
　齊藤　腰椎椎間板ヘルニアに対する
最新治療ということでうかがいます。
ヘルニアはどういった病気なのでしょ
うか。
　波呂　正常の椎間板はだいたい８割
ぐらいが水分で、そのほか２割ぐらい
がプロテオグリカンやコラーゲンなど
のマトリックスから構成されます。そ
れが椎間板変性という過程でだんだん
水分の保持能がなくなると、ナタデコ
コのようなやわらかい、水分の豊富な
正常椎間板が、焼き鳥屋の軟骨のよう
なコリコリした変性椎間板に変化して、
これが神経が入っている脊柱管という
ところに膨隆あるいは脱出して、神経
を圧迫して出てくる症状になります。
　齊藤　どういう年代の方に多いので
しょうか。
　波呂　20～40歳の方が好発年齢にな
ります。男性の方が多いといわれてい
ます。
　齊藤　若い層ということですね。
　波呂　おっしゃるとおりです。
　齊藤　変性ということですけれども、

ヘルニアはどういうことをそこで起こ
しているのでしょうか。
　波呂　椎間板ヘルニアは、最近の研
究で明らかになっているのは、遺伝的
なバックグラウンドがあるということ
です。これまで、多くの疾患遺伝子が
報告されています。
　変性した椎間板が神経と接触するこ
とによって様々な炎症が惹起されます。
TNFαとかインターロイキンのような
炎症性サイトカインが発現され、マク
ロファージを中心とした炎症性の細胞
が寄ってきます。ヘルニアの手術をす
ると、血管がとぐろのようにヘルニア
の上に見えますが、血管がどんどん椎
間板ヘルニアの周囲や内部に浸潤して
きまして、要は炎症、やけどのような
ものを起こすと考えていただければい
いかなと思います。
　齊藤　機械的に何かが出っ張って、
それが圧迫するだけではなくて、膠原
病のような炎症反応が起こっていると
いうことですね。
　波呂　圧迫性の要因も当然あるわけ

ですけれども、炎症が急性期の場合は
メインになるかと思います。
　齊藤　これまで行われている治療の
基本方針はどういうものですか。
　波呂　椎間板ヘルニアの症状は、安
静時痛が強く、どういうポジションに
しても痛いので、かなり苦しまれます。
発症して直後は特に痛いので、どうし
ても動きづらいので安静ということに
なるかと思います。それに対して、疼
痛コントロールということではNSAIDs
を中心とした治療になりますし、疼痛
が特に強い場合は、私どもは選択的神
経根ブロックといいまして、神経学的
所見と画像診断、特にMRIで障害され
ている神経根を同定して、そこに透視
下で障害神経根を穿刺し、局所麻酔剤
あるいはステロイドを投与するという
方法を行います。
　齊藤　そういう初期治療は行うとい
うことですけれども、すぐに手術した
ほうがよい場合もあるのですか。
　波呂　椎間板ヘルニアの基本は、保
存治療になります。それはなぜかとい
うと、発症して３カ月ぐらいで多くの
患者さんが自然経過で良くなるからで
す。ただ、一部のヘルニアでは膀胱直
腸障害を起こすタイプがあります。そ
れから、日ごとにどんどん進行性の運
動性の麻痺が出てくるタイプもありま
す。こういった場合は、保存治療を続
けるのではなくて、可能であれば、な
るべく早期の手術が望まれると思いま

す。
　齊藤　現在は、３カ月をめどに手術
を考えていくということですね。
　波呂　おっしゃるとおりです。３カ
月以降では、患者さんは発症後３カ月
の症状が継続、あるいは悪化する方が
多いので、３カ月まで保存治療を十分
していただいて、それでも症状が持続
すれば、社会的なバックグラウンドや、
ご本人の希望をよくお聞きして、手術
という方法もあることを説明していま
す。
　齊藤　もし手術をすると、今どうい
った手術が主流になっていますか。
　波呂　私どもの施設では内視鏡手術
をやっていまして、２㎝ぐらいの皮切
で鏡視下に椎間板ヘルニアを摘出する
という方法があります。あるいは、顕
微鏡で行う施設もあります。なるべく
小さな皮切で、安全に椎間板ヘルニア
を摘出するという方法が日本では主流
になっていると思います。
　齊藤　その場合は、入院期間は比較
的短くて済むということですか。
　波呂　おっしゃるとおりです。短い
方は２日とか３日で帰られることがあ
りますし、１週間以内には必ず退院さ
れます。
　齊藤　手術後のリハビリなどはどう
なのですか。普通の生活にすぐ戻れる
のですか。
　波呂　痛みだけで、あまり麻痺が強
くない方が多いと思うのですけれども、
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　齊藤　腰椎椎間板ヘルニアに対する
最新治療ということでうかがいます。
ヘルニアはどういった病気なのでしょ
うか。
　波呂　正常の椎間板はだいたい８割
ぐらいが水分で、そのほか２割ぐらい
がプロテオグリカンやコラーゲンなど
のマトリックスから構成されます。そ
れが椎間板変性という過程でだんだん
水分の保持能がなくなると、ナタデコ
コのようなやわらかい、水分の豊富な
正常椎間板が、焼き鳥屋の軟骨のよう
なコリコリした変性椎間板に変化して、
これが神経が入っている脊柱管という
ところに膨隆あるいは脱出して、神経
を圧迫して出てくる症状になります。
　齊藤　どういう年代の方に多いので
しょうか。
　波呂　20～40歳の方が好発年齢にな
ります。男性の方が多いといわれてい
ます。
　齊藤　若い層ということですね。
　波呂　おっしゃるとおりです。
　齊藤　変性ということですけれども、

