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は じダ)に

多椎間病変を有する圧迫性頚髄症に対しては,十

分な脊髄の後方移動を日的とした後方除圧法として

従来より種々の C3～C7椎 弓形成術が行われてお

り,脊髄症状の改善という点ではほぼ一定の良好な

成績が得られている.しかし一方では,術後の頚部

痛や肩こりといった項部愁訴が椎弓形成の術式に関

係なく30～ 40%に発生すると報告され,看過でき

ない重大な合併症 と考えられている‐5)ゎ れわれ

は術後項部愁訴のある症例の中に,外見 11頚部の正

中部が陥凹し,両側の頚部伸筋群が左右に分離・萎

縮している4allが しばしばみられることに注目し, こ

の変形は項靭帯の付着部を切除したために生じ,項

部愁訴の一FAlと なっているのではないかと考えた.

そこで 1998年以降,項靭帯への侵襲をできるだけ

少なくするためにC6C7棘 突起を温存または再建

し,さ らに手術侵襲を小さくする目的で 3～4椎弓

に限定した小範囲椎弓形成術を施行してきた.

今回は本術式の手術成績を調査 し,1998年以前

に施行した C3～C7椎弓形成術群 との比較を行い
,

その有用性, とくに術後項部愁訴の発生の予防に対

する効果につき検討した.

対象および方法
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靱帯骨化症 6例,頚椎症性筋萎縮症 1例であり,術

後経過観察期間は 7ヵ 月～7年 2ヵ 月 (平均 2年 2ヵ

月)であつた。

術式は片開 き式椎弓形成術で,形成椎弓数 は

MRI T2強調矢状断像で決定 し,除圧に必要 と考

えられる最小限とした (図 la,b).本術式の基本

的な要点は以下の 4点 である.① できるだけC7

棘突起 を温存 し,C7椎弓形成 は行わない (図 1

a),② C6/C7の除圧が必要な場合はC7椎弓上縁

の部分切除を行 う (図 lb),③ 項靱帯 とその付着

部を温存するために進入は項靭帯の左側縁 より行

い,右側の浅層項筋群を項靭帯に付着させたまま椎

弓を展開し,C6棘突起 も項靱帯および右側項筋群

を付着したまま横切して椎弓浮上後非吸収糸にて再

建する (図 lc),④ やむをえず C7椎 弓形成が必

要と考えた場合はC7棘突起をC6と 同様に横切 ,

再建する.以上の基本術式に従い椎弓形成数と範囲

を決 定 した結 果,4椎 弓 が 33(C3～C6:31,

C4～C7:2)例 , 3椎 弓 16(C3～ C5:6, C4～

C6:9,C5～C7:1)例 であ り,す なわちC7椎

弓形成を行ったのは3例のみであった.術後は第 4

病目より離床し,カ ラーは 1～ 2週間装着した.

検討項目は以下の 3点である.

1)術中出血量,手術時間,術前後の日整会頚髄

症治療成績判定基準 (JOAス コア),平林の改善

率 .

2)X線学的評価 :単純 X線中間位側面像での

C2～C7の 椎体角 αを計測 し,頚椎アライメント

についてはαが 10°以上を前弯,10°未満 -5°以上を

対象は当科において 1998年 1月 ～2004年 9

小範 ljFJ椎弓形成術 を施行 した 49夕」で,男性 31

女性 18例 ,手術時年齢は 51～ 83(平均 70.4)

あった。疾患の内訳 は頚椎症性脊髄症 42例 ,

月に

例 ,

歳で

後縦
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要旨は第 34L]日 本脊椎脊髄病学会において発表した
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a.C4～C6椎 弓形成術例.C4～ C6の椎弓形成で十

分な除圧が可能で,C3お よび C7椎 弓の形成 は必

要ない。

b.C6/C7の 除圧が必要な C3～ C6椎 弓形成術例.

C7椎弓上縁の部分切除を行い (矢 E口),C7棘突起

は温存する C6/Cア レベルの脊髄後方移動は十分

である .

