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綜 説

脊椎 ･脊髄疾患の予後予測とリハビリテーション
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要 旨

昨 今 の 高齢化社会に伴い,脊椎変性疾患は増加の一途をたどっている.変形性膝関節症,変形

性腰椎症などの運動器疾患による有痛患者は非常に多いことが報菖 されている,また,麻棒を

伴う脊髄損傷の発症頻度は人目100万人あたり年間40.2人である.

脊椎変性疾患や脊髄損傷の予後予測は今まで定量的指標がなかった,しかし,我々の動物実

経過観察時の改善度と負の相関をしたことより,fp後予測因 子として,臨床応用 される可能性

がある.

腰痛症に対するリハビリテーションについて,牽引療法と温熱療法はともに効果が期待でき

ないとの研究報吉がある,一方で効果的な運動療法の代表的なものはマッケンジ-体操を含む

筋力強化訓練,ウィリアムズ体操を含むストレッチングとエアロビックス (心血管持久性運動)

がある,

脊髄損傷 の リハビリテーション効果はADLの改善指標として,FIM (Functionallndepend-

enceMeasure,機能的自立度評価表)を用いる.筋力の回復は数か月でピークに達するのに対

して,FIMの改善がピ-クに達するのに半年 を要することが しば しばである,近年,HAL

(HybddAssistiveLimb)と呼ばれるロボットスーツが開発され,不全脊摘患者の歩行能力の改

善に寄与することが期待 される.
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脊椎変性 疾 患 と脊髄 損傷 の疫 学

昨今の高齢化社 会 に伴 い,脊椎 変 性 疾 患 は増加

の一途をたどって い る.厚生労働 省 国 民 生活基礎

調査 (､ifl成 16年 ) で 腰 痛 症 を有 して いる図民は

推定 2400万人, 東 京 大 学 で行 わ れた疫学調査

(平成 18年)では変 形性 腰 椎 症が3300万人 (男

性 81%,女性 68%)と報告 されている.また,

東京大学で行われたROAD (Researd10nOsteo-

arthritisA欝ainStDisabi且ity)プロジェク トによれ

ば,変形性膝関節症の有痛患者数は820万人,餐

形性腰椎症の有痛患者数は 1020万人と裡害され

ており,運動器疾患による有痛患者は非常に多い

と推定 される.

また,何 らかの麻輝を生 じた脊髄損傷の発症頻

度は人口 100万人あたり年間 40.2人であり,新潟

県でも年間約 100人の脊髄損傷が発症 していると

推定 される.頚髄損傷 (四肢麻輝)が胸髄以 卜の

接す毎 (対麻輝)の3倍で,完全損傷に対 し不全柏

陽が2軋 さらに男女比は4対 1とされている1),

髄液内一酸化窒素 (NO)濃度を用いた脊椎変性

疾患 ･脊髄損傷の予後予測

一酸化窒素 (NO)は現在,生理的活性物質と

して血管拡張作用 23,マクロプア-ジ細胞毒性 3),

神経伝 達 4)など,生体内で様々な役割を担って

いる.すでに,低濃度の NOを吸気中に含ませる

ことで心肺手術時の肺血管拡張翻り5)や血圧の

コントロ-ルの治療に臨床応用されている.

脊 椎 変 性 疾 患 や 脊 髄 損傷においては,術前重症

度 6)や 術 前 将 病 期間 7),および脊髄横断面積 7)

などが予後予測因子として現在まで報告されてい

るが,定量的な指標は今だに示 されていない.

