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頸椎後縦靭帯骨化症に対する後方除圧術の長期成績
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　　The　author　studied　the　results　of　53　cases　of　oss｛fication　of　the　posterior　Iongitudinal　Iigament（OPLL）

treated　by　posterior　decompression．　All　cases　were　followed　for　between　five　and　twenty　years．　Clinical

evaluations　using　conventional　Japanese　Orthopaedic　Association　scores（JOA　scores）and　radiographic

丘ndings　of　OPLL　were　performed　preoperatively，　and　six　lnonths　and　every　five　years　after　surgery．　The

clillical　symptoms　improved　in　45　patients（85％）at　six　months　after　surgery，　although　20　cases　deteriorated

gradua11y　over　longer　follow－up，　Among　these　20　cases　18　showed　an　increase　in　the　extent　of　OPLL，

Postoperative　growth　of　OPLL　correlated　well　with　its　preoperative　extent．

　　This　study　indicated　that　posterior　decQmpression　caused　an　accelerated　growth　of　OPLL　and　this　was

one　of　the　major　factors　of　recurrence　of　cIinical　symptolns．　The　author　concludes　that　posterior　decompres・

sion　should　be　applied　to　those　patients　who　dQ　not　have　extensive　OPLL．　Shinshztル勉4／43’93－99，

1995
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　　　　　　　　　1緒　雷　　　　徽績を示すようになり・多くの鍛でOPLLに対
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する術式として採用され普及している。しかし術後成

　頸椎後縦靭帯骨化症に対する手術的治療の目的は後　　　績の不良の症例や，術後経過中に癒状の再悪化する長

縦靭帯骨化（以下，OPLLと略）による脊髄への圧迫　　期経過例などがみられることから，いまだ治療上の問

を取り除き，安定した手術成績を維持することにある。　題を残していると考える。

後方除圧術は桐田1｝の観音開ぎ式椎弓切除術や，小山　　　頸椎後縦靭帯骨化症の自然経過をみると，43～55％

ら2）の脊柱管拡大術の開発により，おおむね良好な術　　が徐々に進展し脊髄の圧迫症状を発現あるいは増悪さ

別刷請求先：木下　久敏　　　　　　　　　　　　　　せる。一方・後方除圧例ではその後のOPLLの進展

〒390松本市旭3－1－1信州大学整形外科　　　　　　　程度が自然経過例や前方除圧固定例より大きいことが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明らかになってきte3｝4）。術後のOPLLの進展による
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症状の再発を予防するために十分な範囲の後方除圧を　　低下群として術後成績の推移を検討した。

行ってはいるが，脊柱管内に取り残されたOPLLが　　C　骨化進展の計測法

後方除圧術後の手術成績にどのような影響をおよぼす　　　　後方除圧後のOPLLの進展の有無は，術前と最終

かについては従来明確にされていなかった。そこで筆　　調査時の単純X線写真側面像にて認められるOPLL

者は5年以上追跡調査が可能であった症例についてこ　　像の長さと厚さを比較して行った。その基準には

の点を分析し，後方除圧術後の長期成績とOPLLの　　OPLLの進展に関するX線学的評価法（脊柱靭帯骨化

進展との関わり合いを明らかにするとともに，頸椎後　　症調査研究班）を用いた（表1）。またOPLLの経年

縦靭帯骨化症に対する後方除圧術の適応について検討　　的増加量を知るために，定期的に頸椎側面X線像が撮

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影され，そこでOPLLの進展が確認でき，同時に術

　　　　　　　II対象お・蹴　　鰻後鐙捲懲灘繊灘繍
A　調査対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X線像を用いて第2頸椎から第6頸椎の椎体側面の面

　頸椎後縦靭帯骨化症に対して後方除圧術を行って5　　積とOPLLの面積をコソピューター内蔵座標計算式

年以上の追跡調査が可能であった53例を対象とした。　　面積測定器（牛方社製）で測定した。撮影時の幾何学

なお追跡調査中に術後成績に影響をおよぼすと思われ　　的条件の違いによるX線像の拡大率の違いを補正する

る，転倒による外傷例，頸椎以外の脊椎疾患の出現例，　ために，OPLLの面積を椎体側面の面積で割り，これ

その他の全身的疾患合併例は調査対象から除外した。　　をOPLLの椎体に対する面積比として検討に用いた。

手術時平均年齢は55．3歳（41～75歳），性別は男性38　　D　術後成績低下の要因の検討方法

例，女性15例で，術後観察期間は平均10．8年（6～21　　　後方除圧術を行った53例を最終調査時に成績維持群

年）であった。

B　手術成績の判定法　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2　後縦靭帯骨化症に対する後方除圧術後

