
というか、それを客観的に見られるよ
うにしていきます。
　池脇　そうすると、これは患者さん
も自分自身で治すのだという強い意思
が必要だし、見ているドクターサイド
もすごく根気よく行っていかないとダ
メですね。
　塩路　そうですね。共同作業が大切
かと思います。
　池脇　森田療法は有名ですが、どう
いう療法なのでしょう。
　塩路　森田療法は、そういった不安
とか緊張、社交不安もありますし、い
ろいろな症状を、あってはいけないも
のと考えるのではなく、人間が社会で
生きていくうえでとても自然なものだ
と考えます。その自然なものを、あっ
てはいけないものとしてねじ伏せよう
とすることで悪循環が生まれてしまっ
て、どんどんはまってしまう。
　池脇　発想を変えて、そういったも
のをまずは許容するところから始める
のですね。

　塩路　そうですね。まずは不安を自
然な感情と受け止めます。結局、社交
不安障害の方の不安の背後には必ず、
人によく思われたいとか、好かれたい
とか、受け入れてほしいという、森田
療法ですと「生の欲望」という言葉で
呼ぶのですが、そういったものが強く
て、そのために変に思われてしまった
らどうしよう、嫌われてしまったらど
うしようという不安がどんどん悪循環
で積み重なってしまうと考えます。
　池脇　森田療法は、始めてからゴー
ルがあるかどうかわかりませんけれど
も、どのくらいの期間必要なのでしょ
う。
　塩路　基本的にはこういった精神療
法ですので、例えば入院治療を行う場
合は３カ月を一つのめどにしているの
ですが、外来ですと、例えば半年やっ
てみて、振り返ってみて、再度目標を
設定してというふうに、少し根気よく
やっていくことが必要になります。
　池脇　ありがとうございました。

　山内　松本先生、まず、現代社会、
姿勢が悪いとか何とかいった理由でこ
の疾患は増えているのでしょうか。
　松本　この疾患は高齢者に多いもの
ですから、今、高齢社会が進む中で、
患者さんを診る機会が非常に増えてい
ます。
　山内　なりやすい体質とか、そうい
ったものでわかっているものはあるの
でしょうか。
　松本　男女比で言いますと、女性に
多い病気だといわれていまして、椎間
板が傷んだり、骨を支える靱帯が緩ん
だり、そういう体質の方に多い病気だ
といわれています。
　山内　特に、肉体労働の作業者に多
いとか、そういった傾向はあるのでし
ょうか。

　松本　肉体労働も腰椎変性すべり症
の症状が悪化する因子にはなるのです
けれども、肉体労働者に多いという報
告は今のところ多くはないです。
　山内　症状としては痛みが突発する
ものなのでしょうか。それとも、ゆっ
くり来るものでしょうか。
　松本　どちらかというと、ゆっくり
来ます。最初は軽い腰痛で始まって、
何か持ったり、腰を動かしたときに痛
いなというところから始まるのですが、
症状が進行すると、常に腰痛があった
り、今度は神経が後ろのほうで押され
る、つまり脊柱管狭窄という状態が起
こって、患者さんは長く歩いたり、長
く立ったりすると、この方のように、
お尻とか、あるいは脚の痛み、痺れが
出てくる、そういうふうに症状が進行

慶應義塾大学整形外科教授
松　本　守　雄

（聞き手　山内俊一）

　腰椎変性すべり症についてご教示ください。
　79歳男性で、高血圧等にて通院中。約１カ月前に左臀部痛が出現し、歩行時
に増強するため、整形外科へ紹介し、上記疾患と診断されました。

＜大阪府開業医＞

腰椎変性すべり症
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プロスタグランジンE１製剤、神経の
血流をよくする薬、あるいは神経痛が
かなり強い場合にはプレガバリンのよ
うな神経障害性疼痛の治療薬、こうい
ったものが使われることが多いと思い
ます。
　山内　先生の印象では、NSAIDsの
切れ味ないし有効率というのはどのぐ
らいのものなのでしょう。
　松本　なかなかパーセンテージで表
すのは難しいのです。初期の腰痛メイ
ンの方にはNSAIDsは比較的効果があ
ると思うのですが、脊柱管狭窄の症状、
つまり間欠跛行が顕著になってくると、
NSAIDsだけではなかなか痛みがコン
トロールできないと思います。
　山内　脊柱管狭窄のほうへもいって
しまうということですね。
　松本　そうですね。
　山内　そのあたり、難しいかもしれ
ませんが、先ほどお話に出ましたよう
に、まず最初は安静ということでよろ
しいのでしょうか。
　松本　痛みが強い場合はそうですけ
れども、ただ、ずうっと安静にしてい
ますと、かえって体幹、腰回りの筋肉
が落ちてしまう。そうしますと、これ
は骨がぐらぐらして起きる病気ですか
ら、腰回りの筋肉が落ちると、長い目
で見ると患者さんにとってはマイナス
ですので、ある程度急性期の痛みが落
ち着いたら、腹筋とか背筋を、腰痛体
操ですね、そういったことで鍛えてい

