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1（ey（18S8）は胸腰椎の後縦靱帯に骨化を認めた剖

後縦靱帯骨化症は脊柱の樵体後縁にそって興常な骨

検例を報告し・Knaggs（1925）は保存されていた晒

が形成され，そのために脊髄が圧迫されてしばしば重

骨標本について1各種の脊相i靱帯の骨化を検索し

荊

篤な四肢麻痺をきたす疾患である。最近では少なくと

縦靱帯に広範な骨化のあった症例に後縦靱帯の骨化

も田本の整形外科医でこれを知らないものはないほど

が認められたと述べている。X線学領域においても

ポピュラーな疾患となり，1979年4月の1三1本整形ク1科

Polgtir（1929）・Bakke（1936）・Oppenheimer（19

学会ではシンポジァムとしてとりあげられるようにな
った。しかし20

！t

ll，L前にはその存在を知られていなかっ

た疾患である。
1960年月本の1例報告以来今日までの推移は，一っ
の疾患が一般的に認められるまでの過程を理解するた

めの身近かなサγプルであると思われる。身近かとい
う意味は，木症が日本人によってはじめて詳しく記載
され，またわれわれ僑州大学グループが提11畠した「後
縦靱帯骨化症」という名称が普遍的に使用され，わが
國においてその実態が明らかにされつつあるというこ
とである。後縦靱帯が骨化することがあるという記載

は古い文献にも散見されるので，われわれがまったく
新しい疾患ないし症候群を発見したとは考えていな

い。
No．2，

42）などの報告があるが・前縦靱帯や黄色靱帯の骨化
像にっいて：1三として論じられており・後縦靱帯骨化に

関する記載はきわめて断片的なものであるeすなわち
われわれが問題としているような病像に関する詳細な
記載は過去の文献に見当らなかv．Jたのである。

本稿では，この病態が1例報告として発表されて以
来・いかにして…般的に認められるようになったかと
いう経緯を述べ，さらに最近の全国的調査結果にもと
ついて木症の現況について解説する・

後縦靱帯馴≒症の研究年譜
1960｛F2月，月本は第271回整形外科集談会東京地
方会において「脊髄圧迫症状を呈した頸椎椎管内仮骨

の剖検例」という報告をした1）。交通事故によるむち
1979
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打ち障害がさわがれだした当時でもあり，患者が自動