ヘルニアはどういうことをそこで起こ
しているのでしょうか。
　波呂　椎間板ヘルニアは、最近の研
究で明らかになっているのは、遺伝的
なバックグラウンドがあるということ
です。これまで、多くの疾患遺伝子が
報告されています。
　変性した椎間板が神経と接触するこ
とによって様々な炎症が惹起されます。
TNFαとかインターロイキンのような
炎症性サイトカインが発現され、マク
ロファージを中心とした炎症性の細胞
が寄ってきます。ヘルニアの手術をす
ると、血管がとぐろのようにヘルニア
の上に見えますが、血管がどんどん椎
間板ヘルニアの周囲や内部に浸潤して
きまして、要は炎症、やけどのような
ものを起こすと考えていただければい
いかなと思います。
　齊藤　機械的に何かが出っ張って、
それが圧迫するだけではなくて、膠原
病のような炎症反応が起こっていると
いうことですね。
　波呂　圧迫性の要因も当然あるわけ

ですけれども、炎症が急性期の場合は
メインになるかと思います。
　齊藤　これまで行われている治療の
基本方針はどういうものですか。
　波呂　椎間板ヘルニアの症状は、安
静時痛が強く、どういうポジションに
しても痛いので、かなり苦しまれます。
発症して直後は特に痛いので、どうし
ても動きづらいので安静ということに
なるかと思います。それに対して、疼
痛コントロールということではNSAIDs
を中心とした治療になりますし、疼痛
が特に強い場合は、私どもは選択的神
経根ブロックといいまして、神経学的
所見と画像診断、特にMRIで障害され
ている神経根を同定して、そこに透視
下で障害神経根を穿刺し、局所麻酔剤
あるいはステロイドを投与するという
方法を行います。
　齊藤　そういう初期治療は行うとい
うことですけれども、すぐに手術した
ほうがよい場合もあるのですか。
　波呂　椎間板ヘルニアの基本は、保
存治療になります。それはなぜかとい
うと、発症して３カ月ぐらいで多くの
患者さんが自然経過で良くなるからで
す。ただ、一部のヘルニアでは膀胱直
腸障害を起こすタイプがあります。そ
れから、日ごとにどんどん進行性の運
動性の麻痺が出てくるタイプもありま
す。こういった場合は、保存治療を続
けるのではなくて、可能であれば、な
るべく早期の手術が望まれると思いま

