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第86回岐阜県整形外科集談会

日 時：平成22年1月30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．生物学的製剤使用中に複数の悪性腫瘍が発
生した関節リウマチの1例

西美濃厚生病院 整形外科
四戸隆基，熊澤愼志，小原 明

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

佐藤正夫
症例は初診時71歳の女性。2003年RA発症。ブシラミ

ン300mg／日と PSL5mg／日でコントロール不良のRA
に対しEtanercept（ETN）25mg／週を皮下投与したと
ころ，RAの病勢は改善した（DAS28―ESR：8．80→3．98，
CRP：9．05→0．08mg／dl）が，ETN投与開始9ヶ月時
点で大腸癌を発症し外科で切除術を受けた。ETN中止
に伴いRAの病勢著しく悪化したため informed consent
の下 ETN再開。RAをコントロールしていたが，再開
後10ヶ月時点で左下肢の痛みとしびれ，筋力低下が著し
くなり，MRI および CT，PET等の画像検査で，第2
～3腰椎レベルで左腸腰筋から脊柱管内に及ぶ病変が描
出された。これに対し針生検を行い diffuse large B-cell
lymphoma と診断された。R-CHOP療法を行い画像上の
病変は消失したものの全身状態が悪化し治療の甲斐なく
死亡した。RAでmalignant lymphoma（ML）の標準化
罹患比が高く，特に活動性の高い例で合併率が高いこと
はよく知られているがMTXや抗サイトカイン療法が
ML合併リスクを増加させるか否かについては未だ結論
が出ていない。岐阜大学関連施設でのRAに対する抗サ
イトカイン療法214例中12例（5．6％）に悪性腫瘍が合併
していた。RA取り扱いに際し悪性腫瘍の合併を念頭に
おいて事に当たる必要がある。

2．荷重面軟骨剥離を認めた大腿骨頭すべり症
の1例

岐阜市民病院 整形外科
野口貴志，加藤充孝，先成 崇，石田 治，
野澤 聡，青戸寿之，杉谷繁樹

13歳男，野球部。BMI：17。Acute on Chronic の左大
腿骨頭すべり症（後方傾斜角76度）に対して整復内固定
を施行。歩行可能となったが，左股関節の可動域制限と
Drehman 兆候を認めた。CTで FAI が疑われ，MRI で
骨頭の信号変化を認めた。術後14ヶ月で骨端線閉鎖を認
め抜釘。同時に股関節鏡を行ったところ，大腿骨頭の荷
重面に広範囲の軟骨剥離を認めた。術後も歩行時痛はな
く日常生活は自立している。現在経過観察中である。本

症例は unstable type のすべり症であり，近年積極的な
整復，内固定による良好な成績が報告されている。Unsta-
ble type では整復により，骨頭への血流障害の改善が骨
頭壊死を予防すると考えられる。本症例の関節内所見は
骨頭壊死の始まりと考えられ，長期免荷療法など視野に
入れ，引き続き注意深い経過観察が必要である。

3．両側同時寛骨臼移動術の経験

東海中央病院 整形外科
股関節骨切り・人工関節センター

篠田昌一，田畑 出，千田豊彦，柳田明伸
いわゆる寛骨臼移動術の中でも超早期荷重を可能とし

た臼蓋内転骨切り術を，一期的に左右併せて行った両側
臼蓋形成不全例のうち，既に退院し家庭や職場へ復帰し
た2例について報告する。【症例1】平成16年に股関節
痛初発。平成21年当科初診。第1例のため1か月入院を
予定した。術後38日目に独歩可能なるも杖にて退院。【症
例2】平成19年に両股関節痛初発。平成21年当科初診。
仕事上2週間の入院を希望。術後15日目に独歩退院。20
日目に事務職へ完全復帰した。【考察】両側同時寛骨臼
移動術の前例はなく，説明，貧血対策，手術時の体位変
換と固定法・局所圧迫の問題，術中の衝撃や負荷の緩和，
後療法・安全策を課題として考慮した。解決策として，
術前には手術時必要なら片側へ移行するとの説明と3回
1200ml の自己血貯血を行い，片側手術後対側へ移行す
る際にはクッションを適切に設置し，適宜透視確認を行
い，恥骨を直接圧迫せずかつ術中透視を妨げない側臥位
固定法を行った。骨片を引き出さない本法の特徴から，
局所圧迫により骨片が元へ戻る危惧はなかったが，穏や
かな手術操作を徹底し，術中回収血輸血を併用した。術
後は腸骨～大転子をサポートする装具を装着させた。こ
れらの結果，安全に手術を行え，2例目では片側例に近
いスケジュールで後療法が完了した。両側の治療が一度
で終了することで心身のストレスが軽減し，家庭や社会
での損失が低減でき，片側手術後の対側への負荷集中も
なく，本法はきわめて有用であると考える。

