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札幌整形外科 外観

１、加療戦略上の留意点として
骨粗鬆症の進行度合、次に脊柱変形の程度、そして日常生活の障害度を総合的に判断す
ることになる。同じ脊柱変形を認めても患者さんによって、体幹全体のバランスが取れて
いるかどうかが重要である。バランス悪化をきたすと、体の中心が、脊柱の側彎や後弯変
形の進行により、人は起立位保持を図ろうとして、股関節や膝関節の屈曲を常に強いられ
るため、大きなエネルギーを消費することとなり、日常生活に大きな障害をきたすことに
繋がる。
2、保存的加療について
一般開業医レベルでは、背筋強化を中心としたリハビリテーションとなるが、それを高
齢者に如何に、日々、モチベーションをあげて継続させるかが問題になる。
3、結局のところインスツルメントを中心とした外科手術になるものでしょうか
骨粗鬆度が強いと当然インスツルメントの固定性に支障をきたす。また高齢の患者では、
内科的合併症の有無により、手術の適応症例は限られることになる。手術侵襲の関係で、
症状を起こしている脊柱管の狭窄部位を可能な限り限定して、脊柱の変形矯正範囲を可及
的に小さな範囲に留めるように努力している。勿論、すべての症例に当てはまるわけでは
ないが、必要により後方のみの、あるいは後方から前方に及ぶ骨切り術を併用する。
4、具体的な症例について
ここに典型的な 80 歳代の患者の症例を示しますが、後側彎を胸腰椎にきたし、体幹が右
側にシフトし、腰椎前弯の減少により矢状面バランスが悪化して立位保持が困難なうえ、
さらに、GERD を合併した症例です。特に内科的な問題はなく、本人はあと 10 年は人生を
頑張ろうと、モチベーションの極めて高い患者で、手術に踏み切りました。後方アプロー
チにて、腰椎に複数箇所、椎体および椎間関節の骨切りを行ない、下位胸椎から仙骨まで、
インスツルメント固定しました。手術時間は 5 時間余り、出血量は 1000 ㏄近くでしたが、
術後は、立位歩行可能となり、消化器症状も消失し、患者の満足度が高かった症例でした。

成人の kyphoscoliosis:多椎間
での osteotomy を行って、側彎
変形と矢状面のインバランス
を矯正しています。

5、前方、後方の 2 期的手術方法について
確かに、近年、手術出血量の多さなどの手術侵襲を避けるべく、まず、前方アプローチ、
特に XLIF や OLIF を使用し、椎間板をリリース固定し、後日、2 期的に後方アプローチに
て、インスツルメント固定、場合によっては、MIST（最小侵襲脊椎固定術）にて、低侵襲
化するケースの手術を目にすることが多くなった。しかし、私見かもしれないが、椎間の
骨癒合が不完全であったり、罹患脊髄部位の除圧が不十分なケースを当院にて、サルベー
ジ手術する機会が多くなっています。また、単なる狭窄症や変性すべり症に、わざわざ 2
期的手術を行なっているケースを目にすることがあるが、如何なものかと思います。
6、DCOA 会員に向けて
高齢化社会を迎え、10 年前より、やっと日本国内にて、成人脊柱変形に対する関心が、
脊椎外科専門医の間で高まっている。脊柱管狭窄症に対する基本手技に加え、椎体の骨切
り術の手技がしっかりしていて、椎弓根スクリューの手術テクニックなどインスツルメン
ト技術を有した医師が行うべき手術である事は、当然であるが、近年では、徐々に症例数
が積み重なり、全体的に経験が底上げされ、手術成績も向上してきている。私は、札幌整
形外科病院に勤務して 4，5 年になるが、北大病院にいた時代より、一段とサルベージ手術
する機会が増えています。基本的には、脊椎外科医は、1 人の患者さんに最期まで責任をも
って治療にあたる事は勿論であるが、どうしても自院では手に余るケースがあれば、当院
に御紹介いただければ、可能な範囲で対応致します。
(平成 29 年 6 月記)
（以上は、平成 29 年 6 月 14 日水曜日の午後に札幌整形外科にてインタビューしたものを
書き起こした原稿です。鐙邦芳院長、真にお忙しいところ、有難う御座いました。）