ひとたびこのような新しい所見の存在が認識され．

車の運転手でもあったことから，彼は頸椎外傷が骨化

それを念頭に置いてX線像を観察するようになると，

発生の原因と考えた。

思ったよりもこの病変の頻度が高く，その後続々とこ

1961年，第2871ill東京集談会で鈴木らは，東大整形

の症例についての報告が各地の地方会で発表されるよ

外科で経験した7例の報告を行なったが，その際藤本

うになった。

は信州大の第1例にっいて追加発表した。1962年わ淑

症例が集積されるにしたがって，分類ということが

われは東日本臨床整形外科学会に2症例の経験を発表

問題となるのは進歩の常道であるが，本症に関して

したが，それが壁発表として採用されたところからみ
ても，あまり重要視されていなかった。

もその例外ではなかった。1966年，IL［浦ら3）は本症を
papillary

われわれはその後に経験した4症例を加えて，計6

type，

hook

type，

staple

type，

bridge

typeの4型に分類した。神経内科の方面でも本症に

例の臨床像，X線学的特微をまとめさらに剖検例の病

対する関心が高まり，中西ら4）も1〜IV型に分類し

理学的所見を加えて，1964年に雑誌「整形外科」に発

たが，これは山浦の分類とほぼ対応するものであっ

表した2）。剖検例から得られた全頸椎の矢状面組織標

た。1967年Onji5）らは本症の18例にっいてposterior

本（図1）によって，X線像でみられた椎体後縁に

paravertebral

そう棒状の石灰化陰影が，後縦靱帯の異常骨化である

ossificationと題して外国雑誌に発表

した。

ことを確認できたので「後縦靱帯骨化症」という診断

さてこのように散発的にみられる症例報告のままで

名を提11昌したわけである。しかし脊柱全体としてみた

は実態を把握する二とは困難なので・症例を集計する

場合には変形性脊椎症や強直性脊櫓階増殖症（anky一
losing

spinal

必要にせまられた。藤木教授の示唆により・われわれ

hyperostosis）などと根本的に区別す

はまず東京周辺の大学の症例を集めることに着手し

ることが困難なところから，本態論的に独立した疾患

た。1968年には，信州大35例・東京医科歯科大33例・

とは考えられないが，脊髄麻痺の要囚となる重要な病

東大20例・東邦大12例・東京女子医大4例，計IO9・の

変である故に，少なくとも症候論的には別扱いするこ

症例を集め，日本整形外科学会総会6）およびWestern

とが妥当であるという見解を述べた。

Pacific

Orthopaedic

Associationに発表した。当時

の集計では男女比が5：1であったが，今1］の全国集

間，一ヒ屋．ら7）（1970）の40例，柳ら8）（1970）の46例，
篠旧ら9）（1971）の55fダ11，桐1．Hlo）（1972）の106例など，

一施設における症例数も顕著に増加し，本症はすでに

一

1例報告的な疾患ではなくなってきた。また剖検例の
報告も増加し，脊柱および脊髄病変の病理学的知見も
より明確になってぎた。さらに長嶋U）］2）らの．報告をは

じめとして脳神経外科領域からの発表もみられるよう
になった。

われわれの関心はさらに全同レベルに発展し，1972

年に全国の大学病院に対しアンケート調査を行なっ
た。41施設からの1・il答がえられ，1370例を集計するこ

of
a

図1信州大の剖検例

b

63才

男
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Surgery

and

Traumatology13）およ

び第46回日本整形外科学会総会で発表したエ4）15）。この

頃から，本症は日常しばしば遭遇する疾患として一般

．難1総鞭書雛三謙影撒
，

Orthopaedlc

灘饗硫紬魂窪1穐瑠饗
結果，X線像の記述的な分類として，連続型，分節
信州医誌
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型，混合型，椎間板脱出型という4型に分類すること

たす本病変が，わずか20年前までは気づかずにいた

を提唱したcその後，椎間板脱出型というのは説明的

こと，ひとたびその存在に気がついて追求すれば，症

であるとの理由で，便宜上その他型と呼ばれるように
なったが・簡明な分類法なので，現在一般的に使用さ
れている（図2）。

例の数も多く，その成因や治療法などについて解決し
なければならない多くの問題が派生したことなど，本
症のもっ臨JKIr．の重要｛生を次項以下の内容で理解して

頂けるであろう。
本症は新たに発生した病変か？

本症が1960年以前に存在せず新たに発生したもの
か，あるいは以前から存在していたが気がつかれなか

勿論，本症も過去に見逃されていたものであった。
連続型

図2

分鯉

混合型

黒川ら20）は1934年から19↓5年までの間に東大で撮影さ
fi tた頸椎X線写真170例にっいて再検討した結果，3

初鋤型

X線像の分類

例に定型的変化のある．二とを見出した。われわれも本
症を認識するようになった1960年以前の症例で，3例

このような背量にあって，1974年11月，千葉で開催
された脊椎外科研究会のではテーマを後新［靱帯骨化症
だけにしぼって討論されるという状況となり、脊惟外
科の並要課題とみなされるようになった。さらに1975

を見逃していた。うち2例は非常に軽度の変化であっ
たものが，後に増火して脊髄麻痺症状を呈した。あと
で振りかえってみると増大した後縦靱帯骨化の部位に
−一・・twして，以前の写真にも小さい陰影があることがわ

