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第87回岐阜県整形外科集談会

日 時：平成22年6月26日（土）午後2時より
場 所：長良川国際会議場5階 国際会議室

1．大学病院でリウマチ講演・療養相談会を開
催して

岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学
佐藤正夫，清水克時

近年，関節リウマチ（RA）の治療において，生物学
的製剤の登場により患者のQOLは著明に向上した。し
かし，様々な薬物の登場によりRA患者ならびにその家
族に対して正確な情報が発信されているかについては疑
問である。日本リウマチ友の会岐阜県支部の要請で，大
学病院において毎年4月にリウマチ講演・療養相談会を
患者と家族を対象に開催し，3回を数えた。開催場所は
岐阜大学附属病院1階多目的ホールで，参加者数は毎年
約90名であった。参加者に対するアンケート調査では，
RAに対する知識が整理された，自分だけが苦しんでい
るわけではないことがわかったなど，今後の治療に前向
きになれたという意見が多かった。その反面，講演の内
容が難しすぎる，ゆっくりと説明してほしいなどの意見
もあり，参加者が多様であることが判明した。これらの
意見を参考に今後の会の開催を充実させていきたい。

2．分離・独立した膝蓋上嚢に血腫を生じた1例

岐阜市民病院 整形外科
清水孝志，加藤充孝，先成 崇，石田 治，
青戸寿之，安良 興，杉谷繁樹

野口整形外科内科
野口耕司

隔壁により分離・独立した膝蓋上嚢はしばしば見られ
るが，これに血腫を生じて症状を呈する例は稀である。
今回，関節鏡視下に隔壁を切除し，症状が軽快した症例
を経験したので報告する。【症例】54歳女性。主訴は左
膝痛・腫脹。5ヶ月前に左膝を捻り，その後屈曲時に膝
前上方の疼痛，腫脹を自覚。腫瘤は弾性軟，屈伸による
弾発現象は認めなかったが，膝関節自動屈曲130°と軽度
の制限を認めた。MRI では膝蓋骨の近位部に，T1強調
像で低信号，T2強調像で高信号の境界明瞭な嚢腫様の
病変を認めた。膝蓋上嚢を鏡視すると，薄い皮膜状の隔
壁が存在し，隔壁に交通孔は認められなかった。隔壁を
穿破すると内部より血腫を生じた。隔壁をアルスロケ
アーにて切除した。【考察】隔壁は complete type の膝
蓋上滑膜ひだで，その多くは無症状であると思われる。
本症例では，繰り返す刺激により血腫を生じ，内圧が高
まったことが原因かと推察された。

3．反復性膝蓋骨脱臼に対するSuture Anchorに
よるMPFL 縫縮術

松波総合病院 整形外科
福田 雅，山内高雲，白井剛志，山中一輝，
佐々木智浩

秋田病院 整形外科
三宅 智

7例の反復性膝蓋骨脱臼と1例の習慣性膝蓋骨脱臼に
対し Suture Anchor を使用してMPFL縫縮術をおこ
なった。症例は8膝（男性2，女性6）で，平均31．3才
（16～58才）であった。
なお習慣性膝蓋骨脱臼の1例は35才女性で幼少時に膝

蓋腱の移行術が行われており遠位の骨切りが躊躇われた
ためMPFL縫縮に Insall 法を追加した。
経過観察期間は3～6ヶ月で，Kujara score は術前平

均46．6（32～60）点が最終調査時91．0（77～105）点へ
と改善していた。全例に改善を認めたが，特に膝屈曲時
疼痛の改善による満足度が高かった。
近年MPFLの再建や augmented repair が反復性膝蓋

骨脱臼の治療の主流となっている。その中で出家，越智
らはMPFLを膝蓋骨へ縫縮し Insall 法を追加する事で
良好な結果を報告している。我々はMPFL縫縮にアン
カーを使用して短期間の経過ではあるが満足すべき結果
が得られた。