直線状,-5°未満を後弯,S字状変形を有するもの

をS状 と評価 した.ま た ミエロCTを 用い,脊髄

後方移動距離 として,袖山らの方法6)に 従い,各椎

体椎問レベルで椎体または椎間板後縁から脊髄背側

までの距離の術前後の差を計測した。

3)最終観察時の項部愁訴 :頚部痛と肩こりにつ

C.C6棘 突起の再建 (C3～C6椎 弓形成術例 )

図 1.小範囲椎弓形成術施行例

いて,そ れぞれ 4段階で評価,すなわち, まったく

なし (― ), ときどきわずかにあるのみで気になら

ない (土 ),常にあるが軽度で治療を必要 としない

(十 ),常にあり外用剤,内月風などの定期的な治療を

要する (十)と した これらの結果を本術式施行例

49例中,術後項部愁訴につき聴取可能であった 47
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C3～ C7,C7切除
(η =25)

C3～ C7,C7再建

(17=22)

小範囲
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例 (小 範 囲群)と ,1996年 まで行って いた C3～

C7形 成 術 で C7棘 突 起 を 切 除 し た 群 25例

(C3～ C7,C7切 除 群),お よ び 1996年 以 降 に

行った C3～C7形成術 で C7棘突起 を再建 した群

22例 (C3～C7,C7再 建群)と でそれぞれ比較 。

検討 した 検定 には Mann Whitney法 を用い,有
意水準を 5%と した

1)術 中出血量 は 45～ 1,082(平 均 361)m′ で

あった 手 術 時 間 は60～146(平 均 97)分 で ,

C3～C7椎 弓形成群 の 105～ 208(平 均 148)分 よ

り51分短縮 した。JOAス コアは術前 4～ 13.5(平

均 9.1± 3.2)点,術後 6～ 16.5(平 均 12.8± 2.6)

点,平 林 の改 善 率 は 14.3～ 88.9(平 均 47.6士

21.2)%であった.

2)術前の頚椎アライメントは前弯 44例,直線

状 3例,S状 2例であり,後弯は 1例 もなかった。

術後前弯型のうち 4例が直線状へと変化したが,新
たに後弯を生じた例はなかった.脊髄後方移動距離

は,除 圧 部 の平 均 が 0.8～4.0(平 均 2.1± 0.7)

mm,最狭窄部では0.7～5.7(平均 3.1± 1.2)mm
であった.

3)術後の頚部痛の発生頻度は 3群間に有意差は

認められなかったが,C3～C7,C7切除群では常

に痛みがある例 (十 ～十)が 16%あ り,そ のうち

定期的な治療 を要するもの (十)も 4%に み られ

た。一方,小範 lJll群 とC3～C7,C7再建群では,

常に痛みがある例 (+～十)は 1例 もなく,痛みが

ときどきある例 (± )が それぞれ 4.5%,4.3%に

みられるのみであった (図 2).

術後の肩こりについては, まったく症状がない例

()は ,C3～C7,C7切 除 群 52.0%,C3～

40     60

図 2 術後の頚部痛

80   100(%)

C7,C7再 建群 68.2%,小範囲群 83.0%であ り,

定期的な治療 を要する例 (十)は C3～C7,C7切
除群 で 8%,C3～C7,C7再 建群 で 4.5%に み ら

れたのに対 し,小範囲群 では 1例 もみ られなかっ

た。常 に症 状 が あ る例 (+～+)は ,C3～C7,

C7切 除 群 で 36%,C3～ C7,C7再 建 群 で

13.6%,小範囲群 で 12.8%で あ り,小範囲群 で は

C3～C7,C7切 除群 と比較 して有意に少なかった

(ク <0.01)が,小範囲群 とC3～C7,C7再 建群で

は有意差がなかった (図 3)

さらに術後の肩 こりに関 して,C7棘突起温存の

効果を明 らかにするために,小範囲群 47例の うち

C7椎弓形成 を行わず C7棘突起 にまった く侵襲 を

加 えなかった 44例 を C7温存群 とし,C3～C′ ,

C7再建群 22例 に C7棘突起再建 を行った小範囲

群 3例 を加 えた 25例 を C7再建群 として両者 を比

較 した。その結果, まった く症状のない例 (― )は
C7温存群で 86.4%,C7再 建群で 64.0%で あ り,

常に肩 こりがある例 (+～+)は それぞれ 9.1%,

20%と ,C7温存群では C7再建群 と比較 して有意

に少なかった (ク <0.05)[図 4].

