時L2レベル以下筋力右1、左0-1。両側感覚重度鈍麻。
腰椎後側方固定術1週間後に、観血的整復固定術を施行。下腿骨骨折側は免荷指示の為、片脚荷
重にてリハビリを実施し、PTB装具納品後は免荷式歩行器を使用して歩行訓練まで実施。転院
時筋力右2-3、左1-2。感覚軽度鈍麻まで改善。【考察】急性期からの運動、筋収縮は重要とされ
ている。早期からのリハビリ、PTB装具・免荷式歩行器を使用した歩行訓練、片脚での立位訓
練等を行ったことにより皮質脊髄路の興奮性が高まり、下肢機能改善に関与したと思われる。
両下肢麻痺、下肢骨折を併発した患者にも積極的なリハビリが重要である。
 

Keyword： 片脚訓練(One leg training)、リハビリ(Rehabilitation)、急性期(Acute phase)

 
	P2-15-1	 （症例）腰椎硬膜内椎間板ヘルニアの 1例

Intradural lumbar disc herniation, a case report
 
1新小文字病院　脊髄脊椎外科治療センター、2新武雄病院　脊髄脊椎外科
 
○高

たかはし

橋　雄
ゆういち

一1、土方　保和1、西田　憲記2

【症例】39歳、男性。腰痛、両下肢のしびれ、間欠性跛行が徐々に悪化し受診。腰椎MRIにて、
L2/3に脊柱管狭窄、および硬膜内に腫瘤性病変を認めた。Gd MRIにて腫瘤周囲に造影効果を
認め、髄液では蛋白が上昇していた。硬膜内に脱出した椎間板ヘルニアもしくは腫瘍性病変を
疑い手術を施行した。L2/3の開窓術を施行し、硬膜を切開すると、くも膜外に遊離脱出した椎
間板ヘルニアを認めこれを摘出した。くも膜はintactであり、髄液の漏出はなかった。腹側硬
膜に亀裂がみられ、腹側の骨棘と硬膜が癒着しており、硬膜の可動性はまったくなかった。硬
膜を縫合後、PLIFを施行し手術を終了した。術後経過は良好であり、独歩退院となった。病理
組織検査結果も椎間板ヘルニアであった。【考察】腹側硬膜が癒着しており、硬膜の可動性がな
かったため、椎間板ヘルニアが硬膜内に脱出したものと考えられた。
 

Keyword： 硬膜内(intradural)、椎間板ヘルニア(disc herniation)、腰椎(lumbar)

 

腰部脊柱管狭窄症（腰椎症）/腰椎ヘルニアF	 11月11日（金）・ポスター会場　16：00～17：00

座長	 未定
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	P2-15-4	 腰部脊柱管狭窄症術後医原性腰椎辷り症に対する

前側方椎体間固定術の有用性
Lumbar canal stenosis, the usefulness of anterolateral interbody fusion surgery for 
postoperative iatrogenic lumbar spondylolisthesis
 
1平和病院　脳神経外科　横浜脊髄脊椎センター、
2平和病院　整形外科　横浜脊髄脊椎病センター
 
○野

の な か

中　康
やすおみ

臣1、田村　睦弘2

腰椎脊柱管狭窄症の手術進入方法は数種報告されているが正中進入にて除圧を施行した後医原
性辷り症を誘発し経過難渋したが新たな固定具にて良好な経過を呈した症例を経験した。【症例】
82歳女性主訴両下肢痛精査施行L1/2領域～ L4/5領域まで多椎間狭窄病変認めL2-L5神経根症と
診断。またL2陳旧性圧迫骨折もあり椎体短縮、側彎状態であった。広範囲、左右神経根障害認
め、L1/2-L4/5正中進入棘突起縦割部分椎弓切除術施行。術後症状軽快認めたが、立位開始後両
鼠径領域及び大腿前面の疼痛認め増悪進行。検査にてL1/2椎間関節温存認めたがL2椎体の前方
辷り、不安定性増悪を認め、棘突起縦割に伴う後方支持組織断裂が悪化を招いたと考察。疼痛
管理困難の為手術を計画、L2椎体骨折及び終板損傷も疑われ一般的な椎体間固定は困難と判断
し椎体間固定にXLIFケージを用い椎体両縁にかける固定を検討。L1/2,L2/3XLIF前方固定+L1-
3PPS後方固定術施行。術後経過は良好であった。
 

Keyword： 腰部脊柱管狭窄症(Lumbar canal stenosis)、医原性辷り症(iatrogenic lumbar spondylolisthesis)、
 前側方固定術(anterolateral interbody fusion surgery)

 
	P2-15-3	 （症例）椎間関節性腰痛と考えられた腰椎術後の一症例

A case of post-lumbar spine surgery that facet joint was considered the cause of low 
back pain
 
1社会医療法人財団　池友会　新小文字病院、
2一般社団法人　巨樹の会　下関リハビリテーション病院、3一般社団法人　巨樹の会　新武雄病院
 
○岩

いわもと

本　尚
しょうご

悟1、善明　雄太1、高橋　雄一1、土方　保和1、小川　浩一2、
　西田　憲記3

【緒言】非特異的腰痛の中で椎間関節性は高頻度と言われ、侵害刺激が椎間関節に加わると大腿
筋膜張筋（以下TFL）にspasmが生じると報告がある。TFLのspasmは短縮に繋がり、骨盤前
傾・腰椎伸展を促し椎間関節の圧縮応力が増大する。今回、隣接椎間へのストレスが増大する
固定術後ではなく腰椎除圧術を施行した腰部脊柱管狭窄症（以下LCS）患者がPOD8に腰痛を
訴え、TFLのstretchにて改善が得られたため報告する。【症例】80代男性。間歇性跛行2分が
主症状のL2 ～ 5のLCSに対し3椎間の除圧術を施行した。術後連続歩行可能となったが、POD8
から腰痛出現。右L4/5椎間関節付近に伸展時NRS：4/10、術前10°だった両股関節伸展可動域
が5°と低下した。Ober's Testは両側陽性。TFLのstretchにて軽減しPOD11に消失した。【考察】
術侵襲によりTFLのspasmが発生、更に活動量増大がTFLの短縮を起こし、骨盤前傾・腰椎伸
展による椎間関節への圧縮応力増大が腰痛の原因と考えた。
 

Keyword： 椎間関節(Facet joints)、腰椎除圧術(Lumbar decompression surgery)、
 大腿筋膜張筋(Tensor fasciae latae)

 