4．ガンマネイルが大腿骨遠位骨片内を沈下し
ラグスクリュー骨頭穿破した大腿骨転子部骨
折の1例

岐阜市民病院 整形外科
先成 崇，杉谷繁樹，加藤充孝，安良 興，
青戸寿之，清水孝志，石田 治

【症例】85歳女性，主訴は左股関節痛。レントゲン上，
左大腿骨転子部骨折 （Evans 分類：Type1，Group3）
にて腰椎麻酔下でガンマネイル施行した。
術後5週目のレントゲンにて，特記すべき誘因なく大

腿骨骨頭に挿入していたラグスクリューが骨頭を貫いて
一部穿破しており，またネイルも全体的にシンキングを
認めていた。
CT検査では，ラグスクリューが遠位骨片の外側皮質

骨を一部削ってシンキングしており結果として，ラグス
クリューがシンキングを起こしたと同時に外側皮質骨を
押して骨頭穿破したものと考えられた。その後，再手術
を施行し，ラグスクリューを5mm程引き抜いている。
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【考察】
今回のカットアウトが起こった原因につき考察する

と，①ラグスクリューの挿入位置の問題，②骨質の問題，
③遠位横止めを行わなかった事が考えられる。
術中に整復が困難な症例や骨質の脆弱な症例に対して

は今回のような現象が起こるリスクがあり横止めスク
リューが必要であると考えられる。

5．距骨壊死に伴う変形性足関節症に対して距
骨体部切除術を施行した1例

松波総合病院 整形外科
山内高雲，福田 雅，佐々木智浩，白井剛志

秋田病院 整形外科
三宅 智

【目的】距骨体部の壊死に伴う変形性足関節症に対して
糸数らの距骨体部切除術を施行した1例について報告す
る。
【症例】65歳女性。既往歴は特になし。現病歴は2009年
9月より誘因なく右足関節痛を自覚し同年10月に本院受
診する。足関節レントゲン検査，単純CT検査，MRI
検査で距骨体部全体に壊死に伴う圧潰の所見が認めら
れ，特発性距骨壊死に伴う変形性足関節症と診断し距骨
体部切除術を施行した。術後療法は2週間の免荷後，ギ
プスヒールにて荷重を開始し術後4週目で支柱付きサ
ポーター装着下杖歩行を開始した。術後3ヶ月で装具な
しでの独歩が可能であった。
【考察】Blair らの固定法では，免荷は6週間でギプス
固定は骨癒合が得られるまで必要としている。それに対
して糸数らの術式では，免荷は術後2週間でギプス固定
は術後3週間のみ必要とし，社会復帰が早期に可能であ
り本症例においても早期社会復帰が可能であった。

6．鏡視下手術が有効であった小児化膿性股関
節炎の1例

岐阜市民病院 整形外科
加藤充孝，杉谷繁樹，安良 興，青戸寿之，
清水孝志，石田 治，先成 崇

症例は15か月女児。誘因なく左股関節のあたりを痛が
り歩行不能となった。初診時体温38．7度。血液検査では
白血球24230／ul，CRP9．8mg／dl であった。初診時X-P
で左股関節の亜脱臼所見をMRI で左股関節に関節液貯
留を認め直ちに股関節穿刺を行いシリンジにて洗浄を施
行した。穿刺液は膿様でありファーストシン投与開始し
た。関節液培養と血液培養検査からペニシリン低感受性
肺炎球菌が検出された。初診後7日目のCRPで感染遷
延疑い股関節鏡による洗浄，デブリットメンを4mm径
30°斜視鏡をもちい徒手牽引下に施行した。術後2日に
は立位可能となり，亜脱臼位の改善CRP陰性化を確認
後，術後10日で退院となった。現在，術後4カ月で経過
良好である。小児化膿性股関節炎は早期診断が重要であ
り診断がつけば早期に抗菌薬治療と切開術か関節鏡によ