4．股関節唇損傷に対する鏡視下関節唇部分切
除術

岐阜市民病院 整形外科
加藤充孝，杉谷繁樹，青戸寿之，野澤 聡，
石田 治，野口貴志，先成 崇

2009．1月から2009．11月までに股関節唇損傷に対し鏡
視下手術を3例3関節に施行した。症例1，71歳女性。
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立ち上がり時，歩行時の右股痛。X線像では異常所見を
認めず。MRI では T1で骨頭の前方に低信号を呈する
異常所見を認めた。T2では前方股関節唇描出が不鮮明
になっていた。鏡視所見では前上方に関節唇の断裂を認
め切除した。術後30週で JOAは52点から82点に改善し
た。症例2，54歳男性。立ち上がり時，段階歩行，車の
乗り降り時の右股関節痛。X線上異常所見を認めず。MRI
では前上方関節唇に断裂を疑わす陰影を認めた。鏡視所
見では関節唇の edge の鈍化と断裂を認め切除。術後11
週で JOAは68点から78点に改善。症例3，50歳女性。
車の乗り降り，階段昇降，寝返り時の左股関節痛。X線
上明らかな異常所見を認めず。MRI では前方から上方
にかけて関節唇陰影の形態不鮮明化を認めた。鏡視所見
では前上方関節唇の断裂を認めこれを切除した。術後14
週で JOAは60点から95点に改善した。

5．大腿骨近位部不顕性骨折を疑った際は，両
股関節MRI T1強調冠状断像による骨折確認
が最優先される

高山赤十字病院 整形外科
岩田崇裕，銅島大興，山本孝敏，石丸大地，
次田雅典，小池 玲，前田雅人

岐阜市民病院 整形外科
野澤 聡

【目的】大腿骨近位部不顕性骨折に対する診断はMRI
が有効とされているが，どのようなシークエンスで撮影
することが適切であるか未だ明確にはされてない。いず
れのシークエンスが骨折描出能に優れているか調査し
た。
【方法】2003年1月～2009年9月の間に，大腿骨頚部・
転子部骨折にて疑いも含めて当院入院となった590例中
不顕性骨折を疑った56例を対象とした。1．0T MRI にて
骨折判定を行い，年齢・骨折型・MRI 冠状断における
T1，T2，STIR での骨折描出能につき調査した。
【結果】56例中48例が大腿骨近位部不顕性骨折であっ
た。平均年齢は80．1歳，男性14例，女性34例であった。
両股T1のみを利用した骨折判定では48例全例で骨折あ
りと判定された。一方，T2のみの判定では骨折線の判
定困難な症例が47例中6例みられた。STIR のみの判定
では1例で髄内浮腫は認めるものの骨折線の描出は不明
瞭であった。
【考察・結論】不顕性骨折を疑った場合，骨折線の描出
力に優れ，健側と比較可能な両股T1強調冠状断像によ
る判定が最優先される。

6．Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis
（DISH）に起因する頸椎不安定椎間，狭窄，
頸髄症状に対し外科的治療を施行した4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

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

豊島整形外科内科
杉山誠一

西本整形外科リハビリクリニック
西本博文

有本整形外科
有本勝彦

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis（DISH）は1）
前縦靭帯骨化（最低4椎），2）椎間高は保たれている，
3）椎間関節の骨性癒合，4）仙腸関節の融解像を欠く，
等の兆候を満たす病態である（Resnick D, et al. Radiol-
ogy, 1976）。本疾患による頸椎連続骨化の隣接における
不安定椎間，狭窄，頸髄症状に対して手術治療を行った
4症例について報告した。各症例ともに，日常生活に不
便をきたす頸髄症状を有していた。前方除圧固定を2例
に，後方除圧を1例に，後方除圧固定と前方除圧固定（2
期的手術）を1例に施行した。このような病態について
のまとまった報告はみあたらないが，頸椎における
DISHに併発する1病態として認識する必要がある。
DISHによる多椎間癒合において，1か所だけ可動を有
する椎間を有し，そこに負荷が集中する（動的狭窄因子）
うえに，椎間板突出・黄色靭帯肥厚などの静的狭窄因子
も合併している。よって，手術治療指針決定のうえで，
後方除圧，後方除圧固定，前方除圧固定，前方後方除圧
固定などの諸術式のいずれがベストか，今後，症例を重
ね，検討を行う必要がある。

