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第 1 章 

定義 



ある病院での会話 

 

医師 「どうありますか？」 

 

患者 「ベラが痛いんじゃよ」 

                      

医師 「ベラ？ ベラですか……」 



腰痛はどのように定義されるか 

 腰痛の定義で、確率したものはない。しかし、主に疼痛部位、
発症からの有症期間、原因などにより定義される。 

 一般的には、触知可能な最下端の肋骨と殿溝の間の領域に
位置する疼痛と定義される。 

 有症期間では、急性腰痛(発症からの期間が4週未満)、亜急性
腰痛(発症からの期間が4週以上から3ヵ月未満)、慢性腰痛(発症
からの期間が3ヵ月以上)と定義される。 

 原因の明らかな腰痛と、明らかでない非特異的腰痛に分類され
る。 



腰椎局所解剖 1 

Medical viewより引用 

後枝内側枝 

後枝外側枝 

交感神経幹 

椎間板 

脊髄神経 

交感神経幹前枝 

髄膜枝 

脊髄神経前枝 

脊髄神経後枝 



腰椎の局所解剖 2 

椎間関節 

脊髄神経 

後枝内側枝 

棘突起 

椎弓 

黄色靭帯 後枝外側枝 

Medical viewより引用 

横突起 

神経根 

脊髄神経前枝 

脊髄神経後枝 

筋枝 



腰椎疾患の主な臨床症状 

・腰痛          腰が痛い 

 

・下肢症状     脚がしびれる・痛い 

 

・歩行障害     歩くと脚がしびれて歩け          

なくなる 

 

・膀胱直腸障害      尿が出にくい・残尿 



腰痛・下肢痛の病態 

・主に椎間関節由来 

神経根 神経根 

(骨・軟部組織由来) 

圧迫 

腰痛 

・神経根への圧迫 

下肢痛 

しびれ 



急性腰痛の病態 

・不良姿勢 

・重量物挙上 

・外傷 

過剰な機械的ストレス 
腰椎 

侵害受容器が興奮 

腰椎構成の各組織 

筋・靭帯・椎間関節 

腰椎椎間板ヘルニア 

・線維輪や後縱靭帯の破綻 

・後根神経節の機械的圧迫 

腰椎骨折 

・骨膜・靭帯の損傷 

急性腰痛 



腰痛の原因別分類 その1 

 脊椎由来 

  腰椎椎間板ヘルニア 

  腰部脊柱管狭窄症 

  腰椎分離すべり症 

  腰椎変性すべり症 

  代謝性疾患(骨粗鬆症, 骨軟化症など) 

  脊椎腫瘍(原発性または転移性腫瘍など) 

  脊椎感染症(化膿性・結核性脊椎炎など) 

  脊椎外傷(椎体骨折など) 

  筋・筋膜性腰痛 

  腰椎椎間関節症 

  脊柱変形(側弯症, Scheuermann病など) 