る排膿洗浄デブリットメンが望ましい。関節鏡は低侵襲
であり有効な治療と考えられた。

7．変形性股関節症に合併した腸恥滑液包炎に
より大腿神経障害を生じた1例

木沢記念病院 整形外科
山口良大，岩田 淳，金森繁雄，高澤 真

木沢記念病院 放射線科
西堀弘記

木沢記念病院 病理検査科
松永研吾

【症例】63歳女性，主訴は右鼠径部の5×3cm大の腫
脹及び右大腿のしびれ，歩行困難。Xpにて股OAあり，
造影MRI 検査にて7×5×3cm大のT1で low，T2
で high，辺縁が増強される分葉状の嚢胞性病変あり。
PETにて悪性所見なし。CT-Angio では，動脈瘤なし。
穿刺吸引にて症状改善せず，嚢胞切除術施行，術後2週
間目臨床症状は軽快，外来経過観察中である。【考察】
腸恥滑液包は，股関節周囲に存在する滑液包の代表的な
もので，Cadavera の15％に股関節包との連続性が認め
られる。滑液包炎の治療は，投薬や穿刺による保存慮法
が主体であるが，保存治療に抵抗する場合は摘出術が行
われる。既存股関節疾患の治療も重要とされる。自験例
では穿刺にて腫瘤のサイズは縮小したが，神経症状が残
存していたために，外科的切除術を施行し良好な結果が
得られた。【結語】難治例においては，外科的治療は有
用である。

8．仙骨横骨折に伴う馬尾神経障害に対し手術
加療にて改善を認めた1例

高山赤十字病院 整形外科
石丸大地，前田雅人，吉岡大輝，小池 玲，
次田雅典，田中 領，山本孝敏，銅島大興

今回，我々は比較的稀な馬尾神経症状を伴う仙骨横骨
折の1例を経験し，手術加療にて良好な結果を得ること
ができた。症例は27歳の女性で，飲酒後，ベランダから
転落し仙骨骨折を受傷した。受傷時から，右足趾の背・
底屈力低下（MMT：2／5）と，肛門括約筋自己収縮低
下，肛門周囲知覚低下を認めた。仙骨部レントゲン，仙
骨部CTで第2，第3仙椎に仙骨横骨折を認め，仙骨管
が第2～第3仙椎の骨片により圧迫されている所見を認
めた。仙骨横骨折の診断で経過観察していたところ，受
傷後4日目に，馬尾神経症状の悪化（肛門括約筋自己収
縮不能，肛門周囲知覚消失，両側臀部から大腿部の電撃
痛）を認めたため，全身麻酔下に仙骨骨折に対し後方除
圧術を行った。第2～第4仙椎椎弓を切除すると，仙椎
神経根が，第2，第3仙椎の骨片にて前方より強く圧迫
を受けていた所見を認めたが，椎弓切除する事により，
除圧する事が可能であった。術後，徐々に馬尾神経症状
の改善を認め，受傷後95日目に，自己歩行可能となり退
院となった。術後8ヶ月経過し，骨折部の骨癒合も良好
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で，馬尾神経症状としては右足趾周囲の軽度の違和感の
み残存している。仙骨横骨折は，比較的稀な骨折であり
脊椎骨折のうち1％未満であると報告されている。仙骨
横骨折の治療は，手術療法・保存療法ともに良好な結果
が報告されており，神経症状の程度や，仙骨骨折部の後
彎変形の程度により手術もしくは，保存療法で治療され
る。本症例は，第2，第3仙骨横骨折を認め，後方転位
した第2，第3仙椎椎体により馬尾神経が圧迫され，神
経症状を引き起こしたと考えられたため，後方除圧術を
施行し，良好な結果を得ることができた。術後8ヶ月経
過し，神経症状の再発など認めていない。