年4月からは厚生霧の調査特定疾患に指定され，東大
津山教授を班長として，公的組織による全国規摸の調

かった。他の1例は頚髄腫瘍を疑って椎弓切除を行っ
たが，腫瘍が発見されず，原因不明のままに終った症

査研究が始まった。1975年11月の第1次調査，1976年

例である。現在の知識では見逃されるのが不思議なほ

1J

ど明瞭な所見が単純側面像でも認められた（図3）。

Jの第2次調査および1978年2月の簾3次調査によ

って・2，8

）8例が集計され，いろいろな実態が判明し

断層写貞をとることに気がつけば勿論見逃すことはな

た。さらに班員が乎わけして，米園および東南アジア

かったであろう。すなわちこのようなものがあること

諸岡に本症が存在するか否かの調査が行なわれた。

を念頭において観察しないと，網膜には写っていても

その結果の概要は1978年10月京都で開｛1畳された第14回
IIltematiQnal

Society

of

Orthopaedic

Surgery

and

Traumatologyの特別講演として津ll」教授により発
表された。

本症に対する認識の一一般的レベルが高まるまでは，

発兇率はきわめて低いものであったと考えられる。

，1998年に発行された天児・圃敢21）編著の骨・関節X線

最近の数年間はIl本整形外科学会でも本症に関する

報缶の増加がめだち

認識されないことを示す絶好の例といえよう。

診断図譜冨巻49頁｝二，9，

ponclylosis

hyl，erostoticaの

鋸蕎には1976年の1ill修会講演の

X線写真が掲載されているが，その例には非常にり1瞭

機会が与えられ18），1977年にはパネル討議19）の課題と

な後縦1靱帯骨化像がある。しかしそのことについては

なった。さらに本年4月の総会ではシンポシアムの課

題となっている。
以上の経緯からわかるように，本症は最近の1〔敬年

の間にめざましく注目を浴びるようになった脊柱の病

本文にも模式図にもまったく触れられていない。

1978年5月，われわれは東南アジアの調査の一環と
してマレーシアを訪れた。クアラルンプル大学の頸樵

X線写真を再検討して，誰がみても明瞭な3例を発見

変である。まだ独立した疾患単位としては認められて

し彼らに示したところ，彼らはIllJ故このようにはっき

はおらず，恐らく一・疾患単位というよりも一症候単位

りした所見を見逃していたかと首をかしげていた。

であろう。しかし場舎によっては重篤な四肢麻痺をき
No．2，1979

念頭にないものは見えないということは，X線診断
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増加しているかがわかる。性別，年令別の分布をみる
と，男68．4％に対し，女31．6％で，その比率は2．2：

1であった。これまでの小さい集計では男女比が5：

1とか3：1などと報告されてきたが，女性にも稀で
はないことが判明した。年令別では40才代後半から50
打代，60才』代に多く，ノ」−1構成比の低下する70才以降