7．腰椎除圧術後に遺残した胸椎病変により症
状が悪化した症例の検討

岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学
伏見一成，細江英夫，高澤 真，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
腰椎及び胸椎の両方に圧迫病変が存在する，いわゆる

タンデム狭窄において，腰椎の除圧手術が先に行なわれ
た場合に，術後に胸椎レベルでの脊髄症状が顕著となり，
下肢症状が術前よりも悪化した症例を6例経験した。
腰椎の除圧術後，数日から1週間ほどの比較的早い時

期に症状の悪化が生じていた。これらの症状は，強い下
肢の痛みやしびれを2例に，下肢の筋力低下を認めたも
のが4例であった。不全麻痺により，下垂足を認めた症
例もあった。全例に対して胸椎病変に対する除圧手術を
行い，ほとんどの症例で症状の何らかの改善が得られた
が，1例は症状が変わらなかった。
今回経験した症例において，胸椎病変の高位はT11か

らT12付近の円錐上部を含むものが5例と多く，円錐上
部での脊髄の髄節障害により，L4，L5や S1の神経
症状が起こり，腰椎疾患との鑑別が難しかったと考察さ
れた。症状が悪化した正確な機序は不明であるが，腰椎
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部の除圧により髄液の流れが変化し，遺残した脊髄の狭
窄部に何らかの機械的ストレスを生じたと考えられた。

8．環軸椎固定術における環軸関節内骨癒合に
ついて

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

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
環軸椎固定術における環軸関節内骨癒合について調査

した。対象はC1／2固定51例，OC，OCT固定50例中，
術後CTMPRがなされた21例づつである。術後のCT
矢状面再合成像で，左右の環軸関節の骨癒合と後方移植
の癒合状態を評価した。C1／2固定は全例，Magerl 法＋
Atlas-claw で行われた。両側の環軸関節が癒合したもの
14例，一側が癒合したもの5例，2例のみが癒合を認め
なかった。一方，後方部分の癒合は7例で癒合，3例で
ほぼ癒合，11例で癒合しなかった。OC，OCT固定では，
両側の環軸関節が癒合したもの12例，一側が癒合したも
の2例，7例が癒合を認めなかった。一方，後方部分の
癒合は1例で癒合，9例でほぼ癒合，11例で癒合しな
かった。環軸関節骨癒合に関して，術式としてはMagerl
screw を使用すると癒合率が上がる傾向にあった。RA
などの炎症性疾患は，有意に癒合率があがる。

9．左椎骨動脈の除圧により左頭部の痛みが著
しく改善した頚椎症の1例

岐阜市民病院 整形外科
野澤 聡，杉谷繁樹，加藤充孝，青戸寿之，
石田 治，野口貴志，先成 崇

68歳男性。主訴は半年間続く左頭部の痛み，頚部礫音，
左上肢痛。複数の総合病院を受診するも原因不明とのこ
とで当科紹介受診。単純レントゲン斜位像・CTにて左
C5／6椎間関節の巨大骨棘を確認。頭頚部造影CTにて
骨棘による著しい椎骨動脈圧迫を確認した。左C5／6椎
間関節ブロック施行したところ礫音と側頭部の痛みの一
部改善が得られた。左C6神経根症状も認めることを踏
まえ，左C5／6椎間孔拡大術による骨棘切除と椎骨動脈
除圧を施行，術後症状は著しく改善した。術後画像にて
も椎骨動脈の除圧は良好であった。本症例の疼痛機序と
して，温痛覚求心路の一部が三叉神経脊髄路核との間に
connection を持っている可能性，あるいは椎骨動脈狭窄
由来の痛みの可能性が示唆された。原因のはっきりしな
い頭痛・側頭部痛の原因として中下位頚椎の脊椎症や椎
骨動脈狭窄病変も鑑別すべきと思われた。

