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「日本では筋ジストロフィーの側彎に対して脊柱変形矯正手術がほとんど行われてい

ない」と言うと欧米の医療担当者は意外という顔をする。このことは我国の筋ジストロ

フィーの専門医が側彎に対して無関心であったことを意味しない。1960年代から70年代

にかけて歩行困難になった患者に対して積極的に装具を用いた起立歩行訓練が行われ、

歩行機能の維持と脊柱変形予防に成果をあげてきた。手術療法に積極的でなかったのは

寿命が短いのに無理に危険な手術を行わなくてもよいのではないかという消極論に加え

て、手術を行わなくても変形が進まない患者もいるという手術適応のむずかしさもある

ように思う。呼吸管理の進歩によりデュシェンヌ型筋ジストロフィーの平均寿命は10年

長くなり、社会参加も10年前と比べものにならないほど活発になっている現在、側彎に

適切に対処する必要性は著しく高まっている。

このマニュアルは、「筋ジストロフィーの治療と医学的管理に関する臨床研究」の研

究成果をとりまとめるとともに、現在の日本の医療の現状をふまえた上で、現実に対応

可能な筋ジストロフィーの側彎の治療とケアの方法を提言したものである。間違いなく、

筋ジストロフィーの医療の現場で役立てられるものと確信している。
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呼吸管理の進歩によりデュシェンヌ型

筋ジストロフィーの寿命は延長し、死因

も変化した。本症の側彎は体幹の筋の萎

縮が原因であると考えられ、症候性側彎

症に分類される。歩行不能となる 10歳前
後から進行性することが多い。本邦の筋

ジストロフィー施設では 1960 年代から
70年代に装具をつけて起立歩行訓練を行
い、ＡＤＬの改善と脊柱変形の予防に実

績をあげたことがあったが、現在はより

早い時期から電動車椅子を導入し、ＱＯ

Ｌの改善をはかることに主眼がおかれ、

当時ほど熱心に起立歩行訓練は行ってい

ない。しかし寿命の延長とともに、美容、

座位バランス、呼吸管理の観点から脊柱

側彎のマネージメントが重要さを増して

いる。

１．デュシェンヌ型筋ジストロフィーの

医療の変化

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの原

因遺伝子であるジストロフィンが発見さ

れたのが 17年前の 1987年である。当時
多くの人々はこれで難病中の難病である

デュシェンヌ型筋ジストロフィーも根本

的治療が開発され、そう遠くない将来、

装具起立訓練、人工呼吸療法などの対症

療法などは一切必要なくなるであろうと

考えた。しかし依然として遺伝子治療は

臨床応用が確立されたとはいいがたく、

リハビリテーションは筋ジストロフィー

医療において重要な地位を保っている。

デュシェンヌ型筋ジストロフィーの寿命

は過去 20年間に約 10年延長したが、そ
の最大の要因は呼吸管理の進歩であり

（図１）、これにともなって死因の 7割を
占めていた呼吸不全や呼吸器感染症が 4

分の 1程度に減り、かつては 2割に満た
なかった心不全が半分を占めるようにな

った（図 2）1）。寿命が延長しただけでな

く、障害者を取り巻く社会の変化、電動

車椅子の普及などにより患者のＱＯＬも

著しく改善してきている。
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２．デュシェンヌ型筋ジストロフィーに

おける脊柱側彎

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者

は歩行不能となるころから側彎が急速に

進行することが多い（図３，４）。脊柱の

回旋を伴い、同時に後彎を示すことが多

い。表１に側彎症の分類を示す。デュシ

ェンヌ型筋ジストロフィーの側彎は骨格

筋の麻痺によって生ずる症候性側彎に分

類される。側彎がみられず脊柱がまっす

ぐで可橈性の乏しいいわゆる straight back

の患者も存在する。これらの患者は後彎

を示さない。

表１側彎症の分類

構築性側彎　恒久的な変形　椎体の回旋を伴う

・特発性側彎　原因不明のもの　思春期前

期の女性に多い

・先天性側彎　生まれつきの奇形によるも

の

・症候性側彎　別の病気（運動麻痺）の結

果として生じる

ポリオ　脳性麻痺　脊髄空洞症　二分

脊椎　神経線維腫症

筋ジストロフィー　先天性ミオパチー

機能性側彎　一時的な側彎　可逆的

・脚長差によるものなど　靴の高さで補う

と消失する

３．装具療法と起立歩行訓練

1960 年代～ 70 年代にかけて徳島のグ
ループが筋ジストロフィー患者に下肢お

よび体幹装具を装着して起立歩行訓練に

熱心に取り組み、ＡＤＬの改善と脊柱変

形の予防に実績をあげたことがあった。2）

3）4）その成果は 1983年に刊行された厚生
省心身障害研究「筋ジストロフィー症の

成因と治療に関する臨床的研究」（山田憲

吾班長）の研究業績報告書に詳しく述べ

られている（図５，６、表２，３）2）。報

告書には図７に示すように学校でも装具

を装着してすごし、図８のように起立し

ながら授業を受けるなどの写真が載せら

れている。

表２　装具療法の概要（昭和40年～51年）

装具交付例　63 例

ばね付き膝関節装具 59 例

（交付時年齢 8 歳 2 ヶ月～ 15 歳 5 ヶ月、

平均 9 歳 6 ヶ月）

胴付き装具交付例　18 例
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図５　脊柱側彎の推移（進行例）

図６　脊柱側彎の推移（非進行例）

図３ 図４



4 例　当初からの交付例

14 例　ばね付き膝関節装具よりの移行例

（交付年齢　12 歳 8 ヶ月～ 18 歳 6 ヶ月

平均 13 歳 4 ヶ月）

死亡例　6 例　（16 歳 11 ヶ月～ 20 歳 2 ヶ月、

平均 17 歳 8 ヶ月）

装具療法中断例　8 例

いずれもばね付き膝関節装具例　施設退

所

表３　装具療法の成績

１．死亡例 8 例の平均年齢　17 歳 8 ヶ月

（全国施設 68 例　死亡時年齢　平均 16

歳 4 ヶ月）

２．胴付き装具移行　死亡例　20 例に関し、

独立装具歩行期間は

2年11ヶ月から5年2ヶ月　平均3年8ヶ月

16 歳 2 ヶ月で装具歩行の限界に達す

（スペンサーの弾性膝継手長下肢装具に

よる歩行期間）

10ヶ月～4年10ヶ月　平均2年

３．胴付き装具による介助歩行、起立

2年～4年　ほとんど死の直前まで可能

しかし、1980年代になると治療とケア

の関心は呼吸管理にシフトし、一方では

ＱＯＬ重視が強調されるようになったの

はすでに述べたとおりである。これに伴

い,装具療法と起立歩行訓練に熱心に取り

組むことによって身体の変形を防ぎ機能

を保つより、電動車椅子を早目に使い自

由に行きたいところに行きやりたいこと

をやっていわゆるＱＯＬを向上させるこ

との方がより重要であると考える傾向が

強くなっている。現在かつて徳島病院が

行っていたほど熱心に起立歩行訓練にと

りくんでいる筋ジストロフィーの専門病

院はない。そのためであるかどうかわか

らないが、現在もなお高度の側彎を示す

患者があとをたたない。
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４．今後脊柱側彎のマネージメントはま

すます重視される

しかし最近は患者の寿命が延長しＱＯ

Ｌが向上するにともなって、側彎症のマ

ネージメントの重要さに再び認識される

ようになってきた。それは以下に述べる

３つの観点からである。第 1にＱＯＬの
向上とともに美容上の問題が今後ますま

す大切になっていくことは間違いない。

より健康にみられたい、より普通の生活

がしたい、と考えるようになるのは当然

で、医療もその要求をかなえるものでな

ければならない。第 2車椅子で移動する
年月が長くなると、よりよい座位バラン

スが求められるようになる。側彎が強く

てもさまざまな工夫により電動車椅子に

座れるものの、長時間の座位維持は痛み

や疲労が強くなり困難になる。第 3に心
肺機能の管理が進歩して大幅に寿命が延

長できるようになった現在、側彎が高度

の患者は著しく管理がむずかしく医療の

進歩の恩恵を十分うけることができない。

この美容、座位バランス、呼吸管理の 3
点が今後の側彎予防と治療を考える上で

のキーワードとなっていくと考えられる。

５．今後の課題

歩行不能となったあとも装具を装着し

て起立歩行訓練を熱心に行えば脊柱変形

に一定の効果があるとされるが、現在の

患者の生活の中でどの程度行うことが現

実的であるのかについて十分な答えはな

い。

側彎の進行を最も確実におさえること

ができるのは脊柱の手術であるが、デュ

シェンヌ型筋ジストロフィー患者には原

則的に予防的な脊柱手術を勧めるべきか

どうかについて、本邦では結論が出てい

ない。現時点では豊富な手術経験をもつ

医療機関は限られており、一般には危険

度の高い手術と考えられている。すべて

の患者に手術を行うのがよいのか、危険

度の高い患者を選んで手術するのがよい

のかは未解決である。どの範囲を固定す

るのがよいのかも結論が得られていない。

手術によって脊柱変形が矯正されて短期

的に改善したとしても、長期予後が検討

されなければならないし、また患者およ

び両親の満足度も調査されなければなら

ないであろう。

2002年度に厚生労働省精神・神経疾患
研究委託費「筋ジストロフィーの治療と

医学的管理に関する臨床研究」班を立ち

上げるにあたって、これら未解決の問題

について研究を進め、より多くの患者が

一層の延命とＱＯＬの向上が成し遂げら

れるよう、脊柱側彎の問題を基本テーマ

のひとつに取り上げた。最終年度をむか

えるにあたり、その成果がこのマニュア

ルに盛り込まれ診療に役だてられること

を祈念するものである。
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要旨

全国の筋ジストロフィー担当 27国立療
養所等を対象に、脊柱変形のマネージメ

ントの現状調査をおこなった（平成 14年
9～ 11月）。回答施設数 20施設。回答率
74％だった。側弯未発生例に対し予防の
ための理学療法を施行しているのは 14施
設（70 ％）。施行していない 6 施設の主
たる理由は、理学療法士の人員不足だっ