す。
　齊藤　現在は、３カ月をめどに手術
を考えていくということですね。
　波呂　おっしゃるとおりです。３カ
月以降では、患者さんは発症後３カ月
の症状が継続、あるいは悪化する方が
多いので、３カ月まで保存治療を十分
していただいて、それでも症状が持続
すれば、社会的なバックグラウンドや、
ご本人の希望をよくお聞きして、手術
という方法もあることを説明していま
す。
　齊藤　もし手術をすると、今どうい
った手術が主流になっていますか。
　波呂　私どもの施設では内視鏡手術
をやっていまして、２㎝ぐらいの皮切
で鏡視下に椎間板ヘルニアを摘出する
という方法があります。あるいは、顕
微鏡で行う施設もあります。なるべく
小さな皮切で、安全に椎間板ヘルニア
を摘出するという方法が日本では主流
になっていると思います。
　齊藤　その場合は、入院期間は比較
的短くて済むということですか。
　波呂　おっしゃるとおりです。短い
方は２日とか３日で帰られることがあ
りますし、１週間以内には必ず退院さ
れます。
　齊藤　手術後のリハビリなどはどう
なのですか。普通の生活にすぐ戻れる
のですか。
　波呂　痛みだけで、あまり麻痺が強
くない方が多いと思うのですけれども、
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ヘルニアを取った直後から神経症状が
改善される方も多いので、術後症状に
応じて、どんどんADLを上げていきま
す。
　ただ、手術したあとに、前屈したり、
回旋したりすると、変性した椎間板全
部を取っているわけではありませんの
で、再発ヘルニアを発症することがあ
ります。再発ヘルニアを起こさないよ
うな肢位を十分自分で体得し、それを
実践していただくことになります。
　齊藤　ヘルニアの部分に薬を注射し
て溶かしてしまう治療もあるのですか。
　波呂　これはだいぶ前からアメリカ
やカナダ、ドイツなどのヨーロッパを
中心に実施されていまして、ケモヌク
レオライシスといって、薬剤を使って
化学的に髄核を融解する方法になりま
す。代表的な薬剤にカイモパパインと
いうのがありまして、いわゆる椎間板
造影のような手技で椎間板穿刺し、薬
剤を投与する方法になります。これは
残念ですけれども、日本では認可され
ませんでしたが、欧米では実績があり、
症状が改善する方もいます。
　ところが、薬剤が神経に到達すると
神経組織も分解し、あるいは非ヒト由
来のタンパクから構成された酵素です
ので、アナフィラキシーを発症する患
者さんもいるため、そういうサイドエ
フェクトのために日本では残念ですが、
導入されなかったようです。
　齊藤　それから改善したバージョン

もありますか。
　波呂　多分日本でも早い段階で、名
古屋大学を中心に開発されたコンドロ
イチナーゼABC“コンドリアーゼ”と
いう薬剤の臨床試験が進んでいまして、
認可されれば、椎間板内治療によって、
より内視鏡手術よりも低侵襲に椎間板
ヘルニア治療が行えると思います。た
だ、適応は膨隆型ヘルニアです。
　齊藤　そこまで進歩してきているの
ですけれども、本体は炎症反応だとい
うことで、その辺に直接アプローチす
ることはあるのでしょうか。
　波呂　先生がおっしゃるとおり、椎
間板ヘルニアで急性期の疼痛は炎症が
関与しています。私はこれまで、なぜ
炎症が起きるのかについて研究を行っ
てきました。先ほど椎間板ヘルニアは
保存治療で多くの症例は改善すると言
いましたけれども、その理由は、ヘル
ニア自体が退縮するというメカニズム
があるからです。それはかえって小さ
いヘルニアよりも脊柱管に大きく脱出
したヘルニアのほうが退縮しやすい。
それから、MRIの造影剤を使うと、増
強効果が高いヘルニアほど小さくなり
やすいことがわかりました。
　動物実験、炎症性サイトカインがヘ
ルニアに発現して、その後、血管が増
殖してきます。次に、マクロファージ
を中心とした炎症性細胞がヘルニア塊
と反応し、マトリックスメタロプロテ
アーゼという酵素を出してヘルニアを

分解することがわかってきました。
　齊藤　そこで先生のアプローチとし
てはどうなりますか。
　波呂　私が考えましたのは、マトリ
ックスメタロプロテアーゼという人間
由来の酵素がヘルニアを溶かしている
のであれば、それを使って、ヘルニア
の患者さんにそれを足してあげればい
いのではないかと考えました。そこで、
製薬会社さんと共同研究で、ヒト型の
タンパクでマトリックスメタロプロテ
アーゼ-７を創薬しまして、それを使
った臨床試験を行っています。
　これを椎間板ヘルニアに投与すれば、
分解しヘルニアは退縮することが、in 
vitroで確認されていますし、動物実験
でも同様の作用を確認しています。
　齊藤　今はそれを二重盲検などで効
果を見ているということですか。
　波呂　実際の患者さんに投与させて
いただいて、効果を見ているところで
す。
　齊藤　最終的には注射による治療と