 神経原性 

     1 腫瘍性  馬尾腫瘍 脊髄腫瘍 

     2 神経根性 後根神経節障害 神経根嚢腫 

 内臓器性 

     1 消化器  急性膵炎 膵臓癌 胃・十二指腸潰瘍  

                            肝炎    胆嚢炎 虫垂炎 消化器穿孔 

     2 泌尿器科 尿路結石 腎盂腎炎 遊走腎 

     3 婦人科  子宮内膜症 子宮・卵巣腫瘍 

 血管性      解離性大動脈瘤 腹部大動脈瘤  

                            動脈硬化症  

 心因性      うつ病 心身症 神経症 統合失調症     

腰痛の原因別分類 その2 



 第 2 章 

疫学 



腰痛と職業との間に関係はあるか 

 腰痛の有訴率は職業によって違いがある。 

 腰部への身体的負担が大きい作業は、腰痛発症の危
険因子である。 

 腰痛における心理社会的因子は、腰痛の発症とそ
の予後に影響を与える。 



腰痛は生活習慣と関係があるか 

 運動不足は腰痛発症の危険因子である。 

 喫煙は腰痛発症の危険因子である。 

 Body mass index(BMI)は腰痛の間には有意な相関
はない。 



腰痛は心理社会的因子と 

関係があるか 

 腰痛の発症と遷延に心理社会的が関与している。 

 腰痛に精神的要因、特にうつ状態が関与している。 



腰痛の自然経過は 

どのようであるか 

 腰痛の程度は発症後1ヵ月で急速に改善するが、
約60%の患者は12ヵ月後も腰痛を有する。 

 腰痛の再発を経験する患者は約60%である。 

 心理社会的因子は腰痛遷延の要因となる。 



第 3 章 

診断 



腰痛患者が初診した場合に 

必要とされる診断の手順は 

 注意深い問診と身体検査により、red flags(危険信号)を示し、腫

瘍、炎症、骨折などの重篤な脊椎疾患が疑われる腰痛、神経症状
を伴う腰痛、非特異的腰痛をトリアージする。 

 腰痛患者に対して画像検査を全例に行うことは必ずしも必要で
ない。 

 危険信号が認められる腰痛、神経症状を伴う腰痛、または、保

存的治療にもかかわらず腰痛が改善しない場合には、画像検査を
推奨する。 

 神経症状がある持続性の腰痛に対しては、MRIでの評価が推奨
される。 



   トリアージ 



急性腰痛管理 

診断用分類（トリアージ） 

 

            1. 非特異的腰痛 

            2. 神経根性疼痛 

            3. 重篤な脊椎病変の可能性 

英国クリニカルガイドライン 



1. 非特異的腰痛 

• 20~55歳で症状発現 

• 腰仙椎部 臀部 大腿部痛 

• メカニカルペイン 

• 患者の状態は良好 

専門医への紹介は不必要 



2. 神経根性疼痛 

• 腰痛よりも片側下肢痛が重篤 

• 足又はつま先への放散 

• 同じ分布内におけるしびれと異常感覚 

• SLRにおける下肢痛が再現 

• 局所における神経徴候 

消退状態であれば、専門医への紹介は 

最初の4週以内は通常不必要 



3. 重篤な脊椎病変の可能性を示す 

     危険信号 

• 20歳未満または55歳を超えて症状発現 

• メカニカルペインではない 

• 胸部痛 

• 癌やHIVの既往歴、ステロイド使用歴 

• 健康状態の不良、体重減少 

• 広範な神経症状や徴候 

• 変形 

即時に診断または紹介が必要（4週未満） 



診断用フローチャート 
腰背部痛の原因 

腰背部の障害 

脊髄または馬尾に
病変があるか 

括約筋障害 

歩行障害 

サドル型感覚消失 

脊椎外科へ 

緊急紹介 

別の箇所の障害 

腰背部痛のトリアージ 

非特異的腰痛 神経根性疼痛 重篤な脊椎病変の可能性 

重度または進行性の運動麻痺 

専門医に紹介 

プライマリーケアー 

沈静化しているか 

仕事復帰 

総合病院 

yes 

no 

no 

yes 

yes 

yes 

no 

yes 

no 

yes 



症例 

主訴 ：腰痛 

現病歴：10日前ごろから左臀部痛出現。 

2009.10.2朝実家へ戻り、炊事をしていて急に腰痛および左下肢痛
出現し、近医受診。同日、当科へ緊急転院となる。 

 

現症 ：ストレッチャーの上でうつ伏せのまま動けない。 

 

神経学的所見：苦悶状態でほとんど取れない。 

 

既往歴 ：15年前、佐賀国立で腰椎ヘルニアの手術 

     7,8年前、福岡赤十字で腰椎ヘルニアの手術 



MRI  T 1 MRI  T 2 myelography 
画像所見 



経過 

腰椎MRI 

胸部から骨盤CT撮像 

血液・心電図検査 

 

