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日本整形外科学会診療ガイドライン改訂にあたって

高齢社会を迎えたわが国では，2010年時点の平均寿命が男性79.6歳，女性が

86.4歳，65歳以上の高齢者人口が2,956万人に及んでいます．1947年時点の平均

寿命は男性50.1歳，女性54.0歳でしたから，わずか60余年の間に平均寿命が男女

とも約30年も延長したことになります．急激な高齢化により疾病構造も様変わり

し，骨粗鬆症や変形性関節症，腰部脊柱管狭窄症などが，整形外科の主要疾患に仲

間入りしました．一方，診断・治療技術も近年めざましい進歩をとげました．画像

診断をはじめとする診断技術の進歩により病変の早期かつ正確な診断が可能とな

り，数々の優れた薬剤や高度な手術法の開発により優れた治療成績が得られるよ

うになったのです．しかし一方で，幾多の診断技術や治療法のオプションの中か

ら，個々の患者さんのために最も適切な方法を選ぶにあたり，何らかのガイドラ

インが必要になってきました．

ほとんどの患者さんが求めている医療は，安全で確実な医療，すなわち標準的

な医療です．日本整形外科学会では，運動器疾患の患者さんに標準的な医療を提

供するために，各疾患に対するエビデンスに基づいた「ガイドライン」を策定し，

時間が経過したものについては改訂作業を進めています．この診療ガイドライン

が，医療の現場，および医師教育の場で十分に活かされ，運動器医療の向上につな

がっていくことを願ってやみません．

2015年3月
日本整形外科学会理事長

岩	本　幸	英
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2011年2月25日
日本整形外科学会診療ガイドライン委員会

１．作成の目的
　本ガイドラインは運動器疾患の診療に従事する医師を対象とし，日本で行われる運動器疾患
の診療において，より良い方法を選択するための１つの基準を示し，現在までに集積されたその
根拠を示している．ただし，本書に記載されていない治療法が行われることを制限するものでは
ない．主な目的を以下に列記する．

１）運動器疾患の現時点で適切と考えられる予防・診断・治療法を示す．
２）運動器疾患の治療成績と予後の改善を図る．
３）施設間における治療レベルの偏りを是正し，向上を図る．
４）効率的な治療により人的・経済的負担を軽減する．
５）一般に公開し，医療従事者間や医療を受ける側との相互理解に役立てる．

２．作成の基本方針
１）本ガイドラインはエビデンスに基づいた現時点における適切な予防・診断と適正な治療

法の適応を示すものとする．
２）記述は可能な限りエビデンスに基づくことを原則とするが，エビデンスに乏しい分野で

は，従来の治療成績や理論的な根拠に基づいて注釈をつけた上で記述してもよい．
３）日常診療における推奨すべき予防・診断と治療法をエビデンスに基づいて検証すること

を原則とするが，評価が定まっていない，あるいはまだ普及していないが有望な治療法に
ついて注釈をつけて記載してもよい．

３．ガイドラインの利用
１）運動器疾患を診療する際には，このガイドラインに準拠し適正な予防・診断・治療を行う

ことを推奨する．
２）本ガイドラインは一般的な記述であり，個々のケースに短絡的に当てはめてはならない．
３）診療方針の決定は医師および患者のインフォームド・コンセントの形成の上で行われる

べきであり，とくに本ガイドラインに記載のない，あるいは推奨されていない治療を行う
際は十分な説明を行い，同意を得る必要がある．

４）本ガイドラインの一部を学会方針のごとく引用し，裁判・訴訟に用いることは本ガイドラ
インの主旨ではない．

４．改　訂
　本ガイドラインは，運動器疾患診療の新たなエビデンスの蓄積に伴い随時改訂を行う．

運動器疾患ガイドライン策定の基本方針
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2015（第2版）の序

「頚椎症性脊髄症診療ガイドライン」（初版）は2005年に里見和彦先生（責任者）
のもとで刊行された．初版刊行時5年後に改訂を行う予定で，日本整形外科学会
診療ガイドライン委員会のもとに頚椎症性脊髄症診療ガイドライン改訂委員会が
2008年に組織された．この改訂第2版が出来上がるまでに7年の時間を要したが，	
この間に一般向けの頚椎症性脊髄症ガイドブックを作成し，啓発に努めた．改訂委
員会の組織は，初版のメンバーから市村正一先生がアドバイザーとして参加し，一
般向けガイドブックから私が引き続き担当し，さらに本疾患に精通した新たな委員
に加わって頂き改訂作業を行ってきた．

原則としてクリニカルクエスチョン（リサーチクエスチョンより変更）は初版を
継承することとしたが，初版刊行から5年間に出た新しい知見のあるものを加えた．	
また本疾患に関する論文は，この期間もエビデンスレベルの高い論文はなかったが，	
エビデンスレベルの分類は初版のまま変更しなかった．しかし，推奨Gradeに関し
ては初版ではGradeⅠ，すなわち「委員会の審査基準を満たすエビデンスがない，	
あるいは複数のエビデンスがあるが結論が一様ではない」といった不適当な評価が
多くなってしまったことを反省し，改訂版では新しい知見が加わった場合，あるい
は各担当委員が過去の論文も参考に推奨Gradeを変えるべきと判断し，委員会で討
議し適切とした場合には推奨Gradeを変更し，その解説を加えた．そのためエビデ
ンスレベルと推奨Gradeによる評価ではなく委員会としてのエキスパートオピニ
オンが優先され，推奨Gradeが変更されている項目があることをご了承頂きたい．
これにより初版よりもより推奨Gradeの高い評価と回答がなされたものと考える．

今回の改訂作業において，日本医学図書館協会からの依頼により，東京女子医科
大学図書館司書の三浦裕子氏に2004	〜	2009年末までの論文から頚椎症性脊髄症	
の疫学・病因，診断，治療，予後に関する必要な論文を検出して頂いた．また東京
女子医科大学整形外科教室秘書の石塚千亜季氏にもご協力頂いた．その後，各委
員と査読協力者の先生方には膨大な論文から，一次検索，論文査読，構造化抄録の
作成などの作業を行って頂き，さらにそれぞれのパートでの推奨Gradeの決定，
解説文の作成など多くの時間と労力を注いで頂き，この改訂版が完成するに至っ
た．このような作業にご尽力頂いた委員の先生方には心より感謝申し上げる．

前述したように改訂版ではエキスパートオピニオンも重視し，初版のクリニカル
クエスチョンで多かったGradeⅠ評価を減らすようにした．しかし，いまだ十分に
解決されていない研究課題も多く，さらなるエビデンスの高い研究がなされること	
により現在の推奨Gradeがより高い推奨Gradeに変わり，また新しい知見が加わ
り，より充実したガイドラインとなることを切望する．そして本疾患に悩む患者，
それを治療する臨床医にとってかけがえのないガイドラインになるようにさらな
るエビデンスの高い研究が望まれ，努力することが期待される．

ただし本ガイドラインはあくまでも「ガイドライン」であり，100％の患者に適用
されるものではない．すなわち，個々の頚椎症性脊髄症の症例，そしてそれを治療
する臨床医の実際の現場での裁量を規定するものではない．実際にはこのガイド
ラインとは違った判断がなされることも当然で，まして医事紛争に利用されるべき
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ものではないことも強調しておく．実際の医療現場では個々の症例に応じたテー
ラーメードな治療がその場の医師の裁量で行われ，このガイドラインがそれを規
制するものではない．

最後に，本ガイドラインが頚椎症性脊髄症を治療するすべての臨床医の先生方
のお手元に置かれ，お役に立てることを心より願っている．

2015年3月
日本整形外科学会

頚椎症性脊髄症診療ガイドライン策定委員会
委員長　加	藤　義	治
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　日本整形外科学会は事業の一環として，整形外科疾
患の診療ガイドラインの作成を平成14年度から開始
した．今回，3年の歳月を要し本診療ガイドラインが完
成した．
　一般的に診療ガイドラインとは質の高い新しい情報
に基づいて医療を提供するのに役立つ素材であり，患
者と主治医がより良い解決策を探って行こうとすると
きに，その手引きとして傍らに置いておく資料である．
今日，診療ガイドラインを出版するにあたり，診療ガ
イドラインを個々の患者に短絡的に当てはめてはなら
ないことをまず強調したい．
　本診療ガイドラインは，広範囲な科学論文の検索か
ら，疾患の専門医たちによる厳密な査読をおこない，
信頼性と有益性を評価したうえで作成された．論文の
エビデンスを根拠とする推奨レベルには特に多くの議
論を費やした．その結果，当初，推奨度はAの「強く推
奨する」からDの「推奨しない」の4段階としていたが，
項目によっては科学的論文数が不十分であったり，結
論の一致を見ない項目があるために，その推奨レベル
として（I）レベル「（I）：委員会の審査基準を満たすエ
ビデンスがない，あるいは複数のエビデンスがあるが
結論が一様でない」を新たに追加した．このような項
目に関しては，整形外科専門家集団としての委員会案
をできるだけその項目中に示すように努力した．
　さらにこの診療ガイドライン作成中に，文献上認め
られる診断名の定義が統一されたものではないことに
気づいた．このために策定委員会として診断基準を提
示する必要があると考えて策定委員会案を前文に示し
た．また，診断方法も一定した基準がない現状を考え

て，多くの医師が利用できるように，策定委員会案と
して診断の章に診断手順を示した．
　近年の医学の進歩に伴い，従来からおこなわれてき
た治療法は今後劇的に変化する可能性がある一方で，
種々の治療法が科学的根拠に基づくことなく選択され
ている．さらにわが国ではさまざまな民間療法が盛ん
におこなわれており，なかには不適切な取り扱いを受
けて大きな障害を残す例も認められている．このよう
に不必要な治療法，公的に認められていない治療法，
特に自然軽快か治療による改善か全く区別のつかない
ような治療法に多くの医療費が費やされている現状
は，早急に改善されるべきと考えられる．
　今回作成された診療ガイドラインは，現在の治療体
系を再認識させるとともに，有効で効率的な治療への
第一歩であると考えられる．しかし，科学的な臨床研
究により新たな臨床知見が出現する可能性もあり，今
後定期的に改訂を試みなければならない．今回，取り
上げた5疾患が頻度の高い疾病であることを鑑みれ
ば，倫理規定を盛り込んだ前向きな臨床研究をおこな
う必要を強く実感する．このように，より良い診療ガ
イドラインを科学的根拠に基づいて作成し続けること
は，患者の利益，医学発展，医療経済の観点から日本
整形外科学会の責務であると考えている．

　　2005年4月
日本整形外科学会

診療ガイドライン委員会委員長
四	宮	謙	一

頚椎症性脊髄症診療ガイドライン（初版）の序

　戦後半世紀を超え，物心両面において豊饒の時代を
迎えたわが国においては，「少しでも良い医療を受け
たい」という国民の意識は次第に高まりを見せている．
整形外科専門医は，国民の期待に応えられるよう，進
んだ診療情報をいち早く共有して，治療成績の「ばら
つき」を少なくし，質の良い診療を提供できるよう努
めなければならない．
　そこで，整形外科診療において日常診療で頻繁に遭
遇する疾患や重要度が高いと考えられる11の疾患を
選び，科学論文のエビデンスに基づいた診療ガイドラ
インの作成を平成14年度にスタートさせた．整形外科
疾患の診療が周辺への拡散傾向が憂慮されている時期
に日本整形外科学会主導でこのようなガイドラインを
作成することに意義があると思われたからである．勿
論，臨床の場においては，科学的根拠に限りがあるの
で，専門家の広いコンセンサスに基づいた記述も加え
させて頂いている．
　診療は，それぞれの患者に応じてきめ細やかに行う
テイラーメイドメディシンが基本であるが，推奨度別
のエビデンスに基づいた情報を参考にしながら，医師
が患者と対話をし，診断法や治療法を選択する際のガ

イドとして本書を活用して頂きたい．ガイドラインは
医師と患者の間だけでなく，プライマリケア医と専門
医間の連携を深める橋渡しにもなると思われる．
　今回，11の疾患のうち「腰椎椎間板ヘルニア」，「頚
椎症性脊髄症」，「大腿骨頚部	/	転子部骨折」，「軟部腫瘍
診断」，「頚椎後縦靱帯骨化症」の5疾患について，日本
整形外科学会の診療ガイドラインが出版されることに
なったが，今後も臨床研究の新しい進歩を取り入れ，
利用者のご要望やご批判を伺いながら，適切な時期に
本書の見直しを行う必要があると思われる．これまで
本書の出版に向けて，大変な作業を続けてこられた日
本整形外科学会や関連学会の委員会，査読委員の多く
の方々の情熱と労力に改めて御礼を申し上げたい．
　本書が，医師と患者の方々との信頼を深め，より良
い整形外科診療のためのガイドブックとして役立つこ
とを心より願うものである．

　　2005年4月
日本整形外科学会理事長

山	本	博	司

日本整形外科学会診療ガイドライン刊行にあたって
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1前　文

前 　文

1 目　的

頚椎症性脊髄症の診療ガイドラインを日本整形外科学会の事業の1つとして作
成した．診療ガイドラインとは質の高い新しい情報に基づいて医療を提供するの
に役立つ素材の1つである．診療ガイドラインは，医師の傍らに置かれ患者と医師
が該当疾患のよりよい解決策を探ろうとするとき，その手引きとなることが期待
されている．しかし，診療ガイドラインはすべての患者に100%対応しなければな
らない診断基準とは違い，およそ60％の患者をカバーするものである．したがっ
て，診断，治療法などに限れば，このガイドラインに書かれていない方法を否定す
るものではない． 

頚椎症性脊髄症の概念は1900年代前半に確立されているのに対し，本ガイドラ
インの初版では，クリニカルクエスチョンに対する回答が1982年以後の文献に基
づき作成されているため，基本的な文献が【推奨・要約】に反映されないこととなっ
た．そこで，初版では各章の【はじめに】に歴史的にコンセンサスのある文献を記
載し，Q&Aの理解に役立てることを意図した．今回の改訂版でもその部分は変更
していない．

また，ほかの圧迫性脊髄症をきたす頚椎疾患である頚椎椎間板ヘルニアや頚椎
後縦靱帯骨化症（ossification of posterior longitudinal ligament：OPLL）は除外し 
た．麻痺の形態でも神経根症単独も除外した．特に今回の改訂にあたり頚椎症性
筋萎縮症（Keegan型）を本症に加えるかとの議論があった．しかし頚椎症性筋萎
縮症の病態が前根か前角細胞かの結論が出ていないこと，ガイドラインはすべて
の患者に対応するものではないなどの理由により，「今回の対象とする脊髄症の
患者とは長索路症状（long tract sign）が明瞭なもの」とするべきとの合意により，
今回も頚椎症性筋萎縮症は入れなかった．そのため本ガイドラインでは，脊髄症
を呈する変形性頚椎症に起因するいわゆる長索路症状の明瞭な頚椎症性脊髄症を
対象とした．しかしこの頚椎症性筋萎縮症の問題を含め，本症のより詳細な病態
解明も今後の課題の1つである．

2 頚椎症性脊髄症の概念 

頚椎症性脊髄症の概念は，Brainらにより脊髄側索硬化症などの神経内科的疾患 
から本症の分離の努力の積み重ねにより確立された（Bailey P，Casamajor L：J 
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Nerv Ment Dis 1911；38：588-609，Brain WR et al：Brain 1952；75：187-225，
Pallis C et al：Brain 1954；77：274-289，Wilkinson M：Brain 1960；83：589-617， 
Crandall PH，Batzdorf U：J Neurosurg 1966；25：57-66）．頚椎症性脊髄症は，頚
椎脊柱管の狭い状態に経年的な頚椎の変化（後方骨棘，椎間板狭小と後方膨隆）と
頚椎の前後屈不安定性や軽微な外傷が加わって脊髄麻痺を発症する疾患の総称で
ある．狭窄や骨棘などを頚髄の静的圧迫因子とし，後者を動的因子とする（Wolf 
BS et al：J Mt Sinai Hosp 1956；23：283-292，Hinck VC et al：Neurology 1964；
14：864-868，Penning L：Neurology 1962；12：513-519）．本症は欧米人に比し脊
柱管が狭い日本人に多く，その病態，治療法に関する研究はわが国で主に行われ
てきた．

臨床症状は，脊髄への圧迫の程度（変形性頚椎症の骨・椎間板病変の進行）により
その重症度は異なるが，両上肢のみの初期から四肢不全麻痺へと進行する例が多 
い（服部　奨ほか：臨整外 1975；10：990-998，Ono K et al：Spine 1977；2：109-
125，小野啓郎：日整会誌 1986；60：103-118）．また，発症には外傷の関与も指摘さ
れている（Clarke E，Robinson PK：Brain 1956；79：483-510）．

本症は，いったん脊髄麻痺症状が出現すると保存療法に反応しにくく手術が行
われることが多い．手術のタイミングが遅れると脊髄の回復力が劣り，症状が改
善しにくくなるといわれている．したがって，生命予後が不良でないからといっ
て，安易にかつ長期にわたり，漫然と保存療法を続けることは患者のquality of 
life（QOL）を損なうこととなる．

このような概念および病態については，初版から今回の改訂までの間に上記知
見を訂正する，あるいはより新しい概念の提唱はなかった．

本ガイドラインでは，以上のような知見がエビデンスに基づいたものであるか
を最近の文献で検証した．

3 改訂版の文献検索および選択の方法

改訂版の文献検索は日本医学図書館協会に依頼し，英文論文ではMEDLINEを
利用し2004 〜 2009年までの関連論文からエビデンスレベル（EV level）分類（表1）
でEV level 6（case-control study）以上の文献を，和文論文では医学中央雑誌から
2004 〜 2009年の間でcase seriesを除く文献を下記の検索式に従って選択した．し
かし本疾患の性質上level 4以上の文献はなく，level 5の文献さえほとんどなかっ 
た．そのため策定委員の判断により必要と思われるcase seriesの追加，また2004
年以前の論文の再査読も行い解説などに追加した．その論文を各策定委員のもと
に参集した査読委員（「診療ガイドライン2015（第2版）策定組織」参照）が内容
を検討し，一定の書式に従い構造化抄録（アブストラクトフォーム）を作成した. 
Case seriesやcross-sectional study（横断的研究）もEV level 7として適宜採用し
た．なお，採用論文のEV levelは，各章により読み方が違うため，同じ論文でもレ
ベルが異なることが生じた．Randomized–controlled trial（RCT）の困難な疫学，病 
態，診断などでは，EV levelを別に定めるべきとの意見もあったが，頚椎症性脊髄
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症では対象論文数が少ないため，本ガイドラインでは表1の基準に従った．
各章の今回新たに採用された文献数は，｢第1章 疫学・自然経過｣ 2編，｢第2章  

病態｣ 1編，｢第3章 診断｣ 15編，｢第4章 治療｣ 67編，｢第5章 予後｣34編となった．

＜検索式＞
文献検索の方法

対象データベースと対象年代
データベース 年代
医学中央雑誌
PubMed

2004 〜 2009
2004 〜 2009

使用した検索システム
データベース 検索システム
医学中央雑誌
PubMed

医中誌Web

検索式
♯1 cervical spondylotic myelopathy
♯2 cervical vertebrae
♯3 spinal fusion
♯4 spinal osteophytosis
♯5 spinal cord diseases
♯6 spinal cord compression
♯7 spinal cord injuries
♯8 spondylosis
♯9 ♯3 or ♯4 or ♯5 or ♯6 or ♯7
♯10 ♯2 or ♯8 or ♯9
♯11 ♯1 or ♯10

表1 エビデンスレベル（EV level）分類

Level 内　容
1
2
3
4
5
6
7
8
9

全体で100例以上（1群50例以上）のRCTのMAまたはSR
全体で100例以上（1群50例以上）のRCT
全体で100例未満のRCTのMAまたはSR
全体で100例未満のRCT
CCTおよびcohort study
case-control study
case series，cross-sectional study (横断的研究)
case report
その他

RCT：randomized-controlled trial，MA：meta-analysis
SR：systematic review，CCT：controlled clinical trial
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♯12 ♯1 or ♯10 Limits：Entrez Date from 2004 to 2009，English，Japanese

♯1 （頸椎症性脊髄症 /TH or 頚椎症性脊髄症 / AL）
♯2 （頸椎症性脊髄症 /TH or 頸椎症性脊髄症 / AL）
♯3 cervical/AL and spondylotic/AL and（脊髄疾患 /TH or myelopathy/AL）
♯4 （頸椎症性脊髄症 /TH or 頸部脊髄症 /AL）
♯5 ♯1 or ♯2 or ♯3 or ♯4
♯6 （感覚障害 /TH or 感覚障害 /AL）
♯7 （運動障害 /TH or 運動障害 /AL）
♯8 （脊髄麻痺 /TH or 脊髄麻痺 /AL）
♯9 （四肢麻痺 /TH or 四肢麻痺 /AL）
♯10 （しびれ /TH or しびれ /AL）
♯11 （骨増殖体 /TH or 骨棘 /AL）
♯12 （脊柱管狭窄 /TH or 脊柱管狭窄 /AL）
♯13 ♯6 or ♯7 or ♯8 or ♯9 or ♯10 or ♯11 or ♯12
♯14 頚椎症 /AL
♯15 頸椎症 /al
♯16 （頸椎 /TH or 頚椎 /AL） or （頸椎 /TH or 頸椎 /AL）
♯17 ♯14 or ♯15 or ♯16
♯18 （脊髄疾患 /TH or 脊髄症 /AL）
♯19 ♯13 and ♯17 and ♯18
♯20 ♯5 or ♯19
♯21 （創傷と損傷 /TH or 損傷 /AL）
♯22 （創傷と損傷 /TH or 外傷 /AL）
♯23 ♯21 or ♯22
♯24 ♯20 not ♯23
♯25 ♯24 and （PT ＝会議録除く）

4 クリニカルクエスチョンと推奨Grade

章立ては，「第1章 疫学・自然経過」，「第2章 病態」，「第3章 診断」，「第4章 治
療」，「第5章 予後」，「第6章 まとめと今後の課題」とし，計34項目のクリニカルク 
エスチョンを選定し，その回答と推奨Grade（表2）を表示した．しかし本疾患の性
質上level 4以上の文献はなく，level 5の文献さえほとんどない．すなわち推奨を規
定するだけのエビデンスのある文献が不十分であるため，初版ではGrage I，すな
わち「委員会の審査基準を満たすエビデンスがない，あるいは複数のエビデンスが 
あるが結論が一様ではない」といった評価が多くなった．改訂版ではGrade Iをで
きるだけ避けるために委員会としてのエキスパートオピニオンを重視し，Gradeを
変更した．そのため設問によっては表2の推奨Grage分類と必ずしも一致しない場
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表2 推奨 Grade分類

Grade 内　容 補　足

A 行うよう強く推奨する
強い根拠に基づいている

質の高いエビデンス（EV level 1 〜 4）が 
複数ある

B 行うよう推奨する
中等度の根拠に基づいている

質の高いエビデンス（EV level 1 〜 4）が 
１つ，または中等度の質のエビデンス

（EV level 5，6）が複数ある

C 行うことを考慮してもよい
弱い根拠に基づいている

中等度の質のエビデンス（Ev level 5，6）
が少なくとも１つある

D 推奨しない
否定する根拠がある

肯定できる論文がないか，否定できる
中等度までの質のエビデンス（EV level 
1 〜 6）が少なくとも１つある

I

委員会の審査基準を満たすエ
ビデンスがない，あるいは複
数のエビデンスがあるが結論
が一様でない

委員会の設定した基準（EV level 6 以
上）を満たす研究論文がない

合があることも了解されたい．そして【解説】のなかにはその理解を深められるよ
うに，【はじめに】と同様に検索範囲以外の論文も出典を明らかにしてその内容を
紹介した．

5 まとめ

初版の記載にあるように，本症の診療ガイドラインの作成にあたり，頚椎症性
脊髄症の定義あるいは診断基準が各文献により一定でないことが問題となった．
特に英文論文では，頚椎症性神経根症をはっきり区別せずに述べている論文が少
なからずあり，これらは可能な限り対象から外した．

現在も本症の明確な定義あるいは診断基準はないため，一般に広く認められて
いる診断の目安を本委員会で策定し（表3），文献査読の参考とした．

また，本ガイドラインは，日本整形外科学会会員の日常診療の助けになること
を目的とした．さらに，本症は高齢者に多い疾患であり，高齢者における本症の特
徴や治療効果に関する論文も多くみられたが，高齢者の定義が一定しなかったた
め，論文ごとの高齢者の解釈は初版と同様に各回答の【解説】に記載した．

治療を論じるにあたっては，頚椎症性脊髄症の重症度による治療効果の違いが
明記されていない論文が多く，問題が残った．また，疾患の性質上各論文の症例数
が少なく，有意差のない疾患群に別の治療法を行いその効果を比較するような質
の高いRCTは皆無であった．質の高くないRCTをもとにしたメタアナリシスの
論文もその信頼度は高いものではなかった．

本症では，保存療法の効果が限定的であることのコンセンサスは得られている
が，エビデンスに基づいたものではない．また，手術療法の予後を規定する因子
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が多くあげられているが，質の高いRCTに基づいた結果ではなかった．今後，こ
れらの課題を解決するため，日本整形外科学会や日本脊椎脊髄病学会が主導して
RCTを推し進める必要がある．

表3  頚椎症性脊髄症の診断の目安（本委員会私案）

症　状
・四肢のしびれ感（両上肢のみも含む），手指の巧緻運動障害（箸が不自由，ボタ

ンかけが不自由など），歩行障害（小走り，階段の昇降困難など），膀胱障害（頻
尿，失禁など）のいずれかを認めるもの

症　候
・障害高位での上肢深部腱反射低下，それ以下での亢進，病的反射，myelopathy 

handを認めるもの
画像診断
・単純X線像で，椎間狭小，椎体後方骨棘，発育性脊柱管狭窄を認めるもの
・単純X線像でみられる病変部位で，MRI，CTまたは脊髄造影像上，脊髄圧迫所

見を認めるもの
⇒診断の目安として症状・症候より予想される脊髄責任病巣高位と画像所見の
圧迫病変部位が一致する
除外項目
・頚椎後縦靱帯骨化症（OPLL），椎間板ヘルニアによる脊髄症および頚椎症性筋

萎縮症は除外する
・脳血管障害，脊髄腫瘍，脊髄変性疾患，多発性末梢神経障害が否定できる
OPLL：ossification of posterior longitudinal ligament
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1
第

章

はじめに

頚椎症性脊髄症の疫学・自然経過を知ることは治療法の選択に際して重要な判
断材料となるとともに，インフォームド・コンセントにも重要な情報となりうる．

本症の疫学に関する過去の報告では，男性の発症が女性の2倍以上とする報告
が多く，発症年齢では50歳代での発症が多くみられた（Lees F et al：Br Med J 
1963；2：1607-1610，Clarke E，Robinson PK：Brain 1956；79：483-510，Nurick S：
Brain 1972；95：101-108）．

過去に報告された本症の自然経過はさまざまであり，軽症例では改善するもの
もあるが重症例では改善傾向はないとするもの，症状は結果的には悪化するとす 
るもの，症状は改善もしくは固定するとするものなど，一定の傾向はみられてい 
ない（Lees F et al：Br Med J 1963；2：1607-1610，Clarke E，Robinson PK：Brain 
1956；79：483-510，Nurick S：Brain 1972；95：101-108，佐々木正：整形外科
MOOK No.6，1979；159-168）．