にも多数みられるところから老ノ＼性の疾患といえよ
う

q渕5．）o

地域分布は本症に関心の深い専門家がその地域にい
るか否かによって多少のパラツキが認められたが，1ヨ

i｛？

本全国の各地域に有意差はなく，また大都市と地方と
の差も認められなかった（図6）。県別回収率の補正
を行なって受療率を計算した結果は，f・．

a

1〕
＿

19塁羅灘藤瓢隷、、〒を、、行

推定している・L・wrence25

したが，異常所見を発見できなかった。後になっ

てみると，単純側面像でも椎間関節の陰影と重な
って骨化像が認められる

10万人に対

の成書では頸椎の椎間

板狭小化は男性で22％，女性で17

1・・・…116％・

PI

％，胸椎のそれは

−1・…生18％腰椎∬よ・Wk・・％，蝶13％

に認められ・また強直性脊椎炎は男性1％，女性0・05

％・強直性脊椎骨増殖症は男性14％，女性5％と記載
されている。これらの数値と比較すると木症は脊椎疾
患のうちで比較的稀な強ll

〔性脊椎炎の頻度よりも一桁

に限ったことではなく，以上の経験は日常診療におけ

るわれわれの観察力を向Lさせることに多いに役立っ

たと考えている、

年度
年度
@

1960

@

1961

一

全国的集計結果から

10

@ 1962
1962
@

1963

第1次調査はEI本整形外科学会に登録されている全

1964
@ 1964

国の主要な整形外科標傍施設に対し，症例の数，性別

@1965
1965

などの簡単な調査を行った。361施設から回答がえら

@ 1966
1966

れ，1974年の1年間に診療した本症の患者は2，142名

1968
@ 1968

で，全国的に分布していることがわかった。第2次調

@

@

査は28項目にわたる実態調査で，第1次調査対象施設
から75施設が選出されて行なわれ，2，

＿

162例が集計さ

196ア

196g
1969

1970
1970

E1

1971
19ア1

1Zア

1972

れた22）。さらに第3次調査は経過と治療成績を知る目

1gア3
19ア3

的で，21施設を対象として1978年2月に実施された。

1gア4
19ア4

1ア6

34B

第2次調査時に登録されていた652例と新規の登録
2，162例に第3次調査の新規登録646例を加えた2，

808

例について解析した結果を紹介する。
1．頻

s24
1975 1975

646例を集計することができた。以下第2次調査の

・

度

↑77

1977
1977
19ア8

うに最近数年間でいかに本症と診断されたものの数が

824

，7，η2

1976
1976

1190
6

合計 2．750例

初診年度別の分布は図4の通りであるが，前述のよ
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低いものとなるが，これはわれわれが日常診療にお

2．臨床症状，機能障害

ける印象と一一ikしていない。外来患音で頸椎のX線検

上肢のしびれ感や痛みと項頸部痛の出現頻度は初発

一査を行なった症例に対する本症の比率については，ど

症状としても初診時所見としてももっとも高い。運

の報告も1〜2％の範囲にあり，強il釦：性脊椎炎よりも

動，知覚，反射の異常は初診時所見で40〜50％に認め

頻度が高いとされている。宮坂ら26）によると人間ドヅ

られた。これらの症状は変形性頸椎症に起因する脊髄

クで調査した4，175例中68例1．

6％という高頻度が報

症や神経根症と変るところがないが，患者が運動機

告されているが，本症に関しては，ある特定地域全員

能の異常を自覚していない場合でも反射の異常を認め

を調査すればかなりの高頻度になるものと考えられ

ることがあるので，頸肩などの痛みのみを訴える場合

る。

でも，四肢の神経学的検査を行なうことが必要であ

職業別分布は専門的，管理的，寧務的職業が24，9％

る（図7）。

ともっとも多かったが，年令別の職種別人口比と比較

上肢の機能障害の程度を4段階に評価すると，①不

すると，特定の職種に好発する傾向は認められなかっ
た。

自由のないもの40．1％，②軽い障害があるが，H常動
作に介助を要しないもの45．O％，③日常動作の一・一一t部に

身長，体璽，体重／身長比などで高身長肥満傾向が

介助を必要とするもの11．3％，④self

careが不能で，

みられ，家系内本症発病者が38例，1。4％に認められ

全面的介助を必要とするもの3．

たが，遺伝関係を推測させうるものではなかった。

機能障害にっいては，①歩行に不自由のないもの47．9

糖尿病の既往を有するものが243例，S．

7％

oeあり，

糖負荷試験を施行した711例中，境界型を示すもの
17、7％，糖尿病型を示すもの26．

％，②軽い歩行障警はあるが，杖などの皮持物を必要

としないもの36．3％，③麦持物なしでは歩けないもの

2％であった。1976年

9，7％，④歩行が全く不能なもの6．1％であった。つ

の国民健康調査27）によると糖尿病の有病率が45〜64才
で6．4％，65才以上では10．

6％であった。下肢の

まり本症患者の60％が日常生活で不自由をもってお

8％であるので，本症に糖

尿病患簡が多いとはいえるが，しかし本症患者全員

り，15％は他人の介助を必要としていることがわかっ

た。

に対して糖尿病の有無を調べていないので，さらに検

3。X線所見

討を続ける必要があろう。

胃イヒ像を分類すると，分節型39．4％，混合型27．3

頸部外傷の既往を有するものは609例，21．7％であ

％，連続型26．7％，その他型6．6％であった。骨化像

ったが，症状誘発あるいは増悪の要因となったものが

の椎体高位別の分布をみるとC5，

多く，骨化そのものの発生要因として外傷が有意であ

C4，

C6，

C3，

の順であった。1症例あたりの罹患椎体数は平均3椎

るという結論は得られなかった。

体であった（図8）。

上肢の腱反射異常
上肢のホフマン反射

下肢の健反射異常
バビンスキー反射

排

尿

障

9

症状のあきらかな左右差

図7
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椎体高位別に数えた骨化像の個数合計＝＝
1癌鴛例罹三憩、イf髭f本数