疼痛コントロールの名目で精神科依頼 

ヒステリー性癲癇 うつ病の診断 

 

Myelography施行し「腰椎は早急な手術適応はない」と説明し、
紹介医へ転院となる。 

所見がみられない 



腰痛診断において有用な画像検査は 

何か、またはその他に有用な検査は
あるか 

 腰痛患者に対してX線撮影を行うことは必ずしも必要でな
い。 

 危険信号をもつ腰椎患者および神経症状を合併する腰痛患
者の画像検査としてMRIが推奨される。 

 椎間板性腰痛の診断には、椎間板造影・椎間板内注射は有
用な検査となりうる。 



   

   単純X線  （4方向：前後・側面・両斜位） 

   動態撮影 （前屈・後屈・中間位側面） 

      CT          

      MRI 

      特殊な検査  

         ・ミエログラフィー(脊髄腔造影) 

    ・ルートブロック(神経根ブロック) 

          ・ファセットブロック(椎間関節ブロック) 

          ・デイスコグラフィー(椎間板造影) 

画像診断 



X線動態撮影 

L4 

前屈 

(立位側面) 

後屈 

後方開大  

5° 

腰椎不安定性 

中間位 

L4 L4 



椎間板ヘルニア 

MRI 



脊髄腔造影 

正面像 側面像 

狭小化 



Root block 

Facet block 



第 4 章 

治療 



腰痛の治療に安静は必要か 

 安静は必ずしも有効な治療法とはいえない。急性腰痛に対して

痛みに応じた活動性維持は、ベット上安静よりも疼痛を軽減し、機
能を回復させるのに有効である。 

 職業性腰痛に対しても、痛みに応じた活動性維持は、より早い

痛みの改善につながり、休業期間の短縮とその後の再発予防にも
効果的である。 



腰痛に薬物治療は有効か 

 腰痛に対して薬物療法は有用である。 

 第一選択薬は急性・慢性腰痛ともに以下の薬剤を推奨する。 

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)      アセトアミノフェン 

 第二選択薬は急性腰痛に対して以下の薬剤を推奨する。 

筋弛緩薬 

 第二選択薬は慢性腰痛に対しては以下の薬剤を推奨する。 

抗不安薬 抗うつ薬 筋弛緩薬 オピオイド 



腰痛に物理・装具療法は有効か 

 温熱療法は、急性および亜急性腰痛に対して短期的には有効
である。 

 経皮的電気神経刺激療法(Transcutaneous electrical nerve 

stimulation : TENS)が腰痛に対して有効か無効かは一定の結論に
至っていない。 

 牽引療法が腰痛に対して有効であるエビデンスは不足している。 

 腰痛コルセットは腰痛に対する機能改善に有効である。 



骨訴訟症を伴う腰椎圧迫骨折の 

ピットフォール 

腰椎圧迫骨折 腰椎破裂骨折 (腰椎偽関節) 