本章のまとめ
初版では疫学・自然経過に関して「RQ1：頚椎症性脊髄症の疫学は明らかであ

るか」，「RQ2：頚椎症性脊髄症の自然経過は進行性に悪化するか」，「RQ3：頚椎症 
性脊髄症は生命予後に関係するか」の3項目のクリニカルクエスチョンを設定し
論文を査読し，19論文についてアブストラクトフォームを作成した．これら3項
目に対してEV level 6以上に該当する論文はみられなかったものの，初版で検索
対象となった年代以前の論文やreviewのなかにはこれらに対する回答として多
くの参考となる記述があり，それらを参考に初版が作成された．

今回新たに，2004 〜 2009年の文献から疫学・自然経過に関して，初版で採用し
たクリニカルクエスチョンに「CQ4：頚椎症性脊髄症はどのような所見があるもの
が悪化するか」を加え，関連した文献を抽出した後，アブストラクトフォームを作
成した．結局全体として，文献6編（和文論文4編，英文論文2編）を初回査読とし 
て選択し，最終的には2編（和文論文1編，英文論文1編）の文献を採用した．CQ4
はCQ2のなかで記述することとし，クリニカルクエスチョンに対するサイエンティ
フィックステートメントを改訂した．

過去の論文を含めても本症の自然経過に関しては一定の傾向はみられなかった
が，服部の分類（服部　奨ほか：臨整外 1975；10：990-998）でⅢ型，脊柱管狭窄
の存在するもの（佐々木正：整形外科MOOK No.6，1979；159-168），また日本整
形外科学会頚髄症治療成績判定基準（JOAスコア）13点以上でもMRI横断像で全
周性圧迫のものでは症状が進行する危険性があり，手術のタイミングを逃さない
ように注意する必要がある．

また，自然経過のなかで生命予後は特に重要な項目である．高齢者において，手

疫学・自然経過
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術療法による下肢運動機能の改善により，初診後5年生存率の改善や術後生命予
後の改善などの報告がある．下肢運動機能が悪くならないうちに手術を行うこと
は整形外科医にとっては常識的な事項ではあるが，生命予後にも影響を与えると
いう点は興味深い．
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1 頚椎症性脊髄症の疫学は明らかであるか
Clinical Question

要　約

Grade Ⅰ	 疫学に関する質の高い論文はないが，男性の発症が女性の約2倍以上
とする報告が多く，発症年齢では50歳代で発症することが多い．

背景・目的

本症の疫学を知ることは鑑別診断のうえで重要である．

解　説

検索年代以前の文献で，Leesらは本症の発症年齢は50歳代が34％，40歳代が
25％，60 歳代が 20％と報告している（Lees F et al：Br Med J 1963；2：1607- 
1610）．Clarkeらによると，本症と診断された年齢は45 〜 50歳が27.5％，50 〜 55歳お 
よび55 〜 60歳がそれぞれ15％としている（Clarke E，Robinson PK：Brain 1956；
79：483-510）．Nurickは治療開始時の平均年齢と症状の経過期間をそれぞれ保存
療法群で58.9歳と31 ヵ月，椎弓切除群で53.5歳と27.2 ヵ月，前方固定群で52.1歳
と23.1 ヵ月と報告した（Nurick S：Brain 1972；95：101-108）．小田は本症426例中，
発症の平均が53.4歳であり，50歳代での発症が多いと述べている（EV level 7 1））．

また，性差に関しては，Leesらの報告（Br Med J 1963；2：1607-1610）では男
性が63.6％，Clarkeら（Brain 1956；79：483-510）は男性が70.8％，Nurick（Brain 
1972；95：101-108）は男性が67.4％と報告し，小田の報告では男性が71.4％と男性 
の発症が2倍以上多い（EV level 7 1））．

文　献
 1） 小田裕胤：疫学・自然経過．NEW MOOK 整外 1999；6：22-29
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2 頚椎症性脊髄症の自然経過は進行性に悪化するか
Clinical Question

要　約

Grade Ⅰ	 本症の自然経過に関しては一定の傾向はみられないが，服部の分類で
Ⅲ型，脊柱管狭窄の存在するもの，MRI横断像で全周性圧迫のもので
は症状が進行する危険性があり，手術のタイミングを逃さないように
注意する必要がある．

背景・目的

本症の自然経過を知ることは治療選択のうえで重要である．

解　説

過去に報告された本症の自然経過はさまざまであり，一定の傾向はみられず，正 
確に予後予測を行うのは困難である．

Leesらは本症44例を平均7年，最長32年観察し，慢性的に症状が進行するのは
まれで，いったん症状が増悪する期間ののちに，症状は改善するか固定すると報告
している（Lees F et al：Br Med J 1963；2：1607-1610）．一方，Clarkeらの報告 
では120例のうち75％が何らかのきっかけで症状が悪化し，20％が徐々に症状が
進行し，5％が急速に進行し重篤な症状となっている（Clarke E，Robinson PK：
Brain 1956；79：483-510）．

Nurickは91例，最長20年の観察で，初診時に症状の軽度なものは経過が良好で
あるが，重症例は経過も悪いと報告した（Nurick S：Brain 1972；95：101-108）．

佐々木らは本症54例を1年以上，最長11年経過観察した結果，服部の分類Ⅰ型
（服部　奨ほか：臨整外 1975；10：990-998）では改善が44％と多く，Ⅱ型では改
善は少なく増悪例が32％あり，Ⅲ型では改善傾向はほとんどないとしている．ま
た，Ⅰ型，Ⅱ型でも脊柱管狭窄を認めるものでは症状悪化する危険性があると報
告している（佐々木正：整形外科MOOK No.6，1979；159-168）．さらに，小田は
本症74例を平均5年10 ヵ月追跡調査した結果，服部の分類のⅡ型，Ⅲ型で下肢の
JOAスコアが2点以下や，脊柱管前後径が12 mm以下が増悪因子としている（EV 
level 7 1））．ShimomuraらはJOAスコアが13点以上の56例を平均35.6 ヵ月追跡調
査した結果，症状悪化の危険因子としてMRI横断像での全周性圧迫をあげている 

（EV level 6 2））．今後，評価方法を一定にした多施設間での前向き研究が望まれる．
しかしながら，神経症状が増悪傾向にある症例では手術のタイミングを逃さない
ように厳重に経過を観察する必要があることはいうまでもない．
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文　献
 1） 小田裕胤：疫学・自然経過．NEW MOOK 整外 1999；6：22-29
 2） Shimomura T，Sumi M，Nishida K et al：Prognostic factors for deterioration of patients with 

cervical spondylotic myelopathy after nonsurgical treatment．Spine 2007；32（22）：2474-2479
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3 頚椎症性脊髄症は生命予後に関係するか
Clinical Question

要　約

Grade Ⅰ	 本症の自然経過の生命予後に関するエビデンスレベルの高い論文はな
いが，高齢者における手術例と非手術例の生命予後の比較検討や手術
例の検討から，術後下肢運動機能の回復が良好な例では十分な生命予
後が期待できる	．

背景・目的

本症の生命予後を知ることは治療選択のうえで重要である．

解　説

本症の自然経過における生命予後を知ることは治療法の選択に際して重要な判
断材料となりうる．この点について詳細に検討した前向き研究の報告はみられない
が，小川は本症の手術症例における生命予後を検討した．それによると，1年以上
の経過観察を行った手術症例545例を対象とし標準化死亡比を計算した結果，1.38
と一般国民と比較して有意に高値を示した．また，平均余命も約9年短縮していた．
さらに，この傾向は下肢運動機能障害が強い例にみられると報告した（EV level 
7 1））．また，米らはJOAスコア13点以下，70歳以上の38例を，手術を施行した群と
しなかった群に分け，初診後5年での生存率を比較し，手術群0.915に対して非手術
群では0.745としている．またそのなかで，非手術群では下肢運動機能が著しく低
下し，歩行不能例が増加していたと報告した．（EV level 7 2））．術後下肢運動機能の
回復が良好な例では十分な生命予後が期待できることが示唆される．

文　献
 1） 小川清吾：頸椎症性脊髄症の手術症例における生命予後に関する検討．中部整災誌 1999；42

（6）：1313-1319
 2） 米　和徳，林　協司，山元拓哉ほか：高齢者の圧迫性頚髄症の治療成績．整外と災外 2006；55

（3）：293-296
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はじめに

頚椎症性脊髄症の病態については1950年代から国内外で数多くの研究がなされ，
1980年代までにその概念はほぼ確立されている．頚椎症性脊髄症の病因・病態と
しては従来より脊髄に対する静的圧迫因子，動的圧迫因子，さらには循環障害因
子が考えられており，多くの場合これらが複雑に重なり合って頚髄症が発症する．

静的圧迫因子として，中・高年における頚椎椎間板の変性に起因する椎間板の
後方膨隆や椎体骨棘などにより脊柱管は狭くなるが，さらに発育性の脊柱管狭窄
を伴う場合には，脊髄が圧迫を受けやすくなり頚椎症性脊髄症が発症する．頚椎の
発育性脊柱管狭窄については，1950 〜 1970年代に数多くの臨床研究から確立され
た重要な頚椎症性脊髄症の素因として一般に認められている．病理学的検討から
Arnold（Ann Surg 1955；141：872-889）は脊柱管前後径で12 mm以下が，Wolfら 

（J Mt Sinai Hosp 1956；23：283-292）は10 mm以下が頚椎症性脊髄症の発症と関
係するとした．Adamsら（Brain 1971；94：568-586）の検討では頚椎症性脊髄症群 
における脊柱管前後径は9 〜 15 mmで，平均は11.8 mmであった．一方，Burrows

（Clin Radiol 1963；14：77-86）の健常欧米人の頚部脊柱管前後径の検討では，C3 〜  
C7は16 〜 18 mmであった．Murone（J Bone Joint Surg Br 1974；56：30-36）の日 
本人の検討では，男性は欧米人よりも1.3 〜 3 mm小さく，頚椎症性脊髄症の前後径
は12.4 〜 12.6 mmであった．さらに肥後ら（臨整外 1984；19：361-366）の計測結果
では，頚椎の脊柱管前後径はC4ないしC5椎体レベルで最小であり，女性は男性 
より約1 mm狭小で，頚椎症性脊髄症群において男性14 mm以下，女性13 mm以
下の割合はそれぞれ79％，73％であった．しかし，頚椎の発育性脊柱管狭窄の定義 
や診断基準は必ずしも定まったものがなく，12 〜 14 mm以下と報告者により幅が
あるが，一般的に12 mm以下が絶対的な脊柱管狭窄と考えられている．

ただし，脊柱管狭窄をX線フィルム上の実測値で論議する場合には，X線源と
フィルム間の距離を一定にする必要がある．このため，Pavlovら（Radiology 1987； 
164：771-775）は椎体の前後径と脊柱管前後径の比（Torg–Pavlov比）から，脊柱管 
狭窄を評価する方法を報告した．

発育性脊柱管狭窄を合併すると臨床的にも症状が早期に発現しやすく，しかも
下位頚椎が病変高位となる頻度が高い．特に比較的若年者に生じる頚椎症性脊髄
症は下位頚椎が責任病巣高位であることが多い．

遺伝的な関与について，Bullら（Br J Radiol 1969；42：9-16）は頚部脊椎症の家
族性発症例について報告しているが，頚部脊椎症の詳細な遺伝的要因に関する論
文や，さらに発育性脊柱管狭窄の遺伝性や家族性発症に関する研究報告はなく，
その詳細は現在も明確にされていない．

一方，脊柱管狭窄状態という静的な要因があればすべて頚椎症性脊髄症を発症
するわけではなく，動的な因子の関与も重要である．Taylor（Lancet 1953；1：717-
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720）は頚椎の後屈時における黄色靱帯の脊柱管内へのたくれ込みについて言及 
し，Penning（Neurology 1962；12：513-519）は前後屈時における椎体の不安定性
によるすべりも，脊柱管を狭窄し脊髄を圧迫することの重要性を報告した．特に後
屈時においては後方にすべった椎体後縁と椎弓間に脊髄が挟まれる機序が考えら
れるが，片岡ら（臨整外 1975；10：1133-1143）はこれをdynamic canal stenosisと
いう呼称で報告した．また，Bohlman（Spine 1977；2：151-161）やHayashiら（Clin 
Orthop 1987；214：200-209）は，加齢による脊椎症性変化のために下位頚椎の可動 
性が減少すると，それよりも上位の椎間に代償的な不安定性や亜脱臼が生じるこ
とがあり，これが高齢者の頚椎症性脊髄症の病態の特徴の1つと考えた．ただし，頚
椎の不安定性の定義については一定の見解は示されていない．

静的および動的な脊柱管狭窄機序により脊髄が圧迫される場合，その脊髄症状の
発生には大なり小なり脊髄の循環障害も関与すると考えられている．Mairら（Brain 
1953；76：70-91）やOnoら（Spine 1977；2：109-125）の剖検例での病理組織学的
検討からは，狭窄レベルの脊髄における白質や灰白質に虚血性の変化が認められて
いる．しかしながら，循環障害の詳細な機序に関する研究は動物実験に頼らざる
を得ないことから，頚椎症性脊髄症の臨床におけるその病態については推察の域
を出ないのが現状である．動物実験に関する論文は初版と同様，今回も採用して
いないために，脊髄の循環障害因子は本章のクリニカルクエスチョンには含まれ
ていない．

本章のまとめ
初版では，頚椎症性脊髄症の病態に関する英文論文についてはMEDLINEから

該当する119編が抽出され，その抄録をすべて吟味し，そのなかから28編のアブス
トラクトフォームを作成した．また医学中央雑誌では548編が抽出され，アブスト
ラクトフォームが作成された225編のうち，病態に関するものは39編であった．さ
らに，これらのなかから英文論文8編，和文論文6編が3項目のクリニカルクエス
チョンに対する文献として採用された．

本章の改訂にあたり，初版で今後の課題としてあげられた項目
1）変形性脊椎症の遺伝性の解明
2）脊柱管狭窄症の遺伝性の解明
3）脊柱管狭窄症の定義の確立
4）脊髄症発症の要因としての脊柱管狭窄症の縦断的研究
5）頚椎不安定性の定義の確立
6）頚椎不安定性はどのような機序で頚椎症性脊髄症の発症に関与するのか
7）脊髄症の発症における循環障害因子の解明
8）慢性脊髄圧迫ではじめに障害される脊髄の部位はどこか
9）癒合椎は頚椎症性脊髄症の発症に関与するのか

10）頚椎や脊柱全体のアライメントが頚椎症性脊髄症の発症に関与するか
11）頚椎症性筋萎縮症は脊髄症の一亜型か
12）Flexion myelopathyは脊髄症の一亜型か
13）若年者の頚椎症性脊髄症の特徴

をクリニカルクエスチョンに加えた．その結果2004 〜 2009年までの文献から病態 
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に関する文献6編（英文論文2編，和文論文4編）を抽出し，内容から2文献（英文
論文2編）を初回査読に選択した．最終的に英文論文1編を採用しガイドラインを
改訂した．しかし，初版で課題としてあげられたクリニカルクエスチョンに該当 
する論文はなく，改訂版においても頚椎症性脊髄症の病態に関するクリニカルク
エスチョンは3項目である．頚椎症性脊髄症の病態における発育性脊柱管狭窄の
関与については周知の事実であり，【はじめに】の項にも前述したように，その臨
床研究については古く1950年代からすでに確立されたテーマである．椎体の前後
径と脊柱管前後径の比（Torg–Pavlov比）の検討でも，頚髄症群のほうが非頚髄症
群よりも有意に小さかった．脊柱管狭窄の遺伝性について論じた研究は見当たら
ず，その詳細は不明であるが，人種間の検討では黒人のほうが白人よりも脊柱管
前後径が有意に小さいとの報告があり，これは遺伝的要因とともに，環境因子も
関与していることが示唆された．

また，本症の発症における頚椎の不安定性の関与についても，1950年代や1960
年代から研究されているが，初版時と同様にエビデンスレベルの高い論文はみられ
ず，このため推奨Gradeは低かった．椎体すべりを伴うと動的な狭窄の程度がより 
高度となり，特に高齢者では頚椎症性脊髄症の発症の病態として重要な要因とな
る．また，不安定性を伴う頚椎症性脊髄症の場合の罹病期間は伴わない場合より
も短いとする報告がある．

高齢者の本症の臨床的特徴としては罹病期間が一般に長く，このため手術前の神
経症状の重症例が多く，手術成績が若年者より劣る傾向にある．下位頚椎が脊椎症 
性変化のために可動性が減少すると，C3/4やC4/5といったより上位の椎間に負
荷が集中するために，同部に椎体すべりなどの不安定性が生じる結果，頚椎症性
脊髄症や椎間板ヘルニアを発症することが多い．このため，不安定性が若年発症
例よりも強く病態に関与しており，高齢者の頚椎症性脊髄症ではC3/4，C4/5椎間
が責任病巣高位であることが多い．また，不安定性を伴う場合には脊髄症状が比
較的急速に進行する場合が認められる．
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1 頚椎症性脊髄症の発症に脊柱管狭窄は関与するか
Clinical Question

要　約

Grade B	 頚椎の発育性脊柱管狭窄は頚椎症性脊髄症発症の病因として重要な素
因と考えられる．

Grade C	 発育性脊柱管狭窄は人種間の差も報告され，遺伝的要因が関与してい
る場合もあるが，多くは孤発性に生じ，遺伝性を示す十分なエビデン
スを述べた論文はない．

背景・目的

発育性脊柱管狭窄では椎弓根が短く，脊柱管容積や椎間孔も小さいために脊髄
や神経根が圧迫されやすく，脊髄症状を発症しやすいと考えられる．このため，頚
椎症性脊髄症の病態における脊柱管狭窄の重要性についてはすでに広く認知され
ている．しかしながら，その遺伝性についてはいまだ明確には示されていない．

解　説

【はじめに】の歴史的背景の項で前述したように，頚部脊柱管狭窄は椎間板の変
性や膨隆，椎体の後方骨棘，動的不安定性，黄色靱帯の肥厚や膨隆などとともに，
頚椎症性脊髄症発症の重要な要因であることは一般に認められている事実であ
る．しかし，今回の検索範囲内での文献は認められず，このため初版と同様，推奨
Gradeは必ずしも高くはなかった．

発育性脊柱管狭窄におけるX線写真の脊柱管前後径の診断基準は確立されてい 
ない．その1つの理由にX線源とフィルムとの距離に由来する測定誤差の問題が
あげられる．このため，椎体の前後径と脊柱管前後径の比（Torg–Pavlov比）が検討
されている．手術療法を行った頚椎症性脊髄症100例と健常者100例を比較した研
究では，前者のTorg–Pavlov比は各頚椎高位でいずれも後者よりも有意に小さく，
55歳未満と以上で分けて検討しても同様であり，頚椎症性脊髄症の発症に発育性
脊柱管狭窄が重要な因子と考えられた（EV level 6 1））．また他の同様の報告でも，
脊柱管拡大術を施行した頚椎症性脊髄症群28例のTorg–Pavlov比の平均は0.72 ±  
0.08で，頚部痛のみの対照群88例の平均は0.95 ± 0.14と，頚椎症性脊髄症群は有意 
に低値を示していた（EV level 6 2））．

脊柱管狭窄に関する遺伝的研究は少ないが，南アフリカの黒人と白人男性の屍
体の頚椎の脊柱管前後径を比較した検討では，黒人のほうが有意に小さかった

（EV level 6 3））．ただし，このような人種間で認められた脊柱管前後径の大きさの
違いは，遺伝的因子とともに環境因子の関与も考える必要がある（EV level 6 3））．
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2 頚椎症性脊髄症の発症に 
動的因子（不安定性）は関与するか

Clinical Question

要　約

Grade C	 椎体のすべりを伴うと動的な狭窄の程度がより高度となり，特に高齢
者では頚椎症性脊髄症発症の病態として重要な要因となる．

Grade Ⅰ	 不安定性を伴う場合の罹病期間は伴わない場合よりも短い．

背景・目的

加齢による椎間板の変性・狭小化に伴い，靱帯の弛緩や椎体のすべりなどの不
安定性を生じ，特に頚椎の後屈運動において椎体は後方へすべり，この椎体後縁
と下位の椎弓縁により脊柱管は狭窄され脊髄は圧迫されやすくなる．このように，
頚椎の不安定性に伴う動的因子は静的因子である脊柱管狭窄とともに頚椎症性脊
髄症の発症の重要な要因と考えられている．

解　説

頚椎の不安定性の定義については一定した見解は得られていない．また，頚椎
症性脊髄症の病態に関する動的因子の関与についての最近の論文は，特に高齢者
での検討が多く，次のクリニカルクエスチョンとも深く関係している．

頚椎症性脊髄症手術203例についての検討では，静的な脊柱管狭窄は47.3％に
認められたのに対して，動的脊柱管狭窄は82.3％の高率に認められ，特に高齢者の
頚椎症性脊髄症例では動的因子が強く関与していた（EV level 7 1））．60歳以上の
頚椎症性脊髄症42例の検討では，椎体後方骨棘などの脊椎症性変化は下位頚椎に
多いが，C3/4，C4/5椎間の半数以上に椎体の後方へのすべりが認められ，可動性
もC4/5，C3/4の順に大きかった．また，動的な狭窄もC2/3以外のすべての椎間
レベルで認められた（EV level 6 2））．65歳以上の高齢者頚椎症性脊髄症例の検討
でも，約1/3の症例に椎体すべりが認められ，すべり群は非すべり群よりも頚椎可
動域が有意に大きく，すべり椎間が責任病巣に一致している場合の可動域は有意
に大きかった（EV level 7 3））．

頚椎のdynamic MRIから頚髄の圧迫を検討した報告では，特に後屈により脊髄
は圧迫変形を受けるために，long tractの障害を起こしやすかった（EV level 7 4））．

一方，罹病期間との関係をみた研究では，不安定性のみられない群の罹病期間
は平均3.5年に対して，不安定性のみられた群では平均1.5年と短かった（EV level 
7 5））．



19Clinical Question 2

文　献
  1）  鷲見正敏，片岡　治，澤村　悟ほか：頸椎症性脊髄症のX線学的病態解析．臨整外 1998；33 

（11）：1277-1286
  2）  Hayashi H，Okada K，Hashimoto J et al：Cervical  spondylotic myelopathy  in  the aged 

patient．A radiographic evaluation of the aging changes in the cervical spine and etiologic 
factors of myelopathy．Spine 1988；13（6）：618-625

  3）  川崎元敬，谷　俊一，牛田享宏ほか：高齢者頸椎症性脊椎症における頸椎変性すべりの関与．
中四整外会誌 2001；13（2）：141-144

  4）  安藤哲朗，柳　務：変形性頸椎症はなぜ神経症状をきたすのか．頸椎症の経過における頸髄動
的圧迫の意義．日独医報 1994；39（1）：10-18

  5）  Kawakami M，Tamaki T，Ando M et al：Preoperative  instability does not  influence the 
clinical outcome  in patients with cervical spondylotic myelopathy treated with expansive 
laminoplasty．J Spinal Disord Tech 2002；15（4）：277-283



20 第2章　病　態 Clinical Question 3

3 高齢者の頚椎症性脊髄症にみられる 
臨床的な特徴はあるか

Clinical Question

要　約

Grade C	 障害高位がC3/4とC4/5の場合が比較的多い．
Grade Ⅰ	 罹病期間が長く，このため術前の神経症状の重症例が多く，手術成績

が一般に非高齢者よりも劣る．
Grade Ⅰ	 椎体すべりなどの不安定性が，非高齢者例よりも強く病態に関与して

いる．
Grade Ⅰ	 前方すべりは，固有脊柱管前後径が広くても症状の発症に関与する場

合が多い.

背景・目的

高齢者では併存症などのために診断や手術療法が遅れるなど，罹病期間が長い
傾向がある．高齢者ではまた，後方のみでなく前方へのすべりも認められる．さ
らに，脊椎症性変化が多椎間に認められ，MRIでも脊柱管の狭窄が多椎間に及ぶ
など，画像だけでは病巣診断が困難な例が少なくない．高齢化社会を迎えた今日，
QOLの観点からも高齢者に対する頚椎手術を選択する機会が増えている．このた
め高齢者の頚椎症性脊髄症の特徴を理解しておくことが臨床的にも必要である．

解　説

頚椎の可動域を検討したX線学的研究から，高齢者では下位頚椎の椎間可動性
が減少し，このため代償性に上位の頚椎椎間の可動性が大きくなっていた．その可
動性の増大が頚椎の不安定性を生じ，脊髄の圧迫をきたすものと考えられた（EV  
level 7 1））．中国人における頚椎前後屈運動の可動域を調査した検討でも，健常群
および頚椎症性脊髄症群において加齢とともに可動域の大きさがC5/6から上位
のC4/5へ移行していた（EV level 7 2））．さらに，頚椎アライメントの検討では，高 
齢者では下位頚椎は後弯例が多く，これによりC3/4およびC4/5椎間での椎体の
すべりや不安定性を生じやすいことが狭窄の要因になっていた（EV level 7 3））．

頚椎症性脊髄症を65歳以上の高齢発症群と55歳以下の非高齢発症群に分けて
検討すると，高齢発症群は非高齢発症群よりも罹病期間が長く，障害高位は椎体の
すべりが大きいC3/4，C4/5椎間が80％を占めるなどより上位にあった．また，障
害責任高位より下位の椎間の可動性は有意に小さかった（EV level 7 4））．MRIに 
よる検討でも髄内輝度変化は高齢者ほど上位にあり，術前の重症度が高度な例が
多く，術後の改善率も劣っていた（EV level 7 5））．術中電気診断により単一椎間障
害と診断された65歳以上の頚椎手術42例中，C3/4ないしC4/5病変は40例（95％）
と高率を占めていた（EV level 7 6））．また，術中索路障害の高位電気診断が可能で
あった70歳以上の頚椎症性脊髄症18例中，C3/4が15例と最も多く，C4/5が2例，
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C5/6は1例であった（EV level 7 7））．65歳以上の手術患者79例を検討した報告で
は，3.5 mm以上のすべりを呈した症例の93%がC3/4あるいはC4/5椎間高位で
あった．また，3.5 mm以上の前方すべりは，固有脊柱管前後径が広くても症状が
発生していたことから，前方すべりは症状発症に関与している場合が多いとした

（EV level 7 8））．
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はじめに

「診断」は治療と異なり，手術などの明らかな介入がないというその性格上RCT
の実施は困難であり，したがってエビデンスレベルの高い論文は少ない．現在わ
れわれが診断の根拠としている多くの著名な論文は初版および改訂版の検索範囲

（1982 〜 2009年）以前にすでに公表されており，しかも当時はエビデンスという概
念はなく，その多くがcase seriesに分類されてしまうことから，今回のガイドラ
イン作成基準に当てはめてもそのエビデンスレベルは必ずしも高くない．しかし，
こうした論文から得られる知識あるいは手技は，先人たちが患者を詳細に診察し，
画像を注意深く読影するといったいわゆるretrospective case seriesから導き出さ 
れた結論が，長年にわたり数多くの臨床家による追試を受けた結果，現在まで残っ
ている大変貴重なものであり，その学問的価値は大規模RCTに比していささかも
劣るものではない．特に頚髄症の神経学に関する数多くのすぐれた臨床研究がわ
が国で行われてきたことは特筆に値する．今回の検索論文中には含まれなかった
ものの，歴史的に価値がありかつ日常診療にも有用と思われる重要な論文を紹介
し，その内容の一部を各回答の【解説】にも加えた．