10．右側進入全棘突起温存下椎弓形成術の14例

岐阜赤十字病院 整形外科
榮枝裕文，篠﨑昌人，溝口隆司，横田 治，
白井之尋，仙石昌也

野口整形外科・内科医院
野口耕司

対象は，平成19年7月より現在までに行った頚髄症手
術例21例のうち，右側進入全棘突起温存下椎弓形成術を
行い，左後方要素を残した14例である。同時期7例に対
しては，片側進入でC6以遠の棘突起を温存する従来法
で行っている。平均年齢は64歳であった。狭窄椎間は平
均3．2椎間で多椎間レベルの狭窄を認めた。
方法は，手術前後の JOA score と前彎角，C5神経麻

痺などの手術合併症で評価した。ここで前彎角は，正中
位頚椎側面像でC2，C7間のCobb角に準じて測定した。
結果。（1）頚椎前彎角，JOA score の改善，C5神経

麻痺などの合併症を検討した。頚椎前彎角では，本法は
改善率57．5％であり，C6以遠の棘突起を残した当院従
来法の64．2％との差は明らかでなかった。他の合併症の
差異もなかった。
（2）頚椎後彎が残存する例があり，21例中3例に前

方除圧固定術を併用した。

11．距骨離断性骨軟骨炎に対し骨釘および吸収
ピンによる接合術を施行した2例

岐阜赤十字病院 整形外科
仙石昌也，榮枝裕文，篠﨑昌人，溝口隆司，
横田 治，白井之尋

白木整形外科
白木 明

【目的】我々は距骨離断性骨軟骨炎の2症例に対し，自
家骨釘および吸収ピンによる接合術を施行し，良好な結
果を得た。
【症例1】14歳女性。競技：バレーボール。平成21年2
月より左足関節痛あり。近医を受診し，離断性骨軟骨炎
と診断。8／23手術施行。平成22年4月スポーツ復帰を
許可。現在疼痛なく運動可能。
【症例2】15歳男性。競技：野球。平成19年6月下旬，
左足関節痛出現。離断性骨軟骨炎と診断。8／22手術施
行。現在疼痛なく運動可能。
【考察】倉らや熊井らは，距骨離断性骨軟骨炎における
骨片固定術の良好な成績を報告している。熊井らは硬化
した母床に対してドリリングを行っており，これにより
慢性発症の症例においても良好な成績を得られると報告
している。
【まとめ】今後も当院において同方法を行っていく。

12．変形性足関節症に対する髄内釘を用いた足
関節固定術の治療

岐阜赤十字病院 整形外科
白井之尋，榮枝裕文，篠﨑昌人，溝口隆司，
横田 治

野口整形外科内科医院
野口耕司

当院では高度な骨破壊を伴う変形性足関節症に対して
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髄内釘を用いた足関節固定術を施行しており，治療成績
を多少の文献的考察を加えて報告する。
対象は2005年3月から2009年8月までに当院にて髄内

釘を用いて足関節固定術を施行した8例8関節，男性2
例女性6例。基礎疾患はRAが3例，OAが4例，DMに
よるCharcot 関節が1例であった。手術時の平均年齢は
62歳，術後平均観察期間は2年4カ月であった。X-p 上で
は脱臼例2例，亜脱臼例2例，骨破壊のみ4例であった。
手術は全例外側アプローチで進入し，髄内釘は足底部

より逆行性に挿入しスクリューで固定した。術後は約4
週で部分荷重開始，術後6週にて装具装着の上全荷重開
始とした。
合併症は，踵底部痛1例，Charcot 例ではスクリュー

破損し再固定術を要し，骨癒合遷延した。全例骨癒合を
認め，著明に疼痛の改善を認めた。

13．腸腰筋炎症状で初発した成人Still 病の1例

市立恵那病院 整形外科
伊達和人，寺島宏明，宮本雄一

80歳男性。右股関節痛で発症した。発熱，白血球増多，
CRP陽性，CTにて腸腰筋膿瘍を疑わせる像を呈した。
抗生剤投与は無効で腰椎麻酔下に開放ドレナージを行っ
たが，漿液性の貯留液を認めたのみで，培養も陰性であっ
た。ドレナージ後膿瘍所見は消失したが，その後多関節
炎所見，肝機能障害を呈した。フェリチン値は813ng／ml
と上昇を認めた。関節穿刺液や血液の培養はすべて陰性
であり，成人 Still 病の診断基準を満たしたことから最
終診断とした。プレドニン投与を20mgから開始し，症
状，検査値の速やかな改善を認めたが，7．5mgまで減
量した時点で再発傾向を認めて再度20mgに増量し，現
在10mgでコントロール中である。
成人 Still 病は発熱，関節痛，皮疹などを主症状とす