た。手術については、自施設で施行可能

な施設は、筋ジス専門病棟を持たない千

葉東病院を加えると 6施設で、整形外科
が無く不可能 9施設。整形外科は有るが
不可能 6施設だった。整形外科があって
も不可能な理由の主なものは、整形外科

医の数の不足、整形外科医が脊柱専門で

ない、手術室などの未整備、リスクが高

すぎるから、だった。過去に手術症例を

経験した施設は 3施設（15％）で、その
内、自施設で行ったのは 1施設、他施設
に依頼は 2施設だった。施行経験のない
施設は 17 施設（85 ％）に及んだ。側弯
の保存的治療について、何らかの対策を

行っているのは、17施設（85％）で、そ
の内訳は理学療法が 17（85％）、体幹装
具が 14（70％）、その他が 5（25％）だ
った。今後、既手術症例の追跡調査や、

手術の普及、術前術後マニュアルの整備

と紹介状フォーマットの作成、予防法と

保存的治療法のエビデンスの見直しや標

準化が必要である。

Key Words ：脊柱変形、マネージメント、

理学療法、手術、保存的治療

１．はじめに

Duchenne型筋ジストロフィーに高頻
度にみられる脊柱変形は、歩行不能にな

る時期から急速に進行する。脊柱変形は

座位バランスの悪化を招き、ADLに対し
て影響を与えることに加え、心肺機能へ

の影響も重大である。今回我々は、全国

の筋ジストロフィー担当 27国立療養所等
を対象に、脊柱変形のマネージメントの

現状調査をおこなった。

２．対象と方法

対象は、全国の筋ジストロフィー担当

27国立療養所等に所属する筋ジストロフ
ィー研究川井班の班員。19項目の質問か
らなる調査を実施した。調査票の配布と

回収は、主として研究班のメーリングリ

ストを通して電子メールで行った。

質問 19項目の内訳は、1．脊柱変形発
生以前の予防対策に関するもの 6項目。2．
脊柱変形の手術に関するもの 4項目。3．
脊柱変形発生後の保存療法に関するもの

9項目だった。

３．結果と考察

回答施設数 20施設。回答率 74％だっ
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た。脊柱変形未発生例に対し予防のため

の理学療法を施行しているのは 14 施設
（70％）。その内容は、関節可動域訓練 14
（70％）。歩行訓練 12（60％）。起立訓練
13（65％）。その他 4（20％）（図１～２）。
理学療法施行率は 14施設中で、拒否され

ない限り全例８施設（57％）75％以上１
（7％）。50～ 75％ 0（0％）。25～ 50％
2（14％）。25％以下 3（21％）だった。
施行していない 6 施設の主たる理由は、
理学療法士の人員不足、既に側弯発生後

の患者が入院してくるから、などだった。

理学療法以外の予防対策を行っているの

は 12 施設（60 ％）で、その主なものは
軟性コルセット、車椅子の適合、車椅子

へのスペーサーの工夫、良座位姿勢の徹

底した指導だった（図３）。

手術については、自施設で施行可能な

施設は、筋ジス専門病棟を持たない千葉

東病院を加えると 6施設（平成 14年 9～
11月の時点）で、整形外科が無く不可能
9 施設。整形外科は有るが不可能 6 施設
だった。整形外科があっても不可能な理

由の主なものは、整形外科医の数の不足、

整形外科医が脊柱専門でない、手術室な

どの未整備、リスクが高すぎるから、だ

った。今は不可能だが、将来可能になる

と答えた施設は無かった。過去に手術症

例を経験した施設は 3 施設（15 ％）で、
その内、自施設で行った 1施設、他施設
に依頼は 2施設だった。施行経験のない
施設は 17 施設（85 ％）に及んだ。施行
症例は総計で 20 例あり、平成 9 年以前
10 例、平成 10 年１例、平成 11 年 2 例、
平成 12年 2例、平成 13年 2例、平成 14
年３例だった（図４～６）。

脊柱変形の保存的治療について、何ら

かの対策を行っているのは、 1 7 施設
（85 ％）で、その内訳は理学療法が 17
（85％）、体幹装具が 14（70％）、その他
が 5（25％）。保存的治療の有効性につい
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図1　脊柱変形未発生例に対する予防的 
　　　理学療法 

図2　予防的理学療法（その他） 

図3　理学療法以外の脊柱変形予防対策 



て、保存的治療を施行している施設の班

員の回答は、有効だと思う 8人（47％）、
有効ではない 3 人（18 ％）、どちらとも
言えない 6人（35％）だった。保存的治
療を行っていない 3施設の班員からの回

答で、理由としては、効果がないから 1
人、特に理由はなく　0 人、その他 2 人
だった。脊柱変形に伴う座位バランスの

悪化に対して、対策を講じている施設は

18 施設（90 ％）。内容は、体幹装具 10
（50 ％）、車椅子への挿入具の工夫 13
（65％）、座位保持装置 9（45％）、その
他の工夫として、車椅子の適合に留意、

電動車椅子のコントローラーの位置に配

慮などがあった（図７～８）。

今後、既手術症例の追跡調査や、手術

の普及、術前術後マニュアルの整備と紹

介状フォーマットの作成、予防法と保存

的治療法のエビデンスの見直しや標準化

が必要である。また、今後の手術例に対

しては、効果判定を視野に置き、手術を

9
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図4　脊柱変形矯正手術が可能な施設 
（平成14年9～11月時点） 

図5　過去の手術例数の年度別内訳 

図6　手術を選択しなかった理由 

図7　脊柱変形発生例に対する保存的治療 

図8　保存的治療に関する意見 



選択しない群（保存的治療をする群とし

ない群）との比較調査を厳密にする必要

がある。
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abstract

１ はじめに

２ 脊柱と脊柱変形

３　Duchenne 型筋ジストロフィー（Ｄ

ＭＤ）の脊柱変形の特徴

４ 進行性筋ジストロフィー（ＰＭＤ）

の脊柱変形の診察と検査

Ａ 問診

Ｂ 診察

Ｃ Ｘ線検査

Ｄ その他の検査

Ｅ　写真撮影による記録

５ ＰＭＤの脊柱変形の評価

Ａ　ＤＭＤの脊柱変形の自然経過に

関する報告

Ｂ　ＤＭＤの脊柱変形の特徴に関す

る報告

abstract

進行性筋ジストロフィー（ＰＭＤ）患

者の診療に関わる諸氏を対象に、脊柱の

構造およびＰＭＤの脊柱変形の診断と評

価について Duchenne型筋ジストロフィ
ー（ＤＭＤ）を中心に説明した。はじめ

に、正常な脊柱を構成する骨・靱帯・筋

および脊柱変形の診断と評価で用いられ

る用語（生理的弯曲、側弯、前弯、後弯、

等）を解説し、さらに、ＤＭＤの脊柱変

形の特徴を特発性側弯症と比較しながら

説明した。また、脊柱変形が疑われるＰ

ＭＤ患者やその家族に対する問診のしか

た、前屈検査などを含めた診察の方法、

Cobb法や Risser分類などのＸ線検査や
その他必要な検査について、ＰＭＤの脊

柱変形の特殊性を考慮して説明した。実

際の臨床の場で便利な様に、問診・診

察・検査の要点をまとめて｢筋ジストロフ

ィー脊柱変形調査票｣を作成した。最後に、

ＰＭＤ患者の脊柱変形の評価や予後判定

に関連して、ＤＭＤの脊柱変形の自然経

過とその分類に関する報告およびＤＭＤ

の脊柱変形の特徴に関する報告を紹介し

た。

Key words:  進行性筋ジストロフィー、

Duchenne 型筋ジストロフィー、脊柱変

形、側弯、後弯
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１　はじめに

2004 年 3 月に、カナダのトロントの
The Hospital for Sick Childrenの Almanら
は、小児期の歩行可能な Duchenne型筋
ジストロフィー（ＤＭＤ）の患者に対し

てステロイド誘導体のデフラザコート

（deflazacort）の内服治療を行い、治療群
が対照群に比べて明らかに脊柱側弯の進

行が遅くなり、歩けなくなる時期や階段

昇降ができなくなる時期も有意に遅くな

ることを報告した１）。

ＤＭＤにおける脊柱変形は進行してか

なり高度になるケースも多い。海外の筋

ジス医療の最先端の病院では、ＤＭＤの

脊柱変形の治療に関しては、安全な麻酔

をかけるのに十分な肺機能がまだ残って

いる（％ VC が 40％以上）時期に、しか
も脊柱変形としては軽い（すなわち Cobb
角が 20度程度）うちに、患者とその家族
に十分なインフォームド・コンセントが

得られた場合、脊柱変形の手術治療を積

極的に行うというのが昨今の傾向である。

このように、海外ではＤＭＤの脊柱変

形に対して、手術治療や薬物療法などが

確かなエヴィデンスをもって行われるよ

うになってきている。進行性筋ジストロ

フィー（ＰＭＤ）の脊柱変形に対する治

療は日本ではまだ欧米に追いついていな

いが、今後日本でも一層推進されていく

ことが予想され、脊柱変形の的確な診断

と評価は、上記の薬物治療などの導入の

時期や手術の時期の決定などと関連して、

さらに重要になってくることであろう。

本章では、正常な脊柱と脊柱変形に関

する基礎的な説明、ＤＭＤの脊柱変形の

全般的な特徴、ＰＭＤの脊柱変形に関す

る問診のとり方、診察の方法、およびＸ

線検査などの検査について述べ、最後に

ＤＭＤの脊柱変形の進行様式や分類に関

する過去の報告に言及した。一口にＰＭ

Ｄと言っても、原因となる遺伝子異常が

異なる種々の疾患が含まれる。その中で

もＤＭＤは、ほとんどの患者で脊柱変形

を合併し、しかも高度な変形を有する患

者も高率にみられる。本章では、ＰＭＤ

の中で脊柱変形の研究が他の型に比べて

圧倒的に進んでいるＤＭＤを中心にして

脊柱変形について説明した。

一般にＰＭＤの脊柱変形は歴史的に

“側弯 scoliosis”という言葉で表現されて
きている。しかし、ＰＭＤの脊柱変形を

みると、ただ単に側方に弯曲している言

葉どおりの側弯のみの場合は少なく、後

述するように脊柱の側弯に加えて、脊柱

の矢状面（前後方向）での変形（後弯・

前弯）、また、脊柱の回旋変形、骨盤の傾

斜・回旋などを伴うことが多く、しかも

特発性側弯症に比べて変形の程度も強い

ことが多い。我々は、このように複雑な

ＰＭＤの脊柱変形を“側弯”という一語

で代表させるのは無理があると判断し、

ＰＭＤの脊柱変形を包括的に表現する言

葉として、単純に“脊柱変形 spinal
deformity”という用語を使用した。

２　脊柱と脊柱変形

脊椎動物 vertebrata にみられる、椎骨
（脊椎）vertebra が柱状につながった構造
を脊柱 vertebral column（spinal column,
spine）と呼ぶ（一般的に“脊椎”という
用語は“背骨（せぼね）”全般を示すこと