まず，頚髄症の病型分類を理解することは臨床診断を考えるうえで重要と思わ
れる．Crandallの分類（Crandall PH et al：J Neurosurg 1966；25：57-66）では頚
髄症を，①脊髄の横断性麻痺を生じるもの，②上肢症状が主体のもの，③運動麻
痺が主体のもの，④一側の運動麻痺と深部感覚の障害と反対側の温痛覚の障害を
認めるもの，⑤上肢の痛みと脊髄症状を合併するもの，の5つに分類しており，頚
髄症の病態を考える際に参考となる．一方，服部の分類（服部　奨ほか：臨整外 
1975；10：990-998）は，本症を①上肢症状が主体のもの，②上肢症状に錐体路症
状（深部腱反射の亢進）が加わったもの，③さらに体幹・下肢の温痛覚障害が加わっ
たもの，の3つに分類しており，その進行過程や病期を考えるうえで有用である．

従来，神経根症状をもとにした神経学的高位診断に関する論文はあったものの， 
脊髄症の神経学的所見を詳細に検討し高位診断にまで言及した論文は欧米では見
当たらず，そのほとんどがわが国において発表されてきた．そのなかでも国分（国
分正一：臨整外 1984；19：417-424），平林ら（平林　洌ほか：臨整外 1984；19：
409-415），都築ら（都築暢之ほか：整形外科 1983；34：229-235）による臨床研究は 
神経根と脊髄髄節の高位診断の違い（脊髄運動髄節は1椎間，知覚髄節は1.5 〜 2椎
間，神経根高位から判断した髄節高位より頭側にずれている）を明確に示したもの
として価値の高い論文である．また，清水らによる肩甲上腕反射（scapulohumeral 
reflex）に関する詳細な臨床研究（Shimizu T et al：Spine 1993；18：2182-2190）は，
C4より上位のblind zoneにおける上位頚髄病変の診断指標を提示した貴重な論文
である．

画像診断は，頚椎症性脊髄症の診断にきわめて大きな役割を果たしている．なか
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でも単純X線とMRIは，頚椎症性脊髄症の診断に必須の検査といえる．単純X線
は，脊椎症性変化をみるだけでなく，発育性脊柱管狭窄の有無を評価するために
重要である．頚椎の発育性脊柱管狭窄の定義は，報告者により幅があるものの，単
純X線側面像における固有脊柱管前後径が12 〜 14 mm以下のものとすることが
多い．また前後屈位での単純X線によって，動的な不安定性についても評価が可
能である．MRIは，脊髄が圧迫されている部位やその程度を知ることができ，最
も有用性が高い検査である．MRIでみられる脊髄内の輝度変化についても，その
臨床的な意義が盛んに研究されている（亀山　隆ほか：臨床神経 1991；31：1177-
1181）．

一方，頚椎症による神経根症と脊髄症の臨床症候の違いに関しては，田中ら
の詳細な報告が日常診療に有用である（田中靖久ほか：越智隆弘，菊地臣一編，
NEW MOOK 整形外科No.6 頚椎症，金原出版，1999：pp30-38）．また，時として 
本症との鑑別が問題となる平山病［平山恵造ほか：精神経誌 1959；61：2190-2197， 
Hirayama K et al：Neurology（Mineap）1963；13：373-380］や解離性運動麻痺

（Keegan JJ：J Neurosurg 1965；23：528-536），頚椎症性筋萎縮症（祖父江逸郎ほ
か：臨整外 1975；10：999-1006）など特異的病態が初めて記載された原著論文は，
病態や臨床的特徴の理解のためにもぜひとも目を通すべきである．また，有効な
治療法のない筋萎縮性側索硬化症をはじめとする神経変性疾患と治療可能な頚椎
症性脊髄症との鑑別は慎重に行われなければならない（寺尾心一ほか：脊椎脊髄 
2002；15：455-458）．

頚椎症性脊髄症と腰部脊柱管狭窄症との合併も日常診療で比較的よく遭遇する
病態であるにもかかわらず，両者の合併に関連する報告は少ない．中原は胸腰部
脊柱管狭窄を合併した頚髄症の臨床画像所見ならびに手術成績につき詳細に検討
し，上肢症状に比べ下肢症状や排尿障害が強いときは腰部脊柱管狭窄症の合併を
考えるべきと述べており，日常診療において参考になると思われる（中原進之介：
越智隆弘，菊地臣一編，NEW MOOK 整形外科No.6 頚椎症，金原出版，1999；
pp240-246）．

本章のまとめ
本章の作成にあたり，初版ではMEDLINE検索の「診断」に関連する英文論文の

うち研究デザインがcase-control study以上の抄録を吟味し，ガイドライン作成に
適すると思われた論文が170編選択された．この170編に対し7名の査読者による
批判的査読が行われた結果132編が採用され，そのアブストラクトフォームが作
成された．その後，検索網にかからなかったものを中心に重要と思われる論文を
数編追加し，最終的に英文論文135編からなるアブストラクトテーブルが完成し
た．一方，和文論文に関しては，医学中央雑誌の検索によって抽出された．委員会
で採択された9項目のクリニカルクエスチョンに対し，以上の論文から適切なもの
を取捨選択しつつ，おのおののクエスチョンに対するサイエンティフィックステー
トメントが作成された．改訂版でも同様の作業がなされ，初版以後から2009年ま
でに公表された診断に関する英文論文61編と和文論文117編から，英文論文25編
と和文論文27編にアブストラクトフォームが作成された．このうち重要と思われ
る15編の英文論文が採用され追記された．以下にその要約を記す．
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頚椎症性脊髄症の診断は，詳細な病歴の聴取に始まり，神経学的所見を中心と
した身体所見を把握し，得られた情報から病態ならびに罹患高位を推定し，画像
所見との対比によって最終的に診断を確定するという一連の手順を踏むべきであ
る．また，必要に応じ電気生理学的検査や髄液検査などを追加し，総合的に診断を
下す必要がある．頚椎症性脊髄症に特徴的な臨床症状・徴候としては，手指のしび
れ，歩行障害，頚肩腕痛，深部腱反射の亢進，Hoffmann徴候，手指の巧緻運動障害，
myelopathy hand，顔面を除く主に四肢の感覚障害，四肢の筋力低下，Romberg徴 
候などがあげられる．このうちHoffmann徴候やmyelopathy handは圧迫性脊髄
症に特異度が高いとの報告がある．病歴を聴取する際には，初発症状として比較
的頻度の高い手指のしびれ，歩行障害の有無に注意する．また，深部腱反射亢進パ 
ターンと手指しびれの部位は，特定の髄節高位に比較的特異度の高い指標となりう
るため注意深く調べる必要がある．患者の重症度を表す指標としては日本整形外
科学会頚髄症治療成績判定基準（JOAスコア，日整会誌 1994；68：490-497）があ
り，術前スコアが術後成績と関連するとの報告もあるが，本スコアはQOLを含め 
た患者の自己評価がまったく考慮されていなかった．そこで患者立脚型の評価基準
として日本整形外科学会頚部脊髄症評価質問票（Japanese Orthopaedic Association 
Cervical Myelopathy Evaluation Questionnaire：JOACMEQ）が開発された．24の 
質問の答えから，頚髄症患者のQOLを，頚椎機能，上肢運動機能，下肢運動機能，
膀胱機能，健康状態に関するそれぞれの障害程度から評価するものであり，統計
学的処理により各質問に対する係数と式が設定され，頚髄症患者の障害をよく反
映するものとなった（Fukui M et al：J Orthop Sci 2008；13：25-31）．現在，多く
の追試がなされているが，今回の改訂期間までに公表された論文では他のShort 
Form-36 Health Survey（SF-36）などの患者立脚型評価法との十分な比較検討は
なされておらず，今後の課題といえる．

画像所見としては，単純X線側面像での発育性脊柱管狭窄の有無，骨棘などの
変形性変化の有無に注目する必要がある．動態撮影による不安定性の有無が発症
に関与するとの報告が多いが，改訂時点でもエビデンスレベルの高い論文はない．
MRIは単純X線と並んで重要な画像検査であり，T1強調像での脊髄の形態変化
やT2強調像での髄内輝度変化に注意する．ただし，髄内輝度変化は必ずしも脊髄
症状の軽重や予後を反映するわけではないとの報告がある一方で，T1強調像での
低輝度とT2強調像での多椎間にわたる高輝度の合併は予後不良の予測因子とな
るとの報告もある．さらにMRIによる脊髄の生化学的動態へのアプローチも始ま
りつつある．また，神経根障害の疑いがある例では，その確実な診断のためにも脊
髄造影あるいは脊髄造影後CT（computed tomography myelography：CTM）い
ずれかの併用が望ましい．また，画像上硬膜管や脊髄の圧迫が認められてもその
すべてが必ずしも症状の原因となっているわけではないため，神経学的所見との
対比がきわめて重要である．

電気生理学的検査に関しては，針筋電図は運動ニューロン疾患（motor neuron 
disease：MND）などの神経筋疾患や末梢神経病変の鑑別診断には有効だが，頚椎
症性脊髄症の確定診断における有用性を示すエビデンスはない．一方，体性感覚
誘発電位（somatosensory evoked potential：SEP），運動誘発電位（motor evoked 
potential：MEP）などの誘発電位は，頚椎症性脊髄症の病態の把握と脊髄機能評価 
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に有用であり，特に脊髄症の早期診断への応用が期待されている．
頚椎症性脊髄症の鑑別診断としては，椎間板ヘルニア，後縦靱帯骨化症，頚椎症

性神経根症，頚椎症性筋萎縮症，平山病，絞扼性末梢神経障害，脱髄性疾患，MND
などがあげられるが，これらの疾患の鑑別において有用な特異的な所見は少ない
ため，臨床，画像所見，電気生理学的検査を含めて総合的に判断すべきである．ま
た，頚髄症を疑わせる症状や臨床徴候を有しているにもかかわらず下肢の反射亢
進がみられない例や，上肢症状に比べて下肢症状や排尿障害が強い場合には，腰
部脊柱管狭窄の合併がないか注意する必要がある．

頚椎症性脊髄症は一度発症すると，しばしば経時的に進行増悪し，手指の巧緻
運動障害や歩行障害による日常生活動作（activities of daily living：ADL）障害を
きたし，QOLの著しい低下をもたらすことがある．慢性的な圧迫によって脊髄に
不可逆性変化が生じてしまうと，たとえ手術により圧迫を解除しても機能回復は
望めない．したがって脊髄の不可逆性変化が進行する前に，正しい診断を下し，適
切な治療を開始する必要がある．早期診断と早期治療開始は，患者のQOLを維持
するうえでもきわめて重要である．

いったん発症した脊髄症は全例ではないにせよ経過とともに進行するとの報告
が多く，かつ，現時点ではいかなる臨床あるいは画像所見が脊髄の不可逆性変化
を示すのか，明確なエビデンスが得られていない．したがって，頚髄症を疑わせる
臨床症状を呈し画像上脊髄の圧迫を認めた場合は，早期に日本脊椎脊髄病学会認
定脊椎脊髄外科指導医あるいは日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医に紹介し，そ
の診断，治療に関する意見を聞くことが重要である．

最後に，今回の分析結果から日本整形外科学会員にも広く受け入れられること
を期待し，頚椎症性脊髄症の診断の手順を提唱したい（前文の表3参照）．

改訂版にあたり
今回の改訂にあたり，初版以降〜 2009年までに公表された論文を検索した．こ

の期間に頚髄症の評価として患者立脚型のJOACMEQが立案・報告された．今回
の改訂期間の論文ではその有効性を実証するには至っていないが，現在多くの施
設で妥当性と信頼性について検証されてきている．しかしながら，係数による計算
が煩雑でありいまだ一般的とはいえず，簡易なJOAスコアと平林の改善率に基づ
く報告も多いのが現状である．今後のさらなる普及が望まれる．

電気生理学的診断についてもいくつかの有用な論文が採択された．特に，SEP
とMEPについては，脊髄症が顕在化していない段階でもsubclinicalな脊髄障害を 
検知することで，頚椎症性脊髄症の早期診断に応用できる可能性が期待される．
電気生理学的検査は典型的な頚椎症性脊髄症の診断には必須ではないが，神経学
的所見が明確でない場合やMRIが撮像できない場合には，補助的な診断法として
有用であろう．
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1 頚椎症性脊髄症の臨床症状に特徴はあるか
Clinical Question

要　約

Grade B	 Hoffmann徴候は圧迫性頚髄病変に特異度が高い．
Grade C	 Myelopathy	handは圧迫性頚髄症に特徴的であり，頚椎症性脊髄症

患者にも高い率で存在する可能性がある．

背景・目的

頚椎症性脊髄症で認められる頻度の高い臨床症状・徴候としては，手指のしび
れ，歩行障害，頚肩腕痛，深部腱反射の異常，Hoffmann徴候やBabinski徴候の出
現，手指の巧緻運動障害，myelopathy hand，顔面を除く主に四肢の感覚障害，四
肢の筋力低下，Romberg徴候，膀胱直腸障害などがあげられる．頚椎症性脊髄症
の診断に有用であるとの科学的裏づけのある臨床症状の有無につき文献的に検討
する．

解　説

手指のしびれと歩行障害はそれぞれ64％，16％の患者で初発症状として認めら
れたとの報告があり，注目すべき臨床症状である（EV level 7 1））．頚髄症による歩
行障害では下肢の筋力低下を伴うことは必ずしも多くなく，むしろ歩行時のふらつ
きを原因とするものが多い．また，このふらつきは閉眼により増強する（Romberg 
徴候）．頚髄症では上肢における上腕二頭筋腱以下すべての深部腱反射が亢進する
ことは必ずしも多くなく，反射の減弱を認める高位があり，それ以下の反射が亢進
し，かつHoffmann徴候やBabinski徴候が出現するというパターンが多い．すべて
の反射が亢進している場合は，むしろ上位頚髄または頭蓋内病変を疑う必要があ
る．Hoffmann徴候陽性患者と頚髄圧迫病変との関係を検討した報告では，頚髄圧
迫病変に対するHoffmann徴候の感度は58％で，特異度は78％であったとしている

（EV level 5 2））．また頚部痛や上肢痛および神経症状を認めないがHoffmann徴候
を認める患者と，MRI上の頚髄圧迫の有無の関連を検討した報告では，Hoffmann
徴候陽性患者の94％にMRI上頚髄の圧迫病変を認めたとしている（EV level 5 3））．

これらの報告よりHoffmann徴候は頚髄圧迫病変による所見の1つと考えられ
るが，画像上頚髄圧迫所見が存在しても頚髄症を発症していない場合も少なくな
いことを十分に考慮する必要がある．手指の巧緻運動障害も頚椎症性脊髄症に特
徴的な症状とされているが，なかでもmyelopathy handはその代表的臨床徴候で
あり，①尺側の1ないし2指（小・環指）の内転が障害され，さらに進行すると伸
展も障害された状態，②手指の素早い把握動作とその解除（いわゆるグー・パー）
が行えなくなる状態，と定義される．また，myelopathy handでは，つまみ動作
に際して手指の遠位の2関節の屈曲角度が大きくなることも報告されている（EV 
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level 6 4））．Myelopathy handの客観的指標としてfinger escape sign（小・環指の
内転および伸展障害の程度により5段階に分類される）と10秒テスト，すなわち
10秒間に手指の把握，伸展動作を何回行えるか（通常は25回以上可能，20回未満
は異常とされる）がある．10秒テスト以外にも，ボールに入ったピンを盤上の9つ 
の穴に入れる時間を，利き腕，非利き腕で測定するnine-hole-peg testなどの新しい 
評価法も報告されている（EV level 6 5））．頚椎症性脊髄症患者がこのmyelopathy 
handを呈する割合は90.3％であり（EV level 7 6）），myelopathy handは診断に際し 
て有用な徴候である．頚髄症の下肢機能に対する評価法も報告されてきているが，
いまだ一般的とはいえない（EV level 7 7））．

また，頚髄症による手指の巧緻運動障害では必ずしも手内筋の筋力低下や筋萎
縮は伴わないが，時として著明な筋萎縮を伴う例があるとの報告もあり注意を要
する（EV level 7 8））．感覚障害はほとんどの場合，四肢の末梢優位に認められ，顔
面には認めない．筋力低下は必ずしもみられるわけではない．

ただし，以上のすべての臨床症状・徴候は頚髄の障害すなわち頚髄症に特徴的
なものであり，必ずしも頚椎症による脊髄症に特有というわけではない．したがっ
て，OPLLや頚椎椎間板ヘルニアなど他の原因でも生じることを常に銘記すべき
である．

文　献
  1）  鎌田修博，里見和彦：最新頸椎症診療実践マニュアル：頸髄症の病型分類．Orthopaedics 1997；

10（6）：1-6
  2）  Glaser JA，Cure JK，Bailey KL et al：Cervical spinal cord compression and the Hoffmann 

sign. Iowa Orthop J 2001；21：49-52
  3）  Sung RD，Wang JC：Correlation between a positive Hoffmann’s reflex and cervical pathology 

in asymptomatic individuals. Spine 2001；26（1）：67-70
  4）  Sakai N：Finger motion analysis of the patients with cervical myelopathy．Spine 2005；30

（24）：2777-2782
  5）  Olindo S，Signate A，Richech A et al：Quantitative assessment of hand disability by the nine-

hole-peg test（9-HPT） in cervical spondylotic myelopathy．J Neurol Neurosurg Psychiatry 
2008；79（8）：965-967

  6）  Ono K，Ebara S，Fuji T et al：Myelopathy hand. New clinical signs of cervical cord damage. 
J Bone Joint Surg Br 1987；69（2）：215-219

  7）  Mihara H，Kondo S，Murata J et al：A new assessment method for lower extremity function 
in cervical myelopathy patients -The triangle step test-．J Spine Res 2008；19（3）：520-522

  8）  Ebara S，Yonenobu K，Fujiwara K et al：Myelopathy hand characterized by muscle wasting．
A different type of myelopathy hand in patients with cervical spondylosis．Spine 1988；13

（7）：785-791
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2 神経学的所見から頚椎症性脊髄症の高位診断は可能か
Clinical Question

要　約

Grade C	 腱反射，手指のしびれ，感覚障害，筋力低下などの分布やパターンによ
り，ある程度の高位診断が可能である．

背景・目的

脊髄症の高位診断は，まず神経学的所見から障害脊髄高位を推測し，これを各
種画像検査所見や電気生理学的検査所見と対比することによりなされる．神経学
的所見からの障害脊髄高位と他の検査所見からの障害高位が一致しない場合は，
他の疾患や他部位の病変との鑑別が必要となってくる．したがって，神経学的所
見からどの程度障害脊髄高位を予想できるかは，診断を進めていくにあたりきわ
めて重要であり，この点につき文献的に検討する．

解　説

1椎間の頚椎椎間板ヘルニアによる脊髄症を呈し，かつ神経根症状を認めず，手
術によりその神経症状が改善した症例における臨床徴候の検討では，深部腱反射
に関しては上腕二頭筋腱反射の亢進はC3/4椎間高位病変に特異度が高く（特異
度：95％，感度：65％），上腕二頭筋腱反射，上腕三頭筋腱反射の低下はそれぞれ
C4/5，C5/6椎間高位病変について特異度が高かった（特異度：94％，98％，感度：
65％，38％）．手指のしびれに関しては，全指にわたるしびれはC3/4またはC4/5
椎間高位病変に（特異度：86％，77％，感度：94％，50％），橈側の手指のしびれは
C4/5椎間高位病変に（特異度：95％，感度：30％），また，尺側の手指のしびれは
C5/6椎間高位病変について特異度が高い（特異度：86％，感度：87％）とされてい
る．筋力低下，感覚障害については全体に特異度，感度が低くあまり有用ではない
が，三角筋の筋力低下はC3/4椎間高位病変に特異度が高く（特異度：98％，感度：
35％），C7以下の感覚障害はC5/6椎間高位病変について特異度が高い（特異度：
90％，感度：63％）とされている（EV level 7 1））．

上記の研究に基づき，単椎間の圧迫による脊髄症50例（頚椎症性脊髄症42例， 
頚椎椎間板ヘルニア8例）について前向きでの検討が行われた．10年以上の脊椎
外科の経験をもつ専門医2名が独立に診断した神経学的高位と，MRI，脊髄造影，
CTMから判断した責任高位とを比較したところ，神経学的高位と画像上の責任高
位の一致率は66%であった．神経所見のうちでは，患者の自覚するしびれの部位が，
最も高い一致率（62%）を示した．これに対して反射，筋力低下，感覚障害（pinprick）
の一致率は低く，信頼性は高くなかった．神経学的高位と画像上の責任高位の一
致率は，年齢が高いほど低くなる傾向がみられた．これらの結果から，圧迫性頚髄
症における神経学的所見は，責任高位を推定するうえで，中等度の正確性，信頼性
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をもつと結論されている（EV level 7 2））．
また，1椎間に前方除圧固定術を施行し症状が改善した頚椎症性脊髄症，頚椎

椎間板ヘルニアあるいはOPLLに起因する脊髄症に対する国分の検討では，上腕
二頭筋腱反射の亢進を認めた症例はすべてC3/4椎間高位病変であり，上腕三頭
筋腱反射の低下を認めた症例の90％はC5/6椎間高位病変であったとしている． 
手指のしびれに関しては，全指にしびれを認める症例はC3/4，C4/5椎間高位病変
例のそれぞれ90％，73％であったとし，尺側手指にしびれを認める症例はC5/6，
C6/7椎間高位病変例のそれぞれ76％，75％であったとしている．筋力低下に関し
ては，三角筋に認める症例はすべてC3/4椎間高位病変であったとし，上腕三頭筋
に認める症例の90％はC5/6椎間高位病変であったとしている．感覚障害に関し
ては，全手指に及ぶ症例の74％はC4/5椎間高位病変であったとし，尺側手指に限
局している症例の98％はC5/6椎間高位病変であったとしている（国分正一：臨
整外 1984；19：417-424）．同様な症例を対象として検討を行った平林らの報告で
は，C3/4椎間高位病変では上腕二頭筋腱反射以下の亢進を67％に，C4/5椎間高
位病変では上腕三頭筋腱反射以下の亢進を50％に，C6/7椎間高位病変ではすべて
の症例で上肢の反射の亢進を認めなかったとしている．手指のしびれに関しては，
C3/4椎間高位病変では67％の症例で全指に，C4/5椎間高位病変では50％の症例
で橈側指に，C5/6椎間高位病変では50％の症例で尺側指に，C6/7椎間高位病変で
はすべての症例でしびれを認めなかったとしている．感覚障害については，C3/4，
C4/5，C5/6，C6/7椎間高位病変ではそれぞれC5，C6，C7，C8領域を中心に認め
たとしている（平林　洌ほか：臨整外 1984；19：409-415）．

これらの報告の結果は，C3/4，C4/5，C5/6，C6/7椎間高位に存在する運動髄節
はそれぞれC5，C6，C7，C8神経根に対応するものであり，知覚髄節には個人差が
あり運動髄節とほぼ同様である場合と，さらに1/2 〜 1髄節頭側にずれている場合
があるという都築らの報告（都築暢之ほか：整形外科 1983；34：229-235）ともほ
ぼ一致している．

責任高位を，MRIでの髄内高信号の部位と定義し，神経学的所見（上肢筋力低
下，深部腱反射，上肢感覚障害）と比較する後ろ向き研究も報告されている．MRI 
T2強調像で，髄内高信号が1 ヵ所のみにみられる106例の手術症例（頚椎症性脊
髄症79例，OPLL18例，頚椎椎間板ヘルニア9例）での検討によれば，上肢感覚障
害の診断精度が最も高かった（87%）．筋力低下に基づく高位診断の精度は，上肢
感覚障害や腱反射に比べ低かった（EV level 7 3））．

以上より，頚椎症性脊髄症において，神経学的所見（腱反射，筋力低下，感覚障
害，上肢のしびれの範囲）から，障害脊髄高位を推定することがある程度可能と考
えられる．特に上肢のしびれ，感覚障害，深部腱反射は，責任高位の診断に有用で
ある．頚髄症の診断に際しては，神経学的所見と各種画像検査所見や電気生理学的
検査所見を対比することで総合的に判断することが大切である．頚椎症性脊髄症
ではしばしば多椎間での圧迫がみられ，責任高位を確定することは困難な場合も
多い．また，高齢者や糖尿病に伴う末梢神経障害を合併している場合では，腱反射
が減弱あるいは消失し，診断の手がかりにならないこともあるため注意を要する．
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文　献
  1）  Matsumoto M，Fujimura Y，Toyama Y：Usefulness and reliability of neurological signs for 

level diagnosis in cervical myelopathy caused by soft disc herniation．J Spinal Disord 1996；
9（4）：317-321

  2）  Matsumoto M，Ishikawa M，Ishii K et  al：Usefulness  of neurological  examination  for 
diagnosis of the affected level in patients with cervical compressive myelopathy：prospective 
comparative study with radiological evaluation．J Neurosurg Spine 2005；2（5）：535-539

  3）  Seichi A，Takeshita K，Kawaguchi H et al：Neurologic level diagnosis of cervical stenotic 
myelopathy．Spine 2006；31（12）：1338-1343
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3 頚椎症性脊髄症の重症度を表す評価法はあるか
Clinical Question

要　約

Grade C	 JOAスコアは頚髄症の重症度を表す指標として広く用いられている．
Grade Ⅰ	 患者立脚型評価のJOACMEQは患者の障害の程度をよく反映する．

背景・目的

頚髄症が発症した場合，その治療法としてはADLに大きな支障がない場合は保
存療法が，支障をきたす場合は手術療法が選択されることが多い．ADLに支障が
ある患者が術後，ADLに支障がない程度まで機能回復が得られるか否かを術前に
予想できる臨床的指標があるならば，手術時期の決定に大いに役立つ．エビデン
スに裏づけられた臨床的指標の有無につき文献的に検討する．

解　説

現在，頚髄症の重症度を表す指標としてわが国ではJOAスコアが頻用されてい
る．JOAスコアは術後の症状の改善を左右するといわれている因子のすべてを評
価しているわけではないが，術後の平林法による改善率と相関するという報告が
ある（EV level 7 1））．しかし，圧迫性頚髄症（頚椎症性脊髄症21例，頚椎椎間板ヘ
ルニア4例，OPLL 55例）に対して片開き式脊柱管拡大術を施行した症例の5年以
上の成績を検討した結果，術前JOAスコアと術後改善度との間には相関はなかっ
たという報告もあり（EV level 7 2）），一定の見解は得られていない．また頚椎症性
脊髄症に対して頚椎前方除圧固定術を施行した139例に関する報告では，日本脊髄
外科学会の頚椎神経障害スケール（Neurosurgical Cervical Spine Scale：NCSS）に
おいて術前のNCSSと術後改善度との間に相関はなかったとしている（EV level 
7 3））．頚髄症の術後改善度を左右する因子として，術前の症状の程度のほかに手術
時年齢，手術までの罹病期間が報告されている（EV level 7 2 〜 4））．JOAスコアや
NCSSにはこれらの要素は加味されていないため，術後改善度との相関が一概に
は得られなかったものと思われる．

他のスコアの比較では， 100例の手術例の術前後をMyelopathy Disability Index
（MDI），JOAスコア，European Myelopathy Score（EMS），Nurick grade，Ranawat  
grade，Odom’s Criteria，SF-36の7つのスケールで比較検討した報告では，MDI
の感度が最も高いものの，それぞれのスケールに一長一短があり，よりよいスケー
ルが必要だと結論している（EV level 7 5））．

今回の改訂版までに患者立脚型の評価としてJOACMEQが開発された．24の質
問の答えから，圧迫性頚髄症患者のQOLを，頚椎機能，上肢運動機能，下肢運動
機能，膀胱機能，健康状態に関するそれぞれの障害程度を評価するものであり，統
計学的処理により各質問に対する係数と式が設定され，患者の障害をよく反映す
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るものとなった（EV level 7 6））．さらに今後の追試により術後の変化がどのよう
に反映されるかを検討する必要がある．