9．Stand alone PLIF 後の椎間孔狭窄，不安定
椎間に対し，TLIF を施行した2例

岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学
福田章二，清水克時

岐阜大学大学院医学系研究科 脊椎骨関節再建外科学
講座

宮本 敬
岐阜県総合医療センター 脊椎脊髄外科センター

細江英夫
木沢記念病院 整形外科

高澤 真
【はじめに】Stand alone PLIF は後方インストゥルメン
テーションを用いないため，初期固定力の不足が指摘さ
れ，椎間高の高度な沈み込みによる偽関節，椎間孔狭窄
が生じ，腰痛，下肢痛につながりやすいとされる。
【症例】今回我々は他院で施行された Stand alone PLIF
術後にケージの終板への沈み込みが起こり，PLIF ケー
ジを抜去せずその隣に transforaminal アプローチで箱型
ケージを挿入したTLIF を行い経過良好な2例を経験し
た。両症例ともに運動時の耐えがたい腰痛，レントゲン
機能撮影やCTで椎体間の偽関節を認めた。TLIF 施行
時に PLIF ケージの抜去を試みたが困難のため，PLIF
ケージの隣にTLIF ケージを設置し，椎間に骨移植を行
い，後方インストゥルメンテーションを用いて固定した。
術後より腰痛は著明に改善し，骨癒合も良好に得られた。
【結語】TLIF アプローチでは椎間高の保持，椎体間固
定操作が神経組織に対して比較的安全に行うことがで
き，症状の改善が得られた。

10．経皮的レーザー椎間板減圧術（PLDD）後経
過不良例の治療経験

岐阜赤十字病院 整形外科
溝口隆司，榮枝裕文，川口敦司，横田 治，
下川哲哉

山本整形外科
山本憲司

野口整形外科内科
野口耕司

他医にて PLDD施行後経過不良である症例のうち

2007年4月から2010年4月までの期間に当院にて手術加
療を行なった3例（男性2例 女性1例）について検討
した。手術時年齢は平均58歳（29歳～74歳），術後経過
観察期間は平均13．3ヶ月（3ヶ月～20ヶ月）であった。
症例1は29歳の男性，原疾患は L5／6腰椎椎間板ヘルニ
ア（non containd type），PLDD施行高位は L5／6，術前
診断は L5／6不安定症，選択した術式は L5／6の PLIF で
あった。
症例2は71歳の男性，原疾患は腰部脊柱管狭窄症，

PLDD施行高位は不明，術前診断は L3／4 4／5の腰部脊
柱管狭窄症，選択した術式は腰椎椎弓切除であった。
症例3は74歳の女性，原疾患は腰部脊柱管狭窄症，

PLDD施行高位は L4／5，術前診断は L2／3 3／4 4／5の
腰部脊柱管狭窄症，選択した術式は腰椎椎弓切除及び L
3／4，4／5の PLFであった。JOA score は症例1で術前
14点から術後23点，症例2で術前17点から術後24点，症
例3で術前23点から術後28点といずれも改善を認めた。
PLDD後経過不良例に対し手術加療を行なった3例に
ついて報告した。3例中全例に PLDD適応の誤りを認
め，3例中1例に PLDD後合併症と考えられる終板損
傷を認めた。PLDD後終板損傷を認めた症例に対し
PLIF を施行し短期ではあるが良好な結果を得た。

11．大腿骨頸部骨折に対する人工骨頭置換術時
の大腿骨髄腔洗浄液中の脂肪浮遊物計測

岐阜市民病院 整形外科
加藤充孝，杉谷繁樹，安良 興，青戸寿之，
清水孝志，石田 治，先成 崇

大腿骨頸部骨折に対する人工骨頭置換術の脂肪塞栓症
予防にパルス洗浄の重要性を認識するため，洗浄により
大腿骨髄腔から除去された脂肪組織を計測することを目
的とした。大腿骨頸部骨折に対し人工骨頭置換術を施行
した17例を対象とした。男性3例，女性14例，年齢は41
～90歳，平均74±12歳であった。方法は大腿骨をラスピ
ングしたのち髄腔内をパルス洗浄（インターパルス：ス
トライカー社製または歯科用パルス洗浄機に JMM特製
ノズルを装着したものを用いた）し大腿骨髄腔の洗浄液
のみを回収し，脂肪浮遊物計測は吸引液を数時間おいた
のち上澄みの脂肪浮遊液をすくい100cc のメスシリン
ダーに移し数時間のち脂肪浮遊液量を計測した。脂肪浮
遊物量は5～30cc 平均14±7．3cc であった。大腿骨頸
部骨折患者の大腿骨髄腔には脂肪組織が豊富に存在す
る。セメント人工骨頭置換術の際には脂肪塞栓症のリス
クを減少さすため髄腔のパルス洗浄が重要である。