ばとして用いられることが多い）。ヒトの

脊柱は頭側から順に、7個の頚椎 cervical
spine、12個の胸椎 thoracic spine、5個の
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腰椎 lumbar spine、5個の椎骨の癒合した
仙骨 sacrum、4～ 5個の骨核よりなる尾
骨 coccyxにより形成されている（図 1）。
第 2腰椎を例にとると（図 2 Ａ，Ｂ）、

各椎骨は椎体 vertebral body 、椎弓
vertebral arch （椎弓は 2つの部位、すな
わち脊椎の屋根を形成する椎弓板 lamina
と椎弓根 pedic le により構成されてい
る。）、左右の横突起 transverse process、
後方へ突出する棘突起 spinous process、
椎弓根と椎弓板のつなぎ目より上下に突

出する左右の関節突起（上関節突起

superior articular process、下関節突起
inferior articular process）よりなる。椎体
と椎弓が取り囲む穴は椎孔 vertebral
foramen といい、連なって脊柱管 spinal
canalを形成し、脊髄 spinal cordあるい
は馬尾 cauda equinaを入れる。下関節突
起と下位の隣接椎骨の上関節突起により

両側に椎間関節 facet joint が形成されてい
る（図 2 Ｃ，Ｄ）。この関節は関節包

joint capsule、関節軟骨 articular cartilage、
滑膜 synoviumなどを有する構造的に完全
な関節で、脊椎の運動にさいして運動性

が保持されている。

各椎体の間には椎間板 intervertebral
disc がある（図 2 Ｅ）。椎間板は中心部の
ゲル状の髄核 nucleus pulposus を線維性
の線維輪 annulus fibrosusが取り囲むよう
な構造をしており、脊柱におけるクッシ

ョン装置の役割をしている。椎間板後側

面・椎体後側面・椎弓根・椎間関節・上

関節突起の間に椎間孔 intervertebral
foramenが形成され（図２Ｄ）、この孔を
通り神経根（nerve）root が脊柱管の外に
出る。

頚椎の最大の特徴は横突孔 transverse
foramen があることであり、通常、椎骨
動脈が第 6頚椎から横突孔に入り上行す
る（破格もある）。また第 1 頚椎は環椎
atlas 、第 2頚椎は軸椎 axis となり形態も
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頚椎 
（7椎） 

頚椎 
（前弯） 

胸椎 
（後弯） 

腰椎 
（前弯） 

仙骨･尾骨 
（後弯） 

胸椎 
（12椎） 

腰椎 
（5椎） 

仙骨 

尾骨 

後面 前面 側面 

図１　正常な脊柱
脊柱は、頚椎（7椎）、胸椎（12椎）、腰椎（５

椎）、仙骨、尾骨よりなる。頚椎では前弯、胸
椎では後弯、腰椎では前弯、仙骨・尾骨では
後弯の生理的弯曲が見られる。

A

B

C

D

E

下関節突起 

下関節面 下関節突起 

上関節突起 

上関節突起 

下関節突起 

椎体 
乳頭突起 

棘突起 

上関節突起 

横突起 

横突起 

副突起 
椎間関節 

椎弓板 

横突起 

上関節面 

棘突起 

棘突起 

椎弓板 

椎弓板 

椎弓根 

椎弓根 

椎弓 

椎孔 

椎間孔 

椎体 

椎体 

前縦靱帯 

棘突起 

棘間靱帯 

棘上靱帯 

黄色靱帯 
線維輪 
髄核 

前縦靱帯 

後縦靱帯 

椎
間
板 

L3

L4

図２　椎骨の構造と脊柱を支持する靭帯
Ａ、Ｂは第 2腰椎を上方（Ａ）と右側方（Ｂ）

から見たものである。Ｃ、Ｄは第 3、4腰椎が
連結しているところを後方（Ｃ）、前側方（Ｄ）
から見たものである。Ｅは脊柱を支持する靱
帯および椎間板を示している。



機能も特殊化している。また胸椎の特徴

は椎体の後側面と横突起に肋骨との関節

面を有していることである。また、胸椎

は胸郭の後方正中部を構築する。

脊柱にはいくつかの靱帯があり脊柱を

支持している（図２Ｅ）。最も強力な靱帯

が椎体の前面に沿って走る前縦靱帯

anterior longitudinal ligamentである。椎
体の後面（脊髄の前面）を走るのが後縦

靱帯 posterior longitudinal ligamentであ
る。後方には上下の椎弓板の間を架橋す

る黄色靱帯 yellow ligament （ligamentum
f l a v um）、棘突起の間には棘間靱帯
interspinous ligament、棘突起の直上には
棘上靱帯 supraspinous ligamentがある。
また脊椎に関連する筋は背筋 Musculi

（Mm.）dorsiと呼ばれており、通常、層
に従って、浅背筋 Mm. dorsi superficiales
と深背筋Mm. dorsi profundi に大別され
る。浅背筋は第 1 層が僧帽筋 Musculus
（M.）trapezius と広背筋 M. latissimus
dorsi 、第 2層が菱形筋M. rhomboideus
と肩甲挙筋 M. levator scapulaeであり、
深背筋は第 1 層が上・下後鋸筋 M .
serratus posterior superior et M. serratus
posterior inferior（これらを棘肋筋 Mm.
spinocostalesと呼ぶ）、第 2層が固有背筋
Mm. dorsi proprii と呼ばれる。固有背筋
には板状筋M. splenius 、脊柱直立筋M.
erector spinae（脊柱直立筋は腸肋筋 M.
iliocostalis 、最長筋M. longissimus 、棘
筋M. spinalisにより構成される)、横突棘
筋M. transversospinalis（横突棘筋は半棘
筋M. semispinalis、多裂筋M. multifidus、
回旋筋Mm. rotatoresにより構成される）、
棘間筋Mm. interspinales 、横突間筋Mm.
intertransversarii 、 後 頭 下 筋 Mm.

suboccipitales（後頭下筋は大後頭直筋M.
rectus capitis posterior major、小後頭直筋
M. rectus capitis posterior minor、上・下
頭斜筋M. obliquus capitis superior et M.
obliquus capitis inferiorにより構成され
る）がある。

このように脊椎が起始または停止にな

っている筋の数は非常に多い。機能的に

は浅背筋は肩甲骨・鎖骨・上腕骨を動か

す作用があり、深背筋は総じて、脊柱を

側屈あるいは伸展させたり、頭部を側

屈・回転・伸展させるなどの作用がある。

後鋸筋などは呼吸補助筋として肋骨を挙

上あるいは下降させる作用を持つ。

用語の説明であるが、ヒトの脊柱で、

右側に凸の弯曲がみられる場合を右側弯

right convex scoliosisといい、左側に凸の
弯曲がみられる場合を左側弯 left convex
scoliosisという。また、前方に凸の弯曲
がみられる場合を前弯 lordosis といい、
後方に凸の弯曲がみられる場合を後弯

kyphosisという。
正常の脊柱の場合（図１）、ヒトが直立

したとき、前方あるいは後方から脊柱を

見るとほぼ真直ぐである。また、真横か

ら見た場合、胸椎と仙・尾骨には適度の

後弯がみられ、頚椎と腰椎には逆に適度

の前弯がみられる。このような、正常な

脊椎に見られる弯曲を、脊椎の生理的弯

曲という。また、正常な脊柱においても

首を前屈あるいは腰部を前屈すれば頚椎

と腰椎の生理的な前弯は消失する。

脊柱の側弯変形は非構築性側弯

nonstructural scoliosis と構築性側弯
structural scoliosis に大別される。非構築
性側弯は何らかの原因により一時的に生

じた側弯状態で、その原因が取り除かれ
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ると側弯は消失する。その特徴は弯曲が

軽度で可撓性があり、姿勢を意識するこ

とにより自己矯正が可能であり、立位か

ら臥位などの肢位の変化により容易に消

失することである。Ｘ線写真では脊柱の

側弯を認めるが、脊椎（椎骨）の回旋を

認めず、脊柱には構築的な異常（固定し

た変形）を認めない。構築性側弯は脊椎

のねじれ（回旋）を伴なった脊柱の側方

への弯曲であり、脊椎はねじれ、椎間板

の変形を伴い、もとの正常の状態に戻ら

なくなった状態である。仰向けに寝ても、

左右に側屈しても側弯は消失しない。

整形外科診療においては、Ｘ線写真前

後像で側弯の角度（Cobb角２））が 10度
以上の構築性側弯がある場合を側弯症と

よび、25度以上の側弯症で治療が必要で
あるとされている。図 3 にＰＭＤにおけ

る様々な脊柱側弯変形の例を挙げた。後

述する方法で側弯の角度（Cobb角）、骨
盤傾斜角 pelvic obliquity を計測してある。
側弯の弯曲の数・部位・範囲、弯曲の程

度、頂椎の位置、骨盤の傾斜、脊椎の回

旋（椎弓根陰影の移動で表現してある）

に注目していただきたい。

脊柱の矢状面（前後方向）での変形に

関しては、後弯や前弯が生理的な範囲を

超えて異常に大きく（強く）、あるいは小

さく（弱く）なった場合に問題になって

くる。図 4にはWilkins & Gibson ３）によ
るＤＭＤにおける脊柱の矢状面での変形

の分類を示した。図４Ｂ（直立型）はほ

ぼ正常な脊柱であり、胸椎の生理的後弯

と腰椎の生理的前弯が保たれている。図

４Ａ（後弯型）は、骨盤が後傾し（仙骨

が後ろに倒れたようになっている）、腰椎

の生理的前弯が消失しむしろ後弯となり、
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図３　筋ジストロフィーにおける種々の
脊柱側弯変形
Ａ：右凸胸椎カーブ、Ｂ：左凸胸腰椎カーブ、
Ｃ：右凸腰椎カーブ（Cobb角 118°と高度側
弯）、Ｄ：右凸胸椎左凸腰椎重複カーブ（腰椎
カーブが 129°と強い。骨盤傾斜が 60°と高
度）、Ｅ：右凸胸椎左凸腰椎重複カーブ、Ｆ：
右凸胸椎左凸腰椎重複カーブ（高度側弯。Ｆは
Ｅと同一患者。Ｆは 6年後のＸ線写真で進行
している。）Apex：頂椎、Ｔ：胸椎、Ｌ：腰
椎、ＴやＬの後の数字は第何番目の椎骨であ
るかを示す（例；Ｔ 10＝第 10胸椎）。
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図４　Wilkins & Gibson3）によるＤＭＤの脊柱
変形の矢状面での分類
Ａ：後弯型 kyphotic、Ｂ：直立型 erect、Ｃ：
伸立型 straight、Ｄ：過伸展型 hyperextended、
kyphotic index（KI）は、第 7頸椎の椎体の前
下角（ａ）と仙骨の岬角 promontory（ｂ）を結ぶ
直線 ab長さと、後弯の頂点に位置する椎体の
前下角（ｃ）から直線 abに降ろした垂線 cdの
長さの比で、KI= ab/cdと表される。後弯が
強いときには KIの値が小さくなり、後弯が弱
いときは KIの値が大きくなる。伸立位では無
限大に近くなり、また伸展型では負の値をと
る。