図8
脊柱管の狭窄率を

8，358個

8，358÷2，808＝3．Of画

骨化像の惟体高位別頻度

骨化巣の前後径÷本来の削ili管

あった。椎間概狭小化の総数は2，364個で，1症例あ

前後径x10〔｝で示すと，40％以下が67％，4ユ％以［：．

たり0．8椎間となった。椎間板狭小化は変形性脊柱症

が33％であった（図9）。臨床症状の程度はほぼ狭窄

の血なX線所見であるがJその頻度と分布が後縦籾帯

率と並行して悪化する傾向が認められたが，60％近く

骨化のそれらとは異なって1，ゐので，同じ老人性の脊

の狭窄率でも麻痺症状がまったくみられない症例もあ

柱疾患ではあるが，変形性脊椎症と後縦靱帯嗣ヒ症と

った。骨化像は一様の厚さをもつものではないので，

の間には異質の要因があることが伺われるe

もっとも後方に突出した部分つまりピークの位蹴を椎
体高位別にみると，C5が28・1％，

C4が26．

2％，

頸樵後縦靱帯以外の脊柱の異常骨化像の有無を調査
C6

したが，まず胸腰椎の後縦靱帯骨化が10，4％，黄色靱

が17，5％，C3が19．3％の［1圓であった。狭窄率の平

帯の骨化が7．

均値は分節型で24．9％，混合型4L5％違続型・1．O．

8

％o，その他型30．9％であった。すなわち混命型と連続

、乞てることの重要挫を示唆している。

が狭窄されるので，脊髄麻痺発生の頻度も高く，臨床

後縦靱帯骨化は脊柱全休からみれば，ごく限局され

上より重要な型である。

た部位の所見をみているに過ぎない。脊柱全体像とし

一方，樵間板の狭小化はC5！6に圧倒的に多く35．5
C4／516．0％の1順で

てのX線診断は，後縦靱帯骨化以外に著変のないもの
2L4％，変形性脊椎症とみなされるもの51，0％，強直

％を占め、次いでC6〃17．8％，
200

400

5−20

撚懸225％

600

800

1・ooe

性脊椎骨増殖症とみなされるもの23． 9％，強直性脊椎
炎と考えられるもの2，0％であった。すなわち後縦靱

顛な噺見とL える・とくに強il・ ］：1蜻｛儲麟｛撚
胸 要lfllレベルで・｛働筋にesiわたし瞼・娯謝

Y・．，・・z・．・％

−80

1・？o°

帯骨化症はこれら各種の脊惟疾患に合併してみられる

21−40物照醗・…％
41−60懸盤・6、5・
61

えるので，頸椎のみな

らず全脊柱管の異常に初めから注意して，治療方針を

型は脊柱の上下広範闘にわたって，40％以Lも脊柱筍

留『〜＼聖

3％に認められた。これらはいずれも麻

痺癒状の発現に重大な影響をtf

形勲きたすものである・この膿のものは変形齢
lll：症と診断されていることが多い。胸腰椎の推体前方

81−一

9

計

03％

．．

2，518例

狭窄率平均

図9

．．一
34．4±15，8％

脊柱管の狭窄率

一一．＿＿＿＿一

に異常な骨形成のみられる例では頸惟のX線険査をし
ておく必要がある（図10沁
4．治

療

第3次調査で治療経過の判明したものは1，053例で1
約60劣は保存的に，約40％は手術的に治療されてい
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た（表1）。手術療法のうちでは後方から脊髄の除圧