12．高齢者に使用した Zweymuller 型 SL-PLUS
ステムの短期成績

松波総合病院 整形外科
白井剛志，福田 雅，山中一輝，佐々木智浩，
山内高雲

秋田病院 整形外科
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三宅 智
高齢者の大腿骨頸部骨折では，菲薄した皮質，広い髄

腔のため，近位固定型ステムでは初期固定力が得られに
くい症例がある。当院では2007年より，遠位固定型であ
る SL-PLUS セメントレスステムを使用している。2007
年5月～2009年12月に施行された78例を調査した。平均
77．8歳，6ヶ月以上経過観察可能だったのは45例で，平
均経過観察期間は14．1ヶ月であった。ステムの設置角
は，2度以内の内反設置が49症例，2度以上の内反設置
が13例，2度以内の外反設置を6例認めた。全症例の
75％に骨萎縮を認め，Zone1，2，6，7で有意であっ
た。skinking は認めなかった。近位部に骨萎縮を認めた
が，諸家の報告と同等であり，内反設置となっても骨萎
縮，sinking に差を認めなかった。遠位での良好な固定
性による骨萎縮ではあるが，periprosthetic fracture の
発生に注意が必要と考えられた。

13．大腿骨外反骨切り術の短期成績

岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学
伊藤芳毅，松本 和，森 敦幸，寺林伸夫，
角田 恒，清水克時

うえむら整形外科
上村修一

【目的】大腿骨外反骨切り術の短期成績を報告する。
【対象及び方法】対象は2006年以降大腿骨外反骨切り術
を行い，2年以上経過した8例8股である。手術時平均
年齢は42歳，平均経過観察期間は2．8年で，術前病期は
前期1例，初期1例，進行期6例，カテゴリーはA4
例，B4例 術式は，杉岡の外反骨切り術7例，転子下
外反骨切り術1例で，合併手術は臼蓋形成術を6例に
行った。これらに対して臨床評価は JOAscore，X線評
価はリモデリング・病期の変化を調査した。
【結果】JOAscore は術前59．3点が調査時85．5点に改善
した。リモデリングは関節裂隙の拡大6股，不変1股，
狭小化進行1股であった。Roof osteophyte の発育は3
股中2股，形成臼蓋のリモデリングは5股中全例に認め
た。病期の進行した症例はなく，進行期の5例は初期に
改善した。【まとめ】大腿骨外反骨切り術の短期成績を
報告した。術後早期から良好な関節リモデリングが得ら
れており，今後長期の関節温存効果が期待できる。

14．頚椎外傷，疾患に対するハローベスト固定
における重度合併症の検討

岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学
日置 暁，高澤 真，伏見一成，瀧上伊織，
細江英夫，清水克時

揖斐厚生病院 整形外科
大橋 稔

公立小浜病院 整形外科
井上俊之

木沢記念病院 脳神経外科

篠田 淳
岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経外科学

岩間 亨
岐阜大学大学院医学系研究科 脊椎骨関節再建外科学
講座

宮本 敬
頚椎外傷，頚椎変性疾患術後，頚椎炎症性疾患（RA

等）術後において，ハローベストを使用してきたが，重
度合併症の発症に関する検討を行った。対象は1997年か
ら2010年に4週間以上ハローベスト固定を施行した133
例（男性76例，女性57例，平均年齢59．3歳）である。原
疾患は，頚髄症62例，後縦靱帯骨化症28例，関節リウマ
チ18例，Klippel-Feil 症候群12例，外傷6例，化膿性脊
椎炎4例，椎体腫瘍2例，環軸椎回旋位固定1例であっ
た。重症合併症として，気脳症を1例（C2骨折）に，
硬膜下蓄膿を1例（RA，OC固定術後）に，脳膿瘍を
1例（頚椎多椎間前方除圧・固定術後）に認めた。全例，
抗生剤投与による保存的治療にて治癒した。
ハローベストの適用はこれらの合併症を認識したうえ

