
　池脇　整形外科の医師にとって、脊
椎の疾患で最も代表的なものは何かと
いったら、脊柱管狭窄症とお答えにな
る方が多いのではないかと思います。
　私も整形外科の医師から紹介されて
こられる患者さんはだいたいこういう
病気をお持ちの中で、下肢の閉塞性動
脈硬化症があるかどうかというコンサ
ルトですが、高齢化に伴って増えてい
ると考えてよいのでしょうか。
　曽雌　腰部脊柱管狭窄症という病気
自体が、50歳以降の中年もしくは高齢
の方に多いので、当然いろいろな併存
症をお持ちの方がたくさんいらっしゃ
います。糖尿病であったり、末梢血管
障害、いわゆるPADをお持ちだったり
します。特に、糖尿病やPADは脊柱管
狭窄症と症状が似ているので、そこの
鑑別はすごく大事だと思います。
　池脇　そうすると、年齢層として、

もう一つの腰椎疾患にヘルニアがあり
ますが、年齢層は違うのでしょうか。
　曽雌　ヘルニアは、皆さんご存じの
ように、比較的若い青壮年期に多いで
す。40代も多少いますけれども、メイ
ンは20代、30代が多い。一方、脊柱管
狭窄症は高齢者、60歳、70歳代が圧倒
的に多い。
　症状も、この２つは全然違って、そ
れぞれに特徴的な症状があります。ヘ
ルニアの場合には腰痛と、下肢痛が出
るのですけれども、ラセーグ徴候とい
う、足を上げると痛いというのが特徴
的です。一方、脊柱管狭窄症は間欠跛
行が特徴的です。脊柱管狭窄症の場合
には逆にラセーグ徴候は出ないですし、
ヘルニアの人の場合には間欠跛行とい
う症状はあまり出ません。症状をよく
聞いていただければ、この２つの病気
の鑑別は容易につくと思うのです。年

齢層も違いますし。
　池脇　今回は脊柱管狭窄症について
の質問ですが、まず、基本的な病態を
教えてください。
　曽雌　基本的には、解剖図を思い出
していただきたいのですけれども、馬
尾が通っている脊柱管が狭くなるので
す。その原因は加齢に伴って椎間板の
変性が起きてきたり、黄色靱帯の肥厚
が起きてきたり、あるいは椎間関節の
肥厚、骨棘の形成が起きてきたり、要
するに脊柱管を構成している神経の周
りにあるいろいろな臓器が、加齢によ
る変性を伴って肥厚してきたり、出っ
張ってくるので、脊柱管が相対的に狭
くなってくる。そのため中に走ってい
る神経が圧迫されることになります。
　池脇　限られた空間に神経が走って
いる中で、ほかのものが肥厚したり、
飛び出してきたりして神経を圧迫し、
そして神経の刺激症状として足が痺れ
るということですね。
　曽雌　そういうことですね。
　池脇　動脈硬化では、危険因子とい
う言葉がありますが、こういった脊柱
管狭窄症になりやすい人、危険因子、
といったものは、年齢以外に何かある
のでしょうか。
　曽雌　中高年の人に多いので、それ
までどれだけ腰に負担をかけてきたか
ということだと思うのです。ですから、
デスクワークの人よりも、重たいもの
を持ったり、いわゆる肉体労働をされ