惟体の前方固定のみを行なう方法は従来から行なわれ

をはかる椎弓切除術がより多く行なわれており，その

てきたが，前方から大きく開窓して骨化巣を摘出した

術式も後方関節の内側Y4．〜％を含む広範椎弓切除術が

りあるいは遊i離する方法が1975年以降増加してきてい

定着してきているようである。前方侵襲法のうちで，

る。いずれの方法もltl本整形外科学会の判定基準で1

段階以上の改善をえている症例が多く，明らかな治療
効果があげられている（図11）

表1
1．

主な治療法別症例数

左｛ζ琶亡，

糸壱，畳観察

306ftilj

29．1％

本症の研究に附随しこ進歩し一L脊椎外科

れていたものが5例あったJ二れらの症例は転倒など
の外傷後に急性増悪をきたしているが，それまでは歩
行もなんとか可能であったものが多い。後縦靱帯骨化

a

b

はあまり急速には増大しないので，剖検時にみられた

図1058才ワl」蛾膿縦靱儲1ヒ症

轍の1髄変形は急性増1怨後に急に騨にな・たと1よ

オ＿トバイ事故後四肢麻痺：となった。腰椎には著

考えられない・このような所見から脊髄への圧迫がき

明な前縦靱帯骨化が認められ，定型的な強1白：性脊

椎骨増殖症である。

わめて徐々に作用する場合には・脊髄は驚くほどその

機能を保ちうることがわかった28）。図12に示した症例

は心疾患で死亡した東大の剖検例であるが，これほど
圧平された脊髄でありながら，膀胱機能障害もなく，
tt

．

，

a：1972年7月，歩行不安定，手指運動感覚障害

のため工員としての勤務不能となった。C2，3，

4，5，6の後縦靱帯骨化像を認める。
b：ミエログラフィーではC3で停止像を示す。
， c：C2の下半分からまC6での椎弓切除術施行
後5年，麻痺症状なく原職に復帰している。
144

独立歩行も可能であったという。観点をかえれば，

di

糠

図12

灘・K・i・i」．

東大の剖検例

耀霧t

65才

−t…

鯉

男

C4レベルの横断標本。きのこ状の大きい骨化巣
が脊推管を占拠し，脊髄は3mm以下に圧平変形
していた。これでも独立歩行可能であったとい
う。
信州医誌
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合は，脊髄は極限の状態で機能を営んでおり，非常に