ただく。あるいは、水中ウォーキング
など軽い運動で鍛えていただくという
ことが大事ではないかと思います。
　山内　安静のしっぱなしというわけ
ではないのですね。
　松本　安静のしっぱなしは長い目で
見るとかえってよくないと思います。
　山内　普通の歩行は当然大丈夫と見
てよろしいわけですか。
　松本　痛みにもよりますし、間欠跛
行の程度にもよりますが、ある程度歩
ける分は歩いていただく、歩行を維持
していただくというのが大事ではない
かと思います。
　山内　よく我々は迷うのですが、痛
み止めをのむと痛みが消えます。一種
のアラームがなくなってしまうような
ものなので、そこで運動をさせていい
のかなという疑問があるのですが、こ
のあたりはいかがでしょう。
　松本　なかなか難しいですけれども、
歩くということは患者さんの身体機能、
あるいは全身の機能を維持するのに必
要なことです。高齢の方は特に、多少
痛み止めをのんでも、少し動いていた
だいたほうがいいと思います。
　その際、気をつけなければいけない
のは、筋力低下とか脊椎管狭窄症が強
くて脚に麻痺があるような方もいらっ
しゃいます。そこまでひどい場合には、
無理な歩行や運動はちょっと控えたほ
うがいいと思います。
　山内　脊柱管狭窄に進行しているケ

していきます。
　山内　脊柱、脊椎、このあたり、い
ろいろな病気がありますので、鑑別も
たいへんかと思われます。まず腰椎変
性すべり症の痛みとか痺れの特徴につ
いてうかがいたいのですが。
　松本　骨がぐらぐらする病気ですの
で、動いたときに腰痛とか脚の痛みが
増強するというのが一つの特徴だと思
います。
　山内　動くときですね。
　松本　そうですね。安静時は比較的
症状は軽いのですけれども、動くと痛
いというのが症状の特徴です。
　山内　例えば、ほかにもヘルニアな
どもありますが、これとは痛みの性状
は違うのでしょうか。
　松本　同じ神経が押される病気でも、
椎間板ヘルニアの場合は安静時にも、
例えば寝ていても座っていても痛いと
いうのが一つあると思うのですが、腰
椎変性すべり症は座っていたり、横に
なっていると、ほとんど痛くないとい
う方が多いです。
　山内　痛みは当然坐骨神経沿いに伝
わると見てよろしいのでしょうね。
　松本　病状が進行すると、神経の圧
迫が強くなり、神経根、つまり坐骨神
経に沿った臀部から足の痛みというの
が特徴的な痛みになります。それが長
く歩くと悪くなるので、患者さんは休
み休みしか歩けない。いわゆる間欠跛
行という症状をきたします。