胸椎の後弯とあいまって、全体が大きな

Ｃ字の形状となっている（これを全後弯

型という。）。図４Ｃ（伸立型）は生理的

弯曲が消失し、全体に真直ぐなタイプ、

図４Ｄ（過伸展型）は脊柱が全体に反り

返っているものである。

脊柱の矢状面での変形においても側弯

の場合と同様に、構築性の変形（自己矯

正や臥位による矯正が困難な変形）と非

構築性の変形（骨格に変化がなく、仰臥

位や歩行などで正常化するなど自己矯正

が可能な変形）がある。

例えばＤＭＤで後弯型の変形の場合、

変形が生じて間もないころは純粋に筋力

低下のみによる非構築性の変形である。

ところが進行期の後弯型の変形では側弯

や脊柱回旋・骨盤傾斜などを伴い構築性

の変形（後述するＤＭＤの脊柱変形に関

するWilkins & Gibsonの分類 3）で言えば

後側弯型 kyphoscoliotic spines）になる。
一方、伸立型の変形の場合は、Wilkins

& Gibsonの分類で、未だ非構築性の要素
が強く残る早期伸立型（early straight
spines）の場合もあれば、年長の患者の
場合は、Wilkins & Gibson の stable
pathway 3）をたどって、堅い構築性の伸展
型 extended spines に行き着いたものまで
ある。

図４に挙げた変形パターン以外に、腰

椎が生理的な弯曲に反して後弯となり、

かつ胸椎の生理的な後弯が消失あるいは

逆に前弯となった変形が進行期に見られ

ることがある。大抵このタイプの変形は

構築性であり、強い側弯や回旋変形など

を伴っている。

３ Duchenne 型筋ジストロフィー（Ｄ

ＭＤ）の脊柱変形の特徴

ＤＭＤの脊柱変形は歩行障害が顕在化

する時期から始まるとされる。脊柱変形

が出現する原因は議論のあるところであ

るが、自験例の観察から推測するに、Ｄ

ＭＤにおいては、筋力の低下や腸脛靱帯

の非対称性の拘縮、あるいは下肢の関節

の拘縮・変形により生ずる、立位・歩行

時のバランスの悪さを、体幹を側方に傾

斜することや前後方向に屈曲・伸展する

ことにより代償しようとすることで、脊

柱に非生理的なストレスが加わるために

変形が生ずる、と我々は考える。

初期には、例えば、立位や歩行時に脊

柱変形がみられても（すなわち立位のＸ

線写真で脊柱変形がみられても）、座位や

臥位では脊柱変形が消失するというよう

に、明らかな構築性の脊柱変形はみられ

ないことが多い。しかし、機能障害のス

テージが進むと、全身の筋力低下のため

姿勢の異常を自己矯正することができな

くなることや、あるいは下肢帯や下肢の

変形や拘縮が脊柱を歪曲させることで、

脊柱に加わる非生理的ストレスが持続的

となり、その結果、筋・靱帯などの軟部

組織の短縮・拘縮が生じ、構築性の脊柱

変形が発生すると考える。

ＤＭＤ患者で脊柱変形を呈する患者に

おいては、独歩が不可能となった時点か

ら急激に脊柱変形が進行する傾向がある。

よって、歩行障害あるいは歩容異常が出

現し始めた時期から脊柱変形に対する配

慮が必要であり、特に、“歩行障害が顕在

化してから歩行ができなくなる時期”ま

での脊柱変形の診察は慎重に行うべきで

ある。

ＤＭＤの脊柱変形においては、通常、
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変形の原因が骨格自体にあるのではなく、

全身におよぶ高度の骨格筋の筋力低下の

結果、変形が生ずるものである。

ＤＭＤの脊柱変形は特発性側弯症と比

較して以下のような特徴を有する。

１）ＤＭＤの脊柱変形は、特発性側弯症

など他の脊柱変形と比べると、側弯

に加えて後弯変形や前弯変形、回旋

変形、骨盤の傾斜・回旋などを伴う

ことが多く、変形の程度も強い。

２）機能障害が進行した状態においては、

全身の各関節の自動可動域が極めて

制限された状態となるため、関節の

拘縮が生じやすく、脊柱の変形・拘

縮のみならず、上肢帯・下肢帯を含

めた四肢の自動可動域制限や拘縮を

伴うことが多い。この様な状況にお

いて、四肢の変形・拘縮が脊柱変形

の発生や進行に影響し、逆に脊柱変

形が四肢の変形・拘縮の程度や進行

に影響を与える。

３）機能障害が進行し歩行不能になった

状態においては、一日に数十分程行

われるリハビリテーションの時間以

外は、患者は電動車いす上に座位を

とるか、あるいはベッド上に臥床す

るかの、いずれかの体勢をとること

を余儀なくされる。

そのためこれらの体勢を規定する

因子、すなわち、①座位をとるとき

は、車いすのシート・足台・手すり

の高さや位置関係、シートベルトで

の固定の具合、操作レバーの位置や

操作方法、②臥位をとるときには、

はたして仰臥位でいる時間が長いの

か、それとも右（左）側臥位をとる

時間が長いのか、また、③重力の強

さや作用する方向、それに対して車

いすのシート・足台・手すりやベッ

ドの床面から人体に作用する応力の

強さや作用する方向、あるいは利き

手がどちらであるか、などのことは

脊柱の変形や全身の関節の可動域制

限・拘縮を規定する重要な因子とな

る。

また、上体の前傾の強い患者の場

合は、座位をとるときには視線を水

平近くに維持する必要から、患者は

頚椎を過伸展しなければならなくな

る。ＤＭＤにおいて頚椎が前弯変形

を呈する原因には、頚部の伸筋の筋

力が屈筋の筋力より後まで温存され

ることが関連しているとされている

が、車いす上の座位で頚椎の過伸展

を継続せざるを得ないことが頚椎の

前弯変形を助長しているとも推測さ

れる。

この様に、問診や患者の生活や療

養状況の把握がＤＭＤの脊柱変形の

診断において重要である。

４）特発性側弯症もＤＭＤの脊柱変形も

変形が出現する時期は両者ともそれ

ほど差がない。しかし、特発性側弯

症の場合は骨成熟がほぼ完了した時

点、すなわち骨盤のＸ線写真正面像

で腸骨稜骨端核の出現・成長・癒合

を観察する Risser 分類４）でいうと

Risser 4～ 5の所見を示すようにな
ってから以降は、側弯の進行は通常

みられないか、進行しても軽微であ

るが、ＤＭＤの場合は骨成熟が完了

（骨成長が終了）してからも脊柱変形

が進行する例がしばしばみられる。

その他、ＤＭＤの脊柱変形あるい
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（ 年　　月　　日　/ 記載者　　　　　　　）

患者ＩＤ番号　　　　　患者氏名

性別（男・女）

生年月日（S ・ H 年　　月　　日生）

年齢（ 歳　　　ヵ月）

身長（ cm） 体重（ kg）

Ａ　問診
１）筋ジストロフィーのタイプ

デュシェンヌ型　・ ベッカー型 ・

先天性（福山型・非福山型・ ）・

肢帯型（ ）・

顔面肩甲上腕型・遠位型（ ）・

エメリー-ドレイフュス型・筋強直性・眼咽頭・

その他（ ）

＊診断された年齢：　　　　歳　　　　ヵ月

＊診断の根拠（臨床所見・生検・遺伝子診断）

２）初めて脊柱変形に気がついたのは？

□自分で気がついた。

□(家族・友人・学校の先生・医師・　　　）に　

指摘された。

＊年齢：　　　　　　歳

＊医師に指摘された場合は何科の医師であった　

か：　　　 科の医師

３）脊柱変形による症状（有・無）

＊症状の内容：

（チェック項目）

□座位バランスが悪いことによる症状

（例：足がだるい・下肢がしびれる）：

□腹部症状

（例：おなかが圧迫される・おなかが痛い）：

□膀胱・尿路系の症状（例：残尿感・頻尿）：

□呼吸器系の症状（例：痰がつまりやすい）：

□嚥下に関連した症状

（例：ものが飲み込みにくい）：

□座位で背もたれが必要か否か：（必要・不必要）

□座位で首の支えが必要か否か：（必要・不必要）

□その他:

４）現在の歩行能力

□立つことが（できる・できない）

□歩行が（できる・できない）

□階段を（のぼれる・のぼれない）

□階段を（降りられる・降りられない）

＊具体的な状態：

(チェック項目)

□起立開始年齢：　　歳　　ヵ月

起立が不能になった年齢：　　歳　　　ヵ月

□歩行開始年齢：　　歳　　ヵ月

歩行が不能になった年齢：　　歳　　　ヵ月

□階段がのぼれるようになった年齢：

歳　　 ヵ月　

階段がのぼれなくなった年齢：　　歳　　ヵ月　

□階段が降りられるようになった年齢：

歳　　 ヵ月　

階段が降りられなくなった年齢：

歳　　　ヵ月　　

□車いすを使用して（いる・いない）。

＊車いすのタイプ：（手動・電動）

（リクライニング：　有・無）

＊使用状況：

＊常時車いす移動となっている場合は

そうなった年齢：　　歳　　　ヵ月　

５）運動機能障害度

Ⅰ　: 手放し階段昇降可能

Ⅱ　: 階段昇降は手すり使用

Ⅲ　: 階段昇降不能、椅子から起立可能

Ⅳ　: 椅子から起立不能、歩行可能

Ａ：手すりなどの補助を要する。

Ｂ：補助を要しない

Ⅴ　: 歩行不能、四肢這い可能

Ⅵ　: 四肢這い不能、いざり這い可能

Ⅶ　: いざり這い不能、座位保持可能

Ⅷ　: 座位保持不能（常時臥床）

表１　筋ジストロフィー脊柱変形調査票

〔
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６）治療

１）脊椎関連の治療（ 有　・　無　）

□脊柱変形に対する装具療法：

□理学療法：

□薬物療法：　　　　

□手術:

２）脊椎以外の治療（ 有　・　無　）

□手術療法

□気管切開術（施行年月日： ）

□筋解離術（施行年月日：　　　　 ）

（部位および術式：　　　　　　　　 ）

□その他（施行年月日：　 ）

（部位および術式：　　　　 ）

□人工呼吸療法　　

＊現在も（行っている　・　行っていない）

□ TIPPV（ 従量式　・ 従圧式　）：

□ NIPPV（ 従量式　・ 従圧式　）：

＊機種：

Ｂ　診察
□全身状態（ 良　・　不良　）

□栄養状態（ 肥満　・　普通　・　るいそう）

□チアノーゼ（ 有　・　無　）

□浮腫　（ 有　・　無　）

□歩行の状態　　（□歩行可能　　□歩行不能）

□頭部の側方への揺れ( 有・無 )：

□頭部の前後方向への揺れ ( 有・無 )：

□肩の揺れ( 有・無 )：

□体幹部の揺れ ( 有・無 )：

□体幹のねじれや傾斜の増強( 有・無 )：

□身体所見　　（□立位　　□座位　　□臥位）

＊背面から見る。

□頭部の左右への傾斜（ 有　・　無　）：

□肩峰の高さの左右差（ 有　・　無　）：

□肩甲骨の高さの左右差（ 有　・　無　）：

□肩甲骨の突出の有無（右・左）と

その程度（ 有　・　無　）：

□体幹の傾斜（ 有　・　無　）：

□体幹のねじれ（ 有　・　無　）：

□胴三角、あるいは脇線部分の輪郭の左右差

（ 有　・　無　）：

□脊柱の変形（後弯・側弯）

（ 有　・　無　）：

□棘突起が一直線上に（ある・ない）。

（棘突起を触診しその尖端に印をつけていくと

良く分かる）

□骨盤の傾斜（ 有　・　無　）：

□体幹バランス

□第 7 頸椎棘突起先端から重錘のついた紐を　

吊り下げて紐が殿裂を通過

（する・しない）。

□偏位しているときは殿裂からの距離：

（ 右　・　左　）側に（ ）㎝偏位　

＊前面から見る。

□前屈検査（□立位　□座位）

□肋骨隆起(rib hump)の（有・無）

第（ ）胸椎レベル

（左・右）側：　　　　cm

hump の高さ： mm

□腰部隆起(lumbar hump)の（有・無）

第（ ）腰椎レベル

（左・右）側：　　　　cm

hump の高さ： mm

□その他の所見：　　　　

□季肋部における肋骨の隆起の有無

（ 有　・　無　）（ 左　・　右　）:

□胸郭の変形

（ 左右差 ・ 漏斗胸 ・ 鳩胸　）:

□腹部の状態（特に皺の形成など）:

＊側面からみる。

□頭部～体幹～骨盤(股関節)～膝関節～足部の

位置関係のずれ（ 有　・　無　）：

□脊柱の前弯や後弯変形の有無

（ 有　・　無　）：
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＊変形や拘縮の状態：

＊四肢関節の診察

□股関節の拘縮の有無とその程度

（ 有　・　無　）：

□膝関節の拘縮の有無とその程度

（ 有　・　無　）：

□膝窩雛壁の高さの左右差

（ 有　・　無　）：

□脚長差の有無とその程度

（ 有　・　無　）：

□上体に対する両下肢（大腿部）の軸のずれ

（ 有　・　無　）：

□肩関節・肘関節の拘縮の有無とその程度

（ 有　・　無　）：

□立位→←座位での身体所見の変化：

□筋萎縮の程度

□背筋（傍脊柱筋）の筋萎縮：　　

（ 重度　・　中等度　・　軽度 ）

□上肢帯の筋肉（僧帽筋、三角筋）の筋萎縮：　

（ 重度　・　中等度　・　軽度 ）

□下肢帯の筋肉（大殿筋、中殿筋）の筋萎縮：　

（ 重度　・　中等度　・　軽度 ）

□体幹筋力評価（上半身裸で仰臥位で評価：

Wilkins & Gibson による体幹筋力の評価法）

□ Grade 4 ：検査台から体幹を完全に離す

（持ち上げる）ことができる。

□ Grade 3 ：検査台から体幹のいずれかの部　

位を離すことができる。

□ Grade 2 ：検査台から体幹のどの部位も離

すことはできないが、筋収縮がみられ、体幹　

や胸郭を動かすことができる。

□ Grade 1 ：筋収縮は触知されるが、体幹や　

胸郭を動かすことはできない。

□ Grade 0 ：筋収縮を触れない。

□脊椎の可撓性（flexibility）の評価

□変形の矯正がほとんどできない。

□変形の矯正がある程度できる。

□変形の矯正が容易である。

Ｃ　Ｘ線検査
（平成　　年　　月　　日　撮影）

１）脊柱前後像

a) 形状

b) Cobb 法による側弯変形の評価

( coronal Cobb )

c) pelvic obliquity (pelvic angle to the horizontal)

d) torso (truncal) decompensation 

e) 骨成熟(skeletal maturity)の評価

（１）Risser 分類

（２）triradiate cartilage（TRC ：Ｙ軟骨）

２）脊柱側面像

a) 形状

b) Cobb 法による前・後弯変形の評価

( sagittal Cobb )
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Ｄ　その他の検査
１）肺機能評価（平成　　年　　月　　日）

VC ：　　　褄 ％ VC ：　　　　％

FVC ：　　　　　褄

２）心機能評価

a)ECG（平成　　年　　月　　日）所見：

b)UCG（平成　　年　　月　　日）所見：

＊ EF ：　　　　

＊その他（心臓壁の動きなど）特記すべ

きこと：

３）胸部単純Ｘ線写真

（平成　　年　　月　　日撮影）:

＊ CTR ：　　　　　％

４）生化学・血液学的検査等

（平成　　年　　月　　日検査）

＊ BNP

Ｅ　評価
１）構築性の脊柱変形：（有・無）

２）脊柱変形とその自然経過の分類

ａ）Wilkins & Gibson 分類

□Ⅰ群 (early straight spines)

□Ⅱ群 (kyphotic spines)

□Ⅲ群 (kyphoscoliotic spines)

□Ⅳ群 (scoliotic spines without kyphosis)

□Ⅴ群 (extended spines)

＊ pathway (unstable ・ stable ・ undefined)

ｂ）Oda 分類

□ 1 型(unremittent progression of scoliosis in 

association with kyphosis) 

□ 2 型(transition from kyphosis to lordosis)

□ 3 型(less deformity without prominent 

longitudinal changes)

３）脊柱変形に対する治療の適応

□治療：（必要 ・ 不要）

□必要な治療

□保存的治療
┌　　　　　　　　　　　　　　　　 ┐
│　　　　　　　　　　　　　　　　 │
│　　　　　　　　　　　　　　　　 │
│　　　　　　　　　　　　　　　　 │
│　　　　　　　　　　　　　　　　 │
└　　　　　　　　　　　　　　　　 ┘

□外科的治療
┌　　　　　　　　　　　　　　　　 ┐
│　　　　　　　　　　　　　　　　 │
│　　　　　　　　　　　　　　　　 │
│　　　　　　　　　　　　　　　　 │
│　　　　　　　　　　　　　　　　 │
└　　　　　　　　　　　　　　　　 ┘

（略図・コメント等記載欄）



はその自然経過の具体的な特徴は本

章第 5節「ＤＭＤの脊柱変形の評価」
に詳述したので御参照されたい。

４ 進行性筋ジストロフィー（ＰＭＤ）

の脊柱変形の診察と検査

現在、日本でＰＭＤ患者の脊柱変形の

手術症例の蓄積がある施設は国立病院機

構千葉東病院である。この章では、全国

のＰＭＤ療養施設のＰＭＤ患者において

脊柱変形が疑われたときに、例えば千葉

東病院に紹介する前に、どのようなこと

に着目して患者の診察あるいはＸ線写真

の評価をすればよいのか、についてまと

めた。臨床の場で使いやすいように｢筋ジ

ストロフィー脊柱変形調査票｣（表１）を

用意した。御活用いただければ幸いであ

る。

Ａ　問診

以下の内容を聴取する。すなわち、Ｐ

ＭＤのタイプ、診断された年齢、診断の

根拠、初めて脊柱変形に気がついた（あ

るいは指摘された）年齢、脊柱変形によ

る症状の有無、現在の起立・歩行能力、

階段をのぼれるか否か、車いすを使用し

ているか否か、脊椎関連の治療の既往の

有無、気管切開などの手術の既往、人工

呼吸療法の有無・種類などである。運動

機能障害度（表１－Ａ－５）もチェック

しておく。

Ｂ　診察

歴史的に、側弯症の評価方法は主に症

例数の多い特発性側弯症において検討・

研究が行われてきたため、他の側弯症に

おいても特発性側弯症の診察方法が用い

られてきた。

特発性側弯症では診察に当たり、患者

に両足関節内果をつけて直立させ、まず

患者の背後から視診を行う。はじめに、

両側の肩峰や両側の肩甲骨で不等高がな

いかを見る。また、ウエストラインや胴

三角に非対称性がないかどうか、あるい

は、体幹が偏位していないか、骨盤が傾

斜していないか、などを見る。次に患者

を前屈させ肋骨隆起 rib hump や腰部隆起
lumbar hump がないか、片方の肩甲骨が
突出していないかなどを評価する。

ＤＭＤ（およびその他のＰＭＤ）にお

ける脊柱変形の診察においても、前述の

特発性側弯症の理学的所見の取り方を適

用すべきである。

しかしＤＭＤでは、脊柱変形の評価が

必要になる 10歳前後においては、筋力の
低下や、股関節の拘縮などで、すでに支

持なしでの起立がほとんど困難であった

り、起立ができても起立時に脊柱以外の

原因（例えば股関節の拘縮や、腸脛靱帯

の短縮等）により体幹が傾いていたりす

るため、特発性側弯症での診察のポイン

トである、肩峰や肩甲骨の不等高、ウエ

ストラインや胴三角の非対称性、体幹の

偏位などで異常所見が出たとしても、こ

れがそのまま脊柱の変形を反映してはい

ない場合もある。そして特発性側弯症の

場合は立位での診察が基本であるが、Ｄ

ＭＤの場合、立位保持が困難な患者も多

いので、座位で理学的所見を取らざるを

得ない場合も多い。

ＤＭＤの脊柱変形は前述のように、患

児がまだ歩けるものの跛行が強くなって

きた時期に始まることが多い。この時期

には患児も御家族も担当医師も、歩行能
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力低下や下肢の変形などに気を取られ、