M-CT myelography 



圧迫骨折治療の落とし穴 

圧迫骨折 

破裂骨折 神経根症状 

骨粗鬆症 

手術 

椎体圧潰
の進行 

治癒の遷延 

・下肢麻痺 

・下肢痛 

・排尿・排便障害 

後弯の増強 



圧迫骨折の治療経過 

コルセット 

痛み 

骨癒合 

週 12 2 8 0 

Dangerous zone 

夜間除去 

6 4 

完全除去 



腰痛に運動療法は有効か 

 急性腰痛(4週未満)には効果がない。 

 亜急性腰痛(4週〜3ヵ月)に対する効果は限定的である。 

 慢性腰痛(3ヵ月以上)に対する有効性については高いエビデン
スがある。 

 運動の種類によって効果の差はみられない。 

 至適な運動量、頻度、期間については不明である。 



腰痛に患者教育と心理行動的 

アプローチ(認知行動療法)は有効か 

 認知行動療法は、亜急性または慢性腰痛の治療に有用である。 

 小冊子などを用いた患者教育は、腰痛の自己管理に有用であ
る。 

 腰痛学級は早期職場復帰に向けた効果が期待できる。 

 腰痛学級が腰痛発症を減少させるかは明らかでない。 



腰痛に神経根ブロック・注射治療は有
効か 

 神経根性痛に対して、経椎弓間腰椎硬膜外注射と神経根ブ
ロックは短期的効果がある。 

 腰痛治療において、椎間関節注射および脊髄神経後枝内側
枝ブロックは短期的および長期的疼痛軽減に有効である。 

 硬膜外注射、局所注射の腰痛に対する効果について一定の
結論は得られていない。 



腰痛に手術療法(脊椎固定術)

は有効か 

 腰痛治療において脊椎固定術と集中的リハビリテーションとに
は明確な差はない。 

 重度の慢性腰痛をもつ患者に対して、脊椎固定術を行うことに
より疼痛軽減および機能障害を減じる可能性がある。 



背椎・脊髄外科手術について 

    背椎          容器 
 

                  脊髄       中身 
 

 異常が生じる ⇒  四肢機能障害 



臨床症状  
       痛み             麻痺 

      

     ・頚が痛い    ・肩が挙がらない 

  ・肩が痛い    ・手・指が使えない     

     ・背中が痛い      ・脚に力が入らない 

  ・腰が痛い    ・歩けない 

  ・膝が痛い    ・排尿・排便が困る 

  ・足くびが痛い 



神経学的評価 

 

     運動(motor) 

 

     知覚(sensory) 

 

     反射(reflex) 

神経学的チャート 



手術の適応 

総合的に判断 

・自覚的症状 

 

・他覚的所見 

 

・画像所見 

 

・社会的要因 

適応の有無 

 

術式の選択 

日本では腰痛での手術は
極めて稀 



手術のタイミング 

100 

50 

正常 ADL障害 

手術効果 

点数 

ADL 



手術のリスク 

 全身麻酔・手術侵襲に伴う心肺機能異常 

 出血に伴う輸血 

 術中・術後の麻痺 

 深部静脈血栓症 

 術後誤嚥性肺炎 

 術後感染 

 その他                 



手術の決定 

良くなりたい 

不安 

患者の決断 



手術法 

前方 後方 

前方・後方 

(アプローチ) 



手術法 

・除圧 

(骨移植 + instrument併用) 

(骨・軟部組織の切除) 神経根の除圧 

術後の腰椎の不安定性 

・固定 

(基本手技) 

安定化 
元々の腰椎の不安定性 

除圧 固定 



前方法・後方法 

・前方法    (1) 前方除圧＋骨移植 

              (2) 前方除圧＋骨移植＋instrument  

・後方法    (1) 内視鏡          椎弓切除      除圧     

                    (2) open surgery 

                       1) 椎弓切除  除圧 

        2) 椎弓切除＋ instrument＋骨移植 

 

                       3) 椎弓切除＋instrument only   

fusion 

non-fusion 



腰部脊柱管狭窄症の病態・手術 

圧迫因子 

椎間板・上下関節突起 

黄色靱帯・瘢痕癒着 

馬尾症状 神経根症状 

Epstein,J.A. (1962) 

椎弓切除 



固定と制動 

 

固定 fusion   

 

制動    stabilization 
Non-fusion 



・Spinal Fusion (固定) 

 Albee and Hibbs(1911)  ⇒ Gold Standard 

 

    Fusion (instrumentation) ⇒ 隣接椎間への影響 

 

・Graf (Rachis,1992)   ⇒  Flexible Stabilization 

                                            (制動)                                       

・von Strempel (2001) ⇒  Non-fusion stabilization 

    Hinge type screw and rod system(SSCS)  

歴史 



腰部脊柱管狭窄症 73 ys. 男性 

myelography 

Post-0pe 10 years L4/5 固定 

L4 

L3 

L4 

L5 



Case  lumbar canal stenosis 

myelography 

L4 

Flex Ext 

post op.  44 mos.  