　山内　痛み、痺れは原則として下行
性に悪化していく。
　松本　そうですね。お尻から足のほ
うに向かって痛みが下りていくと思い
ます。
　山内　鑑別疾患としては、動脈性の
疾患も絡んでくると見てよろしいので
しょうね。
　松本　おっしゃるとおり、間欠跛行
をきたす疾患として末梢動脈疾患、こ
ういったものはしっかり鑑別していく
必要があると思います。同じく高齢者
に多い病気ですので。
　山内　治療のほうに入っていきたい
と思います。まず、こういった患者さ
んが来られた場合、最初はどうされる
のでしょうか。
　松本　非常に痛い状態でいらした場
合には、患者さんにまず日常生活の指
導ということで、あまり無理をしない。
つまり、前屈みで重たいものを持った
り、腰を激しく動かしたり、強く反ら
したりしないように、安静を指導をし
ます。あと、痛みが強ければ、その痛
みを抑える薬物療法、これが一つ中心
的な治療になると思います。
　山内　薬物として具体的に使われる
ものというと、どういったものなので
しょうか。
　松本　腰痛が強い場合には非ステロ
イド性の消炎鎮痛剤ですとかアセトア
ミノフェン、こういった痛み止めが使
われますし、間欠跛行が顕著な方には
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プロスタグランジンE１製剤、神経の
血流をよくする薬、あるいは神経痛が
かなり強い場合にはプレガバリンのよ
うな神経障害性疼痛の治療薬、こうい
ったものが使われることが多いと思い
ます。
　山内　先生の印象では、NSAIDsの
切れ味ないし有効率というのはどのぐ
らいのものなのでしょう。
　松本　なかなかパーセンテージで表
すのは難しいのです。初期の腰痛メイ
ンの方にはNSAIDsは比較的効果があ
ると思うのですが、脊柱管狭窄の症状、
つまり間欠跛行が顕著になってくると、
NSAIDsだけではなかなか痛みがコン
トロールできないと思います。
　山内　脊柱管狭窄のほうへもいって
しまうということですね。
　松本　そうですね。
　山内　そのあたり、難しいかもしれ
ませんが、先ほどお話に出ましたよう
に、まず最初は安静ということでよろ
しいのでしょうか。
　松本　痛みが強い場合はそうですけ
れども、ただ、ずうっと安静にしてい
ますと、かえって体幹、腰回りの筋肉
が落ちてしまう。そうしますと、これ
は骨がぐらぐらして起きる病気ですか
ら、腰回りの筋肉が落ちると、長い目
で見ると患者さんにとってはマイナス
ですので、ある程度急性期の痛みが落
ち着いたら、腹筋とか背筋を、腰痛体
操ですね、そういったことで鍛えてい

ただく。あるいは、水中ウォーキング
など軽い運動で鍛えていただくという
ことが大事ではないかと思います。
　山内　安静のしっぱなしというわけ
ではないのですね。
　松本　安静のしっぱなしは長い目で
見るとかえってよくないと思います。
　山内　普通の歩行は当然大丈夫と見
てよろしいわけですか。
　松本　痛みにもよりますし、間欠跛
行の程度にもよりますが、ある程度歩
ける分は歩いていただく、歩行を維持
していただくというのが大事ではない
かと思います。
　山内　よく我々は迷うのですが、痛
み止めをのむと痛みが消えます。一種
のアラームがなくなってしまうような
ものなので、そこで運動をさせていい
のかなという疑問があるのですが、こ
のあたりはいかがでしょう。
　松本　なかなか難しいですけれども、
歩くということは患者さんの身体機能、
あるいは全身の機能を維持するのに必
要なことです。高齢の方は特に、多少
痛み止めをのんでも、少し動いていた
だいたほうがいいと思います。
　その際、気をつけなければいけない
のは、筋力低下とか脊椎管狭窄症が強
くて脚に麻痺があるような方もいらっ
しゃいます。そこまでひどい場合には、
無理な歩行や運動はちょっと控えたほ
うがいいと思います。
　山内　脊柱管狭窄に進行しているケ

していきます。
　山内　脊柱、脊椎、このあたり、い
ろいろな病気がありますので、鑑別も
たいへんかと思われます。まず腰椎変
性すべり症の痛みとか痺れの特徴につ
いてうかがいたいのですが。
　松本　骨がぐらぐらする病気ですの
で、動いたときに腰痛とか脚の痛みが
増強するというのが一つの特徴だと思
います。
　山内　動くときですね。
　松本　そうですね。安静時は比較的
症状は軽いのですけれども、動くと痛
いというのが症状の特徴です。
　山内　例えば、ほかにもヘルニアな
どもありますが、これとは痛みの性状
は違うのでしょうか。
　松本　同じ神経が押される病気でも、
椎間板ヘルニアの場合は安静時にも、
例えば寝ていても座っていても痛いと
いうのが一つあると思うのですが、腰
椎変性すべり症は座っていたり、横に
なっていると、ほとんど痛くないとい
う方が多いです。
　山内　痛みは当然坐骨神経沿いに伝
わると見てよろしいのでしょうね。
　松本　病状が進行すると、神経の圧
迫が強くなり、神経根、つまり坐骨神
経に沿った臀部から足の痛みというの
が特徴的な痛みになります。それが長
く歩くと悪くなるので、患者さんは休
み休みしか歩けない。いわゆる間欠跛
行という症状をきたします。