る原因不明の全身炎症疾患で，白血球増多，CRP高値，
肝機能異常，フェリチン値高値などを呈する。関節炎症
状等で整形外科受診する場合もあり，感染症との鑑別が
重要である。

14．大腿骨頚部骨折に対するハンソンピンの使
用経験

岐北厚生病院 整形外科
竹内健太郎，佐藤克平，高見秀一郎，益田和明

【目的】大腿骨頚部骨折に対するハンソンピンを施行し
た症例を検討する。
【対象と方法】2007年3月から2009年9月まで手術を施
行した35例（36骨折）を対象とした。男性9例，女性26
例。平均年齢は81歳。非転位型（Garden Ⅰ，Ⅱ）27例，
転位型（Garden Ⅲ，Ⅳ）9例。骨折部の術後経過を中
心に評価を行った。
【結果】骨折部の術後経過不良例は非転位型で骨頭壊死
を1骨折，転位型で再転位を2骨折に認めた。再転位し
た2骨折のうち1骨折は人工骨頭置換術，1骨折は抜釘

術を施行した。
【考察】非転位型では合併症が少なく，ハンソンピンは
良い適応である。転位型では合併症発生頻度がやや多く，
適応は慎重に選ばねばならない。

15．高度肥満患者に生じた腰椎椎間板ヘルニア
と胸腰椎黄色靱帯骨化症および後縦靱帯骨化
症を合併した1例

中濃厚生病院 整形外科
小川 崇，佐多和仁，寺澤貴志，早川高志，
貝沼慎悟，裵 漢成，坂井宏章

肥満患者の腰椎手術に際しては，手術時間の延長，出
血量の増大等をしばしば経験する。術前検査や回復期に
難渋する例も諸家により報告されている。両下肢の脱力
で当科を受診した患者はBMI47．0と高度の肥満であっ
た。腰椎椎間板ヘルニアの診断のもと手術を行ったとこ
ろ，術後痙性麻痺が出現した。胸腰椎黄色靭帯骨化症お
よび後縦靱帯骨化症による症状憎悪と判断，広範囲椎弓
切除術を施行した。本例では高度の肥満とASHによる
多椎間狭窄の存在が診断を難しくしていた。1年経過時
の後彎角は28．1°とわずかな増加にともない骨化巣後彎
角も増加したが，最終診察時の改善率は43．5％で日常生
活は自立しており，経過良好である。後彎の増大は前縦
靱帯骨化の途切れた椎間でみられること，局所骨化角に
変動がないことから後彎そのものよりも前縦靱帯骨化の
存在による immobilization 効果の寄与が大きいと考えら
れた。

16．多椎間（2椎間以上）腰椎椎体間固定術の
中，長期成績（術後5年以上経過例の検討）

揖斐厚生病院 整形外科
日置 暁

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
岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学

吉岡大輝，高澤 真，伏見一成，細江英夫，
清水克時

腰椎椎体間固定術（PLIF，TLIF）は，その強固な固
定力，矯正力により有用な術式として確立されている。
単椎間椎体間固定術の中～長期成績に関しては，多くの
報告がなされているが，多椎間での報告は少ない。今回，
2椎間以上の腰椎椎体間固定術を施行後5年以上経過し
た症例につき検討した。症例は56例（PLIF：25例，TLIF：
31例）であり，2例（2椎間 PLIF 後1例，4椎間TLIF
後1例）が術後5年以内に再手術を施行されていた。再
手術2例はいずれも初回固定術時に十分な腰椎前弯矯正
が得られておらず，サジタルバランス不良が術後成績の
不良因子の一つと考えられた。
2例を除き概ね良好な成績が得られていたが，今回は

再手術2例に注目し検討しており，再手術には至ってい
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ない症例の臨床症状の変化，隣接椎間変性等の画像変化
と臨床症状の相関等については，今後詳細な検討を行う
予定である。

17．多数回手術を受けた腰仙部椎間孔狭窄に対
し椎体間固定術を施行した1例

岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学
高澤 真，伏見一成，細江英夫，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
症例は53歳女性。主訴は非常に強い腰痛と両下肢痛。