で十分に吟味すること，装着中は厳重に管理を行うこと
等が重要であると思われた。

15．脊髄症を呈した胸椎OPLL に対し小開胸に
より前方除圧術を施行した1例

岐阜大学大学院医学系研究科 脊椎骨関節再建外科学
講座

宮本 敬
岐阜県総合医療センター 脊椎脊髄外科センター

細江英夫
岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学

伏見一成，日置 暁，清水克時
岐阜大学大学院医学系研究科 高度先進外科学

白橋幸洋，岩田 尚
渡辺整形外科

渡辺数人
症例は67歳 女性。主訴は歩行障害，胸背部の痛み。

現病歴として，5年前より胸背部の痛みがあり，循環器
内科にて精査を行なうも異常なしとされていた。徐々に
歩行がしにくくなり紹介され受診。下肢深部腱反射の著
明亢進を認めた。CT，MRI にて Th2／3における急峻型
OPLL及び脊髄の圧迫を認めた。当初，後方インスツル
メンテーション併用除圧も考慮したが，金属アレルギー
の既往があり，患者が金属インプラントの留置に難色を
示したこともあり，前方（小開胸）アプローチによる除
圧術を施行した。術後，歩行障害，胸背部の痛み，下肢
のしびれ感は改善した（胸髄症 JOAスコア 術前9．5点，
術後10．5点）。術後合併症は特になく，経過良好である。
ただし，本症例においては，固定を併用しておらず，長
期フォローを行なう必要がある。
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16．後頭骨～C3固定により縮小した歯突起後
方巨大偽腫瘍の1例

中濃厚生病院 整形外科
緒方研吾，佐多和仁，小川 崇，早川高志，
貝沼慎悟，裵 漢成，河野宗平

我々は頚椎症性変化を伴う軽微な環軸関節の不安定性
が原因と思われる，歯突起後方偽腫瘍による頚髄症を呈
した1例に対して，後方除圧固定術を施行し腫瘍の縮小
を認めた。症例は66歳男性，主訴は両手のしびれと歩行
障害であった。単純Xpでは頚椎症性変化を認めたが，
明らかな環軸関節の不安定性を認めなかった。頚椎MRI
では歯突起後方に偽腫瘍像を認め，脊髄は圧迫され，C
4／5，C5／6でも脊髄の圧迫を認めた。手術は後弓切除後，
C3に外側塊スクリューを刺入して，後頭骨からC3ま
での固定を行い，C4～C6までの椎弓形成術を施行し
た。MRI で偽腫瘍は術後6ヶ月で著明に縮小し，症状
も改善した。偽腫瘍は頭頚移行部での脊髄圧迫の一因と
して近年認識されるようになっており，環軸関節の不安
定性が一因と考えられている。腫瘍摘出を行わず，後頭
頚椎間固定により腫瘍が縮小している事からも，本症例
でも軽微な環軸関節の不安定性が腫瘍発生の原因と推察
された。

17．頚椎OPLL に対して，前方椎弓根スクリュー
を用いて多椎間頚椎前方固定術を施行した1例

岐阜市民病院 整形外科
石田 治，杉谷繁樹，加藤充孝，安良 興，
青戸寿之，清水孝志，先成 崇

当院における多椎間頚椎前方固定術は腓骨移植，腓骨
下端スクリュー固定，ハローベスト装着による四方法を
施行しているが，術後移植腓骨の転位，ハローベストに
よる合併症を認めることもあり，今回これらを回避する
べく，移植腓骨の前方からのペディクルスクリューによ
る内固定を施行した。
患者は77歳男性で，主訴は上下肢知覚障害，巧緻障害，

痙性跛行である。
レントゲン，MRI，ミエロCTにおいて，C4からC

7にかけて後縦靱帯の骨化，それによる脊柱管狭窄が認
められ，以上に対して，C4からC7にかけて腓骨を用
いた頚椎前方除圧固定術を施行し，移植腓骨を前方から
C5，C6右椎弓根へのペディクルスクリューにより，
固定した。
術後フィラデルフィアカラー装着のみで，移植腓骨の