　山内　痛み、痺れは原則として下行
性に悪化していく。
　松本　そうですね。お尻から足のほ
うに向かって痛みが下りていくと思い
ます。
　山内　鑑別疾患としては、動脈性の
疾患も絡んでくると見てよろしいので
しょうね。
　松本　おっしゃるとおり、間欠跛行
をきたす疾患として末梢動脈疾患、こ
ういったものはしっかり鑑別していく
必要があると思います。同じく高齢者
に多い病気ですので。
　山内　治療のほうに入っていきたい
と思います。まず、こういった患者さ
んが来られた場合、最初はどうされる
のでしょうか。
　松本　非常に痛い状態でいらした場
合には、患者さんにまず日常生活の指
導ということで、あまり無理をしない。
つまり、前屈みで重たいものを持った
り、腰を激しく動かしたり、強く反ら
したりしないように、安静を指導をし
ます。あと、痛みが強ければ、その痛
みを抑える薬物療法、これが一つ中心
的な治療になると思います。
　山内　薬物として具体的に使われる
ものというと、どういったものなので
しょうか。
　松本　腰痛が強い場合には非ステロ
イド性の消炎鎮痛剤ですとかアセトア
ミノフェン、こういった痛み止めが使
われますし、間欠跛行が顕著な方には
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でいるような方に手術をした場合、か
えって術後、痛みが強くなったりする
方が何％かはあるわけですが、最近は
できるだけそういうことがないような
丁寧な手術を心がける施設が多いので、
手術成績自体は全般的には改善してい
るのではないかと思います。
　山内　例えば、ヘルニアに比べると
比較的手術成績はいいと見てよろしい
のでしょうか。
　松本　ヘルニアに比べると、逆に悪
いのです。ヘルニアの場合は比較的発
症してから手術するまでの期間が短い
のですけれども、脊椎管狭窄症、腰椎

変性すべり症の場合は何カ月、何年も
かけて症状が悪くなって、それで手術
に至るという方も多いので、手術をし
た段階で神経がちょっと傷んでしまっ
ている。それで手術をしても痺れが残
ったりする方の頻度は高いです。ただ、
間欠跛行がよくなるので、患者さんは
長く歩けるようになって、QOLはよく
なるのです。
　山内　それはすばらしいですね。
　松本　痺れが残っても、患者さんに
は満足していただけることが多いです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ースもけっこうあるということですか。
　松本　腰椎変性すべり症は脊柱管狭
窄の原因疾患としては頻度が高いと思
います。
　山内　そのあたりは整形外科の先生
方もかなり注意して診ておられるとい
うことですね。
　松本　そうですね。脊柱管狭窄症状
は注意して診ています。
　山内　ちなみに、ヘルニアは痛みだ
けに関しては半年ぐらいで半分ぐらい
の方が治ると聞いていますけれども、
こちらの腰椎変性すべり症はいかがな
のですか。
　松本　腰椎変性すべり症自体がよく
なるわけではないのですけれども、今
お話ししたようないろいろな保存治療
で、腰痛だけの患者さんは比較的そう
いうものが保存療法でよくなる方も多
いです。ただ、脊柱管狭窄の症状が強
く出ている場合には、なかなか保存療
法だけでよくなる方は少なくて、だい
たい全体の1/3ぐらいではないかとい
われています。あとは、変わらないか、
経年的に症状が悪化するということが
いわれています。
　山内　なかなか難しい症状があると
いうことですね。
　松本　そういうことですね。
　山内　手術の話も少しうかがいたい
のですが、最近、腰のあたりの手術も
いろいろ進歩しているようですが、腰
椎変性すべり症に関してはどういった