脊柱変形の方は自覚症状に乏しいために

患者からの愁訴も少なく、周りの人が姿

勢の悪さや頭の傾きなどに気が付き、初

めて脊柱変形に気付く、あるいは入浴介

助中に気付くといったことが多いようで

ある。ややもすると脊柱変形は見逃され、

整形外科医の診察を受けるときにはかな

り進行している場合もある。

また、すべての脊柱変形の診察に共通

することだが、診察をする際には、視診

や触診が主なものであるので、患者にで

きるだけ衣服を脱いでもらうことが肝要

である。筋ジスでは肥満が高度でないか

ぎり、背筋や肋間筋の萎縮のため、皮膚

表面から骨性要素がふれやすいので、触

診により骨格の変形がなお一層把握でき

る。特に脊椎の棘突起、肩峰、肩甲骨、

肋骨隆起の形態・左右差、後上腸骨棘の

位置・左右差などは触診で分かりやすい。

１）診察の順序

脊柱変形の診察は立位での診察を基本

とする。歩行や立位の保持が可能な患者

の場合は最初に立位で診察を行う。ＰＭ

Ｄでは特発性側弯症と異なり、座位では

下肢や骨盤による姿勢の調整ができない

ことや、座位で脊柱直立筋の筋力低下の

ため後弯が増強したりするなど、脊椎変

形が顕在化することがあるため、これを

見逃さないためにも、座位での診察も行

う。次に臥位では胸郭の変形が観察しや

すく、また体幹筋力の評価ができること

から臥位での診察も行う。また、立って

いられない患者の場合は、座位から診察

を開始せざるを得ない。種々の原因で立

位および座位がとれない患者は、やむを

得ず臥位のみで診察を行う。

２）実際の診察

a）歩行が可能である時期には、診察室
に入る際の歩容に注目する。歩行時の、

頭部の側方への揺れ、頭部の前後方向へ

の揺れ、肩の揺れ、体幹部の揺れ、体幹
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図５　脊柱変形の立位での診察
Ａ：患者の後方からの視診。頭部の傾斜、

肩峰や肩甲骨の高さの左右差、肩甲骨の突出、
体幹の傾斜やねじれ、胴三角あるいは脇線の
輪郭の左右差、脊柱の変形、骨盤の傾斜など
を観察する。
Ｂ： torso（truncal）decompensation（体幹バ
ランスの破綻）の検査。後頭骨底部中央から重
錘を下げて殿裂を通過するか否かをみる。偏
位しているときは殿裂からの距離を測定する。
Ｃ：前屈検査 bending test。背部（肋骨隆起：
rib hump）や腰部（腰部隆起： lumbar hump）に
左右差がないかなどを観察する。Ｄ：前屈検
査。 gibbometer で背面の高低差を計測してい
る。前屈検査で左右の高さの差が、7～ 8mm
以上あるときは側弯症の疑いが強くなる（計測
法は本文参照）。

A B

C D

水平器 
高低差読取目盛 

a
c

b



のねじれや傾斜が増強するか否かなどに

注目する。

b）次に、立位の保持が可能である患者
は、立位での観察を行う（図５）。はじめ

に患者の後方からの診察を行う。立位が

不安定な患者は、介助者による支えを要

するが、この支えは最小限度にする。決

して変形を矯正してはならない。立位で

の診察は特発性側弯症の診察とほぼ同じ

である。すなわち患者に両足関節内果を

つけて起立させ、まず患者の背後から視

診を行う（図５Ａ）。頭部の左右への傾斜、

肩峰の高さの左右差、肩甲骨の高さの左

右差、肩甲骨の突出の有無とその程度、

体幹の傾斜、体幹のねじれ、胴三角ある

いは脇線部分の輪郭の左右差、脊柱の変

形（後弯・側弯）、棘突起が一直線上にあ

るか否か（棘突起を触診しその尖端に印

をつけていくと良く分かる）、骨盤の傾斜

などを観察する。また、体幹のバランス

が保たれているか或いは破綻しているか

も見る。体幹のバランスが破綻している

ことを torso（truncal）decompensation と
いう。これをみるために、後頭骨底部中

央（第１胸椎棘突起先端あるいは第 7頚
椎棘突起先端でも可）から重錘が先端に

ついた紐（これがない場合はたいていの

診察トレーにある 2メートルの巻尺で代
用する）を下げて殿裂を通過するか否か

をみる（図５Ｂ）5）。偏位しているときは

殿裂からの距離を測定する。

次に前屈検査 bending test を行う（図
５Ｃ，Ｄ）。立位保持に支持を要する場合

でも、可能であれば前屈検査を試みてみ

る。立位が極めて不安定で前屈で転倒し

てしまう場合は危険なので、やむを得ず

座位で行う。立位で行う前屈検査は、患

者に拳の幅ほど足を開かせ、患者に両手

掌を合わせさせ、膝を伸ばしたまま、肩

の力を抜いて前屈させ、両上肢を前に垂

らして、両膝の間に来るようにし、首も

しっかり前屈させ（臍を見るように）静

止させる。おじぎの程度が深くなってい

くにしたがって、背部（肋骨隆起： rib
hump ）や腰部（腰部隆起： lumbar
hump ）に変形あるいは高低差や傾斜が
ないかなどを、順次評価する。検者は検

査するときにはいすに腰掛けて視線が前

屈したときの患者の背中に水平になるよ

うにする。また検者は通常は前から見る

が、必要に応じて後ろからもチェックす

る 。 hump 計 測 器 は 種 々 あ る が 、
gibbometer は図５Ｄに示すように背面の
高 低 差 を 測 定 す る 計 測 器 で あ る 。

gibbometerでの測定に際しては計器を水
平に、かつ患者の前額面に平行に保ち､肋

骨隆起（a点）から棘突起（c点）までの
水平距離 a-cをまず測る。次に棘突起から
凹側に向かって a-cと同じ水平距離に位置
する皮膚上のポイントを取り（b 点）、a
点と b点の高低差を計測する（このとき
a-c = b-cとなるようにする）（図５Ｄ）。ま
た scoliometer は背面の傾斜角度（背面傾
斜角）を測定する計測器である。前屈検

査で hump における左右の高低差が、5
～ 6 mm以下であれば通常問題はないが、
7～ 8 mm以上あるときは側弯症の疑いが
強くなる。また、背面傾斜角が 5°以上
あるときは側弯症の疑いが強くなる。

scoliometer よりも gibbometerの方がよ
く使われている様である。gibbometerが
ないときは我々は代わりに 30～ 50 cmほ
どの大きな定規を用いて humpを評価し
ている。
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肋骨隆起が見られる胸郭の断面を見る