文　献
  1）  Iwasaki M，Kawaguchi Y，Kimura T et al：Long-term results of expansive  laminoplasty 

for ossification of  the posterior  longitudinal  ligament of  the cervical spine：more than 10 
years follow up．J Neurosurg 2002；96（2 Suppl）：180-189

  2）  Satomi K，Ogawa  J，Ishii Y et  al：Short-term complications  and  long-term results  of 
expansive open-door  laminoplasty  for cervical stenotic myelopathy．Spine J 2001；1（1）：
26-30

  3）  Kadoya S，Iizuka H，Nakamura T：Long-term outcome  for  surgically  treated cervical 
spondylotic radiculopathy and myelopathy．Neurol Med Chir （Tokyo） 2003；43（5）：228-
240；discussion 241

  4）  Emery SE，Bohlman HH，Bolesta MJ et al：Anterior cervical decompression and arthrodesis 
for the treatment of cervical spondylotic myelopathy．Two to seventeen-year  follow-up．J 
Bone Joint Surg Am 1998；80（7）：941-951

  5）  Singh A，Crockard HA：Comparison of seven different scales used to quantify severity of 
cervical spondylotic myelopathy and post-operative  improvement．J Outcome Meas 2001-
2002；5（1）：798-818

  6）  Fukui M，Chiba K，Kawakami M et  al．Japanese Orthopaedic Association Cervical 
Myelopathy Evaluation Questionnaire（JOACMEQ）：part 4．Establishment of equations for 
severity scores．J Orthop Sci 2008；13（1）：25-31
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4 頚椎症性脊髄症の単純X線像に特徴はあるか
Clinical Question

要　約

Grade B	 発育性脊柱管狭窄が頚椎症性脊髄症の発症に関与している．
Grade B	 Torg–Pavlov比が疾患発症の予測に役立つ．
Grade C	 頚椎の不安定性が脊髄症の発症に関与している場合がある．

背景・目的

頚椎症性脊髄症の診断の補助となるような単純X線像の特徴的所見の有無につ
き文献的に検討する．

解　説

外科的除圧術を要した頚椎症性脊髄症患者28例の術前単純X線像のC3-C7の
固有脊柱管前後径と椎体の前後径ならびに両者の比（Torg–Pavlov比）を計測し，
対照群88例と比較した結果，すべての高位別あるいは全レベルの平均でTorg–
Pavlov比は手術患者群で対照群に比し有意に小さく，ロジスティック回帰分析で
はTorg–Pavlov比と年齢が頚髄症の発症に大きな影響を与えていたとの報告があ
る（EV level 6 1））．同様に頚椎症性脊髄症患者100例と頚椎疾患を有さない対照群
との比較研究においても，Torg–Pavlov比はいずれの年代でも有意差があり，脊
柱管前後径にも有意差が認められた．以上より脊柱管狭窄が疾患発症の重要な因
子であると結論づけた報告がなされている（EV level 6 2））．

健常成人，頚肩腕症候群，頚部脊椎症の脊柱管前後径を測定した研究では，頚椎
症性脊髄症患者の82％に発育性脊柱管狭窄（男性14 mm以下，女性13 mm以下と
定義）がみられた（肥後　勝：日整会誌 1987；61：455-465）．また，60歳以上42例
を対象として若年者と加齢的変化につき比較した調査研究では，前者では動的脊柱
管狭窄に加え加齢による骨棘由来の静的狭窄を呈していたと報告されている（EV 
level 6 3））．

単純Ｘ線像での不安定性など，動的因子の脊髄症発症への関与を示唆する論文
は多い．詳細は「第2章 病態」を参照されたい．
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文　献
  1）  Yue WM，Tan  SB，Tan MH  et  al：The Torg-Pavlov  ratio  in  cervical  spondylotic 

myelopathy：a comparative study between patients with cervical spondylotic myelopathy 
and a nonspondylotic，nonmyelopathic population．Spine 2001；26（16）：1760-1764

  2）  Chen IH，Liao KK，Shen WY：Measurement of cervical canal sagittal diameter in Chinese 
males with cervical spondylotic myelopathy．Zhonghua Yi Xue Za Zhi （Taipei）1994；54 

（2）：105-110
  3）  Hayashi H，Okada K，Hashimoto J et al：Cervical  spondylotic myelopathy  in  the aged 

patient．A radiographic evaluation of the aging changes in the cervical spine and etiologic 
factors of myelopathy．Spine 1988；13（6）：618-625
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5 頚椎症性脊髄症のMRIに特徴はあるか
Clinical Question

要　約

Grade A	 MRIは頚椎症性脊髄症の診断に欠かせない画像診断法である．
Grade C	 MRI単独では骨棘か軟部組織かなど圧迫因子自体の鑑別には限界があ

り，単純X線像やCTなどとの併用が望ましい．
Grade Ⅰ	 T2強調像の髄内高輝度変化は脊髄症の存在を示唆する．

背景・目的

今日，MRIは頚椎症性脊髄症を診断するうえで単純X線像と並んで最も重要な
検査である．その画像所見の特徴について文献的に検討する．

解　説

MRIにおける脊髄圧迫および扁平化は本疾患を示唆する所見である．手術療法
を行った51例の頚椎症性脊髄症患者における術後MRIの脊髄形態変化と脊髄症
状の改善度との関連を評価した研究では，3例を除くすべての症例で脊髄形態の
改善が観察された．また，この脊髄形態の復元は脊髄症状の改善度と比例した（EV 
level 7 1））．さらに35例の頚椎症性脊髄症患者の研究では，MRI横断像における脊
髄横径に対する前後径の比（anteroposterior compression ratio：APCR）と術後予 
後との関連が評価された．その結果，APCRが40％以上の者は38％以下の者より
術前神経症状が軽度であり，10％以下の者は術後改善が得られなかった．以上よ
りAPCRは術後の予後予測に有用であったと結論している（EV level 7 2））．また，
APCRについては剖検例の検討でも30%以下で不可逆性変化が生じていることを
示す文献がある（EV level 7 3））．

一方，頚部脊髄症121例のMRI T1強調矢状断像における脊髄の圧迫度，JOAス
コアによる臨床症状および脊髄造影所見を評価した研究では，MRI上の頚髄圧迫
度と脊髄症重症度，脊柱管前後径，脊髄造影における硬膜管の圧迫度は有意に相関
していた．したがって，T1強調像は圧迫性脊髄症の診断や手術成績の正確な評価
に有用であると結論している（EV level 6 4））．また，頚髄圧迫性病変147例をMRI 
T2強調像で評価した亀山らによる研究では，全体の45.7％に髄内高輝度変化を認
めた．一方で，神経根症のみを呈する症例では高輝度変化は1例も認めなかった． 
また，最も高輝度変化を示す部位は責任病巣と一致する傾向があった（亀山　隆
ほか：臨神経 1991；31：1177-1181）．以上より，T1強調像は圧迫度の判定に有用で，
T2強調像における髄内高輝度領域は脊髄症の存在を示唆し，最も高輝度を示す部
位は責任病巣に一致する可能性が高いといえる．

一方，頚椎部圧迫性脊髄症に対する保存療法の結果をMRI上の髄内輝度の増強
により予測可能か検討した報告では，軽症例において髄内輝度の増強が認められ 
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ても，保存療法の結果は必ずしも不良ではなかった（EV level 7 5））．また，手術を
施行した頚椎症性脊髄症患者35例における研究では，MRI T2強調像あるいはプ
ロトン密度強調像における髄内高輝度病化と術後の症状改善が検討されたが，術
後MRIの髄内輝度縮小および不変例ともに症状が改善した例があったことから，
髄内高輝度病化は可逆性あるいは不可逆性病変の両者を反映していると結論づけ
た（EV level 7 6））．一方，67例の頚椎症性脊髄症手術例の分析から，T1強調像で低
輝度，さらにT2強調像で多椎間にわたる高輝度所見は重症患者で出現頻度が高く，
術後成績不良の高い指標になるとの報告もあり，今後さらなるエビデンスの蓄積
が不可欠と思われる（EV level 7 7））．

また，近年MRIの技術によりdiffusion tensor imagingやMR spectroscopyで脊 
髄の状態を評価する論文も出現しつつある．頚椎症性脊髄症患者21例における研
究では，脊髄内のN-acetylaspartate/creatine比が有意に低かったが，脊髄症の重
症度とは相関しなかったとしている．今後，さらにMRIによる脊髄内の神経伝導や
生化学的変化の検討が進んでいくと思われる（EV level 7 8））．

以上より，MRIは頚椎症性脊髄症の診断に欠かせない画像診断法であり，今後新
しい技術も含めさらなる検討が期待される．しかしながら，圧迫因子（骨棘，椎間
板を含む軟部組織など）の判定にはMRI単独では不向きとの報告もあり（EV level 
7 9， 10）），単純X線像やCTなどの検査を併用し，総合的に判断することが頚椎症性
脊髄症の診断においては重要である．

文　献
  1）  Gillams AR，Soto JA，Carter AP：Fast spin echo vs conventional  spin echo  in cervical 

spine imaging．Eur Radiol 1997；7（8）：1211-1214
  2）  Bucciero A，Vizioli L，Tedeschi G：Cord diameters and their significance in prognostication 

and decisions about management of  cervical  spondylotic myelopathy．J Neurosurg Sci 
1993；37（4）：223-228

  3）  Iwabuchi M，Kikuchi S，Sato K：Pathoanatomic  investigation  of  cervical  spondylotic 
myelopathy．Fukushima J Med Sci 2004；50（2）：47-54

  4）  Nagata K，Kiyonaga K，Ohashi T et al：Clinical value of magnetic resonance imaging for 
cervical myelopathy．Spine 1990；15（11）：1088-1096

  5）  Matsumoto M，Toyama Y，Ishikawa M et al：Increased signal intensity of the spinal cord 
on magnetic resonance  images  in cervical compressive myelopathy．Does  it predict  the 
outcome of conservative treatment? Spine 2000；25（6）：677-682

  6）  Bucciero A，Vizioli L，Carangelo B et al：MR signal enhancement  in cervical spondylotic 
myelopathy．Correlation with surgical results  in 35 cases．J Neurosurg Sci 1993；37（4）：
217-222

  7）  Fernández de Rota  JJ，Meschian S，Fernández de Rota A et al：Cervical  spondylotic 
myelopathy due to chronic compression:  the role of signal  intensity changes  in magnetic 
resonance images．J Neurosurg Spine 2007；6（1）：17-22

  8）  Holly LT，Freitas B，McArthur DL et al：Proton magnetic  resonance  spectroscopy  to 
evaluate spinal cord axonal  injury  in cervical spondylotic myelopathy．J Neurosurg Spine 
2009；10（3）：194-200

  9）  Sengupta DK，Kirollos R，Findlay GF et al：The value of MR  imaging  in differentiating 
between hard and soft cervical disc disease：a comparison with  intraoperative findings．
Eur Spine J 1999；8（3）：199-204
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  10）  Larsson EM，Holtas S，Cronqvist S et al：Comparison of myelography，CT myelography 
and magnetic  resonance  imaging  in cervical  spondylosis and disk herniation．Pre- and 
postoperative findings．Acta Radiol 1989；30（3）: 233-239
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6 脊髄造影検査は頚椎症性脊髄症の診断に有用か
Clinical Question

要　約

Grade C	 脊髄造影および造影後CT（CTM）は，MRIが禁忌である場合や，術前の
詳細な評価の際には有用である．

背景・目的

MRIの普及・画質の向上に伴い，脊髄造影検査の役割は限定されたものとなっ
ている．しかし術前のより詳細な評価を行う際には，脊髄造影およびCTMは，MRI
で得られる情報を補完することができ，有用性が高いと考えられる．また，現在脊
髄造影を行った際には，CTを同時に撮像することが多い．

解　説

手術により頚椎症性神経根症または脊髄症と診断された20例を対象として，術
前MRIとCTMについて椎体と椎間板の結合部の変化，椎間関節の変化，椎間孔の 
病変，脊髄径，脊髄の圧迫度を評価した研究では，両者に中等度の相関がみられ，
これら2つの検査が相補的役割を果たしていると考えられた（EV level 7 1））．頚椎
症性神経根症23例においてMRI（0.5 Tと1.5 T）とCTMでの描出効果を脊髄およ
び神経根の圧迫の程度から検討した別の研究では，脊髄の圧迫所見はMRIのほう
がすぐれ，特に1.5 T MRIで判読が良好であったが，4 mmスライスのMRIは神経
根の圧迫所見を描出するには不適格であった．これは椎間孔部での骨性要素による
圧迫所見がMRIでは描出されにくいためと考えられている．以上より，脊髄圧迫の
評価にはMRIが有用であり，神経根圧迫の評価にはCTMが有用であったと結論づ
けられている（EV level 7 2））．したがって，椎間孔部以外での脊髄の圧迫評価には
MRIのみで十分であるが，実際の臨床において本疾患を診断するうえで神経根症
の合併の有無を判断することは時として重要であり，こうした場合にはMRIとと
もに造影検査を施行することが望ましい．

脊髄造影とCTMについては，ともに脊柱管や椎間孔の狭窄の描出にすぐれ，単
独でも同等に有用性があると報告されている（EV level 7 3））．また，CTMはくも
膜下腔や脊髄の描出にすぐれているが，椎体の動きや黄色靱帯の突出は脊髄造影
が診断上有利であるなど，通常は脊髄造影で十分であり，必要に応じてCTMを行
うべきであるとの報告もある（EV level 6 4））．

以上から，「CQ5：頚椎症性脊髄症のMRIに特徴はあるか」の項でも言及したよ
うに，MRI単独では圧迫因子（骨棘と椎間板を含む軟部組織など）の鑑別は困難で 
ある（EV level 7 5， 6））ことからも，椎間孔部病変の診断には，脊髄造影およびCTM 
が有用と考えられる．

ただし，脊髄造影は侵襲的な検査であるため，患者に及ぼす影響には十分留意す 
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べきである．CTMによる評価を行った連続637例の後ろ向き調査によれば，28例
（4.4%）に有害事象のカルテ記載があり，このうち1例に重篤な有害事象（持続性
の髄液漏）があった（EV level 7 7））．さらにChinらは，患者に対する聞き取り調査
で検査に伴って何らかの異常があったとする回答が調査対象の30%にのぼったこ
とから，カルテに記載された以上に患者への負担があるかもしれないとしている. 

文　献
  1）  Shafaie FF，Wippold FJ  2nd，Gado M et  al：Comparison  of  computed  tomography 

myelography and magnetic resonance  imaging  in  the evaluation of cervical  spondylotic 
myelopathy and radiculopathy．Spine 1999；24（17）：1781-1785

  2）  Bartlett RJ，Hill CA，Devlin R et al：Two-dimensional MRI at 1.5 and 0.5 T versus CT 
myelography in the diagnosis of cervical radiculopathy．Neuroradiology 1996；38（2）：142-
147

  3）  Sobel DF，Barkovich AJ，Munderloh SH：Metrizamide myelography and postmyelographic 
computed  tomography：comparative  adequacy  in  the  cervical  spine．AJNR Am  J 
Neuroradiol 1984；5（4）：385-390

  4）  Yu YL，du Boulay GH，Stevens JM et al：Computed tomography  in cervical spondylotic 
myelopathy and radiculopathy：visualisation of structures，myelographic comparison，cord 
measurements and clinical utility．Neuroradiology 1986；28（3）：221-236

  5）  Sengupta DK，Kirollos R，Findlay GF et al：The value of MR  imaging  in differentiating 
between hard and soft cervical disc disease：a comparison with  intraoperative findings．
Eur Spine J 1999；8（3）：199-204

  6）  Larsson EM，Holtas S，Cronqvist S et al：Comparison of myelography，CT myelography 
and magnetic  resonance  imaging  in cervical  spondylosis and disk herniation．Pre- and 
postoperative findings．Acta Radiol 1989；30（3）：233-239

  7）  Chin KR，Eiszner JR，Huang JL et al：Myelographic evaluation of cervical spondylosis：
patient tolerance and complications．J Spinal Disord Tech 2008；21（5）：334-337



41Clinical Question 7

7 電気生理学的検査は頚椎症性脊髄症の診断 
ならびに脊髄機能評価に有用か

Clinical Question

要　約

Grade C	 電気生理学的検査は，典型的な頚椎症性脊髄症の診断には必須ではな
いが，特に神経学的所見が明確でない場合には，補助的診断法として
有用である．

Grade B	 体性感覚誘発電位（SEP）と運動誘発電位（MEP）は，脊髄症状の発現に
先立って脊髄障害を検知することができ，頚椎症性脊髄症の早期診断に
応用できる可能性がある．

背景・目的

本症の診断はほとんどの場合，臨床所見の把握と画像検査で可能であるが，時
として針筋電図などの電気生理学的検査が有用と思われる例を経験する．また，
最近では脊髄の機能評価にSEP，MEPをはじめとする誘発電位が有用であるとの
報告が増えている．そこで，本症の診断ならびに脊髄機能評価にこれら電気生理
学的検査が有用か否かを文献的に検討する．

解　説

近年，脊髄症の診断において，SEP，MEPをはじめとする誘発電位の有用性が注
目されるようになった．SEPが頚椎症性脊髄症の診断に有用とする複数の報告が
ある．頚椎症性脊髄症患者42例を対象とした後ろ向き調査によると，正中神経刺
激SEPの診断感度は，臨床所見をゴールドスタンダードとした場合，MRIと同等
であり，特異度は勝る傾向にあった（EV level 7 1））．また，頚椎疾患患者36例と健
常者22例の短潜時SEPを比較した研究では，頚椎疾患の診断においては通常の潜
時のみならず絶対潜時ならびに振幅も含めて検討することが有用であると述べら
れている（EV level 6 2））．

MEPについても，多くの臨床研究が報告されている．MRIで脊髄圧迫所見があ
る患者51例について，MEPおよびSEP（脛骨神経刺激）を評価した研究によれば，
脊髄症が疑われるにもかかわらず明確な神経所見がない群では，SEPに比べMEP
の異常の頻度が高かった．Simóらは，MEPは早期の頚椎症性脊髄症の診断感度に
おいてSEPに勝ると述べている（EV level 7 3））. 経頭蓋刺激によるMEPから得ら
れた中枢運動神経伝導時間（central motor conduction time：CMCT）は，脊髄遠
心路の有用な機能評価法であるとされている（EV level 6 4））．頚椎症性脊髄症患者 
141例を対象とした研究では，CMCTはMRIでの硬膜圧迫所見の程度に相関して
いた（EV level 7 5））．

SEPとMEPを併用することで，脊髄障害の程度や脊髄症の発現について，より
正確な評価が可能になるとする報告もある．臨床症状と画像上の脊髄圧迫から診断 
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した頚椎症性脊髄症（22例）と神経根症（17例）について調査した研究によれば，脊 
髄症の約90%においてCMCTの延長，異常波形などのMEPの異常所見がみられ
た．一方，SEPの異常所見は脊髄症の約80％にみられたが，神経根症ではみられな
かった．Chistyakovらは，脊髄症における伝導障害の重症度は，MEPとSEPの両
方を評価することで最もよく評価されうると述べている（EV level 6 6））．また，頚
髄の圧迫所見がみられるが明瞭な脊髄症の所見がない症例についての研究では，
30例中15例にMEPまたはSEPの異常所見がみられた．この15例のうち，2年間
の追跡期間中に5例に脊髄症が出現した．一方，初診時にMEPとSEPに異常がな
かった群では，2年間のうちに脊髄症が出現したものはなかった．Bednarikらは， 
MEPとSEPの併用は，脊髄症を伴わないsubclinicalな頚髄圧迫病変の評価に有用
であるとしている（EV level 5 7））．この研究グループはさらに対象を増やし，電気
生理学的検査によって新規の脊髄症の発現がどの程度予測できるかを検討してい
る．MRIにて脊髄の圧迫所見があり，かつ脊髄症の所見のない199例について，初
診時にMRIと電気生理学的検査（SEP，MEP，筋電図）を実施し，6 ヵ月ごとに臨
床所見を評価した（追跡期間2 〜 12年間）．22.6%（45/199）において追跡期間中に
脊髄症が出現し，このうち35.6%（16/45）は1年以内に脊髄症がみられた．初診時
のSEPとMEPの異常所見は，早期（1年以内）の脊髄症の発生と関連がみられた． 
Bednarikらは，初診時の神経根症の有無，SEPの異常所見，MEPの異常所見，MRI
の髄内高輝度変化を用いた多重ロジスティックモデルによって，81.4%の症例にお
いて脊髄症の早期発症例を判別することができたとしている（EV level 5 8））．

文　献
  1）  Nakai S，Sonoo M，Shimizu T：Somatosensory evoked potentials（SEPs）for the evaluation of 

cervical spondylotic myelopathy：utility of the onset-latency parameters．Clin Neurophysiol 
2008；119（10）：2396-2404

  2）  牧野恵子，田中穂積，大場憲雄ほか：頸部疾患における体性感覚誘発電位の検討．北村山病医
誌 2000；5：554-556

  3）  Simó M，Szirmai  I，Arányi Z：Superior sensitivity of motor over somatosensory evoked 
potentials in the diagnosis of cervical spondylotic myelopathy．Eur J Neurol 2004；11（9）：
621-626

  4）  小林　悟，里見和彦，星　亨：経頭蓋的磁気刺激法による頸椎症性脊髄症，神経根症の運動路
評価．東日臨整外会誌 1995；7（4）：583-586

  5）  Lo YL，Chan LL，Lim W et al：Systematic correlation of transcranial magnetic stimulation 
and magnetic resonance imaging in cervical spondylotic myelopathy．Spine 2004；29（10）：
1137-1145

  6）  Chistyakov AV，Soustiel JF，Hafner H et al：Motor and somatosensory conduction in cervical 
myelopathy and radiculopathy．Spine 1995；20（19）：2135-2140

  7）  Bednarik J，Kadanka Z，Vohanka S et al：The value of somatosensory and motor evoked 
potentials in pre-clinical spondylotic cervical cord compression．Eur Spine J 1998；7（6）：493-
500

  8）  Bednarik J，Kadanka Z，Dusek L et al:Presymptomatic spondylotic cervical myelopathy：
an updated predictive model．Eur Spine J 2008；17（3）: 421-431



43Clinical Question 8

8 頚椎症性脊髄症と鑑別すべき疾患とその鑑別点はあるか
Clinical Question

要　約

Grade C	 頚椎症性脊髄症との鑑別が必要なものには，頚椎椎間板ヘルニア，頚椎
後縦靱帯骨化症（OPLL），頚椎症性神経根症，頚椎症性筋萎縮症，平山
病，絞扼性末梢神経障害，脱髄疾患，運動ニューロン疾患（MND）など
があげられる．

背景・目的

頚椎症性脊髄症，頚椎椎間板ヘルニア，OPLL，頚椎症性神経根症，平山病，頚椎
症性筋萎縮症，MNDはいずれも頚髄または頚部神経根に病変が存在しており，ま
た，脱髄疾患も頚髄に病変が及ぶことが多く，時としてその鑑別に難渋する．これ
らの疾患について臨床症状や検査所見の違いを明確に区別しうるか否かを文献的
に検討する．

解　説

上記の疾患と頚椎症性脊髄症との臨床症状の違いを詳細に検討した研究は，採択
された論文のなかには見当たらないが，疾患の定義から当然臨床症状の違いは存在
する．おのおのの疾患について以下に概説する．
1）頚椎椎間板ヘルニア

椎間板の退行変性が基盤となり，椎間板組織が脊柱管内に突出あるいは脱出し，
脊髄，神経根を圧迫し発症する．30 〜 50歳代と発症年齢がやや低く，発症がやや急
性で神経根症を伴うことが多いなどの特徴はあるものの，臨床症状のみからの鑑
別は困難な例が少なくないため，MRIなど画像診断による鑑別が必要となること
が多い．
2）頚椎後縦靱帯骨化症（OPLL）

本来は軟部組織である後縦靱帯の肥厚・骨化により徐々に頚髄が圧迫され，脊髄
症状を呈する原因不明の疾患である．発症は50歳代の男性に多いが，神経症状自体
は本症と決定的な違いはなく，単純X線あるいはCTで椎体後縁に沿う骨化巣を同
定することで鑑別可能である．
3）頚椎症性神経根症

骨棘などの頚椎症性変化による圧迫のため頚部神経根が障害される疾患である．
したがってその症状は神経根の機能障害に由来する．具体的には後頚部から肩甲
帯にかけての痛み，上肢痛，手指のしびれ，上肢の感覚障害・筋力低下・筋萎縮・
線維束攣縮，上肢の深部腱反射の低下が認められる．ただし必ずしもすべての症状
が出現するわけではない．通常，単一神経根が障害されるため，症状は一側性で障
害神経根に対応する比較的限局した領域の感覚障害・筋力低下・深部腱反射の低下
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が認められる．頚椎症性脊髄症との違いは，脊髄障害による症状を認めない点であ
る．具体的には体幹・下肢の感覚障害・筋力低下，膀胱直腸障害，深部腱反射の亢
進，Hoffmann徴候やBabinski徴候の出現は神経根症では認められない．したがっ
て，脊髄障害に伴う症状が認められれば脊髄症と神経根症との鑑別は困難ではな
いが，脊髄症であってもこれらの症状が必ずしも認められない例もあり，さらに
両者の合併もありうるので注意を要する．最終的な診断は，画像検査などの補助検
査の結果と併せて総合的に決定すべきである（田中靖久ほか：NEW MOOK 整外 
1999；6：30-38）．
4）平山病

10 〜 20歳代前半に発症する一側性上肢の筋萎縮・筋力低下を主徴とする疾患で
ある．臨床上の特徴は，ほとんどが若年発症で男性であるということ，筋萎縮は骨
間筋，小指球筋，尺側手根屈筋などに認められること，感覚障害を伴わないことで
ある．ほかに寒冷麻痺，指伸展時振戦を認めることもある．頚椎症性脊髄症との違
いは，好発年齢が大きく異なること，上肢の感覚障害，体幹・下肢の感覚障害・筋
力低下，膀胱直腸障害，深部腱反射の亢進，Hoffmann徴候やBabinski徴候の出現
を認めないことがあげられる（平山恵造：臨床神経 1993；33：1235-1243）．しかし，
頚椎症性脊髄症のなかにも感覚障害を呈さず一側上肢の筋萎縮・筋力低下を主徴
とするものが存在するので注意を要する．本症は頚椎前屈時に脊髄が前方へ変位
し，椎体後面に押しつけられることで発症するといわれており，最終的な診断は脊
髄造影やdynamic MRIにより頚椎前屈時の頚髄の扁平化をとらえることが重要 
である．
5）頚椎症性筋萎縮症

頚椎症性筋萎縮症は，Keeganが提唱した解離性運動麻痺（dissociated motor 
loss），すなわち脊髄神経の前根の障害により支配筋に筋力低下・筋萎縮が生じる
病態と，祖父江らが報告した脊髄灰白質前角部に責任病巣がある狭義の頚椎症性筋
萎縮症が含まれている．両者とも感覚障害をほとんど認めない点で通常の神経根症
と区別されるが，手指のしびれはしばしば認められる．また，線維束攣縮もしばし
ば認められる所見である．前者と脊髄症との違いは脊髄の索路障害による症状を認
めない点で，脊髄症状の有無に注意すれば鑑別は容易である．しかし，後者の場合，
軽度の下肢反射亢進などの脊髄症状を伴うことも多く，さらに両者が合併した病態
も存在するなど，厳密な鑑別は困難なことも少なくない．したがって，最終的な診
断は画像検査に加え，筋電図などの補助検査の結果を総合的に決定することとな
る（Keegan JJ：J Neurosurg 1965；23：528-536，祖父江逸郎ほか：臨整外 1975；
10：999-1006）．
6）運動ニューロン疾患（MND）