アライメントは良好に保たれ，速やかに骨癒合を得るこ
とができた。
本術式はハローベストの装着，それに伴う合併症を回

避する上で，有用な術式であると考えられた。

18．急性腰痛に対する椎間関節ブロックの効果
の検討

岐北厚生病院 整形外科
益田和明，佐藤克平，竹内健太郎，高見秀一郎

対象症例は男性6女性5例の計11例で，下肢症状は無
いかあっても軽く，急性腰痛あるいは慢性腰痛の急性増
悪した例とした。年齢は25から82平均60．8歳で，発症様
式は急に強い腰痛出現が5例，急に軽い腰痛が出現し
徐々に強くなった例が2例，慢性腰痛から強い腰痛に移
行した例が4例であった。ブロックレベルは L1／2が1
例，L4／5が6例，L5／S1が4例であった。VASで半分
以下となった例は11例中8例であった。
当該椎間関節ブロックを行った根拠では，画像所見で

決めにくい例には圧痛部位が，逆に理学所見で決定しが
たい例は椎間板所見を含めた画像所見が有効であった。
効果の無い例はブロックの根拠が薄い傾向にあった。
腰痛は疼痛源が様々であり，画像上の異常が疼痛源で

ないこともしばしば経験し，椎間関節が疼痛源と確定で
きる非侵襲的診断法が確立されていないことが課題であ
る。
椎間関節は椎間板にかかる種々の力から椎間板を守る

機能があるとされ，椎間板と椎間関節は密接に関りあう
ことから，椎間板のMRI 所見が椎間関節ブロックレベ
ルの決定に有用であると考えられる。

19．胸腰椎破裂骨折に対するSchanzスクリュー
を用いた後方矯正固定術の短期治療成績

岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学
白井之尋，日置 暁，伏見一成，福田章二，
清水克時

公立小浜病院 整形外科
井上俊之，森田正次

木沢記念病院 整形外科
山口良大，高澤 真，岩田 淳

平野総合病院 整形外科
大西量一郎

山内ホスピタル 整形外科
橋本孝治

岐阜赤十字病院 整形外科
榮枝裕文

羽島市民病院 整形外科
増田剛宏，鈴木直樹

岐阜大学大学院医学系研究科 救急災害医学
神田倫秀，平川明弘，小倉真治

岐阜大学大学院医学系研究科 脊椎骨関節再建外科学
講座

宮本 敬
【目的】胸腰椎破裂骨折に対する Schanz スクリュー

を用いた後方矯正固定術の短期成績について報告する。
【方法】対象は2008年12月から2010年5月に Schanz ス
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クリューを用いて後方固定を施行した男性8例，女性2
例の計10例，平均年齢は33．5±9．9歳（18～48歳），平均
経過観察期間は100．1±123．8日（1～16か月），手術待機
期間は6．7±7．0日（6時間～22日），受傷機転は転倒2例，
転落4例，スノーボード3例，土砂災害1例であった。
骨折高位は L1が6椎と最も多かった。上下1椎体固定
が7例，2椎体固定が3例，椎体形成を追加したものが
1例，2期的に前方固定を追加した症例が5例であっ
た。後方除圧は併用しなかった。これらの症例に対し，
脊椎後弯角，脊椎楔状変形率，脊柱管占拠率，Frankel
分類による麻痺の評価，合併症を評価した。【結果及び
考察】脊椎後弯角，脊椎楔状変形率，脊柱管占拠率は，
それぞれ有意に術直後に改善を認め，手術待機期間が短
いほど脊柱管占拠率の改善率は高い傾向を認めた。麻痺
は，6例でFrankel 分類で1段階以上改善を認めたが，
Frankel 分類Aであった3例は改善を認めなかった。
重大な合併症は肺塞栓が1例，創部感染は認めなかった。
【結論】脊椎後弯角，椎体楔状変形率，脊柱管狭窄率は
術後に有意な改善を認めた。今後さらに長期経過観察が
必要と考えられる。