手術がなされるのでしょうか。
　松本　保存療法がどうしても効果が
ない場合には手術ということになるの
ですが、手術は大きく２つあります。
すべりが比較的軽く、骨があまりぐら
ぐらしない場合には、後ろから骨を削
るだけの除圧手術というのがよく行わ
れます。これは最近では顕微鏡ですと
か内視鏡を使って、非常に小さい切開
で、患者さんに負担の少ない手術が行
われています。
　非常にずれが大きいとか、骨がぐら
ぐらしているような場合には、金属を
使って骨を固めて不安定性を取り除く
という固定術が行われています。これ
は昔は非常に大きな手術だったのです
が、近年は小切開で低侵襲に行えるよ
うになっています。腰椎変性すべり症
に対する手術治療は非常に技術が進歩
していると思います。
　山内　術後成績、例えば痛みに対す
る効果にもかなり期待できると見てよ
ろしいでしょうか。
　松本　すべての症状がとれるわけで
はないのですが、特に間欠跛行を中心
とした脚の症状は手術でかなり改善し
ますので、患者さんは術後、非常に
QOLがよくなって、生活も楽になると
いう方が多いです。
　山内　最近、脊椎の手術に関して、
術後、痛みがかえってひどくなるとい
ったケースも報告があるようですが。
　松本　もちろん、神経が非常に傷ん
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でいるような方に手術をした場合、か
えって術後、痛みが強くなったりする
方が何％かはあるわけですが、最近は
できるだけそういうことがないような
丁寧な手術を心がける施設が多いので、
手術成績自体は全般的には改善してい
るのではないかと思います。
　山内　例えば、ヘルニアに比べると
比較的手術成績はいいと見てよろしい
のでしょうか。
　松本　ヘルニアに比べると、逆に悪
いのです。ヘルニアの場合は比較的発
症してから手術するまでの期間が短い
のですけれども、脊椎管狭窄症、腰椎

変性すべり症の場合は何カ月、何年も
かけて症状が悪くなって、それで手術
に至るという方も多いので、手術をし
た段階で神経がちょっと傷んでしまっ
ている。それで手術をしても痺れが残
ったりする方の頻度は高いです。ただ、
間欠跛行がよくなるので、患者さんは
長く歩けるようになって、QOLはよく
なるのです。
　山内　それはすばらしいですね。
　松本　痺れが残っても、患者さんに
は満足していただけることが多いです。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

ースもけっこうあるということですか。
　松本　腰椎変性すべり症は脊柱管狭
窄の原因疾患としては頻度が高いと思
います。
　山内　そのあたりは整形外科の先生
方もかなり注意して診ておられるとい
うことですね。
　松本　そうですね。脊柱管狭窄症状
は注意して診ています。
　山内　ちなみに、ヘルニアは痛みだ
けに関しては半年ぐらいで半分ぐらい
の方が治ると聞いていますけれども、
こちらの腰椎変性すべり症はいかがな
のですか。
　松本　腰椎変性すべり症自体がよく
なるわけではないのですけれども、今
お話ししたようないろいろな保存治療
で、腰痛だけの患者さんは比較的そう
いうものが保存療法でよくなる方も多
いです。ただ、脊柱管狭窄の症状が強
く出ている場合には、なかなか保存療
法だけでよくなる方は少なくて、だい
たい全体の1/3ぐらいではないかとい
われています。あとは、変わらないか、
経年的に症状が悪化するということが
いわれています。
　山内　なかなか難しい症状があると
いうことですね。
　松本　そういうことですね。
　山内　手術の話も少しうかがいたい
のですが、最近、腰のあたりの手術も
いろいろ進歩しているようですが、腰
椎変性すべり症に関してはどういった

手術がなされるのでしょうか。
　松本　保存療法がどうしても効果が
ない場合には手術ということになるの
ですが、手術は大きく２つあります。
すべりが比較的軽く、骨があまりぐら
ぐらしない場合には、後ろから骨を削
るだけの除圧手術というのがよく行わ
れます。これは最近では顕微鏡ですと
か内視鏡を使って、非常に小さい切開
で、患者さんに負担の少ない手術が行
われています。
　非常にずれが大きいとか、骨がぐら
ぐらしているような場合には、金属を
使って骨を固めて不安定性を取り除く
という固定術が行われています。これ
は昔は非常に大きな手術だったのです
が、近年は小切開で低侵襲に行えるよ
うになっています。腰椎変性すべり症
に対する手術治療は非常に技術が進歩
していると思います。
　山内　術後成績、例えば痛みに対す
る効果にもかなり期待できると見てよ
ろしいでしょうか。
　松本　すべての症状がとれるわけで
はないのですが、特に間欠跛行を中心
とした脚の症状は手術でかなり改善し
ますので、患者さんは術後、非常に
QOLがよくなって、生活も楽になると
いう方が多いです。
　山内　最近、脊椎の手術に関して、
術後、痛みがかえってひどくなるとい
ったケースも報告があるようですが。
　松本　もちろん、神経が非常に傷ん
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