
慶應義塾大学整形外科教授
松　本　守　雄

（聞き手　池脇克則）

　腰椎すべり症の治療についてご教示ください。
＜宮城県開業医＞

腰椎すべり症の治療

　池脇　腰椎疾患といいますと、高齢
化に伴って多くなっている脊柱管狭窄
症です。これは何度か質問をいただい
たのですが、今回、「ああ、そうだ、す
べり症があったな」というのが私の第
一印象です。まず基本的な、すべり症
とはどういう病態なのか教えてくださ
い。
　松本　頭側の脊椎が尾側、お尻側の
骨に対してずれる状態をすべりといい
ます。多くの場合は写真に示したよう
に頭側の骨が前のほうにずれます。そ
の原因が幾つかありまして、一つは年
齢、いわゆる加齢によって脊椎が不安
定になってずれる。これは変性すべり
症といいまして、中年以降の女性に多
いすべり症です。もう一つ、分離すべ
り症というのがありまして、これは思
春期の脊椎の疲労骨折に起因するすべ
り症で、比較的青壮年の方に多い。あ

とは先天的な要素ですべる場合もあり、
すべり症の原因にも多々あります。
　池脇　変性と分離で、年齢層も違う
ということですが、椎体と、複雑な椎
弓が上と下でかみ合っているものが、
何かのきっかけでずれてきて、それが
前方にずれる傾向があって、最終的に
は神経を刺激する、圧迫するというこ
とですね。
　松本　神経を圧迫することで、いろ
いろな痛みとか麻痺を起こす、これが
すべり症の病態といえます。
　池脇　体重がかかっているので、あ
る程度、そういう変化は誰でもあると
考えてよいですか。
　松本　年齢を重ねると一定の確率で
起こってきます。
　池脇　変性と分離、頻度としてはど
ちらが多いのでしょう。
　松本　現在の超高齢社会の中で変性

すべり症が非常に増えていて、変性す
べり症を見る機会がはるかに多いです。
　池脇　骨の疾患というと、男性と女
性ですと、やはり女性のほうが、骨粗
鬆症あるいは脆弱性という面では、や
やなりやすいと考えてよいですか。
　松本　特に変性すべり症は中年以降
の女性に多いとされています。女性は
椎間板が傷んだり、あるいは脊椎の靱
帯が男性より緩いのですべりやすいと
されています。
　池脇　どんな症状ですか。
　松本　変性すべり症を例に挙げます
と、初期には軽い腰痛ぐらいで始まる
のですが、すべりがだんだん進行して
きますと、脊柱管が非常に狭くなって
きます。そうすると、脊柱管狭窄症の

症状をきたすのです。ですから、変性
すべり症はいわゆる脊柱管狭窄症の原
因疾患として非常に頻度が高いのです。
そうすると、腰痛だけではなくて、お
尻から足にかけての痺れや痛み、ある
いは長く歩いていると痺れて歩けない。
これを間欠跛行といいますが、そうい
う症状が出てきます。
　池脇　脊柱管狭窄症とすべり症はど
うやって鑑別するのかと思っていたの
ですが、そういう考えではなくて、す
べり症が進行すると脊柱管狭窄症にな
るということですか。
　松本　脊柱管狭窄症の原因として非
常に多いのが変性すべり症です。
　池脇　どうやって管理していくので
すか。もちろん、すぐに手術ではない
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と思うのですが、どんな治療で始める
のでしょうか。
　松本　基本的に例えば腰痛だけとか、
あるいは脊柱管狭窄症でも症状が非常
に軽い場合は、保存療法に徹すること
だと思います。一つは運動療法です。
すべるということは、そこが不安定に
なっているということで、腹筋とか背
筋を鍛えていただく。そのような日常
生活の指導を患者さんにする。あるい
は、腰痛が軽い場合は鎮痛剤とか、そ
ういったものを投与します。脊柱管狭
窄症の症状が強くなってくると、患者
さんはいろいろと痛みで困ることも多
いので、より強い鎮痛剤や、最近は神
経障害性疼痛治療薬が何種類かありま
すので、そういうものを飲んでいただ
く。あるいは場合によってはプロスタ
グランジンの製剤、リマプロストを飲
んでいただいたりします。
　池脇　脊柱管狭窄症の治療薬と同じ
ようなものでしょうか。
　松本　そうですね。あとは、腰椎が
ぐらぐらしている場合にはコルセット
を、特に症状が強いときにつけていた
だいたりするのも有効です。
　池脇　椎体自体が不安定ですから、
周りの筋肉を鍛えるというのも、なか
なか難しい感じもしますが。
　松本　おっしゃるとおりです。すぐ
に効果が出るわけではないので、特に
痛みが強いときはコルセットで少し補
ってあげるのもいいかと思います。

　池脇　症状が起こって、いろいろな
対処をして、それですっかりよくなる
というよりも、徐々に進行するという
経緯なのでしょうか。
　松本　おっしゃるとおり、どうして
も加齢とともにこういう変化は進みま
す。ただ、変性すべり症は、ある程度
ずれたら、それ以上ひどくずれること
はあまりないとされていて、中には症
状の進行がうまい具合に止まってくれ
る方もいらっしゃいます。ですから、
保存療法でずっといける方も少なくは
ありません。ただ、中には脊柱管狭窄
症の症状が非常に強く出てしまって、
保存療法では十分治療しきれない方も
いて、そういう方には手術をせざるを
得ないことになります。
　池脇　強い腰痛で、日常生活に困っ
ていらっしゃる。こういう場合にはブ
ロックをされるのでしょうか。
　松本　そうですね。特に神経の症状
が強いような場合には神経ブロックと
か、腰痛だけの場合は腰のトリガーポ
イントブロックとか、そういったブロ
ック治療ももちろん保存療法の一環と
して行っています。
　池脇　脊柱管狭窄症も含めて、対症
的に診ているけれども、こうなったら
手術を考えたほうがいいというポイン
トはどのあたりなのでしょうか。
　松本　脊柱管狭窄症の症状が強くな
って、歩行が非常に困難になる。例え
ば、私どもが一つの目安にしているの