頚椎椎弓形成術後の項部愁訴はこれまでしばしば

問題 となり1～つ,そ の原因として弯曲異常,頚椎可

動域の低下,術後後療法や術中の開創器による筋障

害など,多方面からの検討がなされてきたが,後方

軟部組織への手術侵襲の関与がもっとも重要視され

るようになり,そ の温存のためにさまざまな術式の

改良が発表 されてきた.都築 ら7)は 棘突起・靱帯

complexを温存 した頚部脊柱管後方拡大術 を,久

野木 らの,谷 らのは片側進入,棘突起基部切離によ

る展開法を報告 し,Shiraishiら 1の は多裂筋や頚半

果結
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棘筋などの深層伸筋を温存する新しい術式,選択的

非連続的椎弓切除術を考案 した。これ らの報告で

は,術後の項部愁訴や弯曲異常に対しある程度の効

果をみているが,実際に手術を行うにあたっては手

術手技が煩雑であり,手術時間が長いことが問題で

ある。今回われわれの施行した小範囲椎弓形成術の

意義は,椎弓形成範囲を除圧に必要な最小限として

3～4椎弓にとどめたこと,項靱帯 とその付着部で

あるC6C7棘 突起のみを極力温存または再建 した

ことであり,特別な手技を要するものではない.手

術時間も平均 97分 と,前述の報告より40～ 50分短

く,術後後弯などの弯曲異常も生じることなく,低

侵襲かつ簡便な方法である.

頚椎椎弓形成術の JOAス コア改善率は,71文

献,2,000例以上のデータのレビューで約 55%と 報

告されているが1),本
術式では 47.6± 21.2%と やや

低かつた。これは,手術時年齢が平均 70.4歳 ,術

前」OAス コアが 4～13.5(平均 9.1± 3.2)点 と,

諸家の報告45,の ょりも高齢で神経学的に重症であっ

たためと考えている.椎弓形成数が少ないことによ

り,除圧不足や不十分な脊髄後方移動が生じるので

はないかと危惧されるが,今回計測したミエロCT
における脊髄後方移動距離は,自験例で除圧部平均

2.1± 0.7mm,お よび最狭窄部平均 3.1± 1.2mm

であり,袖山ら6)の C3～C7,C3～Thl椎弓形成

術 45例の報告における平均 2.4± 0.8mmに 遜色な

い結果であり,小範囲の形成であつても十分な脊髄

後方移動が得られていると考えられた.

術後の項部愁訴に関しては,頚部痛が常にある例

が小範囲群 とC3～C7,C7再建群には 1例 もみら

れなかったこと (図 2),ま た小範囲群では常に肩

こりがある例が C3～C7,C7切除群 と比較して有

意に少なかったこと (図 3)よ り,C7棘突起を切

40     60

図 3.術後の肩 こり

**ρ <0.05

80

C7温存群

(η =44)
C7再建群

(β =25)

図 4.C7温存群 とC7再建群における術後の

肩こりの比較            ｀

除しないことが術後の項部愁訴の発生を減少させる

大 きな要因 となっていると考えられた.さ らに,

C7棘突起を切除しなかったもののうち,C7温存

群では常に肩 こりがある例が 9.1%の みであ り,

C7再建群よりも有意に少なく,定期的な治療を必

要としない軽度のものであつた (図 4)こ とから,

C7棘突起を再建するよりもまったく侵襲を加えず

に完全に温存するほうが,術後の項部愁訴を防ぐと

いう点で,よ り効果が高いことが明らかとなった。

C7棘突起の解剖学的な重要性は過去の文献にも

報告があ り,Nolanら 11)は ,頚半棘筋は頚椎仲展

位保持に大きな役割を果たす筋であり,そ の大部分

が C2,C7棘突起に付着し,C3～C6棘突起には

ごく少量 しか付着 しない と述べている.Fielding

ら1の は,項靱帯は強固な索状部分が後頭骨 とC7棘

突起先端に付着し,薄い膜状部分が索状部前方から

広がって,Cl後結節 とC2～C6棘突起先端 に付

”
００

60
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a

図 5

C7棘突起にのみ付着   b C6,C7棘突起両者に付着

.項靱帯索状部の棘突起への付着様式パ ターン (MRI丁 1強調

画像 )