MND，特に筋萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis：ALS）は上位運
動ニューロンと下位運動ニューロンが選択的に障害される原因不明の神経変性疾 
患であるが，四肢の運動麻痺や筋萎縮など初期では頚椎症性脊髄症と紛らわしい
症状を呈することがある．ALSは通常発症後3 〜 5年の経過で呼吸不全で死亡す
ることが多く，治療可能な頚椎症性脊髄症との鑑別はきわめて重要である．構音
障害，嚥下障害などの球麻痺症状や呼吸筋萎縮があり，感覚障害や膀胱直腸障害
が欠如することに注意し，筋電図上の脱神経所見や筋生検による神経原性変化を
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確認することで鑑別可能である（寺尾心一ほか：脊椎脊髄ジャーナル 2002；15：
455-458）．
7）脱髄疾患

脱髄疾患，特に多発性硬化症（multiple sclerosis：MS）との鑑別は，頚髄症の
MRIで脊髄の圧迫所見に広範囲の髄内信号変化を伴った場合困難なことが多い．
MSの約90％は再発寛解型であり，臨床症状の時間的多発性がとらえられれば鑑別
は容易である．しかし急性増悪をきたさず緩徐に進行する一次性慢性進行型の場合
は頚髄症との鑑別が困難である．平均年齢が約30歳，視神経障害が約40％に合併，
Lhermitte徴候，有痛性強直性痙攣，帯状絞扼感などの脊髄障害に基づく症候が出
現する頻度が高い．大脳誘発電位（体性感覚誘発電位，視覚誘発電位，聴性脳幹誘
発電位），運動誘発電位に加え，髄液中のC4dやオリゴクローナルバンド（出現率
は30 〜 40％と低い）の検出が診断指標として有用との報告がある（EV level 6 1））．

文　献
  1）  Koguchi Y，Yamada T，Kuwabara S et al：Increased CSF C4d in demyelinating neuropathy 

indicates the radicular involvement．Acta Neurol Scand 1995；91（1）：58-61
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9 腰部脊柱管狭窄症との合併例の 
臨床症状に特徴はあるか

Clinical Question

要　約

Grade Ⅰ	 多椎間の圧迫性頚髄症患者では腰部椎間板障害の発生頻度が高いとの
報告はあるものの，本症と腰部脊柱管狭窄症合併例との鑑別に有用な
具体的，特徴的臨床症状を推奨できるようなエビデンスは示されてい
ない．

背景・目的

患者の高齢化に伴い，頚髄症に腰部脊柱管狭窄症を合併する症例が散見される．
しかし，腰部脊柱管狭窄症により頚髄症がマスクされ見落とされる可能性がある．
そこで，腰部脊柱管狭窄症との合併例の臨床的特徴を明らかにすることを目的と
して，文献的考察を行った．

解　説

頚髄症手術200例の脊髄造影から腰椎疾患の合併の有無を検討した研究による
と，61例の患者がすでに腰椎手術を受けていた．22例は腰部に脊髄造影上明らかな
異常を認めなかったが，78例で軽度の神経根嚢欠損像を1椎間以上で認め，100例
では椎間板の膨隆と著明な神経根嚢欠損像を1椎間以上で認めた．また，8例で脊
柱管狭窄を，7例ですべりを認めた．罹患高位はL4-5が110例，L5-S1が90例，多椎
間が8例であった．本研究では多椎間の頚椎症患者では腰部椎間板障害の発生頻度
が高いと結論している（EV level 7 1））．

また中原のレビューによると，頚髄症で手術を施行した350例中，脊髄造影で
胸・腰椎部にも明らかな狭窄像を認めたものは97例であり，初発症状としては上
肢症状よりも下肢症状のほうが多く，下肢腱反射の低下も20例に認めたと報告し
ている（中原進之介：NEW MOOK整形外科 No.6，1999；240-246）．つまり，頚髄 
症状があるにもかかわらず下肢腱反射の亢進が軽微な場合やむしろ低下している
場合は，腰椎部での神経障害を考えなければならない．さらに中原は，頚髄症でも
下肢痛を訴えることはあるが多くは大腿内側であり，腰椎に起因する下肢痛は大腿
前面から膝もしくは大腿後面から下腿後面か外側の疼痛であることが多く，両者の
鑑別に有用であるとしている．また，合併例のJOAスコアでは下肢機能障害や排
尿障害の強い例が多く，下肢症状の改善が悪い傾向がみられたと述べている．責任
病巣の診断には下肢腱反射や下肢痛，間欠跛行などの下肢症状の有無が参考になる
が，上肢症状に比べて下肢症状や排尿障害が強い場合には，腰椎部での狭窄症状が
合併している可能性を常に考慮すべきである．
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文　献
  1）  Jacobs B，Ghelman B，Marchisello P：Coexistence of cervical and lumbar disc disease．Spine 

1990；15（12）：1261-1264
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章

はじめに

頚椎症性脊髄症の発症因子として圧迫因子（静的因子）と動的因子の関与が歴
史的に着目されており，これに付随する脊髄内血行障害，細胞障害などが関与し
ていることは疑いの余地が少ない．したがって治療方法についても圧迫因子と動
的因子の除去が主な方法としてとられてきている．頚椎症性脊髄症に対する保存
療法として，薬物療法（消炎鎮痛薬，ビタミンB12，筋弛緩薬，抗不安薬，プロスタ
グランジン製剤，ステロイドなど），装具療法（カラーによる頚部外固定），頚椎牽
引療法，日常生活における頚部姿位のアドバイスなどの生活指導が行われてきて
いる．しかし何もしないよりも短期的に効果があるのか，長期的な予防効果があ
るのか，エビデンスとして明らかになっているとはいえない．保存療法に関して，
現時点でエビデンスレベルの高い研究はごくわずかしか行われていない．その意
義を明らかにするには，プロトコルを確立したうえで，まずは短期成績，次いで長
期成績を患者立脚型評価法を用いた研究デザインにより前向きに確認していく必
要があろう．

一方，保存療法が奏効しない進行性脊髄症は手術適応と考えられる．手術療法の
成績の現状については後述するが，わが国には服部法（Z形成，小山正信ほか：中部
整災誌 1973；16：792-794）に端を発し，平林法（片開き式，平林　洌：手術 1978； 
32：1159-1163），黒川法（棘突起縦割式，黒川高秀ほか：別冊 整形外科 1982；2：
234-240）に代表される椎弓形成術の発展の経緯がある．椎弓形成術は長期成績も安
定した確立された術式であり，現在も頻用されている．また，最近は術後の軸性疼
痛軽減を目的として白石法（Shiraishi T：J Neurosurg 2002；96（1 Suppl）：122-
126）に代表される項部筋温存手術や，C2およびC7棘突起の温存手術が行われて
いる．一方，前方法についても多椎間手術でなければ安定した成績が報告されてい
る．ただし，これらの術式が椎弓切除術と比較して真にすぐれていることを証明し
た質の高い論文はない．

軽症例についての適切な手術時期のコンセンサスはまだ得られていない．罹病
期間，年齢，術前重症度，外傷歴などが手術結果に影響を及ぼすといわれているが，
現時点で十分なエビデンスがあるとはいえない．術後にいわゆるC5麻痺のような
上肢症状悪化例を時に経験するが，術後上肢麻痺の病態や危険因子についてもい
くつかの説がある．その予防法についても予防的椎間孔拡大術が有効であるとの
報告があるが，まだ十分なエビデンスがあるとはいえない．従来より，特に多椎
間に狭窄がみられる症例や発育性脊柱管狭窄がベースにあるが前方からの圧迫因
子が強い場合などにおいて，前方法と後方法いずれがよいかという議論がある．後
方法については，わが国で椎弓切除術が採用されることはほとんどなくなってい
るが，欧米の認識ではまだ椎弓形成術と椎弓切除術との間に差があるかどうか，懐
疑的な意見もある．日本人の頚椎症性脊髄症患者で重度の後弯例は多くないが，ど 
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の程度の頚椎後弯までなら後方法で対処できるのか，明確になっていない．
手術成績を論ずるのにわが国ではJOAスコアを用い，欧米ではその変法や

Nurickの分類（Nurick S：Brain 1972；95：87-100）が頻用されるなど，統一した評 
価法が使用されていないことも問題である．近年，患者立脚型の評価の重要性が
認識され日本整形外科学会でもJOACMEQが開発され，評価に用いられるように
なっている．

ある治療法が他の治療法よりもすぐれていることを証明するためには，妥当性，
信頼性が証明された評価基準を使用したRCTが理想的であるが，手術療法では現
実的に質の高い研究デザインを組むことが困難である．現段階までで発表された
論文のほとんどがcase seriesである．したがって，各治療法に関するクリニカル
クエスチョンに対する本章での記述は，現段階でおおよそ示唆される事実は何か，
エビデンスとするには何が足りないのか，という内容のものが多い．長期成績も
主にcase seriesからの記述となる．逆に，これを土台にしてわれわれの問題意識
を再喚起し，今後新しい研究デザインを組んでいくための基礎資料となることを
期待している．

なお Cochrane Database of Systematic Reviewsでは “Surgery for cervical 
radiculomyelopathy” という題で 1 項目取り上げられており（Fouyas IP et al：
2001；（3）：CD001466），手術のリスクを超える有効性を証明した質の高い研究が
まだない，とのみ記載されている．これはRCTがほとんど行われていないためで
ある．

本章のまとめ
初版では1992 〜 2003年までの治療に関する文献480編から，EV level 6以上の

もの，および症例数が多く研究デザインの整ったEV level 7のものを選択し，英文 
論文36編，和文論文15編を採用した．今回の改訂版ではクリニカルクエスチョン
は初版をほぼ踏襲し，新たに2004 〜 2009年までに採用した67文献をもとにクリ
ニカルクエスチョンに対するサイエンティフィックステートメントを作成した．

その結果，頚椎症性脊髄症の保存療法について，軽症の脊髄症では装具や持続
牽引療法が短期的には有効であることが，中等度の推奨Gradeでエビデンスがあ
ることがわかったが，通常問題となる進行性の頚髄症に対してどこまで保存的に
加療することができるかを明らかにすることはできなかった．頚椎前方除圧固定
術の長期成績は安定しているが，多椎間手術では移植骨やプレート・スクリュー
の脱転などの合併症が問題である．また，特に脊柱管狭窄例では長期経過後の固
定隣接椎間障害が課題であることが明らかとなった．椎弓形成術の長期成績も安
定しているが，椎弓切除術と比べて何がすぐれているのか，十分なエビデンスが
示されていないことが判明した．いわゆるC5麻痺，軸性疼痛が短期的な問題点と
してあるが，予防的椎間孔拡大術や項部筋温存手術で軽減できる可能性が示唆さ
れている．

現在，JOACMEQをはじめとした患者立脚型評価法が取り入れられるように
なっており，また多施設研究などの報告も散見されるようになっていることから，
今後エビデンスレベルのより高い研究が報告されてくるものと考えられる．
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1 各種保存療法は有効な治療法であるか
Clinical Question

要　約

Grade C	 頚椎持続牽引療法は軽症例に対し短期的には有効な治療法である．
Grade Ⅰ	 頚椎間欠牽引療法についてはエビデンスがなく，その意義については

今のところ不明である．
Grade B	 装具療法は軽症例に対し短期的には有効である．
Grade Ⅰ	 薬物療法が脊髄症状に対しどの程度有効であるかについては，まだ十

分なエビデンスがない．

背景・目的

重症および進行性の脊髄症に対しては手術が第一選択とされることが多く，各
種保存療法の意義は不明のままであり，今後もレベルの高い研究デザインで検証
することは困難と思われる．しかし対象を軽症例に絞った場合には牽引療法の有
効性，持続効果を検証できる可能性がある．

解　説

1 頚椎牽引療法

軽症の頚椎症性脊髄症（JOAスコア 13点以上）に対しGood Samaritan法による 
持続牽引を行った群と手術群（前方法と椎弓形成術が混在）の成績を比較した報
告がある（EV level 6 1））．対象にOPLLと頚椎椎間板ヘルニアも含まれているこ
とが問題であるが，全体として牽引療法でも改善はあったものの手術群が改善率
ではやや上回っていた．追跡期間にばらつきがあり，評価法，経過中に手術を要し
た保存例などが明らかでないため，この論文をもって牽引療法の有効性を肯定も
否定もできない．また軽症例に対する手術の妥当性について肯定も否定もするこ
とはできない．今後の課題として，理想的には妥当性，信頼性のある評価法をもっ
て軽症例の定義をさらに明確にしたうえで，RCTによる検討を行う必要がある．

2 装具療法

頚椎症性脊髄症発症の機序の1つとして動的因子の関与が論じられている．動
的因子を除去すれば治療効果があると予想され，少なくとも軽症例に対しては装
具療法が有効である可能性があるが，ほとんど実証されていない．JOAスコアが
10点以上の頚髄症52例（頚椎症は39例）に対する装具療法の短期的な有効性が報
告されており（EV level 7 2， 3）），手術を必要としない軽症群があることを示唆して
いるが，長期的な持続効果，早期手術との比較など，いまだ明らかになっていない．

Cochrane reviewには脊髄神経根症のsystematic reviewがあり，治療に関する 
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採用文献としてはレベルが最も高い．13,209編の文献中，基準を満たした論文は
わずか2編である．しかも頚髄症に関する文献が1編しかないため，systematic 
reviewとはいえEV levelは4というべきであろう（EV level 4 4））．頚椎装具，非ス 
テロイド性抗炎症薬（nonsteroidal antiinflammatory drugs：NSAIDs）および生
活指導を組み合わせた保存療法について，49例の頚髄症の2年間の追跡では手術
療法群と保存療法群に差がなかったとしている．ただし母集団が軽症であり調査
期間が短いため，これをもって手術の意味がないとはいえない．しかし軽症例に
対しては保存療法（装具，NSAIDs，生活指導）が短期的には有効であることを示
すものといえよう（EV level 4 5））．

以上は，牽引療法，装具療法単独での保存療法に関する論文を取り上げてきた
が，論文中には各種保存療法をまとめて保存療法群として報告している論文が少
なくない．そのような論文をまとめてここでレビューする．

23例に薬物療法を含む各種保存療法を行い，20例に手術を行った結果，約1年
後では手術療法のほうが結果がよかったというcontrolled clinical trialがある（EV 
level 5 6））．一方，持続Glisson牽引，装具，ギプスベッド，Crutchfield牽引による
保存療法を受け1年以上経過観察できた64例のcase seriesで，軽症例では良好な
機能回復とその維持が獲得できる可能性を報告している（EV level 7 7））．ただし
後ろ向き研究であるために，経過中に手術となった症例が含まれていない可能性
があるなど母集団に問題が残る．逆に，保存療法（一部未治療患者を含む）の短期
成績では，一部に保存療法に反応するものもあるが悪化するもののほうが多かっ
たことより，早期手術を勧めている報告もある（EV level 7 8））．

3 薬物療法

消炎鎮痛薬，筋弛緩薬，ステロイドなどは頚椎症による痛みや痙性麻痺に対し
保険適用があるが，本症に伴う麻痺，しびれに薬物単独でどの程度の有効性があ
るのかを明らかにした文献がない. 保険外適用ではあるが，リマプロストアルファ
デクス経口剤（プロスタグランジンE1 製剤）を軽症例に使用し，JOAスコア，10 
秒テスト，重心動揺性の改善を認めたとする報告がある．ただし，コントロールの
設定もなくエビデンスレベルが高いとはいえない（EV level 7 9））．薬物療法につい 
ては，プラセボの設定や薬剤間の差をみたRCTもないことから，今後再調査を必
要とする．

文　献
 1） 西山隆之，鷲見正敏，片岡　治ほか：頸部脊髄症軽症例の手術治療成績：保存療法による成績

との比較検討．整形外科 1999；50（2）：133-136
 2） Matsumoto M，Toyama Y，Ishikawa M et al：Increased signal intensity of the spinal cord 

on magnetic resonance images in cervical compressive myelopathy．Does it predict the 
outcome of conservative treatment? Spine 2000；25（6）：677-682

 3） 松本守雄，石川雅之，千葉一裕ほか：〔脊椎外科最近の進歩〕頸髄症保存療法例におけるMRI
所見と治療成績との関連．臨整外 1999；34（4）：537-542

 4） Fouyas IP，Statham PF，Sandercock PA：Cochrane review on the role of surgery in 
cervical spondylotic radiculomyelopathy．Spine 2002；27（7）：736-747
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 5） Kadanka Z，Bednarik J，Vohanka S et al：Conservative treatment versus surgery in 
spondylotic cervical myelopathy：a prospective randomised study．Eur Spine J 2000；9（6）：
538-544；discussion 545-546

 6） Sampath P，Bendebba M，Davis JD et al：Outcome of patients treated for cervical 
myelopathy．A prospective，multicenter study with independent clinical review．Spine 2000；
25（6）：670-676

 7） Nakamura K，Kurokawa T，Hoshino Y et al：Conservative treatment for cervical spondylotic 
myelopathy：achievement and sustainability of a level of “no disability”．J Spinal Disord 
1998；11（2）：175-179

 8） 吉松弘喜，永田見生，後藤博史ほか：過去3年間における頸椎症性脊髄症の非手術症例の検討．
整外と災外 2000；49（4）：1006-1010

 9） Sugawara T，Hirano Y，Higashiyama N at al：Limaprost alfadex improves myelopathy 
symptoms in patients with cervical spinal canal stenosis．Spine 2009；34（6）：551-556
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2 代替医療（鍼，灸，マッサージ，整体，
カイロプラクティック）は有効か

Clinical Question

要　約

Grade Ⅰ	 代替医療が有効であるエビデンスはない．

背景・目的

各種の代替医療が頚椎症性脊髄症に対しても行われているが，有効性に関する検
証がなされていないのが現状である．さらに，カイロプラクティックで行われるよ
うな頚椎の他動運動は本症に対しては有害となる危険性がある．以上のような背景
をもとに代替医療に関する文献的レビューを行う．

解　説

今回検討した文献には代替医療の有効性を取り上げたものはなかった．わが国
で代替医療の有効性を検証することは現時点では不可能に近い．一方で代替医療
により麻痺や疼痛が悪化するケースがある（EV level 9 1））．整体治療後に脊髄障害
に由来する麻痺を生じた症例の報告もある（碓井　正：ペインクリニック1997； 
18（8）：1169-1170）．また，脊椎マニピュレーションによって引き起こされた神経
障害についてのレビューには，カイロプラクティックによって椎骨動脈損傷，脊
髄麻痺などの重篤な合併症が生じたとの報告が記載されている（EV level 9 1））．
わが国では論文の形になっているものが少ないため，合併症の実態が依然として
明らかでないのが現状である．全国調査を行えば，ある程度の実態が明らかにな
る可能性はあるが，代替医療を行っている当事者が医師ではないために，合併症
発症率まで明確にすることは不可能といわざるを得ない．

文　献
 1） 古川哲雄：カイロプラクティックによる神経障害．神経内科 2008；68（1）：60-66



55Clinical Question 3

3 保存療法に合併症はあるか
Clinical Question

要　約

Grade Ⅰ	 保存療法に伴う合併症に関して，実態は不明である．

背景・目的

牽引を行う際の頚椎のポジションについては一般に，強い後屈位を避けること，
重量過多にせず，患者の様子を十分観察しながら行うよう注意が必要である．ま
た，効果のないまま漫然と行うことも避けるべきである．保存療法を行う際の注
意点や合併症の内容を提示できれば臨床的意義が深い．

解　説

保存療法（持続牽引，装具，NSAIDs，生活指導）の成績を報告した論文には，頚
髄損傷発生のような重篤な合併症を報告したものは見当たらない．おそらくは，持
続牽引も装具療法も頚椎のポジションに十分注意を払うことのできる報告者が治
療を行い，その成績を発表してきたものと考えられる．外来での介達牽引は一般に
広く行われている治療であるが，合併症の発症率，重症度を大規模に調査した論文
はない．ただし牽引による麻痺悪化例のcase reportがある（清水敬親ほか：東日
臨整外会誌 1993；5：514-518）．装具をつけて足元が見えにくくなり転倒するケー
スも予想されるため，大規模なcohort studyが必要かもしれない．薬物療法につ
いては当然副作用がありうるが，頚髄症に限った研究がない．ダントロレンナト
リウムのような強力な筋弛緩薬を本症に使用する場合の副作用の実態を調査する
必要があるかもしれない．

保存療法そのものによる合併症ではないが，保存療法に抵抗性で麻痺が進行性
の脊髄症患者に漫然と保存療法を続けると，麻痺が重度となり，適切な手術時期
を逸する可能性がある．このような症例では良好な術後成績は期待できない．ど
のタイミングで保存療法を限界と判断し手術療法を勧めるべきかについて，一定
の判断基準を明確にする必要がある．
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4 手術療法の適応は明らかか
Clinical Question

要　約

Grade B	 軽症例にはまず保存療法を試みてもよい．
Grade C	 進行性あるいは長く持続する脊髄症，軽症でも保存療法で効果がなく

脊髄圧迫の強い青壮年者は手術適応である．
Grade C	 高齢者でも周術期合併症に注意すれば手術適応となる．

背景・目的

手術適応を明確化できるガイドラインが強く望まれており，文献的レビューか
ら手術適応をどこまで明文化できるかを調査する．

解　説

歩行障害，字が書きにくい，ボタンをかけにくいといった手の巧緻運動障害な
どの脊髄症状があり，しかも進行性であれば手術適応とされている．麻痺の程度
が軽い場合には，保存療法か手術療法か意見の分かれる場合が多いが，一般に，高 
齢者では保存療法が選択されることが多く，若年者では機能障害が軽くとも手術
を勧める場合が少なくない．強いしびれも手術適応となりうるが，数値化できない
ため明確な指標を確立できていない．保存療法の期間についてもコンセンサスが
ないが，手術の成績不良因子は脊髄症が発生してからの罹病期間が長いこと（EV 
level 6 1， 5），EV level 7 2 〜 4， 6）），重症例であり（EV level 7 4， 7）），漫然と保存療法を
続けることには反対意見が多い．

近年の人口高齢化を反映して，高齢者の頚椎症性脊髄症の手術成績，適応につ
いての報告が，特にわが国から多くなされている．改善率は非高齢者と同等とす
る報告が多いが（EV level 6 8， 9， 11， 12），EV level 7 10）），非高齢者より劣るとの報告
もある（EV level 6 14），EV level 7 13， 15））．高齢患者では高血圧，糖尿病，心疾患，
脳血管障害，消化器疾患などの術前の合併症が多いとする報告が多い（EV level 
6 8， 11， 12， 14， 17， 18），EV level 7 10， 16））．術後合併症の調査では，高齢者群において，せ
ん妄の発生頻度が非高齢者群に比して高かったとする報告が多い（EV level 4 19），
EV level 6 18，20））．しかし，多くの報告で後遺症が残るような重篤な合併症の発生
や死亡例は認めなかった（EV level 6 9， 11， 17， 18， 20），EV level 7 10））．高齢患者では，
術前に心電図異常，肺機能指標（%VC，FEV1.0）の低下，腎機能指標（クレアチニン
クリアランス）の低下などの合併症を伴うことが多いが，注意して手術を行えば，高
齢者といえども頚椎症性脊髄症に対する手術は可能であるとの意見が大多数であ
る．高齢者頚椎症性脊髄症に対する手術のタイミングとしては，脊髄症が増悪して
歩行障害が顕著になる前に手術を行うべきとの意見が多い （EV level 6 8，9，21），EV 
level 7 4， 10））．術式に関しては，後方法が主に行われているが （EV level 6 17， 18， 21）， 
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EV level 7 10， 15）），前方法の有用性を主張している論文もある（EV level 6 9， 12））．
今回渉猟し得た論文のほとんどは，実際に手術療法を受けた高齢者の患者を対象
に解析を行っている．しかし実際の臨床の場では，重篤な合併症，高度の認知症の
ために当初より手術の対象にならない高齢者の頚髄症患者が相当数いると思われ
る．このような症例の予後，手術リスクについても今後の重要な検討課題である．
また，高齢者の定義については各報告ごとに異なり，65歳以上（EV level 7 15）），
70歳以上（EV level 6 9， 21）），75歳以上（EV level 6 11， 12， 18， 21））および80歳以上（EV 
level 6 8， 17），EV level 7 10））を高齢者として検討している．

保存療法と手術療法を比較したエビデンスレベルの高い論文は少ないが，「CQ1：
各種保存療法は有効な治療法であるか」でその内容についてすでに述べたように，
軽症例ではまず保存療法を試みてもよいという報告も多い（EV level 4 19，22），EV  
level 7 23））．しかし保存療法の長期成績が判明しておらず，仮に当初保存療法が奏
効したとしても，のちに悪化して手術が必要になるのであれば結果的に罹病期間
を延ばすことになり，長期的にみれば治療成績を落とす可能性が指摘されている

（EV level 5 24），EV level 7 25））．
四肢麻痺が進行して歩行障害が明らかである場合には，手術が必要であること

に異論はないであろう．しかし，コンセンサスの得られた手術適応はまだないのが
実態である．今後保存療法の効果，持続期間，限界，手術療法の効果と合併症，成
績不良因子を1つひとつ解明し，それらを組み合わせて明確な手術適応を確立する
必要がある．
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5 前方法（前方除圧固定術）か後方法（椎弓形成術）かの
選択基準は明らかか

Clinical Question

要　約

Grade B	 固有脊柱管前後径が12または13	mm以下の多椎間狭窄例で頚椎前弯
が保持されている場合では後方法（椎弓形成術）を選択することが多い．

Grade C	 固有脊柱管前後径が広く，脊髄圧迫部位が1	〜	2椎間で頚椎後弯変形の
場合は前方法（前方除圧固定術）を選択することが多い．

Grade Ⅰ	 発育性脊柱管狭窄があって，かつ強い前方圧迫因子や後弯変形の症例
に対しては，前後合併手術，後方除圧固定術（後方インストゥルメン
テーション使用）あるいは長範囲前方除圧固定術などの選択肢がある．

背景・目的

多椎間狭窄例に対しては，主因が前方圧迫のため前方法が合理的であり，特に後
弯例では後方除圧の効果に限界があるという意見と，後方要素の関与，多椎間の手
術範囲の限界，後療法の簡便さ，合併症の頻度などから後方法を勧める意見とがあ
り，前方法と後方法の優劣が不明のままである．また，前後合併手術や長範囲前方
除圧固定術などの術式の報告もある．近年の頚椎インストゥルメンテーション手
術手技の進歩により，後方除圧に後方インストゥルメンテーション固定を加える
後方除圧固定術も選択肢になっている．

解　説

脊柱管前後径が12または13 mm以下の多椎間狭窄例に対する前方法（前方除圧
固定術）と後方法（椎弓形成術）の成績を比較した論文では，脊髄症の改善に関し
ては両者に差がないが，前方法で隣接椎間障害が生じやすく，さらに，移植骨の脱
転など合併症の頻度が高いことから椎弓形成術を推奨する報告が多い（EV level 
6 1 〜 3））．一般に，軸性疼痛，可動域低下については椎弓形成術が劣るという報告が
ある（EV level 6 4））．ただし3椎間以上では逆に前方法で可動域減少が57％と椎弓
形成術の38％減少よりも大きい（EV level 6 1））．なお椎弓切除は前方法に比して 
成績が劣るとされている（EV level 5 5），EV level 6 6））．

前向きに前方除圧固定術と椎弓形成術を比較した検討では，術後2年の経過観
察時において両者とも十分な脊髄症の改善が得られていたが，完全回復する率お
よび自覚症状の改善は前方法が勝り，安全性や手術時間を含む技術的な面では後
方法がすぐれていたとしている（EV level 5 7））．