は、500mぐらい一気に歩けないと、駅
まで歩いたり、買い物に行けない。非
常に生活に困るので、そういった方、
あるいはもっとひどくなって、足の力
が入らないという麻痺が出たり、あと
は馬尾の障害として排尿障害が出たり
する。こうなると早めに手術をしたほ
うがいいだろうと思います。
　池脇　もちろん、そういう症状が出
るとご本人もお困りでしょうが、神経
も、あまり長い間圧迫されていると、
その後、手術で物理的な圧迫を解除し
ても、元に戻らないこともあるのです
ね。
　松本　そのとおりで、非可逆的な変
化が神経に起こってしまうのです。脊
柱管狭窄症も、歩いたり、立ったりし
たときだけは症状が出て、休むと症状
がなくなる。こういう人たちはまだい
いのですが、ずっと我慢しすぎると、
安静時にも痺れが出たり、麻痺が出て
きたりする。こうなるとちょっと遅く
なるので、速やかに手術をしたほうが
手術の結果もいいと思います。
　池脇　せっかく圧迫を解除したのに
症状がとれないとなると、患者さんも
残念ですね。
　松本　おっしゃるとおりです。
　池脇　どういう手術でしょうか。
　松本　大きく２つあると思います。
１つはすべりがそれほどひどくない場
合には、除圧手術といって、後ろから
神経を押している、特に椎弓という骨

を削る。それだけの手術で済むのです
が、ずれが非常に大きいとか、あるい
は骨が非常にぐらぐらしている場合に
は、除圧手術だけだとよい結果が得ら
れないので、金属のスクリューを用い
た固定手術というものが行われます。
　除圧手術がいいか、固定手術がいい
か、これはいろいろ議論があるのです
が、患者さんの状態ですとか、どこま
でよくなりたいかとか、そういうご希
望やいろいろなことを勘案して術式の
選択をしているところです。
　池脇　手術は、後ろからのアプロー
チでしょうか。
　松本　多くの場合は後ろからアプロ
ーチします。
　池脇　内視鏡を使う低侵襲な手術も
あるのでしょうか。
　松本　後ろからいく場合も、かつて
は大きく切っていましたが、今は内視
鏡を使って非常に小さい手術で、圧迫
をとる手術をしたり、あとは顕微鏡を
使ったりして、筋肉を大事にする低侵
襲手術が非常に広く行われるようにな
っています。
　一方、固定手術もかつては非常に大
手術のように思われていたのですが、
今は経皮的に金属のスクリューを入れ
たり、非常に小さい切開でできるよう
になっています。固定手術の侵襲性も
下がっているので、患者さんにとって
は手術全体の負担は減っているという
ことです。
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　池脇　背骨の手術というと、大手術
ではないかと患者さんは心配されるか
もしれませんが、今はそうでもないの
ですね。
　松本　一定のリスクはありますが、

体のご負担を少なくできるような手術
が広く行われるようになっています。
ですから、安心して手術をお考えいた
だいていいと思います。
　池脇　ありがとうございました。

順天堂大学練馬病院小児科先任准教授
大　友　義　之

（聞き手　池脇克則）

　夜尿症におけるアラーム療法についてご教示ください。
　１．  アラーム療法の実際のやり方については、施設によってかなり違いがあ

るようです。アラームが鳴っても、着替えさせたり、トイレ排尿を促す
こともせず、そのまま就眠させる施設もあれば、アラームが鳴ったら必
ずきちんと覚醒させ、トイレまで行かせて残りを排尿させるところもあ
ります。ガイドラインでは後者ですが、どのようなやり方が一番効果的
なのでしょうか。

　２．  夜尿症の治療の原則は「あせらず、怒らず、起こさず」であり、保護者
が児を起こしてトイレに行かせることは推奨されていません。アラーム
療法と、起こして排尿させることに大きな違いはないと思いますが、ど
うしてアラーム療法は効果があり、起こして排尿させることは推奨され
ないのでしょうか。

＜埼玉県開業医＞

夜尿症におけるアラーム治療

　池脇　夜尿症のアラーム療法につい
ての質問です。まず夜尿症は、就学以
降も夜尿が続くというイメージですが、
頻度など、定義から教えてください。
　大友　夜尿症という病名ですが、そ
れよりも前に日常、子育てをしている
ときに、おねしょという言葉が出てく
ると思います。おねしょはあくまでも
発達の過程で、「そのうちよくなるで

しょう」みたいなものですが、ある年
齢を過ぎて、それ以降もおねしょが続
いていたら、それは夜尿症という病名
をつけて、医療の対象になるという考
え方です。
　これは世界共通の定義があって、５
歳の誕生日を過ぎても１カ月に１回以
上夜尿があって、それが３カ月連続で
続くことを夜尿症と診断しているので
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