紙のようにうすく削った後，勇刀を用いて椎弓と弓間

易損性の状態におかれているといえる。最近のCT一

靱帯を全域にわたり正中線で縦切した後，椎弓と弓問

scanをとってみれば臨床例においても脊柱管の狭窄

靱帯を一塊として左右に一気に観音開きにする方法で

状態をはっきりと把握できるようになった（図13）。

ある（図14）。この方法により術中に脊髄を損傷する

危険が少なくなって，手術成績が向上した。最近は多

少のmodificationはあるが，椎弓切除術の基本的手
技として一般に行なわれている。

／

＿《｝〆

・

；

／

／
ノ

／

一t

@

し墨し／
l

＼

＼

図14
＼、

＼

・

a
b
広範囲1・コ時除圧式柏弓切除術

a：1・1，i側椎1用関節の一部にかかる範1111で，椎弓を

紙のようにうすくけずっておき，
b：H的の範囲の椎弓は同時に観音開きにする。

i
b

a

図1355左

一部の惟弓のみを先に切除すると脊髄の局所的
な膨隆がお二る可能性がある。

1／1ほとんど歩行不能の例
C5．6の骨化像は重像を呈し

後縦靱帯骨化は脊髄の前方にある故，椎体前方を

a：矢状面断llll

開窓して異常骨化巣を摘出するのが合理的である。

ていて，硬膜の骨化が疑われる。
b：CT

Sczm像

Surgical

横断面では各レベルで骨化巣

air−tomeの三尊入は椎体を亜全摘して，骨化

巣を摘出ないしは前方へ浮．ヒさせて除圧する方法を11］

（・kさ持まな1防呈する二とかわかる・

能にした（図15）．．の方法を最初に徹したのは，J、

．のよう樋1歎態の，乞徽から1紐論酬迂式轍

良隷え融縦綱1醐騎は一ド酬チ［から1

野ら（1969）3°

であ・たが，侵獅大きく・手技灘

かしい鮨にはあま｝

凱購環られないため］一

闇蝋Lて・く脚・糊・あ・罎・ろ禦謙長瀦謁翻ご諜認！1
砿範ll

にわた・て

@糸IL織蜷誕む恐れの少ないdi。m。nd

i∫方から髄猷ている髄1よノ1

酬の嗣のみが購さ泌と

tこ力硝謝雛

burや締用

顕鹸を使用する。とによ。ては按全にこのr一術

し購されていない鵜の辺縁で脊髄は階段状に折

を行なう。とができるようにな。たので，酬1頸楓

Pまげら抵ことが2−・かった・1969年・棚29）はi−1的

とする網全域に ･・て一気に椎弓醐く倣すな

限」、、1し蝋間雌細定で除圧できる醐にはかなり

積極的に行姻、るようにな。た。

わち広範囲同時除圧式椎弓切除術を考案した。SLI1−−

gical

air−tomeを使用して切除しようとする椎弓を
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果して本症が日本だけに頻発しているものか否かを
確かめる臼的で，厚生雀の調査研究班として諸外国の

実態調査を行なうことになった。山内ら40）はMayo

Clinicにおいて854例の頸椎X線写真を調べ，分節
型とその他型の各1例を発見し，ハワイでは4go例中

（フ

イタリヤ系人に分節型および混合型各1例，欧米系人

に連続型の1例を発見した。これとは別にCloward
は日系入2名とイタリヤ系人1名の本症例をハワイに
おいて発見していた。

山浦ら41）はフィリピンにおい332例の調査を行な

い，フィリピン人4名，中国人1名の症例を見出し
1へ

た。黒川はシンガポールで496例を調べ中園人の2

・ノい

例を発見し，台湾でも496例を調査して12例をみつけ

ハ∀

ることができた。那須42）らは韓国において352例中2

ii、

、、

諸

例に典型的な本症を発見した。

トここ）

オ・れわれも1978年・月・・一シァの・ア・・レンプ

1レ

ル大学の頸椎X線写真336例を検討した結果、定型的
な3例と本症の疑いの濃厚な8例を見出した。その内
わけはインド人149例中4例，中1剥人128例中5例，
マレー人34例ll−i

1例，混［fltその他25例中1例であっ

た。
以上の調査結果から少なくとも中国系や東南アジア

図15

系の人種には日本とほぼ同じ比率で本症が存在するこ
とが推祖IIできる。現在までのところ白人における頻度

前方除圧・固定術

椎体前方正中軽で，騰して骨でヒ巣を摘肌た 醐らかに低いカ・，髄性脊欄増縣噸度鰍米
後滑蔀を行・て椎欄を1碇する・
にむしろ多い。と，隔。おいても、。鞘まではただ
気がっかれなかった病変にすぎなかったこと，今回ま

国脚見地から

での融微が少なカ、。た。となどの軸で，さらに

本症の定型例に関する記載が外園文献にみられな

調査を続けないと結論を出せない状況である。

かったので，本症が日本人ないしは黄色人種特有なも

のか否かが重大な関心事であった。1968年Western
Pacific

Orthopaedic

まとめ

Associationでわれわれの発表

1）頸椎の後縦靱帯が肥厚骨化して，しばしば脊髄

を聞いたBreidah1（1969）33）は英i玉1系オーストラ
リヤ人の症例を発見し
curring

i1U）atien亡s

The
of

Japanese
British

disease

麻痺を発生する病変はわが国においてはじめて詳細に

oc一

報告され，われわれによって後縦靱帯骨化疲と名付け

descenLという副題

られたものである。一般的関心が高まるにしたがって

をつけて報告した。続いてMinagi（1969）34）も白

1三［常しばしばみられるものであることが判明し，全国

人系米国人の典型的2例を報告した。さらにBakay

的調査が実施されるにいたった過程を述べた。

（1970）35），Sutro（1970）36），

Forcier（1970）37）な

2）全1曇1的調査で集計された2，808例につき性別，

どの米国およびカナダからの報告，またSoo（1971）

年恥別分布，臨床症状，

s8）のインド人と中国人の症例の報告がみられるよ

解説し，わが國内では地域による差は認められず，疫

うになった。1976年に改版されたEpstein39）の成書
The

Spineにも本症にっいて記載されるようになっ

た。
しかし，いずれも散発的な症例報告であったので，
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X線所見などの実態について

学的な本症発現要因を見出しえなかったことを述べ
た，、

3）本症に関連して進歩した脊椎外科のうちから，
広範同時除圧式椎弓切除術と椎体亜全摘による前方除
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