と（図 6）椎体が凸側に回転し、胸郭全

体が斜めにつぶれたような変形を示して

いる。

次に患者の前方から診察を続ける。特

に、胸郭の変形（左右差、漏斗胸、鳩胸）、

季肋部における肋骨の隆起の有無、腹部

の状態（特に皺の形成の有無）などを観

察する。

側面からは、頭部～体幹～骨盤（股関

節）～膝関節～足部の位置関係のずれの

有無などを観察する。側面からは、脊柱

の矢状面の変形（前弯や後弯）が分かり

やすい。

また四肢の関節の診察も行う。股関節

の屈曲・外転拘縮の有無とその程度、膝

関節の屈曲拘縮の有無とその程度、膝窩

皺壁の高さの左右差、脚長差の有無とそ

の程度、上体に対する両下肢（大腿部）

の軸のずれ、肩関節・肘関節の拘縮の有

無とその程度などを観察する。また筋萎

縮の程度、すなわち、傍脊柱筋、上肢帯

および下肢帯の筋肉の筋萎縮の程度を観

察する。

c）ＰＭＤ患者では、安定した立位が維
持できない患者が多い。立位がとれない

患者の場合は、座位での診察から始める

ことになる。支えないと座っていられな

い患者の場合は、介助者による支えを最

小限度にし、できるだけ患者にとって自

然な姿勢のままに座位をとらせる。変形

の矯正はしてはならない。診察は、立位

に準じて頭部から体幹の状態を観察する。

座位では下肢や骨盤による姿勢の調整が

できないため、脊柱変形が顕在化するこ

ともあるので、立位と座位での身体所見

の変化を観察するようにする。上半身・

頚部・頭部の傾き・弯曲・ねじれ、また

胸郭に対する骨盤のねじれ・傾き・偏位、

などを見る。さらに、上体に対して両下

肢（大腿部）の軸がずれていることが多

いが、これは股関節の拘縮、脊柱変形あ

るいは骨盤傾斜を示唆する。立位で前屈

検査ができないときは、やむを得ず、座

位で行ってみる。座位で行う場合はいす

に腰掛けた状態でまっすぐおじぎをさせ

る。肋骨隆起や腰部隆起などの診察は立

位施行時と同様である。

d）臥位では、立位あるいは座位で脊椎
に加わる重力が除かれるため、脊柱の変

形がある程度矯正される。これを臥位矯

正という。よって、脊柱変形の診察は立

位および座位で行うべきであるが、種々
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A

B

肋骨 胸骨 

椎体 肩甲骨 

凸 
側 

凹 
側 椎体の回転 

突出 

肩甲骨 棘突起 

図６　正常(Ａ)と側弯症(Ｂ)の胸郭の横断
面の比較
側弯症（Ｂ）の胸郭では、脊椎において椎

体が凸側に回転し、凸側の変形した肋骨の後
方部分が後方に突出し、全体に胸郭が斜めに
つぶれた様な形状になっている。



の原因で立位および座位がとれない患者

は、やむを得ず、臥位にて診察を行う。

まず仰臥位で診察を行い、その際、肩関

節・肘関節・股関節・膝関節などの屈曲

拘縮の程度、ベッドに背中が着かない部

分があるかどうか、体全体の変形などを

観察する。仰臥位では胸郭の前面や側面

の仔細な観察が可能であり、また骨盤の

傾斜や股関節の屈曲拘縮もより分かりや

すい。座位で不安定で、座位での脊柱変

形の観察が十分にできなかった時は側臥

位での背部の観察が有用である。臥位で

は呼吸が苦しくなる患者がいるので、患

者の顔色や呼吸状態や自覚症状に注意す

る。夜間の NIPPVを行っている患者は臥
位での診察においては特に注意を要し、

SpO2等のモニターをしながら診察をすべ
きである。

e）体幹筋力の評価
脊柱変形が体幹筋力の減弱に関係する

のであるから、筋力の評価もすべきであ

る。仰臥位で、Gibson & Wilkinsによる
体幹筋力の評価法 6）（表１－Ｂ）を用いて行

う。

f）脊椎の可撓性（flexibility）や硬さ
（rigidity）の評価
脊椎の自動あるいは他動的な前後屈や

側屈により、脊椎の可撓性や硬さを確認

することも必要である。これは脊柱変形

が非構築性（機能性）のものか、構築性

のものかの鑑別において重要である。ま

ず患者自身に前後屈や側屈を行わせ、変

形が矯正されるか否か観察する。自力で

矯正される場合は非構築性（機能性）の

変形とされる。他動的な矯正は、苦痛を

伴わない程度に行うことが原則であり、

側弯の場合も後弯の場合も、検者のうち

一人が一方の手でカウンターをかけて、

もう片方の手で膨隆している胸郭や腰部

を圧迫し、それに加え、もう一人が骨盤

に両手を添え、さらにもう一人が頭部や

肩を把持し、骨盤と頭部・肩を矯正方向

に慎重に力を加える。変形の矯正の程度

から可撓性や硬さを判断する。

C Ｘ線検査

ＰＭＤ患者の脊柱変形の評価のための

Ｘ線撮影は基本的に特発性側弯症の撮影
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図７　脊柱変形のＸ線撮影のためのＣＲ
撮影装置と立体保持が困難な患者のＸ線
撮影方法
ＣＲ撮影装置（Ａ）と金属の格子の入った

34× 14インチのイメージングプレート（Ｂ）
および前後像（Ｃ）と側面像（Ｄ）の撮り方。
立体保持が困難な患者のＸ線撮影では患者

を背もたれのない台に座らせ、できるだけま
っすぐ座るようにしてもらう。自力座位が困
難な場合必要最小限度支えてやるようにする
（矯正はしないようにする）。



法にならい、立位で撮影を行う。前後

像・側面像の全脊柱のＸ線写真を撮影す

る。患者には自分でできるだけ真直ぐに

立ってもらう。ふらふらして支えが必要

なときは、介助者は患者が倒れないよう

に必要最小限度の支えを行う。介助者は

決して上体の傾きを戻したり、脊柱変形

を矯正するようなことは行ってはならな

い。

立っていることが困難な場合は、座位

で撮影した、前後像・側面像の全脊柱の

Ｘ線写真で評価する。千葉東病院で実際

に使っている撮影装置と、前後像と側面

像の撮り方を図 7 に示した。患者が自ら

座位がとれる場合は、背もたれのない台

に座らせ、できるだけまっすぐ座るよう

にしてもらう。そのときには体を起こす

ために、患者が肘で手すりを押したり、

患者が手を腰掛について身体を支えたり

してはならない。自力で座るのが困難な

場合、介助者が、患者の上体が倒れない

ように必要最小限度支えてやるようにす

る（図７Ｃ）。このとき、決して周りの人

が手伝って、身体を真直ぐに矯正しよう

としてはならない。

Cambridgeと Drennan7）は、ＤＭＤ患
者のＸ線写真側面像の撮影方法の検討を

行い、同じ日に、同一患者の脊柱のＸ線

写真側面像を立位と座位で撮影し比較し

たところ、座位のほうが、より体幹の筋

力低下を反映して、矢状面での脊柱変形

がより大きくＸ線写真側面像にあらわれ

ることを示した。それゆえ、Ｘ線写真側

面像はまだ立てる患者であっても立位よ

り座位で撮影すべきだという考え方もあ

る。また、ＤＭＤ（ＰＭＤ）患者のＸ線

写真前後像の撮影においても座位でより

強い側弯変形が捉えられる場合あるので、

施設によっては、まだ立てる患者におい

ても前後像を座位で撮る場合もある。ち

なみに千葉東病院では、まだ立てるＰＭ

Ｄの患者は側面像も前後像も立位で撮影

しそのＸ線写真を用いて評価している。

千葉東病院では、ＣＲ（computed
radiography）システムを使用しており、
Ｘ線管球とフィルムの間の距離は 1.60ｍ
としている（図７Ａ）。脊柱撮影用のイメ

ージング・プレート imaging plate （Ｉ
Ｐ）の大きさは 14 × 34 インチである。
このＩＰは横幅が広いので両側の腸骨稜

も中に収まり、後述する骨成熟の評価に

も便利である。長さも 34インチあるので
頭部から骨盤まで十分に収まる。ＩＰに

は 3× 3cmマスでＩＰの縦横の縁に平行
な金属の格子が入っている（図７Ｂ）。Ｃ

ＲではＸ線被爆量が通常のＸ線撮影に比

べかなり少い。

臥位（仰臥位・腹臥位いずれも）での

撮影は下記の理由等により、座位や立位

に比べ、脊柱変形の評価では診断的価値

が劣るので、立位や座位がとれる患者に

おいては臥位ではＸ線撮影は行うべきで

はない。すなわち、臥位では、１）立位

や座位では作用する脊柱の長軸方向の重

力の影響がなく、２）平面の撮影台から

の応力が脊柱に直接作用し、３）四肢に

拘縮をきたしている場合、その四肢に診

察台から作用する応力が、間接的に脊柱

の形状に影響する。経験的に臥位では座

位よりおよそ 20度 Cobb角が小さくなる
（臥位矯正）。以上のように撮影したＸ線

写真から下記のいくつかのパラメーター

を計測する。

１）Ｘ線写真前後像での評価
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a）側弯の評価（図３参照）

以下の事項を判定する。

（１）側弯が、単一カーブ single curve
なのか、 重複カーブ double curve
なのか、あるいは多数カーブ

multiple curveなのか。
（２）各カーブが右凸なのか左凸なの

か。

（３）各カーブがどこにみられるのか、

すなわち弯曲の範囲がどこからど

こまでで（上端・下端の決定のし

かたは次の Cobb法において説明す
る。）、弯曲の頂点（頂椎 ap ica l
vertebra）がどこなのか。例えば特
発性側弯症では、腰椎カーブ

lumbar curve（主たる頂椎：第 2腰
椎）、胸腰椎カーブ thoraco-lumbar
curve（主たる頂椎：第 12 胸椎あ

るいは第 1 腰椎）、胸椎カーブ
thoracic curve （主たる頂椎：第 8
あるいは第 9胸椎）、頚胸椎カーブ
cervico-thoracic curve（主たる頂
椎：第 3 胸椎）に分類されるが、
ＰＭＤでもこの分類が適用できる。

b）側弯の強さの評価；弯曲の角度

angle of the curve （ Cobb角）をＸ
線写真前後像で Cobb法 2）に従って

求める（coronal Cobb ）。
Cobbの原法に従ってその方法を以下に

述べる（図８Ａ）。

（１）Ｘ線写真前後像で側弯（カーブ）

の上端と下端の椎体を決定する。

側弯の上端の椎体 top vertebra はそ
の部の弯曲を構成する椎体の中で

凹側への傾斜がもっとも大きい椎

体で、側弯の下端の椎体 bottom
vertebra はその部の弯曲を構成する
椎体の中で凸側への傾斜がもっと

も大きい椎体である。

（２） top vertebra の上面と bottom
vertebraの下面に沿う直線を引く。

（３）上記の二つの直線に垂線をおろ

す。

（４）これらの垂線のなす角度が“弯曲

の角度 angle of the curve（Cobb
角）”である。

Cobbの記載はここまでであるが、top
vertebraは上端終椎 upper end-vertebra、
また、bottom vertebra は、下端終椎
lower end-vertebraとも呼ばれる。またカ
ーブの頂点に位置する椎体を頂椎 apical
vertebra と呼ぶ。カーブがひとつ（単一
カーブ）の場合は上記の方法で求めるが、

カーブがふたつ（重複カーブ）の場合は

上のカーブの bottom vertebraと下のカー
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図８　脊柱のＸ線写真の評価
Ａは前後像での評価、Ｂは側面像での評価

である。①：側弯の角度（Cobb 角 :coronal
Cobb）、②：重複カーブの場合の Cobb角の
求め方。上のカーブの bottom vertebra下面に
沿って引かれた直線を、下のカーブの top
vertebraの上面に沿って引かれた直線と平行
であるとみなして、代用する。③：骨盤傾斜
角 pelvic  obliquity（座位でのレントゲン前後像
で左右の腸骨翼の上端を結ぶ直線と、水平線
とのなす角度）④：前後弯の角度（Cobb 法 :
sagittal Cobb）、⑤： kyphotic index（KI）: 図４
の説明あるいは本文参照。



ブの top vertebra は移行椎 transitional
vertebra（中間椎 neutral vertebraあるい
は干渉椎ともいう。）といい、同一である

ので、通常、上のカーブの b o t t o m
vertebra の下面に沿って引かれた直線を、
下のカーブの top vertebraの上面に沿っ
て引かれた直線と平行であるとみなして、

下のカーブの弯曲の角度の測定に、代用

して用いる（図８Ａ）。従って、移行椎の

上面および下面に沿って、それぞれ 1本
ずつ直線を引くようなことはしない。

c）骨盤傾斜の評価（図８Ａ）

（１）骨盤傾斜（角）pelvic obliquity
（ pelvic angle to the horizontal ）：
Ｘ線写真前後像で左右の腸骨翼の

上端を結ぶ直線と、水平線とのな

す角。通常、Ｘ線フィルムを垂直

にセットするので、フィルムカセ

ッテの底面が水平となる。

（２）（解剖学的）骨盤傾斜（角）pelvic
obliquity（ anatomical ）：Ｘ線写
真前後像で左右の腸骨翼の上端を

結ぶ直線と、第 7 頚椎の棘突起と
第 1 仙椎の中心を結ぶ直線に直角
な直線とのなす角。

通常、側弯症の診療で用いる骨盤傾斜

pelvic obliquity は（１）の pelvic angle to
horizontal（水平線に対する骨盤の傾き）
のことである。（２）は解剖学的な定義で