一方，頚椎前弯位が保持されていない例を対象とする調査では，椎弓形成術によ 
る脊髄症の改善が前方法に比して劣るとされる（EV level 6 8））．

脊柱管狭窄がありかつ前方からの圧迫因子が強い症例，後弯変形の症例に対して
は，前後合併手術を選択している施設もある（EV level 7 9））．また，後方除圧固定
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術（後方インストゥルメンテーション使用）を選択し，脊髄症の改善は良好であっ
たとの報告もある（EV level 6 8，11），EV level 7 10））．限られた施設からではある
が，将来的に隣接椎間障害が予測される椎間も手術範囲に含めた長範囲前方除圧
固定術を選択し，術後中長期的にも成績は良好との報告がある（EV level 7 12））．

わが国では手技が簡便で術後管理も容易な椎弓形成術が広く普及しており，事
実，大部分の症例は後方法で対応可能である．ただし，椎弓形成術では対応できな
い例が存在することも事実である．特に，発育性脊柱管狭窄と強い前方圧迫因子
の合併，後弯変形を有する例に対していかなる術式を選択すべきかについては，
今後の大きな検討課題である．
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6 各種前方法の選択基準は明らかか
Clinical Question

要　約

Grade Ⅰ	 1		〜		2椎間の前方除圧固定術では，プレートを併用することにより頚椎
前弯が維持される可能性がある．

Grade C	 長範囲（特に3椎体以上の亜全摘）の前方除圧固定術ではプレートを併
用しても移植骨，プレートの脱転が生じやすい．

Grade Ⅰ	 頚椎後弯変形に発育性脊柱管狭窄を伴う例に対して，自家腓骨を用い
る長範囲前方除圧固定術やcorpectomyとdiscectomyを組み合わせ
るhybrid法が選択されることがある．

Grade Ⅰ	 種々のケージが局所骨，人工骨などと組み合わせて使用され，採骨の
負担を軽減あるいは省略できる可能性がある．

背景・目的

頚椎前方除圧固定術は，脊髄への前方圧迫要素を直接除き，さらに障害脊髄高位
に固定を加えることにより脊髄を保護できる．反面，手術の難度が高く，移植骨の
脱転，脊柱管狭窄例での隣接椎間障害などの問題点を有する．

近年は，プレート，ケージなどの前方インストゥルメンテーションの進歩が著し
く，新たな術式も次々に報告されており，各種前方法の成績を比較検討する．

解　説

1 〜 2椎間の前方除圧固定術では，プレートを併用することにより頚椎前弯が維
持されるとの報告がある（EV level 5 1））．一方，長範囲（特に3椎体以上の亜全摘）
の前方除圧固定術にプレートを併用する術式では，移植骨，プレートの脱転が生
じやすい（EV level 6 2， 3））．

症例報告が大部分であるが，プレートの脱転に伴う食道穿孔や気道閉塞の合併
症の報告が散見される（EV level 7 4），EV level 8 5））．なかには術後長期間経過し
た例での食道穿孔の報告もある（石井啓介ほか：中部整災誌2009；52（5）：1103-
1104，池野嘉信ほか：日臨外会誌 2011；72（3）：647-651）．これらは特殊な例と考
えられるが，やはりプレート固定に伴う合併症として無視はできない．

プレートの併用については最終的には術者が判断することになるが，1 〜 2椎間
の前方除圧固定術ではプレートを使用している施設が多く（EV level 9 6）），一方，
長範囲（特に3椎体以上亜全摘）では，プレートの使用は慎重であるべきとの意見
が多い（EV level 6 2， 3））．

脊柱管狭窄例に対して前方法を行うと，隣接椎間障害として脊髄症が再悪化し，
再手術を要する例もある．このため，発育性の脊柱管狭窄が多いわが国では前方法
が避けられる傾向があり，後方法を選択する施設が多い．
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これに対して，将来的に隣接椎間障害の発生が危惧される高位も手術の範囲に
含めて，長範囲の除圧固定を自家腓骨を用いて行い，良好な成績の報告もある（EV 
level 7 7））．ただし，術後の外固定としてハローベスト固定を長期間使用する必要
があり，患者の負担が大きい．

一方，最近では，必要な高位だけcorpectomyを行い，discectomyと組み合わせ
て長範囲の除圧固定を行うhybrid法（EV level 7 8）），椎体後方を温存する長範囲
除圧固定の報告もある（EV level 4 9））．長範囲のcorpectomyが必要な後縦靱帯骨
化症とは異なり，頚椎症性脊髄症ではhybrid法は有効な術式となる可能性がある．

発育性脊柱管狭窄がない2椎間病変に対するcorpectomyと2椎間discectomy
の比較（両者とも骨移植＋プレート固定併用）では，脊髄症の改善には差がないが，
手術時間，出血量，術後のアライメントの保持に関して2椎間discectomyのほう
がすぐれているという報告がある（EV level 6 10））．

頚椎後弯変形で前方からの脊髄圧迫が著しい例では，前方法が選択されること
が多いが，移植骨の安定性を得るためには，前方単独に固執せず後方インストゥ
ルメンテーション固定を追加すべきとの意見があり，実際の成績も良好である

（EV level 6 11））．ただし前後合併手術は患者の負担が大きいため，術後管理，特に
抜管までの時間がどの程度延びるか，術後の頚部痛が前方単独手術に比べてどの
程度増すのかなどのエビデンスをはっきりさせたうえで適応を議論する必要があ
ろう．

チタンケージやPEEKケージなどの新しい前方インストゥルメンテーションが
次々に開発され，その報告も多い（EV level 6 12），EV level 7 13 〜 16））．利点として
は，腸骨からtri-cortical boneを採骨する必要がなく，症例によっては局所骨で対
応が可能である．さらに，自家骨，同種骨を使用せず，b-TCPなどの人工骨をケー
ジ内に充填することで，良好な成績が得られたとの報告もある（EV level 2 18），

（EV level 4 17），（EV level 7 19））．
また，自家骨・同種骨を用いずにHAスペーサーのみを移植することで，良好な 

骨癒合が得られたとする報告もある（EV level 7 20， 21））．一方では，人工骨のみの
移植では骨癒合率が低いとの報告もある（EV level 7 22））．

電気生理学的検査で責任高位を決定し，必要最小限の選択的前方除圧固定を行
うことで，椎弓形成術と同等の成績が得られたとの報告がある（EV level 6 23））．

わが国ではまだ認可されていないが，欧米では人工椎間板が使用されている
（EV level 2 24），EV level 7 25））．また，斜方向のアプローチで除圧を行い，固定術
を加えない術式も報告されている（EV level 7 26 〜 28））．

近年の脊椎インストゥルメンテーション手術の進歩に伴い，上記のように新た
な前方法の術式が次々に報告されている．しかしながら，その適応に関して，エビ
デンスレベルの高い研究は少ない．今後は，各種前方法の成績および合併症を詳
細に検討し，手術適応を明確にする必要がある．



63Clinical Question 6

文　献
 1） 鷲見正敏，土井田稔：頸椎前方プレートによる多椎間固定術：固定隣接椎間における動的脊

柱管狭窄因子の防止．脊椎脊髄神手術手技 2003；5（1）：43-48
 2） Sasso RC，Ruggiero RA Jr，Reilly TM et al：Early reconstruction failures after multilevel 

cervical corpectomy．Spine 2003；28（2）：140-142
 3） Daubs MD：Early failures following cervical corpectomy reconstruction with titanium mesh 

cages and anterior plating．Spine 2005；30（12）：1402-1406
 4） 薄井勇紀，三澤弘道，吉村康夫ほか：3椎間以上の頸椎前方除圧固定術の中期成績．整形外科 

2005；56（4）：379-382
 5） 宮本　真，湯川尚哉，辻　裕之ほか：頸椎前方固定術後,気道狭窄をきたした1症例．日気管食

道会報 2004；55（4）：330-333
 6） Pickett GE，Van Soelen J，Duggal N：Controversies in cervical discectomy and fusion：

practice patterns among Canadian surgeons．Can J Neurol Sci 2004；31（4）：478-483
 7） 池永　稔，四方實彦，田中千晶．頚椎症性脊髄症に対する腓骨を用いた多椎間前方固定術．脊

椎脊髄神手術手技2004；6（1）：53-55
 8） Ashkenazi E，Smorgick Y，Rand N et al：Anterior decompression combined with 

corpectomies and discectomies in the management of multilevels cervical myelopathy：a 
hybrid decompression and fixation technique．J Neurosurg Spine 2005；3（3）：205-209

 9） Ying Z，Xinwei W，Jing Z et al：Cervical corpectomy with preserved posterior vertebral 
wall for cervical spondylotic myelopathy：A randomized control clinical study．Spine 
2007；32（14）：1482-1487

 10） Oh MC，Zhang HY，Park JY et al：Two-level anterior cervical discectomy versus one-level 
corpectomy in cervical spondylotic myelopathy．Spine 2009；34（7）：692-696

 11） Gok B，Sciubba DM，McLoughlin GS et al：Surgical treatment of cervical spondylotic 
myelopathy with anterior compression：a review of 67 cases．J Neurosurg Spine 2008；9 

（2）：152-157
 12） Auguste K，Chin C，Acosta F et al：Expandable cylindrical cages （ECC） in the cervical 

spine：a review of 22 cases．J Neurosurg Spine 2006；4（4）：285-291
 13） Shad A，Leach JC，Teddy PJ et al：Use of Solis cage and local autologous bone graft for 

anterior cervical discectomy and fusion：early technical experience．J Neurosurg Spine 
2005；2（2）：116-122

 14） Söderlund CH，Pointillart V，Pedram M et al：Radiolucent cage for cervical vertebral 
reconstruction：a prospective study of 17 cases with 2-year minimum follow-up．Eur Spine 
J 2004；13（8）：685-690

 15） Nakase H，Park YS，Kimura H et al：Complications and long-term follow-up results in 
titanium mesh cage reconstruction after cervical corpectomy．J Spinal Disord Tech 2006；
19（5）：353-357

 16） Kulkarni AG，Hee HT，Wong HK：Solis cage（PEEK）for anterior cervical fusion：
preliminary radiological results with emphasis on fusion and subsidence．Spine J 2007；7 

（2）：205-209
 17） Dai LY，Jiang LS：Anterior cervical fusion with interbody cage containing b-tricalcium 

phosphate augmented with plate fixation：a prospective randomized study with 2-year 
follow-up．Eur Spine J 2008；17（5）：698-705

 18） Cho DY，Lee WY，Sheu PC et al：Cage containing a biphasic calcium phosphate ceramic 
（Triosite） for the treatment of cervical spondylosis．Surg Neurol 2005；63（6）：497-503, 
discussion 503-504



64 第4章　治　療

 19） 金　明博，馬場一郎，富田誠司ほか：チタン製シリンダー型ケージとb- リン酸三カルシウム顆
粒を使用した頸椎前方固定術　自家腸骨移植は必要か？別冊整形外科 2006；50：87-90

 20） 末綱　太：頚椎前方固定におけるHAスペーサー：骨癒合と後療法について．整外最小侵襲術
誌2005；37：33-38

 21） Bruneau M，Nisolle JF，Gilliard C et al：Anterior cervical interbody fusion with 
hydroxyapatite graft and plate system．Neurosurg Focus 2001；10（4）：E8

 22） Ramzi N，Ribeiro-Vaz G，Fomekong E et al：Long term outcome of anterior cervical 
discectomy and fusion using coral grafts．Acta Neurochir（Wien）2008；150（12）：1249-1256

 23） 牛田享宏，谷　俊一，谷口愼一郎：術中電気診断法に基づいた単椎間頚椎前方除圧固定術の中
期成績：椎弓形成術との比較検討．臨整外2006；41（4）：423-430

 24） Riew KD，Buchowski JM，Sasso R et al：Cervical disc arthroplasty compared with 
arthrodesis for the treatment of myelopathy．J Bone Joint Surg Am 2008；90（11）：2354-
2364

 25） Heidecke V，Burkert W，Brucke M et al：Intervertebral disc replacement for cervical 
degenerative disease：clinical results and functional outcome at two years in patients 
implanted with the Bryan cervical disc prosthesis．Acta Neurochir（Wien）2008；150（5）：
453-459

 26） Chibbaro S，Mirone G，Makiese O et al：Multilevel oblique corpectomy without fusion in 
managing cervical myelopathy：long-term outcome and stability evaluation in 268 patients．
J Neurosurg Spine 2009；10（5）：458-465

 27） Kiris T，Kilinçer C：Cervical spondylotic myelopathy treated by oblique corpectomy：a pro-
spective study．Neurosurgery 2008；62（3）：674-682

 28） Rocchi G，Caroli E，Salvati M et al：Multilevel oblique corpectomy without fusion：our 
experience in 48 patients. Spine 2005；30（17）：1963-1969



65Clinical Question 7

7 各種後方法の間に成績の差はあるか
Clinical Question

要　約

Grade C	 各術式間に脊髄症状の改善度に明らかな差があるとはいえない．C7棘
突起温存選択的除圧術や選択的椎弓形成術は術後軸性疼痛の軽減に有
用である可能性がある.	

背景・目的

わが国を中心に椎弓形成術が，post-laminectomy membrane，postoperative 
kyphosis防止という理念のもとに行われているが，椎弓切除術（固定術併用も含め 
る）と手術成績に差があるのか，いまだに議論がある．また近年では術後軸性疼痛
の軽減を目的としてC7棘突起を温存した除圧範囲の短縮や，選択的椎弓形成術を
はじめとする項部筋を温存する術式が広まりつつあるが，これらの方法により軸
性疼痛の軽減および従来法と同等の脊髄症状の改善が得られるかどうか検証する
必要がある．

解　説

前方法か後方法かの選択については，「CQ5：前方法（前方除圧固定術）か後方法
（椎弓形成術）かの選択基準は明らかか」で述べた．後方各術式についての議論は，
椎弓切除術，外側塊スクリュー（lateral mass screw）を併用した椎弓切除術ある
いは椎弓形成術，そして椎弓形成術との間に差があるかどうかである．さらに椎弓
形成術には多くの変法があり，それらの術式間について差があるのかどうかも不
明である．

椎弓切除術と椎弓形成術の間に成績に差があるかどうかのメタアナリシスでは，
71のcase seriesから2,000例以上を拾い上げたが，後ろ向き研究，非対照試験，あ
るいは非無作為化試験ばかりであった（EV level 6 1））．また，神経症状の改善度に
は差がなく，可動域制限についても固定術を併用する椎弓切除術との間に差がな
かった（EV level 6 1））．このレビューではpost-laminectomy membraneという用
語は概念ばかりであって，実際に存在するのかまったく根拠がないとも述べられ
ている．棘突起縦割法50例と桐田 – 宮崎法30例とを比較した研究があるが，結論を
導けるものではなかった（EV level 6 2））．椎弓形成術10例と外側塊スクリューに
よる固定を併用した椎弓切除術13例との比較では，偽関節，採骨部痛，感染などの
合併症の頻度の差から，椎弓形成術が優れていた（EV level 6 3））．

椎弓形成術には，大きく分けて棘突起縦割法と片開き法があり，スペーサー使
用の有無，その種類もさまざまであるが，各術式間の成績，合併症などに差がある
かどうかを高いエビデンスレベルで検証した論文はなかった．

一方，術後の軸性疼痛の軽減を目的にC2あるいはC7棘突起を温存し，選択的に 
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椎弓形成術を行う方法が報告されている．C7棘突起および同付着筋群を温存し 
た片開き式拡大術23例とC7棘突起を切除した従来のC3-C7片開き式拡大術84例
を比較検討したところ，術後1年経過時における臨床成績に有意差はなかったが， 
C7棘突起温存例に強度の頚部痛が生じた例がなかったとする報告がある（EV level 
6 4））．また，34例の選択的除圧を行った群と従来のC3-C7片開き式脊柱管拡大術を
行った21例の臨床成績を比較した結果，術後1年時の改善率には有意差を認めな
かったが，局所症状スコアは選択群が有意に良好であったとする報告がある（EV 
level 6 5））．198例の頚部脊髄症に対して，単椎弓形成術あるいはskip laminoplasty
を行ったcase seriesでは，JOAスコアが術前11.3点から術後14.8点に改善し，軸
性疼痛，C5麻痺がそれぞれ2%であったと報告されている（EV level 7 6））．近年新
たな低侵襲後方手術として内視鏡下椎弓切除術が行われるようになっているが，
内視鏡下椎弓切除術34例，椎弓形成術30例を比較した報告では，改善率は有意
差を認めなかったが，手術時間，出血量，入院期間，術後の頚部愁訴は前者で少な
かったとする報告がある（EV level 6 7））．

このように選択的椎弓形成術や内視鏡下手術は術後の軸性疼痛の軽減が得ら
れ，かつ従来法と同等の脊髄症状の改善が得られるようである. しかし，患者立脚
型アウトカム評価を用いたエビデンスレベルの高い比較試験，長期追跡調査など
は現時点では報告されておらず，今後の課題である．
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8 前方除圧固定術の合併症として 
注意すべきものはあるか

Clinical Question

要　約

Grade C	 移植骨の脱転，偽関節，採骨部痛，軸性疼痛，術後C5麻痺，反回神経麻
痺（嗄声），食道瘻，椎骨動脈損傷，プレート・スクリュー固定を使用し
た場合の脱転・破損などがある．

Grade Ⅰ	 長範囲（特に3椎体以上の亜全摘）のプレート固定併用前方除圧固定術
では，移植骨の脱転が高率に生じる．

背景・目的

多椎間固定では移植骨に関連した合併症が問題となる．また，食道瘻や反回神
経麻痺など前方法特有の合併症も知られており，実態を明らかにしておく必要が
ある．

解　説

移植骨については脱転，偽関節が問題となり，脱転については椎体亜全摘法で
21例中3例に脱転（EV level 6 1）），多椎間前方法41例中10例，うち4例で神経症
状の悪化を伴ったという報告がある（EV level 6 2））．偽関節については23例中6
例という報告もある（EV level 6 3））．海外からの報告では，偽関節の発生は他家骨
とプレートを使用した症例ではほとんどなかったのに対し，自家骨単独では111
例中17例という報告がある．プレートを使用しない自家骨での手術例では，採骨
部痛か軸性疼痛のため術後に鎮痛薬を要する率が高くなっている（EV level 6 4））．
また頻度は少ないが，嗄声，嚥下障害，食道瘻が報告されている（EV level 6 2），
EV level 7 19））．

自家骨にプレートを併用する術式に関しては，1椎体の亜全摘では移植骨の脱
転は少ないが，多椎間手術例，特に3椎体以上の亜全摘では脱転・破損が7例中5
例（71%）と高率に発生したとの報告がある（EV level 7 18））．チタン製ケージにプ
レートを併用する術式でも同様の報告があり（EV level 6 17），EV level 7 13）），1椎
体亜全摘での脱転は15例中1例（7%）であったのに対し，2椎体以上の亜全摘では
8例中6例（75%）と高率であった（EV level 7 17））．多椎間前方手術例では後方イ
ンストゥルメンテーション固定を併用することで，移植骨やインプラントに関す
る合併症が少なくなるとの意見が多い（EV level 6 9），EV level 7 17， 18））．

C5麻痺については，削り幅20 mmで19％，15 mmで2％と幅広く開削すると高
率に発生するという報告がある（EV level 7 5））．一方，1ないし2椎間の前方法201
例では1例もC5麻痺が発生しなかったのに対し，3椎間以上の多椎間前方法362
例中18例（5.0%）にC5麻痺が発生したとの報告がある（EV level 7 14））．同様の結
果は海外からも報告されており，C5麻痺の発生は1 〜 2椎間の前方法で4.6%，3椎
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間以上の多椎間前方法で12.5%であった（EV level 6 15））．
軸性疼痛は前方法のほうが椎弓形成術よりは少ない（15％対45％）という報告

がある（EV level 6 3））．合併症とはいえないが，出血量は前方法で多いという報告
もある（EV level 6 3））．前方法は欧米では頚椎症性脊髄症に限らず神経根症例，椎
間板変性に起因する疼痛例に多く行われているため，頚椎前方手術という観点か
ら合併症を見直すと，スクリュー脱転の問題，喫煙の影響（EV level 6 6））など別の
問題が出てくるが今回は割愛した．なお5椎間固定に絞ったcase seriesの報告で
は，31例中3例が3週間以内に死亡（ただし死因は肺梗塞，不整脈，腹部大動脈破
裂），3例の移植骨脱転，髄液漏など，25％の合併症率が報告されている（EV level 
6 7））．また，3椎間以上固定例で可動域制限による支障が大きくなることが報告さ
れている（EV level 7 8））．

自家腸骨・腓骨に代わり，X線透視型ケージ（PEEKケージ，PLLAケージ）を使 
用する前方法の成績が報告されている（EV level 7 11， 12））．術後の成績は安定して
おり，特に採骨に伴う合併症が自家骨に比して少ないという報告が多い．わが国
ではまだ認可されていないが，人工椎間板を使用して合併症が少なく良好な成績
が得られたという海外からの報告がある（EV level 6 10））．

米国のグループが1997 〜 2006年までの10年間に行った前方法（椎体亜全摘）手
術1,560例を対象に合併症の調査を行っている（EV level 7 16））．症例を頚椎症性脊
髄症に限定した解析ではないが，貴重なデータベースである．術後30日以内での
死亡率は1.6%，合併症の発生率は18.4%と高率であった．特に80歳以上の高齢者，
1型糖尿病患者，米国麻酔科学会術前状態分類がclass 3以上，3椎体亜全摘以上の
長範囲手術例，6時間以上の手術時間を要した例では，合併症の発生率が高かっ
た．特に，3椎体以上の長範囲手術例では，再手術率が1.9%，移植骨の脱転が5.4%
であった．わが国ではこのような大規模なデータベースに基づく解析は現在まで
のところ行われていない．今後，頚椎症性脊髄症に絞ってこのような調査ができ
れば，より有益な情報が得られると思われる．
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9 後方法の合併症として注意すべきものはあるか
Clinical Question

要　約

Grade C	 術後C5麻痺が5％前後発生する．
Grade C	 軸性疼痛が術後新たに発生する頻度は10	〜	20％と報告されているが，

施設間で差がある．
Grade C	 選択的椎弓形成術は軸性疼痛の発生を軽減できる可能性がある．

背景・目的

インフォームド・コンセントにおいて，起きうる合併症についての説明責任が
重くなっている現状であるが，具体的な頻度など内容が提示できればより有益で
ある．そのために過去の報告をまとめておくことは意義がある．

解　説

1 C5麻痺

術後に上肢近位筋の筋力低下が発生することがあり，その発生頻度や機序を明
らかにしておくことが必要である．採用文献のいくつかにはC5麻痺についての報
告が含まれている（EV level 6 4），EV level 7 1 〜 3， 5））．また，1986 〜 2002年までの
国内外の文献のsystematic reviewでは，施設間で差があるものの平均4.6％で発
生，前方法と後方法で有意差なしという概要であった．発生機序については，神経
根障害説と脊髄障害説があるが，まだ結論は出ていない（EV level 5 6））．

また，除圧範囲を限定する選択的椎弓形成術ではC5麻痺の発生が少ない傾向に
ある（EV level 7 7））．一方，予防的椎間孔拡大術によりC5麻痺発生が有意に少な
かったとする報告もあるが（EV level 7 8）），C5麻痺予防に向けてこれらの方法に
関する今後のさらなる研究が必要である．

2 脊髄症の悪化

手術に起因する脊髄症の重篤な悪化の報告は採用文献にはない．しかしながら
術後に麻痺の悪化が判明したケースが過去に皆無であったとはいえず，術後血腫
によるものを含め詳細が明らかでない．今後の検討が必要である．

3 軸性疼痛

後方法術後に頚部や肩周辺の疼痛が増強することが報告されている．正確な頻
度，予防法についてはさまざまな意見がある．軸性疼痛については，術後6 ヵ月以
上経過した縦割式173例で15％が悪化，21％が逆に改善していた（EV level 7 9））．
術前軸性疼痛のなかった137例では10％で新たに出現していたが，大部分は軽度
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であった．前方法と比較した報告では，片開き式24例中40％（母集団：41例）と
前方法の15％に比して高かった（EV level 6 4））．片開き式椎弓形成術72例，前方
法26例での比較調査では，椎弓形成術では軸性疼痛は，術前19例から術後43例に
増加していた（EV level 6 10））．このように術後一定頻度で発生することは事実で
ある．術後可動域制限が大きいことと軸性疼痛が関連するという報告もある（EV 
level 7 11））．一方，最近では軸性疼痛軽減を目的とした選択的椎弓形成術も行われ
るようになった．単椎弓形成術72例およびskip laminoplasty 109例の報告では，
軸性疼痛の発生率は1.5%ときわめて低かった（EV Level 7 7））．その他，C2あるい
はC7棘突起温存手術で軸性疼痛が従来法より少なかったとする報告が多い（EV 
level 6 12， 14），EV level 7 13））．また片開き式椎弓形成術で蝶番側の深層伸筋を温存
して，C3-7左開放（37例），C3-6左開放（31例），C3-6右開放（23例）を行い比較し
た報告では，JOAスコアの改善率には有意差がなく，軸性疼痛はC3-6群でC3-7群
より有意に少なく，術後1 ヵ月 〜 1年の経過では疼痛の左右差はみられなかった
としている（EV level 7 13））. 