　日本整形外科学会頸部脊椎症性脊髄症治療成績判定　　　　　　　の日整会評価点と症例数の推移

基準（日整会評価点）を用いて術前，術後6ヵ月，そ
蜘術後・一・・年の期聞は・年・・…判定・…　k黙

跡症例数は術前から術後5年までは53例であり，術後

10年までは33例，術後15年までは18例，術後20年まで　　　　17

は8例であった。手術成績をみるために，術前と比較　　　　16

して日整会評価点が5点以上の改善例を優，4～2点の　　　　15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
改善例を良，1～0点の不変例を可，悪化例を不可とし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13
た。また術後成績が良以上のものを手術有効例とした。　　　12

さらに追跡期間中に，術後6ヵ月の時点で獲得された　　　　11

治療効果が維持されていたものと維持されていなかっ　　　　10

たものを二群に分け，前者を成績維持群，後者を成績　　　　　g

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
表1　骨化巣の進展に関するX線学的評価（脊柱靭帯　　　　　7

　　骨化症調査研究班）　　　　　　　　　　　　　　　　　　6

長　　さ　　　　　　　　厚　　　さ
5

4

1進展なし　①進展なし　　　　　　 3

115mm以上②で鶏羅馨を認め鱗卜測　・
III・灘満③翻罫・計測上で・明・かな　1

IV　1椎体以上④（高度）厚さの著しい進展　　平均点
V　新たなレベル
に骨化出現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計例数

術前　術後　　　　i　　i　　i
　　　6ヵ月　5年llO年115年120年
（n）　（n）　（n）i（n）i（11）i（n）

　　　　54i3i2i1
　　　　3　　　2　1　1　1　　　：　1

　　　　22121311
　　　1］　　　6　　1　3　1　2　1

　　　　6　　5　i　　il　i

467：4111146514121
8　　　3　　　5　1　5　1　　　1

436i412i
4　　　　　　　　2　　1　1　1　1　1　1

10　　　　1　　　3　　1　1　1　1　1　1

53212121
6　1　21111；

　　　　1　　　1　　1　　　1　　　1

1　　　　　　　　　　；　　　l　　　l　1

2　　　　　　　　i　　i　　i

7．4　　 11．9　　10．7　i10．8i11．3　i　10．5

53　　　　53　　　　53　　1　33　1　18　　1　　8
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と成績低下群にわけ，長期術後成績低下要因（性別，　　　　表3　後縦靭帯骨化症に対する後方除圧術後

手術時年齢，術前の日整会評価点，術式，術後経過期　　　　　　　5年までの術後成績と症例数

間，OPLLの進展程度）について検討した。

　なお統計処理には，置検定とカイニ乗検定を用いた。

III結　　　果　　　　　　　　　　　　良

A　手術成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不可

　術前，術後追跡期間の臼整会評価点に対する症例数　　　　合　計

の推移は袈2の通りである。手術を実施した53例の術

前日整会評価点は平均7・4±2・9点であり・術後6ヵ月　　　　表4　後縦靭帯母化症に対する後方除圧術後

では平均11・9±3・5点と良好な改善を示していたが・　　　　　　10年までの術後成績と症例数

術後5年では平均10．7±3．5点と成績が低下する傾向

にあった（p＜0。01）。この間における成績が良以上の

もの（手術有効例）は術後6ヵ月では45例（85％），　　　　　優

術後5年の時点では40例（75．5％）となっており，手

術有効例数も減少していた（P＜O・01）。その内容は・　　　　不可

術後6用から5職での間峨績が轄したものは・　合計
2例（良から優が1例，可から良が1例）であったの

に対して，10例においてはこの間に成績が低下してい
た（働狼が3例優から可が吼良から可が3　×5後縦靭網化癒こ対する働除圧術後
例良から祠、・1例可から不可力・2侃表，）．　　15年までの術徽績と翻数