現病歴：32歳時，L4分離症に対して，他院にて分離修
復術を施行された。その後，8回の腰椎手術を施行され
た。術前単純Xpにて，L3～L5までの PLFが施行さ
れていた。CTにて，L3／4間の偽関節を認め，L5／S の
両側椎間孔は骨棘にて狭窄を生じていた。機能写にて L
5／S の不安定性を認めた。本症例の病態は① L5／S の椎
間孔狭窄② L5／S の不安定性③ L3／4non-union ④ Flat
back と考えた。①～④を改善するために，L5／S TLIF
＋L3／4PLFを施行した。術後10カ月VAS・JOA score
の改善が得られた。腰椎多数回手術例に対する手術治療
は必ずしも良好ではない。しかし，原因となる局所病態
診断が正しければ，良好な結果が得られる症例も存在す
る。両側TLIF は腰椎アライメントの改善に有用であっ
た。また，椎間高の拡大と同部での骨棘切除が可能であ
り，椎間孔狭窄の除圧に有用であった。

18．ダウン症候群に合併した環軸椎亜脱臼に対
して環軸椎後方固定を施行した1例

岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学
吉岡大輝，高澤 真，伏見一成，細江英夫，
清水克時

県立希望が丘学園
岩佐一彦，徳山 剛

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
【症例】8歳，女児。生後間もなくダウン症と診断され，
3歳時に環軸椎不安定性を指摘，徐々に歩行不安定とな
り，8歳時に当科初診。初診時，数歩ごとに転倒するた
め，車椅子生活の状態であった。四肢腱反射の亢進と軽
度筋力低下があり，術前頚椎Xpでは前屈位でADI12．6
mmと高度の不安定性を認め，頚椎MRI では C2高位
の脊髄萎縮・髄内輝度変化を認めた。Magerl スクリュー
を使用したC1―2固定術を施行した。術後，歩行障害
は改善し，転倒しなくなった。術後4ヶ月のMRI では，
髄内輝度変化は著明に縮小し，JOAスコアは術前12．5
点から14．5点に増加した。
【考察】ダウン症候群に伴う上位頚椎不安定性症例に
は，自然経過にて突然死の報告もあることから，症候性

のものに対しては手術治療を考慮する必要がある。外科
的治療においては，後方 instrumentation を用いた C1―
2固定，OC固定例が高い癒合率を報告しているが，後
弓の低形成や椎骨動脈走行の異常を認める症例も少なく
ない。また，精神発達遅滞により術後の安静や外固定が
十分に行えないなどの後療法における不安要素もあるた
め，十分な手術計画を行った上で，手術に臨む必要があ
る。

19．圧迫性脊髄症に対する手術治療における合
併症発生の検討
病態（頸椎症性脊髄症，後縦靭帯骨化症）
及び手術アプローチ（前方・後方）による差
異の検討，多施設研究
岐阜大学医学部医学科六年生

貞升 彩
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
岐阜大学大学院医学系研究科 整形外科学

高澤 真，伏見一成，細江英夫，清水克時
揖斐厚生病院 整形外科

日置 暁，大橋 稔
羽島市民病院 頸腰骨センター

鈴木直樹，長縄敏毅
【はじめに】
当科および関連施設での頸椎後縦靭帯骨化症（以下頸

椎OPLL）・頸椎症性脊髄症（CSM）の手術合併症につ
いて検討した。
【対象および方法】対象は2003年からの5年間で当科お
よび揖斐厚生病院，羽島市民病院で外科的治療を行った
頸椎OPLL例83とCSM408例の計491例であり，男性312
名，女性179名，年齢は男性39歳から90歳，女性21歳か
ら94歳，経過観察期間は6か月から60カ月であった。
OPLLのうち後方法を施行した群66例，OPLL群のうち
前方法を施行した群17例，CSMのうち後方法を施行し
た群362例，CSMのうち前方法を施行した群46例と4群
に分けて術後合併症を検討した。
【結果】術後合併症としてC5麻痺，四肢不全麻痺，軸
性疼痛，創部血腫，創部感染等を認めた。合併症総数，
C5麻痺はOPLL群，CSM群ともに前方群で有意に多
かった。
【考察】前方法でのC5麻痺について，左側頸椎の過伸
展で神経根の牽引・脊髄の虚血が起きることが原因の1
つとして考えられた。
【まとめ】神経合併症はもっとも重篤であり，今回の調
査の中でも手術して手術前よりもADLが障害されるよ
うになった症例も存在した。手術前の ICでリスクを十
分に説明することが大切である。