術後早期の外固定除去，運動療法開始が軸性疼痛の軽減に有効であったとする
報告もある（EV Level 6 15））．

4 その他の合併症

その他，椎弓形成術に特有の合併症としてはスペーサーの脱転，椎弓再閉鎖な
どがあるが，その頻度については今回の検討では明らかにできなかった．一方，椎
弓形成術特有のものではないが，硬膜損傷（髄液漏出），術後の肺塞栓，感染など
が問題となる．参考までに，日本脊椎外科学会（現・日本脊椎脊髄病学会）による
全国的な脊椎手術調査が行われている（山本博司：日脊椎外会誌1999；10：332-
339）．頚椎症性脊髄症に限定した調査結果は明らかになっていないが，「頚椎症性
脊髄症を含む狭窄症」において，4,762例中249例に合併症が生じており，術中神経
合併症11例，術中神経以外合併症26例，術後神経合併症40例，術後神経以外合併
症172例という結果であった．
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10 前方除圧固定術の長期手術成績は安定しているか
Clinical Question

要　約

Grade C	 長期手術成績は比較的安定しているが，隣接椎間障害が問題となるこ
とがある．特に脊柱管狭窄例では隣接椎間障害により脊髄症の再悪化
が起きることがある．

背景・目的

わが国では脊柱管が狭い症例が多いことから，後方法が選択されることが多い
のが実情であろう．しかし，前方からの脊髄圧迫の強い症例や頚椎後弯変形の症
例のなかには，後方法による脊髄除圧には限界があり，前方からの除圧が必要な
例が存在する．したがって，前方法の成績と問題点を整理しておくことには大き
な意義がある．

解　説

前方除圧固定術後10年以上経過観察できた100例中9例で再手術（EV level 
7 1）），5年以上では106例中17例で再手術（EV level 7 2）），16年以上追跡できた33
例（うち頚椎症は21例）では5例に再手術が行われていた（EV level 7 3））．原因は
脊柱管狭窄（12ないし13 mm以下）を基盤とした固定隣接椎間障害であったとい
う点で一致していた（EV level 7 4））．なお参考までに頚椎椎間板ヘルニアに対す
る1椎間の前方除圧固定術後10年以上経過42例でも平均11年（6 〜 16年）で4例
に隣接椎間障害に対する再手術が行われていた（EV level 7 5））．

上記の結果から，脊柱管狭窄を伴う頚椎症性脊髄症に対しては前方法が避けら
れる傾向にあり，わが国の多くの施設で後方法が選択されているのが実情である．
頚椎アライメントが前弯であれば後方法の成績は良好である．しかし，後弯変形
があり前方からの脊髄圧迫が著しい例では，後方法による脊髄除圧には限界があ
る．このような例に対しては前方からの脊髄除圧が必要となる．わが国のいくつ
かの施設では，将来的に隣接椎間障害の発生が懸念される高位も含めた自家腓骨
を用いる長範囲前方除圧固定術が行われている（EV level 6 6），EV level 7 7））．こ
の術式では後弯変形であっても脊髄除圧が可能であり，術後長期的にも隣接椎間
障害に基づく脊髄症の再悪化のリスクを回避できるとされる．
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11 後方除圧法の長期成績は安定しているか
Clinical Question

要　約

Grade C	 椎弓形成術の長期成績は安定している．

背景・目的

30年以上前に，椎弓切除術に代わる術式としてわが国で開発された椎弓形成術
は，当初再狭窄が危惧されたが，安定した長期成績が明らかとなっている．しかし
その成績のエビデンスレベルについても再検討しておく必要がある．

解　説

片開き式（いわゆる平林式）51例（追跡率56％，OPLLを含む）5年以上経過例の
報告では，長期成績は全般的には安定している．ただし術後上肢麻痺は6例で発
生しており（全例徒手筋力テストで4以上に回復），65歳以上で改善率が劣ってい
た（EV level 7 1， 2））．棘突起縦割法（いわゆる黒川法）56例（追跡率79％，うち頚椎
症33例）5年以上経過例の報告では，可動域が30 〜 50％に低下するとともに椎間
不安定性が解消したことが報告されている（EV level 7 3））．運動機能の再悪化は
頚椎以外のさまざまな原因が主因であり，頚椎症性脊髄症による悪化は1例と手
術効果が良好に維持できていた（EV level 7 3））．同じ施設の10年以上の成績でも， 
頚椎症25例（追跡率57％）でほぼ同様の結果であり，良好な成績が長期間維持で
きていることが報告されている（EV level 7 4））．山口大式のZ形成では36例の10
年以上（追跡率不明）の成績が報告されており，平林式改善率に基づく5段階評価
で良以上72％，可動域は約4割減少していた（EV level 7 5））．同施設での78例の2
年以上（追跡率78％）でも同様の結果であった（EV level 7 6））．片開き式29例（追
跡率78％）の5年以上長期経過後に半数で若干の成績低下があり，弯曲指数低下
例でやや劣るなど，術前の頚椎アライメントが成績に影響するという報告がある

（EV level 7 7））．片開き式脊柱管拡大術を行った頚椎症性脊髄症27例の平均14年
間の追跡調査では，JOAスコアで術後3年まで改善，5年以降にやや悪化するも
最終追跡時改善率は55.7%であった．最終的にJOAスコアが1点以上悪化した症
例は8例（30%）であった．頚椎の可動域と前弯の減少も調査時に認められた（EV 
level 7 8））．

また79例の頚椎症性脊髄症に対する棘突起縦割法椎弓形成術の術後5年以上
の成績についてSF-36を含むアウトカムを調査した研究では，すべてのSF-36尺
度で50点を下回り，国民標準値を下回った. また，頚部痛がある患者はJOAス
コアと SF-36 の各尺度が低いという結果であった（EV level 7 9））．一方，skip 
laminoplastyの中長期成績を検討した報告では，頚椎症性脊髄症19例の平均5年
10 ヵ月の調査時，JOAスコアは術前平均9.6点が平均14.1点と改善しており，頚椎 
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アライメントおよび可動域は術前・調査時に有意差がなく，軸性疼痛のvisual ana-
logue scaleは術前平均3.0が平均0.9と減少していた（EV level 7 10））. 

以上のように，わが国で開発された椎弓形成術の長期成績については多くの報
告がある. 大半はEV level 7の報告ではあるものの，本術式は長期間の効果を維
持できることは明らかであり，本術式の長期成績は安定していると考えられる. 
しかし，患者立脚型アウトカム評価を用いた研究では，国民標準値までの回復が
困難であることも示された．また軸性疼痛の緩和を目的とした選択的除圧でも長
期の脊髄症状改善効果が期待される. 今後もこのような多方面からの評価により，
椎弓形成術の長期成績がさらに詳細に検討されることが望まれる. 
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5
第

章

はじめに
頚椎症性脊髄症の予後を検討するためには，まず放置例の予後を知ることが重

要であるが，初版および今回の改訂版の文献検索で放置例を詳細に検討した文献
を見出すことができなかった．しかし，本章では自然経過に関する論文を吟味し，
放置例と保存療法例の予後について解説を試みた．なお，疫学や生命予後について
は第1章で解説されている．

手術療法の予後については，術式の違い，術者の問題，患者側の因子が予後に影
響するかが問題となる．前方法，各種の後方法の術式による短期の手術成績には
大差がないとされている．前方法では長期的には固定隣接椎間の椎間板・骨変化

（井上駿一ほか：臨整外 1975；10：1018-1034）とそれによる脊髄症の発症が問題
となる（福井康之ほか：臨整外 1989；24：105-110）．また，固定に伴い頚部の可動
域制限を生じるが，これに対する関心は一般に薄い．後方法では，術式による合併
症の多寡が問題となるが，JOAスコアの改善率で判定すると，術後の軸性疼痛や
可動域制限は反映されないことが指摘され，これらに関しても評価が行われるよ
うになってきている．患者側の因子としては，手術時年齢が高いほど，術前重症な
ほど（JOAスコアが低いほど）手術予後は不良とされているが，これらがエビデン 
スに基づいた結論であるのかを検証する必要がある．画像所見では，術前の単純X
線像上の脊柱管前後径（平林　洌ほか：臨整外 1973；8：202-215，里見和彦：整形 
外科 1977；28：1617-1626），すべりや椎間可動域で評価される不安定性，MRI上の
脊髄の輝度変化が予後に関係するといわれているが，これらも検証が必要である．
また，手術後の臥床期間，頚椎装具の必要性や適切な期間，運動療法などは，初版
時以降も変化しており，その変遷に伴う成果を整理しておく必要がある．

本章のまとめ
予後に関するサイエンティフィックステートメントの作成にあたっては，あら

かじめ委員会で検討されたクリニカルクエスチョンのなかから放置・保存療法・
手術療法の予後，術前に予後を予測できる要因，手術療法の予後に影響を与える
因子および後療法による予後の違いなどの項目について，初版では最終的に6項
目のクリニカルクエスチョンを選択した．初版では検索式により抽出された論文
のなかからクリニカルクエスチョンの回答に有用な英文論文79編と和文論文26
編を選択し詳細に査読し，44編（英文論文20編，和文論文24編）を文献として採
用した．しかしこれらのうちEV level 6以上の論文は約半数であり，【解説】には
EV level 7，9の論文も含めざるを得なかった．今回の改訂にあたっては，初版のク
リニカルクエスチョンに新たに2項目を加え，計8項目とした．2004 〜 2009年の検
索式により抽出された論文のなかから，クリニカルクエスチョンの回答に有用な
論文28編（英文論文18編，和文論文10編）を採用，さらに検索網にはかからなかっ
たが重要と思われる論文を6編（英文論文2編，和文論文4編）追加した．
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頚椎症性脊髄症の自然経過については文献により改善・悪化の割合が大きく異
なっていた．これは対象症例の重症度や評価方法，調査期間などが異なっているこ
とが原因として考えられる．ただし重症例に対して治療介入しないことは倫理的
に難しく，重症例を含めた真の自然経過を明らかにすることは困難と考えられる．
したがって今後は，すでに一部の研究でなされているように，軽症の段階で登録
した症例を，治療の介入状況についても調査項目に含めて前向きに追跡し，その
経過を明らかにする形での大規模な研究が必要であると考えられる．

保存療法と手術療法の予後調査では，JOAスコア12 〜 13点以上の頚椎症性脊髄
症では3年程度の経過では統計学的有意差がみられず，手術療法と保存療法に差
がないという結果であった．一方，重度の症例を含めた群では手術例は良好に改
善したのに対して，保存療法群では悪化傾向がみられている．軽度のうちに手術
を勧める意見もあるが，手術に踏み切るタイミングについてはなお一定の見解が
なく，今後の検討課題である．

術前の患者背景で予後（手術効果）と相関する因子として罹病期間と重症度が
あげられるが，これらのみで詳細な予測ができるわけではない．一方，術前の画像
所見ではCTMやMRI横断面での脊髄面積が予後（手術効果）と相関し，また電気
生理学的検査も脊髄症の重症度を評価でき，予後（手術効果）予測に利用できる可
能性がある．

手術療法の長期予後については前方法・後方法ともに10年を超す成績の報告が
多数ある．両術式とも安定した長期成績が得られているが，長期予後に影響する
因子として，前方法では発育性脊柱管狭窄と固定隣接椎間障害があげられる．後方
法では後弯変形があげられているが，これに関してはまだ一致した見解が得られ
ておらず，さらに検証が必要である．

術後装具の装着期間を短縮させることで有意に可動域の減少が改善しているが，
軸性疼痛の軽減に益するかはさらに検討が必要である．

改訂版にあたり
今回の改訂にあたり，初版以後2004 〜 2009年までの論文を検索したが，自然経過

に関する論文はなく，保存療法に関する論文も一研究に限られていた．また保存療
法と手術療法を比較したRCTは初版の時点で報告され始めていた一研究のみで，
新たに実施されたものはなかった．なお，RCTではないが，前向き追跡による両療
法の比較研究がありこれを紹介した．

予後（手術効果）に関連する因子としては，MRI所見との関連を検討した報告が
増えており，これらの結果を整理した．また新たに電気生理学的検査に関するクリ
ニカルクエスチョンを設定し，予後（手術効果）予測の観点で評価を行った．頚椎弯 
曲，特に後弯変形が後方法での予後（手術効果）に関連する因子として問題となっ
ており新たに論文を追加したが，まだ十分な結論は導かれていない．

長期成績では，従来の術式に関しては初版時にすでに評価が確立していたこと
もあり，新たな知見はなかった．なお，低侵襲を考慮した新しい術式については，
今回の改訂の時点で，まだ長期成績を議論できる段階に至っていない．

予後として，頚椎可動域に関する新たなクリニカルクエスチョンを追加し，初
版時の採用論文を含めて評価し，その結果を整理した．
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1 自然経過例と保存療法例の予後に差があるか
Clinical Question

要　約

　　　 ▶	 自然経過例についての詳細な論文は見出すことができない．
Grade Ⅰ	 報告者によって自然経過例や保存療法例の改善・悪化の割合は大きく

異なるため，現時点では両者の予後の差を検証することは困難である．

背景・目的

自然経過例の予後を知ることは治療効果を検討するうえで重要であるが，適切
な論文が見出せなかったため，ここでは保存療法例を含めた経過に関する論文か
ら予後を検討した．

解　説

頚椎部圧迫性脊髄症120例のレビューがある（EV level 9 1））．Natural historyの
項では75％が“episodic worsening”，20％が“slow steady progression”，5％が“rapid 
onset of symptoms that resulted in permanent disability”であり，未治療で改善
することはまれであると述べている．一方，わが国での頚椎症性脊髄症74例の自
然経過の調査（EV level 7 2））では，平均5年10 ヵ月の追跡で改善19例（26％），不
変19例（26％），悪化36例（49％）と報告され，前述のレビューの結果と大きく異なっ
ている．未治療を含む頚椎症性脊髄症51例の予後調査（EV level 7 3））では，平均2
年1 ヵ月の追跡で改善11例（22％）・不変7例（14％）・悪化33例（65％）であり，特
に未治療例で悪化する傾向があった．

保存療法については，頚椎症性脊髄症151例の平均7年5 ヵ月の調査（EV level  
7 4））で，改善21％，不変23％，悪化9％，手術への移行47％であった．一方，レビュー
のなかで，神経症状が軽度な頚椎変性疾患による脊髄症に対する装具療法では，
30 〜 50％の症例で改善していた（EV level 9 5））．わが国のJOAスコア13点以上あ
るいはそれ以下（ただしJOAスコア10点以上）でも手術を望まなかった頚椎部圧
迫性脊髄症52例に対して，平均3 ヵ月間の装具療法を施行し，平均3年の追跡を
した調査（EV level 7 6， 7））がある．有効例（獲得点数が1点以上あるいは追跡時ス
コアが15点以上）は36例（69％），手術への移行（保存療法開始後平均1年1 ヵ月
で施行）は10例（19％）であり，前述の報告と比べ改善の割合が高い．さらに，入
院による平均2週間のGood Samaritan頚椎持続牽引治療を施行した頚椎症性脊髄
症85例を，その後平均2年11 ヵ月追跡した調査（EV level 7 8））では，改善・不変
が61例（72％），悪化24例（28％）であったが，JOAスコア13点以上（66例）では
悪化例が21％，13点未満（19例）では悪化例が53％であった．また同一グループ
は1995年以降のJOAスコア13点以上（56例）の症例で，追跡時に悪化していた症
例（11例：20％）の特徴は，最大圧迫部位におけるMRI横断像で脊髄が全周性に
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圧迫されていたとしており（EV level 7 9）），これらは背景因子による経過の違い
を示唆している．

上記のような，調査結果の違いは放置・自然経過・保存療法の区別が曖昧であ
ることや，対象症例の重症度や背景，評価方法，追跡期間が異なることなどが原因 
と考えられる．ただし保存療法に関する研究をみると，牽引や装具などを実際に実
施しているのは限られた期間であり，内容からみて現状の保存療法に永続的な効果
があるとは考えにくく，終了後は自然経過をみているとみなすこともできるなど，
自然経過と保存療法を区別することは容易でない．一方，医療介入を行わない症
例（放置例）の経過を把握することはきわめて難しいと考えられ，このクリニカル
クエスチョンに対し明確な回答を得ることは今後も困難であると予想される．た 
だし，手術を施行せずに追跡している症例の症状経過の推移を明らかにしていく
ことは，本症の予後を明らかにするうえで今後も重要である．

文　献
 1） Schmidt MH，Quinones-Hinojosa A，Rosenberg WS：Cervical myelopathy associated with 

degenerative spine disease and ossification of the posterior longitudinal ligament．Semin 
Neurol 2002；22（2）：143-148

 2） 小田裕胤：疫学・自然経過．NEW MOOK 整外 1999；6：22-29
 3） 吉松弘喜，永田見生，後藤博史ほか：過去3年間における頸椎症性脊髄症の非手術症例の検討．

整外と災外 2000；49（4）：1006-1010
 4） 森田雅和，永田見生，大橋輝明：頸椎症性脊髄症の保存的治療の予後調査．西日脊椎研会誌 

1994；20（1）：55-57
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見と治療成績との関連．臨整外 1999；34（4）：537-542
 7） Matsumoto M，Toyama Y，Ishikawa M et al：Increased signal intensity of the spinal cord 

on magnetic resonance images in cervical compressive myelopathy．Does it predict the 
outcome of conservative treatment? Spine 2000；25（6）：677-682

 8） 下村隆敏，鷲見正敏：頚椎症性脊髄症の自然経過．入院保存治療例についての検討．臨整外 
2004；39（4）：439-444

 9） Shimomura T，Sumi M，Nishida K et al：Prognostic factors for deterioration of patients 
with cervical spondylotic myelopathy after nonsurgical treatment．Spine 2007；32（22）：
2474-2479
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2 保存療法と手術療法の予後に差があるか
Clinical Question

要　約

Grade B	 軽度の頚椎症性脊髄症については，保存療法と手術療法の成績は3	〜	4
年の経過では有意差がみられない．

Grade C	 重度の症例を含めた群では，手術例は良好に改善するのに対して，保
存療法群では悪化傾向がみられる．

背景・目的

保存療法と手術療法の治療成績を比較した論文についてそれぞれの予後を検討
した．

解　説

わが国でのJOAスコア13点以上の頚椎症性脊髄症に対する手術療法群と保
存療法群を比較した研究において，平均3.7年の追跡期間で，改善率は手術療法
群が40.4％，保存療法群が37.1％と有意差を認めていない（EV level 6 1））．また，
modified JOAスコア（Benzel EC et al：J Spinal Disord 1991；4：286-295，18点満
点）が12点以上の頚椎症性脊髄症に対してコイントスにより保存療法と手術療法の
2群に分け，prospective randomized studyを行った一連の報告がある（EV level 
5 2 〜 5））．この研究におけるそれぞれ保存療法35例と手術療法33例の最終的な3年
の経過報告（EV level 5 4））では，modified JOAスコア，改善率，10 m歩行時間の
いずれの項目でも両群間に有意差はない，という結果であった．しかし，これは
あくまで2群間を比較した全体の結果であり，各群における当該治療に対する効
果には幅があり，別の報告でこの研究における各療法に対し効果を認めた症例の
特徴を検討している．保存療法では，脊髄面積が70 mm2 以上で，高齢かつ正常な 
中枢運動伝導時間（central motor conduction time：CMCT）を示した症例であり，
手術療法では，modified JOAスコアが低い，10 m歩行時間が長い，脊髄面積が小
さいなどの症例のなかでも重症度が高い例であった（EV level 5 5））．ただし，軽症
の頚椎症性脊髄症では保存療法と手術療法に差がないという結論は，個々の患者
での両療法の結果にも差がないと結論づけるものではないとも述べており，予後
に関与する背景因子を十分に考慮する必要がある．また1年間に登録された頚椎症
性脊髄症を前向きに追跡し，結果的に手術療法に移行した32例と手術を施行しな
かった34例を，modified JOAスコアを含む頚髄症の重症度，SF-36による健康状
態，standard gambleなどの健康価値で評価したところ，両群ともにいずれの評価
法でも約6 ヵ月追跡時と登録時との間に差が認められず，手術療法の利点を示せな
かったという報告もある（EV level 5 6））．

一方，頚椎症性脊髄症の多施設共同研究（EV level 5 7））では，保存療法の23例
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と手術療法の20例とを比較し，保存療法群では疼痛はやや改善したがADLと神
経学的所見が著明に悪化したのに対して，手術療法群では術前機能障害が高度で
あったにもかかわらず機能や痛み，神経学的所見が良好に改善し，結論として高
度な機能障害例や進行例には早期の手術療法を勧めている．また，頚椎症性脊髄
症に対する保存療法17例と手術療法14例の比較研究では，JOAスコアによる改
善率はそれぞれ35％と43％であり，適切な患者選択と手術療法は保存療法に勝る
と述べている（EV level 6 8））．さらに，保存療法22例と手術療法50例の比較研究
では，手術療法群の30 m歩行時間は6 ヵ月で改善し3年維持されていたのに対し
て，保存療法群は6 ヵ月で悪化9例，不変5例，改善8例，3年では悪化19例，改善
3例であった．また手術療法群から性，30 m歩行時間，年齢をできるだけ一致させ
た22例を選び保存療法群22例と比較すると，3年では有意に手術療法群の30 m歩 
行時間は短く，手術療法の優位性が示されている（EV level 7 9））．

このように，保存療法と手術療法の予後には差がある（手術療法が勝る）とする
研究と，差がないとする研究が存在するが，これには各治療を選択した際の頚椎症
性脊髄症の重症度や背景因子が結果に影響している可能性がある．また，経過観
察期間を長くすると，保存療法群での悪化例の割合が漸増することが推測される 
ため，これまでに報告されている3 〜 4年を超える長期での比較検討も必要であろ
う．手術療法選択のタイミングにも関連する問題であり，今後もさらに詳細な研
究が必要である．

文　献
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cervical spondylotic myelopathy．Long-term follow-up and comparison with controls．Spine 
2009；34（12）：1296-1300
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3 術前の症状で予後（手術効果）を予測できるか
Clinical Question

要　約

Grade C	 罹病期間と術前重症度は予後（手術効果）と相関する可能性がある．

背景・目的

手術によりどの程度改善が得られるかを予測することは，インフォームド・コン
セントの観点からも重要である．

解　説

術前の症状から予後（手術効果）を予測する試みとして予測式を用いた論文が
ある（EV level 6 1））．罹病期間と術前JOAスコアから予測式により術後予測JOA
スコアを算出し，実際の術後点数との差が± 1点以内を的中とするもので，高齢者

（70歳以上）と非高齢者（70歳未満）の的中率はそれぞれ48％と70％であった．ま
た高齢者であっても術前JOAスコアが10点以上であれば非高齢者と同等の予後
が期待でき，8点前後では手術効果は劣っていた．一方，高齢者（70歳以上）と非高
齢者（70歳未満）について予後に関連する因子を調査した論文（EV level 6 2））によ 
ると，高齢者では罹病期間と重症度の両者が予後と有意に相関していたのに対し，
非高齢者では重症度は相関したが，罹病期間は相関しなかったと述べられている．
一方，別の研究では罹病期間が18ヵ月未満の例で手術療法による改善が良好であっ
た（EV level 6 3））．さらに 135例の頚椎症性脊髄症を対象に，手術による長期予後
に関連する因子を明らかにすることを目的に，罹病期間や術前JOAスコアを含め
た多因子での統計解析を行った研究がある（EV level 7 4））．この研究では術前JOA 
スコアが高い（12点以上）ことは予後良好と関連する因子にあげられ，罹病期間に
ついては術前JOAスコアより予後への影響度は低いが，長くなるほど予後不良で
ある傾向が示されている．ほかにも複数の論文で罹病期間と術後成績の関連（EV  
level 6 11），EV level 7 5， 7 〜 10， 12），EV level 9 6）），重症度と術後成績の関連（EV level  
7 7， 12 〜 15））が指摘されており，罹病期間と重症度は予後と相関する可能性が高い．

一方，高圧酸素療法の効果から術後の予後を予測する試みがある（EV level 7 16））
が，十分なエビデンスとはいえない．
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4 術前の画像所見で予後（手術効果）を予測できるか
Clinical Question

要　約

Grade C	 MRIや脊髄造影後CT（CTM）での脊髄面積により予後（手術効果）があ
る程度予測できる可能性がある．

Grade C	 MRIのT2強調像での髄内高輝度変化の存在は，予後（手術効果）と関
連するという報告と関連しないという報告があり，一定した見解がな
い．しかし，MRIで髄内に多椎間にわたりT2強調像で高輝度変化を認
める場合や，T1強調像での低輝度変化を合併する場合は予後（手術効
果）が不良である．

Grade C	 椎弓形成術においては，術前の頚椎や頚髄の後弯が予後（手術効果）に
影響する可能性がある．

背景・目的

脊髄面積，髄内輝度変化，および脊髄形態と術後成績との関連については多く
の論文があるが，予後（手術効果）を予測できるエビデンスの高い因子があるか検
討した．

解　説

頚椎部圧迫性脊髄症におけるMRI横断像での脊髄面積と，JOAスコアでの改善
率との関連を調べた論文がある（EV level 7 1））．C2/3レベルの脊髄面積に対する
各椎間での面積比を求め脊髄縮小率を算出したところ改善率と強い相関を示し，平
均改善率を上回るための条件は脊髄縮小率が28.7％以内であるとした．またMRI
横断面でC7レベルの脊髄面積に対する最大圧迫部位の脊髄面積の比（C7比）が術
後JOAスコアと有意に相関し，C7比が70％以上の16例中15例は術後JOAスコア
が13点以上で，C7比70％未満の5例中3例は13点未満にとどまったという報告が
ある（EV level 7 2））．また頚椎症性脊髄症において，MRIの最大圧迫部位での脊
髄面積は改善率と相関があり，改善率が対象全体（50例）の平均を下回った23例
中18例での脊髄面積が40 mm2 以下であったという報告もある（EV level 6 3））．一
方，MRI最狭窄部横断面で脊髄横径に対する前後径の比（APCR）の検討では，15％
以上の群では改善がよく，10％以下の群で不良であった（EV level 7 4））．またCTM
による検討では，C2レベルの脊髄面積と最狭窄部の脊髄面積の差をC2レベルの脊
髄面積で除したパーセンテージを脊髄面積縮小率とすると，術後改善群と不良群は
それぞれ32.7％，48.5％と不良群で有意に脊髄面積が小さかった（EV level 7 5））．こ
れらの脊髄面積の検討により予後がある程度予測できる可能性がある．しかし個
人差があり，今後も規模の大きな比較研究が望まれる．

MRIでの髄内輝度変化に関しては多くの論文がある．術前のT2強調像での高輝
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度変化については，術後成績と関連するという研究（EV level 7 6， 7））と，関連しな
いとする研究（EV level 6 9），EV level 7 8））があり，報告者により意見が異なってい
る．ただし，T2強調像での髄内高輝度変化が多椎間に認められる場合は，単椎間の 
場合や輝度変化がない場合に比べ予後が不良とされている（EV level 6 3），EV level  
7 10 〜 12））．また，T2強調像での高輝度変化だけでなくT1強調像での輝度変化（低輝 
度）を伴う場合にも予後が不良であることが示されている（EV level 7 10，11， 13， 14））．
これらの結果と，T2強調横断像での高輝度部位は頚椎症性脊髄症の症状の主病巣
部位である索路（白質）よりもむしろ灰白質に近いことを考慮すると，MRIにおけ
るT2強調像での髄内高輝度変化は脊髄障害の高位を表していると推察されるが，
確実な予後予測の指標とはいい難い．ただし，輝度変化の頭尾方向の広がりやT1
強調像での低輝度変化は，索路（白質）を含む脊髄障害の重症度を反映した変化で
ある可能性が考えられ，予後に影響していることが推察される．

髄内輝度変化の術後経過については，T2強調像での高輝度変化が術後に消失し
た例で改善がよいとするもの（EV level 7 11， 15））と，術後変化は関連しないとする
もの（EV level 7 16））があり，これも報告者により意見が異なっている． 

術前後のMRIでの脊髄圧迫状態の変化を評価し，脊髄圧迫が消失したものは術
後成績が良好で，脊髄圧迫が不変のものは成績不良とする報告がある（EV level 
7 17））．また135例の頚椎症性脊髄症を対象に，手術による長期予後に関連する因子
を明らかにすることを目的に多因子での統計解析を行った研究では，MRIの最大
圧迫部位での脊髄面積が術後60%以上増加したものを予後良好因子の1つにあげ
ている（EV level 7 18））．

椎弓形成術においては，頚髄や頚椎の弯曲と成績との関連が検討されている．
MRIでの頚髄弯曲について，前弯型は直線型・後弯型に比べ椎弓形成術における改 
善率は有意に良好とする報告がある（EV level 7 19））が，後弯度12度までは成績に
影響がないとする報告もある（EV level 7 20））．一方，椎弓形成術114例の検討で，
成績不良因子として頚椎の局所後弯は重要であり，13度以上の局所後弯例で成績
不良との報告がある（EV level 7 7））．

また，椎弓形成術においては，発育性脊柱管狭窄の有無は術後成績に影響を及ぼ
さないという報告がある（EV level 6 21））．さらに，3 mmを超える後方すべりを有
する群は，前方すべりを有する群やすべりのない群に比べて成績が不良であると
する報告がある（EV level 6 22））．しかし，この研究での後方すべり群での脊髄面 
積は他の2群より小さく，脊髄面積のほうが術後成績により関与している可能性
を否定できない．したがって，画像上の複数の因子に対し，的確な統計学的手法を
用いて，有意なものを絞り込んでいく研究が今後は必要と考えられる．
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5 術前または術中の電気生理学的検査で
予後（手術効果）を予測できるか

Clinical Question

要　約

Grade C	 術前または術中の電気生理学的検査は，予後（手術効果）を予測できる
可能性がある．

背景・目的

脊髄の機能評価にSEPやMEP，および術中の脊髄誘発電位（spinal cord evoked 
potential：SCEP）が用いられる場合がある．これらの電気生理学的検査で予後（手
術効果）を予測できるかを検討した．なお，電気生理学的検査の結果と予後との関
連性を調査した論文は，対象を頚椎症性脊髄症に限定した論文が少なく，頚椎椎間
板ヘルニアやOPLLなどを含めた頚椎部圧迫性脊髄症を対象としたものが多いた
め，これらを含めて検討した．