ここで,我々の行ってきた脊椎 ･脊髄疾患の髄

液内NO濃度を用いた Yp後 予測に関する研究を紹

介す る.髄液は腰椎穿刺の際に L2/3もしくは

Ⅰ3/4レベルから採取 し,その NO濃度を Griess

法と呼ばれるNOの酸化物である藤硝酸 イオン

(NO2m)と硝酸イオン (Nos¶)の合計を測定

する方法を用いた.測定機種はエイコム社製 NOx

アナライザ- (EN0-20)を使用した 8).痛み ･

しびれの評価として腰部脊柱管狭窄症に対 しては

日整会腰椎疾患治療判定基準の中の自覚症状 (9

良)と下肢の知覚 (2点)の計 11点滴点,頚椎症

性脊髄症に対 しては頚椎疾患治療判定基準 (17

良)を用い,平林法を用いて改善率を算損した,

また,脊髄掻傷に関してはAmerieanSpina王Injury

Associationmotorscore(ASIAMS)を用いて重

症度評価 を行い,平林の改善率に準 じたASIA

motorTeCOVeryPercentage (M氏p)9)を全身の筋

力の改善率として用いた.術前の髄液肉 NO濃度

は腰部脊柱管狭窄症 iO111)や頚椎症性 育髄症 腑,

および脊髄損傷の術後の攻落率 12日3)と有意な負

の相関 をした.つまり,術前もしくは ,腎臓であ

れば受悔時にNO濃度が高値であれば,術後およ

び,経過観察時の症状の政務準が不良であること

を示す.さらに,我々は一酸化窒素の腰椎疾患の

棒痛における役割を検討するため,基礎研究を行

った.ラット脊髄 スライスからの NO電極を用い

た電気刺激に伴 う直接的 NO放損の測定 14),ま

たラ､ソト瑚随滴採取,その髄液よりNO濃度の測

定が再現良 く可能であること 頼 ,さらにラッ ト

馬尾神経圧迫モデルで馬尾神経のシュワン細胞お

よび硬膜管周囲のマクロファ-ジに誘導型 NO合

成酵素が発現することを報告 している 16).以上

のことから,術前もしくは,受傷時の NO濃度は

各疾患の予後を 予測する定量的なパラメ-タ-に

なる可能性がある.

腰痛症に対するリハビリテーション

現在まで腰痛症に対するリハビリテーションに

関しては多くの研究がされ てきた.臨床上用いら

れてきた牽引療法と温熱療法はともに効果発現の

理論を裏付ける研究が十分とは言えないことが報

告 されている17).研究報告上,質の高い3つの運

動療法があり,1つは筋力増強運動でマッケンジ

ー体操を含む.本体操は腹臥位になり,首 ･肩 ･

背中 ･お尻に力を入れず,肘を互てて手だけで上

体のみを起こす訓練である.笛を上にのばし,あ

ごを引いて胸を上げる.膿だけに注目し,お尻に

力を入れない.全身リラックスし,10秒くらい静

止する運動である1畑 地に,等尺性腹筋 ･背筋増

強訓練がある 1!)).鈴木は非特異的腰痛をもった
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恩者は筋緊張先進によって脊柱可動性の低下をき

たすことより,その際の運動は等尺性収縮 が 効 果

的であることを電気生理学的に述べている20).2

つ胃はストレッチングでウィリアムズ体操 21)な

どを含む.仰r卸すの姿勢になり,両手で---藩 の膝

を胸にかかえ こ む,次には反対側の脚も同じよう

げ,腰を床に押 しつけ了静盤を後方にまわす (級

傾 させる)体操である21).3つ目はエアロビック

ス (心血管持久性運動)である.これらが腰痛症

に対する推奨できるリハビリテーションである,

脊髄損傷のリハビリテーション

我々の脊髄損傷の予後予測の研 究 12)13)で用い

た神経学的パラメ-夕-はAmer呈Canspinalcord

injuryassociation(ASIA)の motorscore9)であ

るが,これらの値は2か用程度で改善のピ-クに

達する.しかし,リハビリテ-ション医学では実

際 の 日常生活動作の改善 を示す指標 は FIM

(FunetionamndependenceMeasure,機能的自立度

評価表)を用いる22),これらの回復がピークに

達するには個人差があるものの,対麻輝患者で 6

か月程度を要する場合が多い.FIM には運動項目

(13項目×7点-91点)と認知項目 (5項目×7

点=35点)があり,総合 且26点満点で評価 され

る.運動 FIM得点は食事,整容,清拭,更衣 仁ヒ

半身),更衣 (下半身),トイレ動作 ･更衣 (上半

身),排尿コントロール,排便コントロール,移乗

(ベッド,椅子,車椅子),移乗 (トイレ),移乗

(浴室,シャワ-),移動 (歩行,車椅子),移動

(階段)の項目からなる.認知 FIM得点はコミュ

ニケーションの理解と表出,社会的認知の中の社

会的交流,閥務解決,記憶の 5項目からなる.各

項 目でADL獲得に特に時間のかかる項目は トイ

レ動作 ･更衣,排酒 .排便コントロ-ル,浴槽へ

の移乗等である.リハビリテーションを進める上

で日常生活の改善度に合わせず自宅退院へ の プ ロ

セス ･社会福祉資源の調整 (身体障害者手帳の申

請,車椅子の選定および購入手続き,社会福祉資

源の申話,家屋改修等)を進めていく必要がある.

脊髄損傷では四肢麻輝はもとより,対麻輝でも亜
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度の障害と共に家庭及び,社会生活を営まなけれ

ばならない.昨今では,脊扱者の社会的受け入れ

が改善され 道路や多くの施設等がバ リアブリ-

になってきている書さらに各会社での障害者枠で

の雇用の拡大により,就業率が向上 し,障害者ス

ポーツも発展 してきている.脊損者の社会的な活

躍の域の増加が期侍される.

近年,筑波大学の山海義之教授らによって開発

されたHAL (HybridAss豆stiveLimb)と呼ばれる

ロボットスーツが注 目されている23).患者が筋

肉を動かす暗に出る微弱な電気信号を感知,体の

動きに合わせてモーターも動き,運動意図を推測

し,装着した骨格部が四肢の自動運動を援助する.

不全脊損患者の歩行能力の改善に寄与することが

期待される.
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