　10年間にわたって追跡できた33例における手術有効

例は，術後6ヵ月では27例（81．8％），5年では26例　　　優

（78．9％），10年では23例（70．0％）であり，経過期　　　　良

間との関連性において有意に術後成績は低下していた

（p＜0，01）。各経過期間における変化は5～10年では

5例に術徽績が低下（優から即例優から可1例　合計

良から可1例，良から不可1例）していた（表4）。

　追跡期間ユ5年の18例の手術有効例数の推移は，術後　　　　表6　後縦靭帯骨化症に対する後方除圧術後

6ヵ月では13例（722％），5年および10年ではそれ　　　　　　20年までの術後成績と症例数

それ13例（72．2％），15年では9例（50％）であり，

術後経過期間と有効成績との間に有意差があった　　　　優

（p＜0．01）。その内容は調査時点10年と15年の5年間　　　　良

では5例の術後成績が低下（優から不可1例，良から　　　　可

可1例，良から不可2例，可から不可1例）していた　　　　不可

（表5）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　計

　調査時点が15年で不可になった3例を除き，術後

15～20年の5年間においては術後成績が新たに低下し　　術後6ヵ月の時点では平均11．9±3．5点であったものが，

た症例はなかったが，この20年経過観察できた8例に　　最終調査時においては平均10．1±3．8点へと徐々に低

おいて，術後6ヵ月の時点では手術有効例は7例　　下していた。術後6ヵ月の時点で獲得された治療効果

（87．5％）であったが，20年のi凋査時点では5例　　がその後さらに向上されたもの（2例）またはそのま

（62．5％）となっていた（p＜O．01）（表6）。　　　　　　ま維持されていたもの（成績維持群）は33例であった

今回6年以上にわたって経過観察した全症例（53例，　が，術後6ヵ月以後に次第に成績が低下したもの（成

平均経過観察期間10．8年）についての成績の変化は，　　績低下群）は20例であった。さらに術後成績の低下が

6ヵ月 5年
優良可不可 28

P7

U2

23

P7

V6

合　計 53 53

6ヵ月 5年 10年

優良可不可 18

X51

15

P1

R4

12

P1

T5

合　計 33 33 33

6ヵ月 5年 10年 15年

優良可不可 10

R41

8514 7623 6318

合 計 18 18 18 18

6ヵ月 5年 10年 15年 20年

優良可不可 4310 4310 3320 3203 3203

合計 8 8 8 8 8

No．1，1995　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　95



木　下　久　敏

表7　再手術を行った原因

年齢初回手術法　再手術までの期間　追加手bl「x？k　原因L

1　51　椎弓切除　　　　　3年　　　　椎弓切除　　　骨化進展

2　56　椎弓切除　　　　　8年　　　　椎弓切除　　　骨化進展
3　53　脊柱管拡大　　　　　10年　　　　　前方除圧固定　　骨化進展

4　54　脊柱管拡大　　　　　20年　　　　　前方除圧固定　　骨化進展

著しいため再手術が必要となったものは4例であった

（表7）。

B　OPLLの進展

表8　0PLLの長軸方向と厚さの進展

　OPLLの進展に関するX線学的検討では・OPLLの　　　　1

長さの進展は53例中69．8％に，厚さの進展は73．9％に

みられ，OPLLは長さおよび厚さの進展を示した（表

8）。

　16例の頸椎側面X線像を術前より術後5年まで通覧　　　　IV

すると，経年的vc　OPLLが進展していた。　OPLLの　　　　V

椎体に対する醐鵬術前平均1°・2％（1・5～24％）　合計

であり，術後5年では平均18．7％（4．4～41．4％）で

あった。OPLLの椎体に対する面積比の増加は年間平

均1．32％（0．28～3．31％）であり，術前のOPLLの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　術後5年での面積比／5年

① ② ③ ④ 合計

1 12 4 16

II 2 5 4 11

II互 5 5

IV 3 14 17

V 4 4

合計 14 9 12 18 53

椎体に対する面積比との相関係数は0．79（p＜0．001）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n＝16
“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轟ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑦

％／year

で有意の相関が認められた（図1）。すなわち術目IJの　　　3．o　　　　　　　　　㊦

OPLLの面積が大きなものほど，術後のOPLLの進

後方除圧術後の手術成績の推移より，成績維持群33　　　　　　　　　　　　　　　　　④
1．o　　　o　　㊤　　　　　　　　　⑱

例誠灘下群2・例紛け，長鰍繍・影響轍ぽす　。　°°°・…PLLの椎・・対す・・積・

と考えられる要因，すなわち性別や手術時年齢，術前　　　　　0　　5　　10　　15　　20　％

の日整会評甑徹術後髄醐゜PLLの進展
}1頸椎踊単純。線像で判定Lkfrfff’前、徽，年

醸などを検討した・　　　　　　　のOPLLの椎体に対する醐比と輔増加率との
成績擶群と成績低下群では・性別・手術時年齢・　欄

術前の日整会評価点・術後経過期間・手術法などの何　　　　　（術前にOPLLの面積が大きなものほどOPLLの

れにおいても有意差はみられなかった（表9）・　　　　　　　増大が有意に大であった。r＝0．79，　P＜e．OOI）

　OPLLの進展は成績維持群33例中23例に，成績低下

表9　術後成績に影響を与える要因

性別　年齢　難講鰹騰　棚手術法
成績維持群　　男25例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椎弓切除21例

　33例　　　女8例　　57．3±9．7　　7．1±2．7　10．3±4．8　　脊柱管拡大12例

成績低下群　　男13例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椎弓切除13例

　20例　　　女7例　　53．9±7．2　　8．O±3．O　　lO，0±5．4　　脊柱管拡大7例
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頸椎後縦靭帯骨化症に対する手術成績

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よる神経組織への圧迫を予防するために脊柱管拡大術
　　　表100PLLの厚さの進展と術後成績　　　　　　を考案し，その後平林と宮川5），黒川ら6｝の脊柱管

　　　　　　軽度以下　　中等度　　　高度の　　　　拡大術の変法が発表された。これらの脊柱管拡大術は
　　　　　　の進展　 の進展　　進展　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　①②　　　　③　　　　　④　　　　　後方除圧術の一種ではあるが，脊柱の後方部分を温存

成績維持群　　　　　　　　　　　　　　　　　　　することにより頸椎不安定性を回避するのが目的であ
33例　19例　7例　7例　。た。しかし椎弓切除・・胎めた舗式の間には手術

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成績の差はほとんどみられない8）という報告もある。

成麗下群　4例　，例　、、例　　難症i生舗撤・対する後方除圧術徽織比軌
　　20例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た場合頸椎後縦靭帯骨化症の術後成績は短期では同

　合計53例　　　23例　　　12例　　　18例　　　　程度に改善し，比較的良好ではある7）9）　12）が，長期で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は低下していく傾向にあることが最近わかってぎ

群20例中18例にみられた。OPLLの進展がないものや　　た13）14）。しかしOPLLの進展を10年以上の長期にわた

小さいものは術ec　6ヵ月間に得られた成績が維持され　　って追跡し，それが術後の長期成績の推移にどのよう

る傾向にあり，術前のOPLLが大ぎいものほど時間　　な影響をおよぼしているかについて詳細に検討した報

の経過とともに術後成績が低下する傾向にあった。頸　　告はない。筆者は図2の症例のように，十分に後方除

椎側面X線像で確認できるOPLLの厚さが中等度あ　　圧が行われたにもかかわらず，術後19年でOPLLが

るいは高度に進展する成績低下群16例とその他の37例　　進展し脊髄症状が再発した症例を経験した。そこで今

を比較検討すると有意差があり（pく0．05），OPLLの　　回信州大学整形外科で後方除圧術が行われ5年以上追

進展が大きいものほど術後成績が低下していた（表　　跡された53例にっいて，術後成績とOPLLの進展の

10）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関係について比較検討した。手術成績の項で述べたよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うに，後方除圧術後6ヵ月では53例中45例（85．0％）
　　　　　　　　W考　察　　　　において齪鍼績囑良）、・得られたのに対。，