ていた方に多いとか、それから家族歴
といいますか、遺伝する病気ではない
のですけれども、顔かたちが親子で似
るのと一緒で、骨格は似ますので、ご
両親に腰の病気をお持ちの人はなりや
すいとか、そういう傾向はあると思い
ます。
　池脇　症状は、ヘルニアのぎっくり
腰みたいな痛みよりも、足の痺れでし
ょうか。
　曽雌　そうですね。特徴的なのは、
じっとしていれば、座っていたりすれ
ばあまり痛くない。歩くと、最初はい
いのですけれども、だんだん症状が出
てくる。あるいは、立っていても、最
初はいいのですけれども、長時間同じ
姿勢で立っていると、だんだん症状が
出てくるのが特徴的です。
　池脇　弯曲がありますから、脊柱管
という空間が体勢によって狭くなる、
あるいは、広くなる。それによって症
状の出方も変わってくる。
　曽雌　先生が今おっしゃられたとお
りで、脊柱管というのは腰を反らすと
狭くなるのです。ですから、よく洗濯
物を干そうとしてグッと反ると足にビ
ーンと来るという人もいますし、逆に
スーパーなんかでカートを押すような、
ちょっと前屈した姿勢だと、すごく楽
に歩けるという人はいっぱいいます。
後屈すると悪くなって、前屈すると楽
になるというのが、典型的な例だと思
います。
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　池脇　症状の増悪あるいは寛解は体
勢によって影響を受けるということで
すが、画像診断も大事なのでしょうか。
　曽雌　大事です。私たちの診断では
基本的に、まずはPADがないかどうか
をみます。いろいろな報告があるので
すけれども、５～10％ぐらいPADとの
合併があるので、PADを見逃してし
まうと、足が壊疽を起こしたり、患者
さんにとってはたいへんな不利益にな
ります。一般的にはまずABI（ankle 
brachial index）を測って、PADをル
ールアウトしたうえで、タイミングを
見てMRIを撮ったりして診断していま
す。
　池脇　とても重要な点ですね。間欠
跛行の原因が脊柱管狭窄症かPADか、
そのどちらかではなくて、両方合併し
ていることも念頭に置くということで
すね。
　曽雌　もちろんそうです。それはす
ごく大事だと思います。
　池脇　MRIによる評価がメインなの
でしょうか。
　曽雌　そうですね。もちろんレント
ゲンも撮ります。例えば、腰骨がずれ
ている、いわゆるすべり症のようなも
のもありますから、もちろんレントゲ
ンもルーチンで撮りますけれども、最
終的にはMRIで、どこの部位に狭窄が
あるのか、あるいはどの程度の狭窄が
あるのかはきちんとチェックします。
　池脇　次は治療になりますが、保存

的な治療にはどういうものがあるので
しょう。
　曽雌　基本的には薬です。昔から使
われているNSAIDsや、最近では神経
障害性疼痛に対してプレガバリンとい
う薬が出ていますので、そういった薬
も使います。ほかにはアセトアミノフ
ェンとトラマドールの合剤を使ったり
もします。プロスタグランジンの誘導
体も保険適用になっています。あとは
ブロック療法です。そういった薬を使
ったり、注射をしたり、保存療法をひ
と通りやって、基本的には生き死にに
かかわる病気ではないので、本人がや
りたいことができない、要するに日常
生活に困るようであれば手術をお勧め
しています。
　池脇　今はどんな手術が主流なので
しょう。
　曽雌　基本的に行うのは神経の圧迫
をとることなので、神経を圧迫してい
る骨を削ったり、黄色靱帯を削って取
る、あるいは椎間板を取ることになり
ます。今はどの領域でもそうですけれ
ども、手術の低侵襲化がいろいろ行わ
れていますので、小さい皮切で顕微鏡
や内視鏡で行ったり、場合によっては
局麻で行うようなトライアルもされて
いますので、手術そのものはすごく低
侵襲化されています。今は年齢は関係
なく、ご本人がお元気で、併存症があ
る程度コントロールされていて、手術
できる体力があれば、80歳を超えてい

ても手術されている方は多くいますの
で、困るようでしたら手術をされたほ
うがいいかと思います。
　池脇　画像的には神経を圧迫してい
る。だから手術でそこの圧迫をとった。
でも、それで症状が改善するのかどう
か。案外そこは関係していなかったな
どということはないのでしょうか。
　曽雌　それはほぼないと思うのです。
ただ、回復に関しては、例えば10症状
があったものがゼロになるかというと、
それはなかなか厳しくて、10あったも
のが５とれたけれども、５残ってしま
うとか、７とれたけれども、３残って
しまうとか、神経もそれなりに長年の
間にダメージを受けていますので、全
くの元通りというのはなかなか厳しい
と思います。ですが、手術をすること

で、行う前よりははるかに楽になって
いただけるのではないかと思います。
　池脇　患者さんの生活の質は十分向
上、改善が期待できる治療だというこ
とですね。
　曽雌　逆に、あまり我慢しすぎてし
まうと、それだけ神経にダメージがい
きますので、手術をしたあとの回復も
悪いことになります。病気は何でもそ
うだと思うのですけれども、早期発見、
早期治療が一番成績がいい。手術は嫌
だと思いますが、保存療法をきちんと
やって、それでもよくならなかった、
自分のやりたいことができないときな
どには、積極的に手術を考えていただ
いてもいいのではないかなと思ってい
ます。
　池脇　ありがとうございました。
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