いうことでしょうが、どういった患者
さんに行うのがいいのでしょうか。
　波呂　20～40歳という社会を基盤で
支えておられるジェネレーションが、
突然acute onsetに発症することが多い
ので、それを安静とか入院で長期間治
療するというよりも、診断をつけて、
なるべく早期に根治治療ができないか
と考えました。患者さんを透視室にお
連れし、椎間板造影と同じ手技で、椎
間板内のヘルニアに近い部位に針を到
達させ、薬剤を注入する。そうすれば、
椎間板ヘルニアが小さくなり、より早
期に寛解するのではないかということ
で、治療短縮という意味でも有用です。
　齊藤　治療の考え方ががらっと変わ
る方向ですね。
　波呂　そうですね。私が学生のころ
の保存治療と、今の学生が読んでいる
保存治療があまり変わらないので、よ
り進歩したかたちで提供できないかと
思っています。
　齊藤　ありがとうございました。
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ヘルニアを取った直後から神経症状が
改善される方も多いので、術後症状に
応じて、どんどんADLを上げていきま
す。
　ただ、手術したあとに、前屈したり、
回旋したりすると、変性した椎間板全
部を取っているわけではありませんの
で、再発ヘルニアを発症することがあ
ります。再発ヘルニアを起こさないよ
うな肢位を十分自分で体得し、それを
実践していただくことになります。
　齊藤　ヘルニアの部分に薬を注射し
て溶かしてしまう治療もあるのですか。
　波呂　これはだいぶ前からアメリカ
やカナダ、ドイツなどのヨーロッパを
中心に実施されていまして、ケモヌク
レオライシスといって、薬剤を使って
化学的に髄核を融解する方法になりま
す。代表的な薬剤にカイモパパインと
いうのがありまして、いわゆる椎間板
造影のような手技で椎間板穿刺し、薬
剤を投与する方法になります。これは
残念ですけれども、日本では認可され
ませんでしたが、欧米では実績があり、
症状が改善する方もいます。
　ところが、薬剤が神経に到達すると
神経組織も分解し、あるいは非ヒト由
来のタンパクから構成された酵素です
ので、アナフィラキシーを発症する患
者さんもいるため、そういうサイドエ
フェクトのために日本では残念ですが、
導入されなかったようです。
　齊藤　それから改善したバージョン

もありますか。
　波呂　多分日本でも早い段階で、名
古屋大学を中心に開発されたコンドロ
イチナーゼABC“コンドリアーゼ”と
いう薬剤の臨床試験が進んでいまして、
認可されれば、椎間板内治療によって、
より内視鏡手術よりも低侵襲に椎間板
ヘルニア治療が行えると思います。た
だ、適応は膨隆型ヘルニアです。
　齊藤　そこまで進歩してきているの
ですけれども、本体は炎症反応だとい
うことで、その辺に直接アプローチす
ることはあるのでしょうか。
　波呂　先生がおっしゃるとおり、椎
間板ヘルニアで急性期の疼痛は炎症が
関与しています。私はこれまで、なぜ
炎症が起きるのかについて研究を行っ
てきました。先ほど椎間板ヘルニアは
保存治療で多くの症例は改善すると言
いましたけれども、その理由は、ヘル
ニア自体が退縮するというメカニズム
があるからです。それはかえって小さ
いヘルニアよりも脊柱管に大きく脱出
したヘルニアのほうが退縮しやすい。
それから、MRIの造影剤を使うと、増
強効果が高いヘルニアほど小さくなり
やすいことがわかりました。
　動物実験、炎症性サイトカインがヘ
ルニアに発現して、その後、血管が増
殖してきます。次に、マクロファージ
を中心とした炎症性細胞がヘルニア塊
と反応し、マトリックスメタロプロテ
アーゼという酵素を出してヘルニアを

分解することがわかってきました。
　齊藤　そこで先生のアプローチとし
てはどうなりますか。
　波呂　私が考えましたのは、マトリ
ックスメタロプロテアーゼという人間
由来の酵素がヘルニアを溶かしている
のであれば、それを使って、ヘルニア
の患者さんにそれを足してあげればい
いのではないかと考えました。そこで、
製薬会社さんと共同研究で、ヒト型の
タンパクでマトリックスメタロプロテ
アーゼ-７を創薬しまして、それを使
った臨床試験を行っています。
　これを椎間板ヘルニアに投与すれば、
分解しヘルニアは退縮することが、in 
vitroで確認されていますし、動物実験
でも同様の作用を確認しています。
　齊藤　今はそれを二重盲検などで効
果を見ているということですか。
　波呂　実際の患者さんに投与させて
いただいて、効果を見ているところで
す。
　齊藤　最終的には注射による治療と

いうことでしょうが、どういった患者
さんに行うのがいいのでしょうか。
　波呂　20～40歳という社会を基盤で
支えておられるジェネレーションが、
突然acute onsetに発症することが多い
ので、それを安静とか入院で長期間治
療するというよりも、診断をつけて、
なるべく早期に根治治療ができないか
と考えました。患者さんを透視室にお
連れし、椎間板造影と同じ手技で、椎
間板内のヘルニアに近い部位に針を到
達させ、薬剤を注入する。そうすれば、
椎間板ヘルニアが小さくなり、より早
期に寛解するのではないかということ
で、治療短縮という意味でも有用です。
　齊藤　治療の考え方ががらっと変わ
る方向ですね。
　波呂　そうですね。私が学生のころ
の保存治療と、今の学生が読んでいる
保存治療があまり変わらないので、よ
り進歩したかたちで提供できないかと
思っています。
　齊藤　ありがとうございました。
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