　頸椎後縦靭帯骨化症に対する後方除圧術には椎弓切　　術後5年では満足な成績は40例（75．5％）であり，有

除術の他に多数の術式が報告されている。小山ら2）は　　意に低下している。さらに10年の術後成績では33例中

椎弓切除術の欠点である頸椎の蛮曲異常や術後疲痕に　　23例（69．7％），15年の術後成績では18例中9例

　　　（a）術　前　　　　　（b）術後4年　　　　　（c）術後19年
図2　症例56歳，男性。C4，　C　5の分節型のOPLLに対してC4からC6までの後方除圧術を行っ

　　た。OPLLは術後進展し術後成績も徐々に低下した。術後6ヵ月の日整会評価／0点が術後19年で

　　は6点になった。
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木　下　久　敏

（a）術　　後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

椎の不安定性や湾曲異常も術後成績に関与していると

考えなければならない。したがって術後成績低下の要

因については個々の症例について検討する必要性は否

定できない。しかし本研究において長期経過における

後方除圧術後の手術成績低下の主たる要因はOPLL

の進展によるものであることが明確にされたと考える。

　しからぽOPLLの高度の進展を示す症例にはどの

ような特徴があるかが問題となる。術前のX線像で連

続型や特に混合型でOPLLの厚さが大で，比較的若

年のものにはOPLLの進展が高度であることが知ら

れている。この理由については明確ではないが，この

傾向は本研究でも認められた（図2）。したがって術

前のX線像でOPLLの厚さが大きいものに対しては

後方除圧術の適応は限定すべきと考えられる。OPLL

が厚くなると，本来前湾を呈する頸椎内で，硬膜管が

厚くなったOPLLにより圧排されて後湾となってい

ることもしばしばみられる。後蛮になっている硬膜管

の後方を徐圧しても脊髄には有効な除圧とならないこ

とは理論的にも明白である。

　従来，多椎間にわたる前方除圧は手技的に困難であ

るために信州大学整形外科では後方除圧術を主として
　　　　　　　　（b）術後3年　　　　採肌てきた。しかし経験を重ねるにつけて安全に有

図3 B謹腿轟撫戯諜撫　効な前方除圧固定術轍…にな・て・たの℃・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回示したような成績低下群に該当する症例に対して
　　　発した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は前方除圧固定術を第一選択としている。

（50．0％）と明らかに低下していた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V　結　　　語
　一方後方除圧術後のOPLLの進展に関するX線学

的検討では，OPLLの長さの進展は53例中69．8％に，　　　1　頸椎後縦靭帯骨化症に対して後方除圧術を行い術

厚さの進展は73．9％にみられ，自然経過例に比較して　　　後5年以上追跡した53例を対象にしてその長期成績

高頻度にOPLLの進展がみられた。そして成績維持　　　を調査し，　OPLLの進展と術後成績の関係について

群と成績低下群との間に，OPLLの進展の程度に有意　　　検討した。

差があることが証明された。すなわち術後成績が維持　　2　後方除圧術後6ヵ月では45例（85．0％）において

されなかった20例の術後成績低下に，後方除圧後の　　　満足な成績が得られたが，20年間の追跡期間中に術

OPLLの進展程度の大きさが主に関わっていることが　　　後成績は徐々に低下していた。この間，広範囲の

明らかになった。再手術を必要とした4例もOPLL　　　OPLL程，経年的な骨化の進展程度が大きくなって

の進展による脊髄再圧迫障害や神経根伸展障害を生じ，　　　いた。術後成績が維持されず，OPLLの厚さが中等

術後成績の低下をきたしたものと考える（図3）。　　　　　度あるいは高度に進展した16例とその他の37例を比

　しかし術後成績低下の原因がすべてOPLLの進展　　　較検討すると，前者においては術後成績の低下をき

によるとは言いきれない。なぜならばOPLLが軽度　　　たすことが明らかになった。

の進展以下にとどまったにもかかわらず術後成績が低　　3　これまで後方除圧術のよい適応とされてきた混合

下した4例中2例に後蛮変形がみられ，またOPLL　　　型や連続型のような広範囲にわたるOPLLほど経

が高度の進展を示したにもかかわらず術後成績が維持　　　年的に骨化が進展することがわかった。この種の頸

されていた7例中4例には，椎間関節の癒合併発のた　　　椎後縦靭帯骨化症に対する後方除圧術の適応をより

め頸椎可動域の高度の制限がみられたからである。頸　　　限定すべきと考える。
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