解　説

術前に経頭蓋磁気刺激法を用いてCMCTを測定し，術前後のJOAスコア，10秒
テストとの相関を調査したcohort studyでは，CMCTと術前ならびに術後1年の
JOAスコアが相関し，成績不良例では有意に延長しており，上肢CMCTが13 msec， 
下肢CMCTが21 msecを超えると予後が不良であった（EV level 7 1））．同様に，
術前に測定した上肢CMCTと術後改善率との間に有意な相関があることを示し，
上肢CMCTが15 msecを超えると予後が不良とする報告もある（EV level 7 2， 3））．
また，70歳以上の高齢者群でも下肢CMCTと術後の下肢運動機能には有意な相
関を認めたという報告がある（EV level 7 4））.さらに術前に評価したMEP潜時が，
JOAスコアでの改善率40％以下の成績不良群は改善率60％以上の成績良好群に
比し，有意に延長または導出不良であったという報告がある（EV level 7 5））．した
がって，経頭蓋磁気刺激法を用いたCMCTやMEP潜時は予後予測に有用である
可能性がある．

SEPに関しては，術前の評価で波形が識別不能あるいは潜時や振幅が計測不能な
症例では，JOAスコアでの改善率は低く予後が不良であるとする報告がある（EV 
level 7 6， 7））．また，術前のN13の潜時と術後JOAスコアとの負の相関を示した研
究があり，予後予測への有用性を示唆している（EV level 7 8））．

SCEPに関しては，8例を対象に術中の除圧前と除圧直後，術後7日の波形変化を
調査し，除圧前に比べ振幅が30%以上回復したもの，または完全な陽性電位であっ
たレベルで陰性成分が出現したものを電位改善と判定すると，JOAスコアでの平
均改善率は，除圧直後の電位改善例で92.7%，術後7日での電位改善例で79.5%，電
位改善がなかった例で27%であり，SCEPは予後判定に有用であるとの報告がある

（EV level 7 9））．これに対し，95例を対象に波形パターン，術中除圧前後での波形
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変化と治療成績との関連を検討した研究では，波形パターン（除圧前後でパターン
の変化はなし）としてspikeパターン群はpolyphasicパターン群に比べ退院時JOA
スコア，特に下肢運動点数は高値であったが，改善率では有意差を認めず，また除
圧による波形変化としての潜時や振幅の変化と退院時JOAスコア，改善率には相
関がなかった．以上から波形のパターンで退院時の予後はある程度予測可能だが，
波形変化での予後予測は困難であると述べている（EV level 7 10））．一方，135例の
頚椎症性脊髄症を対象に，手術による長期予後に関連する因子を明らかにするこ
とを目的に，SCEP結果を解析因子に含め多因子での統計解析を行った研究（EV 
level 7 11））では，振幅が正常あるいは 30% までの減少は予後良好，spinal cord  
injury potentialとされる陽性波は予後不良であるなど，SCEP結果は長期予後に関
連すると報告している．

複数の電気生理学的検査を術前後に実施し，手術による臨床症状の変化との関
連を調査し，予後判定としての有用性を検討した研究がある．頚椎部圧迫性脊髄
症の手術患者62例に対し，MEPでCMCT，SEPで頚部感覚神経伝導時間（cervical 
sensory conduction time：CSCT）を術前・術後に測定し変化をみると，術前に延
長していたCMCTの術後の緩やかな回復とJOAスコア運動機能の改善，および術 
前に延長したCSCTの術後の有意な短縮とJOAスコア感覚機能の改善との間にそ
れぞれ関連を認め，MEPとSEPの併用は術後回復過程の指標として有用である
と述べている（EV level 6 12））．一方，頚椎症性背髄症の手術患者43例に術前後に
MEPとSEPを施行し，術後の臨床症状との関連を調査したところ，Nurickスケー
ルで2段階以上改善した17例の上肢CMCTとSEPのP40潜時は，術後1年で短縮
傾向は示したが，術後に正常化したものはCMCTが5例，P40潜時は3例にすぎ
ず，必ずしも臨床症状と相関しておらず，SEPとMEPは手術施行例における予後
判定に有用とはいえないとする報告もある（EV level 6 13））．

電気生理学的検査による予後（手術効果）の予測については肯定的な報告が多
いが，一部には否定的な見解もある．臨床症状の術前重症度は予後と相関するこ
とが指摘されており，臨床症状の重症度を電気生理学的検査結果で代用し表現し
ているという以上の成果は得られておらず，現状では予後予測に必須の検査とい
う位置づけではない．ただし電気生理学的検査には，臨床症状で得られる重症度
よりも詳細な，あるいは定量的な評価を行える可能性があり，予後予測への利用
価値については今後も検討を続ける必要がある．
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6 前方法と後方法の予後（中長期成績）に
影響する因子はあるか

Clinical Question

要　約

　　　 　	 　前方法で予後に影響する因子として
Grade B	 脊柱管前後径13	mm以下の発育性脊柱管狭窄があげられる．
Grade C	 固定隣接椎間障害があげられる．
	 　後方法で予後に影響する因子として
Grade Ⅰ	 頚椎後弯の進行があげられているが，意見の一致がない．

背景・目的

前方固定術後の最大の問題点として，固定隣接椎間障害があり，後ろ向き研究
ではあるが，おおよその実態が報告されている．また後方法では頚椎弯曲の変化と
成績との関連が検討され，予後に影響する因子として後弯変形が指摘されている．

解　説

1 前方法

頚椎前方除圧固定術後に再手術を要した症例の88％は脊柱管前後径が13 mm以 
下であったという論文がある（EV level 7 1））．また発育性脊柱管狭窄は予後に影
響することが複数の論文で述べられており（EV level 6 2），EV level 7 3， 4）），13 mm
以下の発育性脊柱管狭窄は前方法の予後に影響する可能性が高い．一方，固定隣
接椎間の障害を主因として行われた再手術の危険因子について，再手術25例と未
施行25例を比較した研究では，初回手術前の固定隣接椎間のCTMでの狭窄の有無
のみが関連し，脊柱管前後径は関連がなかったという報告もある（EV level 6 5））．

画像上の固定隣接椎間障害については複数の研究がある．術後平均2年の観察
では，下位に比べ上位隣接椎間で椎間板変性が進行しており，変性は固定椎間高の
減少・不変例に多く発生していたことから，固定椎間の椎間高を増加し局所前弯
を得ることが隣接椎間の変性防止につながると述べている（EV level 7 6））．術後
平均8.5年の経過をみた研究では，106例中25％で機能撮影にて上位隣接椎間に動
的脊柱管狭窄（12 mm未満）が発生していた（EV level 7 7））．術後4年以上経過し
た45例では，単純X線像上51％に，またMRIを撮影できた41例中71％に画像評
価で隣接椎間板変性の進行がみられていた（EV level 7 8））．さらに長期観察にお
いて，隣接椎間変化は20年以上経過の33例ではX線像上必発し，MRI上も85％
で椎間板変性が発生しており，約半数に固定上位はすべり，MRIで60％に隣接椎
間での脊髄圧迫がみられていた（EV level 7 9））．

固定隣接椎間障害を主因とした再手術の頻度は，前方除圧固定術後10年以上
経過観察できた100例中9例（EV level 7 10）），5年以上経過観察できた106例中17
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例（EV level 7 7）），16年以上追跡できた33例（うち頚椎症は21例）では5例（EV 
level 7 9））と報告されている．

2 後方法

椎弓形成術の長期成績を調査した複数の報告では，椎弓形成術の長期成績は安
定しており，効果が維持されていることが示されている（EV level 7 11 〜 13））．ただ
し，前方法・後方法合計85例の10年以上の経過調査のなかで，不良因子として後
方法では頚椎の弯曲状態があげられており（EV level 7 4）），また片開き式椎弓形成
術の5年以上経過した27例の調査では，弯曲指数が低下し後弯への進行例で改善
率が不良であったと述べられている（EV level 7 14））．また，片開き式椎弓形成術
27例の10年以上の調査（EV level 7 15））では，遅発性悪化8例中5例が非前弯型で
あり，長期成績をより向上させるには頚椎前弯位と可動性の保持に留意すべきで
あると指摘している．しかし，同一施設のその後の術後平均14年の報告（EV level 
7 16））では，術後頚椎前弯は減少するが，弯曲の変化は成績に影響しないと述べて
おり，結果が一定していない．同様に5年以上の経過観察で，術後の弯曲は影響 
しないとの報告がある（EV level 7 17））．術前および術後の頚椎後弯は後方法の予
後に影響する可能性はあるが，まだ一定の見解が得られておらず，さらに質の高
い研究が必要である．

また，椎弓形成術において，JOAスコア改善率と術後の画像評価との関連を検
討した研究があり，60歳未満の症例では前後屈可動域の減少が大きいほうが改善
率がよいとする報告（EV level 7 18））や，術後のMRI画像で脊髄前方のくも膜下腔
が拡大しなかった症例での改善率が低いとする報告（EV level 7 19））があるが，同
様の報告がほかになく，ここでは紹介に留める．

近年，後方法の術後弯曲異常や軸性疼痛の予防を目的として頚部筋群を温存し
た術式が提唱されている（EV level 7 20））．Skip laminoplastyの術後5年の報告で
は成績は維持されており，術後の再狭窄を認めていないことが示されている（EV 
level 7 21））．こうした術式の工夫や，除圧範囲を限局した椎弓形成術については，
まだ長期成績を議論できる段階に至っていない．当初の椎弓形成術は，広範囲に脊
柱管を拡大すること，ある程度の制動効果を得ることが術式の基盤にあり，そのう
えで良好な長期成績が示されてきた．一方，近年の方法は選択的な除圧や可動域の
温存という異なった方向性を有しており，これらの点を十分に認識して長期成績
を検証していかなければならない．

なお，後方法としての椎弓形成術は長期成績が安定しているためか，まとまっ
た報告がないために前方法のように再手術の頻度を示すことはできないが，前方
法よりも頻度はきわめて低いと推察される．



93Clinical Question 6

文　献
 1） 矢津匡也，金　明博，小坂理也ほか：頸髄症に対する前方除圧固定術後に再手術を要した原因．

中部整災誌 2001；44（3）：629-630
 2） 川上　守，玉置哲也，岩崎　博：頸髄症に対する前方法と後方法：頸椎症性脊髄症に対する手

術成績，前方法と後方法の適応と限界．中部整災誌 1998；41（1）：13-14
 3） 望月真人，後藤澄雄：頸椎症性脊髄症に対する前方除圧固定術の長期成績．脊椎脊髄ジャーナ

ル 1997；10（9）：803-807
 4） 岸本哲朗，河合伸也，小田裕胤：頸椎症性脊髄症の術後長期観察例の検討．西日脊椎研会誌 

1996；22（2）：162-164
 5） 東野　修，弓削　至，芝啓一郎ほか：頚椎前方除圧固定術後隣接椎間障害による再手術の危険

因子について．整外と災外 2004；53（4）：892-894
 6） 西登美雄，佐々木聡，鈴木紀夫ほか：頚椎前方固定術後に生じるＸ線学的変化．整・災外 2004；

47（9）：1097-1104
 7） Baba H，Furusawa N，Imura S et al：Late radiographic findings after anterior cervical 

fusion for spondylotic myeloradiculopathy．Spine 1993；18（15）：2167-2173
 8） Teramoto T，Ohmori K，Takatsu T et al：Long-term results of the anterior cervical 

spondylodesis．Neurosurgery 1994；35（1）：64-68
 9） 戸山芳昭，平林　尚，平林　洌：頸椎症性脊髄症に対する前方除圧固定術の長期成績．

Orthopaedics 1997；10（6）：117-125
 10） 田口敏彦，河合伸也，金子和生ほか：頸椎症性脊髄症の再手術例の検討．西日脊椎研会誌 

1998；24（1）：61-63
 11） Satomi K，Nishu Y，Kohno T et al：Long-term follow-up studies of open-door expansive 

laminoplasty for cervical stenotic myelopathy．Spine 1994；19（5）：507-510
 12） Seichi A，Takeshita K，Ohishi I et al：Long-term results of double-door laminoplasty for 

cervical stenotic myelopathy．Spine 2001；26（5）：479-487
 13） 李　鄭林：山口大式頸椎椎弓形成術及び長期成績．山口医 1999；48（3）：79-83
 14） Kimura I，Shingu H，Nasu Y：Long-term follow-up of cervical spondylotic myelopathy 

treated by canal-expansive laminoplasty．J Bone Joint Surg Br 1995；77（6）：956-961
 15） 丸岩博文，千葉一裕，渡辺雅彦ほか：〔脊椎外科最近の進歩〕頸椎症性脊髄症に対する片開き式

脊柱管拡大術の長期成績：術後10年以上．臨整外 2000；35（5）：411-416
 16） Chiba K，Ogawa Y，Ishii K et al：Long-term results of expansive open-door laminoplasty 

for cervical myelopathy – average 14-year follow-up study．Spine 2006；31（26）：2998-3005
 17） 中尾慎一，吉田宗人，川上　守ほか：当科における頚部脊髄症に対する椎弓形成術の長期成績．

中部整災誌 2007；50（4）：655-656
 18） Ogawa Y，Chiba K，Matsumoto M et al：Postoperative factors affecting neurological 

recovery after surgery for cervical spondylotic myelopathy．J Neurosurg Spine 2006；5（6）：
483-487

 19） 三原久範，近藤総一，蜂谷将史ほか：頚椎症性脊髄症に対する椎弓形成術の脊髄除圧効果につ
いての検討．臨整外 2004；39（9）：1151-1156

 20） 白石　建，谷戸祥之：頸椎棘突起付着筋を最大限に温存する正中縦割式脊柱管拡大術：第2頸
椎を含めて．臨整外 2001；36（12）：1389-1394

 21） Kato M，Yato Y，Ueda S et al：Middle- or long-term results of skip laminoplasty for cervical  
spondylotic myelopathy．J Spine Res 2008；19（3）：550-554



94 第5章　予　後

7 手術療法の後療法で予後が変わるか
Clinical Question

要　約

　　　 　	 　椎弓形成術後の装具装着期間を短縮することで，
Grade C	 脊髄症状の予後は変わらない．
Grade C	 可動域制限が改善され，軸性疼痛が軽減する．

背景・目的

頚椎症性脊髄症の後方法の合併症として頚椎可動域制限と軸性疼痛が問題視さ
れている．近年これらの対策として術後固定期間が短縮される傾向にあるが，そ
のエビデンスについて検討した．

解　説

椎弓形成術（桐田 – 宮崎法）の後療法について，カラー 6週間装着群とカラー非装
着群を比較した論文がある（EV level 6 1））．脊髄症状の改善は両群とも良好であっ
たが，可動域の減少は6週間装着群13％，非装着群15％で有意差はなかったもの
の，非装着群では軸性疼痛が軽減し，後弯変形の頻度が低下していた．また椎弓形
成術（山形大式拡大術）の後療法で，外固定12週群と3週群との比較では術後の可
動域の減少は3週群で有意に少なく（EV level 6 2）），さらに，片開き式椎弓形成術
での外固定2 ヵ月群と3週群との比較でも，可動域の減少は3週群で有意に少ない
と報告されている（EV level 7 3））．また，椎弓形成術の後療法でカラー固定4週群
と1週群の比較において，脊髄症状の改善は両群とも良好だが，1週群で後頚部痛
や肩甲部痛の軽減が得られたとする報告（EV level 7 4））や，セラミック人工椎弓
を用いることで術後早期から頚椎可動域訓練を開始した群では，特に後屈の可動
域が保たれ頚部由来の愁訴の軽減に有効であったとする報告（EV level 6 5））もあ
り，装具装着期間を短縮することで可動域制限を減少させ，軸性疼痛も軽減させる 
可能性がある．さらに後弯変形の予防にも有効とする意見がある（EV level 6 1））
が，固定期間を短縮することで術後長期に前弯を保持できるかについてはまだ十
分なエビデンスが得られていない．
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8 手術療法後に頚椎の可動域はどうなるか
Clinical Question

要　約

Grade C	 椎弓形成術では術後の装具装着期間を短縮することで可動域制限が改
善される．

Grade Ⅰ	 Skip	 laminoplastyなどの新しい後方法により可動域が温存できる可
能性があるが，まだ十分な結果は示されていない．

背景・目的

頚椎症性脊髄症の手術の合併症として頚椎の可動域制限があり，これに対し手
術法や後療法が工夫されているため，手術後の可動域について検討した．

解　説

椎弓形成術をはじめとする後方法では，その初期の手術の長期成績を示した研究
のなかで可動域の減少が示されている．頚椎症性脊髄症を対象としたC2-7間の（前
後屈）可動域の結果をみると，片開き式椎弓形成術では，術前42.3度が術後1年で
27.4度，5年で25.2度に減少（後療法は未記載）（EV level 7 1）），術前41.8度が術後1
年で26.7度，5年で24.9度，術後平均7年10 ヵ月で23.4度に減少（後療法は未記載）

（EV level 7 2）），さらに10年以上の追跡では，術前44度が最終追跡時（平均14年1ヵ
月）14度に減少（後療法は2週間のベッド上安静ののち，約3 ヵ月間の頚椎装具装
着）（EV level 7 3））と報告されている．棘突起縦割式椎弓形成術では，5年以上の経
過観察で後方固定を行っていない症例では，C2-7間の可動域が術前32.1度から追跡
時19.8度に減少（後療法は未記載）（EV level 7 4）），10年以上の追跡では術前47度
が13度に減少（ただし25例の対象のなかに12例の後方固定施行例を含む結果，頚
椎装具を術後8 〜 20週間装着）（EV level 7 5））と報告されている．山口大式椎弓形
成術では，10年以上平均17年の追跡で，C2-7間の可動域は術前42.5度が追跡時23.2
度に減少（後療法は術後1週間臥床，頚椎固定具を術後2 〜 3 ヵ月，その後ポリネッ
クを術後4 〜 6 ヵ月まで使用）と報告されている（EV level 7 6））．以上より，初期の
椎弓形成術では術式としてある程度の制動効果を求めており，長期間の装具装着が
なされていたこと，報告や術式によってかなりの幅があることなどを認識しておく
必要があり，術前の約30 〜 60％に可動域が減少するという結果である．

これらに対し，近年は前向き研究や，術式の工夫や後療法の違いによる比較研
究の結果が報告されている．前向き研究としては，片開き式椎弓形成術を行い術後
2 〜 4週間のカラー固定を施行した症例のC2-7間の可動域を術後24 ヵ月まで追跡
し，可動域の減少は術前の29.2％で，術後18 ヵ月でプラトーになると報告している

（EV level 7 7））．術式に関しては，C2棘突起付着筋の温存の有無で比較をした研究
があり，有意差は認めないという結果（EV level 7 8））と，温存群のほうが可動域は
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よいとする研究（EV level 7 9））があり，またC7棘突起付着筋の温存の有無で比較
をした研究でも，差を認めないという結果（EV level 7 8））と温存群のほうが可動域
はよいとする結果（EV level 7 10））があり，意見の一致をみない．一方，片開き式椎
弓形成術と選択的椎弓切除術の比較では，選択的椎弓切除術のほうが可動域の減少
が少ないという報告がある（EV level 6 11））．後療法については，桐田 – 宮崎法椎弓
形成術での従来のカラー 6週間装着群と非装着群の比較で，可動域の減少は6週間
装着群13％，非装着群15％で有意差はなかった（EV level 6 12））という報告がある．
一方で，山形大式椎弓形成術の外固定12週群と3週群との比較では，可動域の減少 
は3週群で有意に少なく（EV level 6 13）），片開き式椎弓形成術での外固定2 ヵ月群 
と3週群との比較でも，可動域の減少は3週群で有意に少ない（EV level 7 14））と
報告されており，術後固定期間の短縮は可動域の温存に有利に働いている可能性
が高い．

なお，Skip laminoplastyの5年以上の成績では，術前と術後1年，術後5年で可動
域に有意差を認めなかったとされている（EV level 7 15））．今後，新しい後方法の可
動域の温存に対する成果が示されるものと思われる．

一方，前方法については，固定術であるためか可動域に対する関心が低いが，長
期成績の報告のなかで，追跡時のC2-7間の可動域は1椎間固定で平均41.0度，2椎
間固定で27.8度，3椎間固定で15.7度であり，健常人に比べて1椎間固定で約2/3，
2椎間固定で約1/2，3椎間固定で約1/4に減少するという報告がある（EV level 
7 16））．また，多椎間に圧迫を認める頚髄症に対する多椎間前方固定術（3椎間固定
11例，4椎間固定2例）についてC2-7間の可動域は，術前平均37度が追跡時平均16
度（57％）に減少（EV level 6 17）），同様に多椎間固定（2椎間固定14例，3椎間固定7
例，4椎間固定2例）におけるC3-7間の可動域は，術前平均39.4度が追跡時平均19.2
度（51％）に減少（EV level 6 18））したという報告がある．

なお可動域とADLとの関連を評価した研究は十分でなく，今後の課題といえる．
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6
第

章

1 疫学・自然経過

本症の疫学では最近の報告がない．平均寿命が延び，高齢者人口が増えている
現況を鑑みると，Diagnosis Procedure Combination（DPC）データベースを活用し 
た研究など再検討が必要であろう．また，自然経過の報告では，評価方法を一定に
したうえで，性差，発生頻度，進行の有無と程度，生命予後に関する多施設間での
前向き研究が望まれる．

2 病　態

本症の病態に関しては初版作成時から課題とされている疑問をクリニカルクエ
スチョンに加え検討した．しかしながら，推奨Gradeを評価できるだけの質の高
い論文がほとんど出ていないのが実状であり，臨床的な課題は未解決であるとい
える．

本症の定義，評価方法を統一したうえで，しっかりした研究デザインによる質
の高い研究が求められている．

3 診　断

診断に関する今後の課題として，初版においては以下の6項目があげられている．
　1）脊髄症発症の真の危険因子は何か
　2）頚椎症性脊髄症に特徴的な臨床ならびに画像所見はあるか
　3） JOAスコアをはじめとする現在使用可能な評価法の妥当性，信頼性は
　4）頚椎症性脊髄症患者を包括的に評価するより適切な評価法があるか
　5） 頚椎症性脊髄症の予後予測因子は何か．すなわち脊髄機能障害の可逆性・ 

    不可逆性を判断できるか
　6） 手術の適応ならびに最適な時期を決める臨床徴候あるいは画像所見はある 

    か
今回の改訂では，初版以降〜 2009年までに公表された論文を対象とし，新たな

エビデンスを収載した．新しい患者立脚型評価法であるJOACMEQは，この期間
に報告された研究成果のなかで最も重要なものの1つである．現在多くの施設で
JOACMEQの妥当性と信頼性についての検証が行われており，今後その有効性が
示されることが期待される．

本改訂版では，診断に関する今後の課題として，以下の5項目をあげる．
　1）頚椎症性脊髄症の早期診断法の確立
　2） 脊髄症状がみられない頚髄圧迫性病変における脊髄障害の定量的な評価法 

    の確立
　3）MRIによる頚髄機能障害の可逆性・不可逆性の評価
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　4）JOACMEQの妥当性，信頼性の評価
　5）非侵襲的検査による高位診断の確立
これらの課題を解決するためには，学会が中心的な役割を果たし，全国規模で

の症例の集積を行う必要があろう．最終的には，①頚椎症性脊髄症の診断基準の
確立，②ADLやQOLを含めた評価法の確立，③自然経過の調査や各種治療法の
効果判定，④手術適応決定の指標の策定，が望まれている．

4 治　療

頚椎症性脊髄症の保存療法については，軽症の脊髄症に対して保存療法の適応
があることは一定のエビデンスをもって示されているが，長期の結果については
不明のままである．前方法，後方法の選択，後弯例への手術法の選択などについ
て，case seriesはみられるがエビデンスレベルの高い研究が行われていない．

前方除圧固定術の長期成績は比較的安定しているが，多椎間手術では移植骨や
インプラント脱転などの合併症など解決すべき問題が残されている．長期経過後
の固定隣接椎間障害の正確な発生頻度が不明，同障害が自然経過によるものか，
前方固定術によるものかが判然としないなどの問題もある．椎弓形成術が椎弓切
除術と比べて何がすぐれているのか，十分なエビデンスが示されていない．いわ
ゆるC5麻痺の発生原因や予防策も報告されているもののいまだ決定的なものは
ない．軸性疼痛は項部筋温存手術で軽減できる可能性が示唆されているが，同手
術法の長期予後がまだ示されていない．手術結果の評価にJOACMEQをはじめと
した患者立脚型評価法が取り入れられるようになっているが，まだ十分とはいえ
ない．以上をまとめると治療の課題としては以下があげられる．

　1）保存療法の適応，有効性，長期予後の解明
　2）有効な保存療法の具体的方法を明らかにすること
　3） 前方法，後方法の選択，後弯例に対する手術法の選択を高いエビデンスレ 

    ベルで明らかにすること
　4）前方法，後方法それぞれの合併症，問題点に対する対応策の検証
　5）患者立脚型評価法を用いた治療成績の検討

5 予　後

保存療法・手術療法の予後を検討するためには，放置例の自然経過が把握され
ている必要があるが，いまだ高いエビデンスレベルの調査が行われていない．放
置例を調査することは重要だが，本疾患に対して医療の介入をまったく行わない
ことは現実的には困難となってきており，今後，保存療法と手術療法の計画された
前向き研究をどういう形で行うかが課題である．おそらく治療法を比較するRCT
は対象を限定したものに限られてくると推測される．先に述べたように，軽症の
段階で登録した症例を，治療の介入内容を規定せずに前向きに追跡し，その経過
を明らかにする形での調査が重要となってくるであろう．

手術予後に影響する因子として，これまでの手術成績を評価した研究のなかで
複数の因子が指摘されているが，これらの因子が複雑に，また相互に関与している
と推測される．また手術予後を，たとえばJOAスコアを用いた場合に，その到達
点数とするのか，改善率（あるいは獲得点数）とするのかによっても各因子の影響
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度は違ってくると推測される．したがって，これらのことを考慮したうえで，そ
の影響度や互いの因子の関連性を明らかにしていくことが必要である．すでに一
部でなされているが，多因子での的確な統計学的手法を用いた分析が求められる．
画像診断や電気生理学的検査はなお新たな展開が期待される分野で，これらを利
用した予後予測の試みは継続して研究が進められるべきである．また，依然見解
が一致していない術後成績に影響する因子としては，頚椎弯曲，特に後弯変形が
あげられる．その影響度を明らかにするとともに，適切な手術法を確立していく
必要がある．

さらに臨床症状としてこれまで脊髄症状を中心に議論され，運動器官としての
頚椎機能が軽視されてきたが，前後屈可動域だけでなく頚椎に関連する詳細な
ADLについても評価することが必要となってきている．

これらのことから今後の課題として以下があげられる．
　1） 術前重症度が同一の対象群での保存療法と手術療法の予後に関する前向き 

    研究（可能であればRCT）
　2） 軽症の段階で登録した症例の保存療法の内容を限定しない前向きの大規模 

    追跡調査
　3） 予後（手術効果）に影響する因子とその影響度に関する的確な統計学的手法 

    を用いた検証
　4）予後予測のための画像診断や電気生理学的検査の検証
　5）術前に頚椎後弯を呈する症例の手術成績が，手術法により異なるかの検証
　6） 前後屈可動域だけでなくADLも含む運動器官としての頚椎機能の手術に伴 

    う影響度の評価と検証
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