着するという吊 り橋構造をとることを示 した ま

た,頚部浅層伸筋群はC6C7よ り頭側は項靱帯索

状部に付着 し,C6C7で は棘突起に骨性に付着す

るとされている。このように,C7棘突起は項靱帯

索状部,頚部伸筋群の付着部として頚椎後方支持組

織の中でもとくに重要な役割をもっている.

白験例の中で,MRI Tl強 調矢状断像で項靱帯

索状部の棘突起への付着様式を観察 しえた 45例 を

検討すると,C7棘突起にのみ付着するもの (図 5

a)が 18例 (40%),C6,C7棘突起両者に付若す

るもの (図 5b)が 27例 (6()%)で あ り,全 例 で

C7棘突起に付着 していることが確認され,C7棘
突起を温存して項靭帯の緊張を保つことが術後項部

愁訴を軽減する一因となったと考えられた。また,

60%で C6棘突起にも強固に付着しており,本術式

で C6棘突起を切除せずに再建することも項靱帯の

緊張を保つ一助となると思われた.

本研究では,小範陣1群 は従来の C3～C7形成群

よりも手術時間が短 く,後療法 も離床は術後 4～ 7

11と 各群同様であったものの,頚椎カラー固定期間

は小範ljll群で 1～2週,C3～C7,C7再建群で 2～

4週,C3～ C7,C7切除群で 4週 と各群で異なる

ため,C7棘突起温存 したことだけが術後項部愁訴

を軽減させたとは断言できない.しかし,前述の解

音」学的見地からもC7棘突起を温存じ項靱帯に対す

る侵襲を最小限にすることは理にかなった術式 とい

え,術後項部愁訴の発生の予防に大 きく関与すると

考えられた さらに,手術手技が簡便で時間 も短縮

でき,除圧 も十分に可能であることも合せ,椎弓形

成 は C3～C7に 執着することな く,最小限の範 1/11

にとどめるべきであると思われた。     ぃ

―――――
―

―――――ま と め ―一一―一一一一 ――一

1)小範レ1椎 弓形成術 を施行 した 49例の手術成

績および術後項部愁訴につき検討 した。

2)JOAス コアの改善率 は 476± 21.2%であっ

た。脊 髄 後 方 移 動 距 離 は除 圧 部 平 均 2.1± 0.7

mm,最 狭窄部で 3.1± 1.2mmであ り,良好 な除

圧が得 られていた。

3)C7温 存群で術後常 に頚部痛 を訴 える例 は 1

例 もな く,常 に肩 こりがある例 も9.1%の みで,定

期的な治療を必要 としない軽度のものであったこと

から,C7棘突起 を温存することにより術後の項部

愁訴を軽減することが可能であった

4)本術式は簡便で手術時間 も短 く,除圧 も十分

に行 うことができ,術後の項部愁訴の予防 も可能で

あるため,椎弓形成 は C3～C7に 執着す ることな

く,C7棘突起温存 を含め小範 141に とどめるべ きで

あると考えた .
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2006年 10月 28日 (土)9:45～ 11:45

旭川市民文化会館 (日 本臨床麻酔学会第 26回大会会場)

野 口 隆 之 (大分大学脳・神経機能統御講座麻酔学)

1  招待講演 「Spinal endoscopyJ

「Diagnostic versus therapeutic intervention」

Young KC (Robert Wood JohnsOn Medical School)

2.一般口演 (募集中)

テーマを問わず,症例報告など広 く演題を募集.下記事務局まで申し込む.

08795593大分県大分郡挟問町医大ヶ丘 11
大分大学脳・神経機能統御講座麻酔学

(TEIし 097-586-5943/FAX 097-586-5949

E―mail:masui@med oita― u.acip)

応募方法

事 務 局
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