SSCS  cinegraphy 



固定術と制動術の違い 

固定術 制動術 

・脊椎可動性 

・手術侵襲 

・固定／制動範囲 

・隣接椎間への影響 

・腸骨採取 

・金具の折損・引き抜き 

非生理的       生理的 

大きい     少ない 

広範囲     少範囲 

大きい     少ない 

必要      不要 

危惧される   みられない 



Non-fusionへの挑戦      N = 180 

腰椎変性すべり症2001.06  

骨粗鬆症性椎体骨折2006.07 

腰椎変性側弯症2005.08 

腰部脊柱管狭窄症2004.01 

腰椎椎間板ヘルニア2001.10 

腰椎分離すべり症2004.09 

脊髄良性腫瘍2005.02 

Non-fusion stabilization 

Vertebraoplasty 

Hybrid 

腰椎椎間板症2007.01 

28 

 3 

20 

13 

 5 

18 

81 

 9 

その他  3 



Case 1   72 ys.  L 2 burst 

L 2 

L 2 



M-CT myelography 

L 2 



L 2 laminectomy,  

L2/3 facetectomy 

L 2 vertebroplasty  

(HA block) 

L 1-L 3 non-fusion 

stabilization 

Post-op 3 weeks 

L 1 

L 3 



Post-op 44 months 

Cobb  4 ° Cobb  6 ° 

Post-op 8 weeks 

cut out flex ext 



腰痛に代替療法は有効か 

 鍼治療は慢性腰痛に対して他の保存的治療よりも効果がある
とはいえない。 

 マッサージは亜急性や慢性腰痛に対して他の保存的治療よりも
効果があるとはいえない。 

 以下の推奨は海外の文献によるものである。 

徒手療法は急性および慢性腰痛に対して他の保存的治療よりも効
果があるとはいえない。 

 日本ではカイロプラクターや整体師は公的な資格ではない。 



腰痛の治療評価法で有用なものは
何か 

 痛み自体を評価する方法としてvisual analog scale (VAS)がある。 

 日本独自の評価法としてJapanese Orthopaedic Association back 

pain evaluation questionnaire (JOABPEQ)、Japan low back pain 

evaluation questionnaire (JLEQ)がある。 

 Roland-Morris disability questionnaire (RDQ)やOswestry 

disability index (ODI)などが有用な腰痛の評価法である。 

 健康関連QOL評価法は身体的、心理的および社会的角度から
多面的要因を評価できる利点がある。 



第 5 章 

予防 



腰痛は予防可能か、可能であるな
らば有効な予防法は 

 職業性腰痛では、心理要因が大きいハイリスク群に対する腰痛
発症後早期の対応が、腰痛の慢性化や身体障害の発生を防ぐ。 

 職業性腰痛では、腰痛発症後も活動性の維持や仕事内容の変

更などでなるべく早く復職することにより、腰痛の遷延や身体障害
の発生が予防され、病休の長期化を防ぐ。 

 認知行動療法は、腰痛が慢性化し身体障害の発生や病欠が長
期間に及ぶのを予防するために有効である。 

 コルセットの腰痛予防効果に関しては、一定の見解がない。 

 運動療法は腰痛の発症予防に有効である。 



私のすすめる腰痛体操 

腹臥位  

1 膝を伸ばしたままで、片脚を上に挙げる。 

2 挙上のまま2-3秒間止める。 

3 片脚をゆっくり下に降ろす。 

4 5秒休み、また片脚を挙げる。 

5 これを5回繰り返す。 

6 次は別の脚を同じように5回繰り返し挙上。 

7 必ず1日1回行う。 



ご清聴ありがとうございます 