あり、臨床の場ではあまり用いない。

d）体幹バランスの評価 : torso
（ truncal ） decompensation （体幹
のバランスの破綻）の評価

Broomらの方法 5）とOseboldらの方法 8）

があるが、Broomらの方法が一般的であ
る。

（ 1）B r o om らの方法 5）（ v e r t i c a l
plumbline を用いる方法）（図５Ｂ）
（現在はこの方法がポピュラーであ

り、千葉東病院でも用いている。）

Broomらの原法では、患者を自
然に立たせ、後頭骨底部中央から

先端に錘のついた紐 v e r t i c a l
plumblineを吊り下げ、この紐と、
第 1 仙椎の棘突起との距離を測定
する。頚椎の変形のある患者の場

合などは、第 1 胸椎棘突起先端か
ら vertical plumbline を吊り下げて
もよい。紐が第 1 仙椎棘突起から
離れた部位を通るときは体幹バラ

ンスが破綻していると評価する。

以上は診察での評価であるが、

千葉東病院ではこれをＸ線評価に

導入している。すなわち、前述の

3× 3cmマスで金属の格子が入っ
た脊柱撮影用のイメージングプレ

ートを垂直に立て、患者を自然に

立たせ、Ｘ線写真前後像を撮影す

る。垂直な金属線の陰影を利用し

て、第７頚椎棘突起からの vertical
plumbline をＸ線写真上に作図し、
これと第 1 仙椎の棘突起との距離
を計測する。vertical plumbline が
両側の仙腸関節の間の範囲に納ま

れば、体幹バランスはほぼ保たれ

ていると評価される。

（２）Oseboldらの方法 8）では、座位で

のＸ線写真前後像で左右の腸骨翼

の上端を結ぶ直線を引く。この直

線の中点からこの直線に直角な直

線を第 1 胸椎の高さまで、頭側に
向かって引く。第 1 胸椎の椎体の
中心点を取り、この点と頭側に向
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かって引いた線の水平距離を計測

する。torso decompensation とこの
距離が相関する。（この方法はあま

り用いられていない。）

e）骨成熟（skeletal maturity）の評価

（図９）

一般に、特発性側弯症は骨成熟年齢に

達するまで脊椎の成長に伴って進行する

ため、今後どのくらい脊柱変形が進行す

るか予想するためには、脊椎の骨成熟度

を判定する必要がある。この判定は主に、

腸骨稜骨端核の出現の程度を見る Risser
分類や骨盤の臼蓋部分に骨成熟が完成す

るまで見られるＹ軟骨 triradiate cartilage
（ TRC ）の成熟の程度の評価により行わ
れることが多い。これらの評価はＰＭＤ

の脊柱変形でも行われる。

（１）Risser分類 4）（図９Ａ）

Risser らが 1936年報告した方法
である。腸骨稜骨端核の出現（こ

れは腸骨稜骨端線の出現も意味す

る）は前上腸骨棘から始まり、次

第に後上腸骨棘に向かって成長し、

出現してから約 2 年で後上腸骨棘
に達して成長が終了し、それから

さらに約 2 年で腸骨と癒合（すな
わち骨端線が閉鎖）する。

骨盤Ｘ線写真前後像で、腸骨稜

の前上腸骨棘から後上腸骨棘まで

の稜線を 4 等分して、腸骨稜骨端
核が未出現のものは Risser 0 、骨
端核が出現してその内側端が、腸

骨稜の外側 4 分の 1 に限局してい
るときは Risser 1 、腸骨稜の中央
に位置するときは Risser 2 、内側 4
分の 1 の部位まで到達したときは
Risser 3 、後上腸骨棘まで達したと
き（すなわち成長が終了したとき）

は Risser 4 、骨端核が腸骨と癒合
したときは Risser 5 と評価される。
Risser 5 をもって脊椎の骨成長は終
了した（骨成熟が完成した）と評

価される。

（２）Ｙ軟骨 triradiate cartilage （TRC）
（図９Ａ，Ｂ）

Ｙ軟骨は、寛骨を構成する三つ

の骨すなわち、腸骨・坐骨・恥骨

の間に成長期にみられる軟骨で、
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図９　骨成熟度を見るためのＸ線検査
Ａは前後像Ｘ線写真での腸骨稜骨端核の出

現・成長の程度および癒合の如何を見る
Risser分類（5段階）および骨盤の臼蓋にみら
れるＹ軟骨（triradiate cartilage : TRC：図中の
矢印）を示した。Ｂは寛骨におけるＹ軟骨の位
置を示した。



寛骨臼 acetabulum に一致して、Ｙ
字型にみられる軟骨である（図９

Ｂ）。

Ｘ線写真正面像では図９Ａに矢

印で示すように、臼蓋の中央付近

の透亮像として現れる。この軟骨

は骨成長の停止、すなわち骨成熟

の完了に伴い消失する。Ｙ軟骨を

用いた脊椎の骨成長の評価はＹ軟

骨が open、closing、closed のいず
れに相当するかにより評価され、

open は脊椎の骨成長が進行中であ
ることを、closed は脊椎の骨成長
の終了を示すものである。

Risser 0 、triradiate cartilage が
open といった場合が、脊柱変形の
進行の可能性が高く、Risser 5 、
triradiate cartilage が closedといっ
た場合が、脊柱変形の進行の可能

性が低いとされる。

f）脊椎の回旋の評価

筋ジストロフィーに伴う脊柱変形にお

いて脊柱の回旋を評価しなければならな

い状況にあるときは、通常、側弯や後

弯・前弯がきわめて高度な場合であり、

回旋の程度の著しい場合が多い。以下に

述べる方法は、いずれもＸ線写真前後像

における椎弓根の陰影の椎体陰影に対す

る位置関係で評価するので、あまりに強

い回旋があるときや、後弯や前弯が強い

場合などは椎弓根の陰影が写りづらくな

り評価が困難になる。方法は紹介してお

くが一般の筋ジス療養施設ではここまで

は評価しなくて良いであろう。

（１）Nash ＆Moeの方法９）

図 10に示すように、脊柱のＸ線

写真前後像で側弯の凸側および凹

側の椎弓根陰影の、形や椎体陰影

における位置で評価する。まずＸ

線正面像での椎体陰影を横方向に

６区画（左右３区画づつ）均等に

分ける（縦割する）。

Neutral : 両側の椎弓根陰影は左
右対称である。

Grade + : 凸側の椎弓根陰影は凹
側に少し移動し始めるが、凸側の

最も外側の区画の中にとどまって

いる。凹側の椎弓根は消失し始め

る。また両側の椎弓根の陰影がひ

ずみ（distortion）始める。
Grade ++ : 凸側の椎弓根陰影は隣
の第 2 区画に移動し、凹側の椎弓
根陰影は次第に消失する。

Grade +++ : 凸側の椎弓根陰影は
凸側の最も内側 （正中より）の区

画に移動する（部分的に椎体陰影

の正中線上に懸かっている場合も

このグレードに含める）。凹側の椎
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椎体の回施 椎弓根陰影 凹
側 

凸
側 

1 2 3

Neutral 
（回施なし。） 

Grade ＋ 

Grade ＋＋ 

Grade ＋＋＋ 

Grade ＋＋＋＋ 

左右対称である。 

凸側：凹側方向へ移動する 
　　　が第1区画にとどまる。 
凹側：消失し始める。 
（両側とも形がひずむ。） 

凸側：第2区画に移動する。 
凹側：次第に消失していく。 

凸側：第3区画に移動する。 
凹側：見えない。 

凸側：正中線を越えて、椎体 
　　　の凹側に移動する。 
凹側：見えない。 

図 10 脊椎回旋度（Nash & Moe9）によ
る）の評価
椎体に対する椎弓根の陰影の変形や偏位に

より評価する。椎体の回旋が大きくなるほど
Gradeが高くなる。



弓根陰影は見えない。

Grade ++++ : 凸側の椎弓根陰影は
椎体陰影の正中線を完全に越えて

椎体の凹側に位置している。凹側

の椎弓根陰影は見えない。

なお、グレードが高くなるほど
回旋角が大きくなる。

（２）Pedriolle法
原理は Nash ＆ Moeの方法と同

じである。脊柱前後像で椎体回旋

計測スケールを用いて計測する。

凸側の椎弓根陰影の椎体の陰影に

おける位置から、計測スケールに

よって容易に回旋の角度が推定で

きる。

２）Ｘ線写真側面像での評価

a）前弯・後弯変形の評価

すなわち胸椎の生理的後弯、頚椎・腰

椎の生理的前弯が保たれているか、それ

とも破綻しているか。破綻している場合

はどのように異常であるか。変形が胸椎

あるいは腰椎のみに偏っているのか、そ

れとも胸椎・腰椎全体におよんでいるの

か、仙骨も巻き込んでいるのか、などを

評価する（図４参照）。

b） kyphotic index（ KI ）3）（図４、図

８Ｂ⑤）

脊柱の矢状面での変形（前弯変形・後

弯変形）の程度を示す指標として KIがあ
る。KIはWilkins & Gibsonが DMDでは、
他の疾患でみられるような短い範囲の

前・後弯変形でなく、脊柱全体におよぶ

ような広い範囲の矢状面での変形がみら

れることを考慮して考案し、1976年に報
告した方法である 3）。千葉東病院では矢状

面での脊柱変形の評価には KIは用いてい
ないが、他施設では現在でもしばしば用

いられる方法なので説明する。

Wilkins & Gibsonの原法 3）では、図４

あるいは図８Ｂに示すように、KIは、座
位でのＸ線写真側面像で、第 7頸椎の椎
体の前下角（図４あるいは図８Ｂの図中

の a点）と仙骨の岬角 promontory（図４
あるいは図８Ｂの図中の b点）を結ぶ直
線 ab 長さと、後弯の頂点に位置する椎体
の前下角（図４あるいは図８Ｂの図中の

c点）から直線 ab に降ろした垂線 cd の
長さの比で、KI= ab / cdと表される。後
弯が強いときには KI の値が小さくなり、
後弯が弱いときは KI の値が大きくなる。
伸立位では無限大に近くなり、また過伸

展型では負の値をとる。

Wilkins & Gibsonと同じ、トロントの
The Hospital for Sick Childrenの Smith
らは 1989年に脊柱後弯に関するＸ線評価
に関して付加的修正を行っている10）。すな

わち、ＤＭＤのＸ線側面像で、腰椎が後

弯変形を呈し胸椎が伸展している変形し

た脊柱と、腰椎が生理的に良好な前弯を

保ち胸腰椎部も生理的な後弯を保ってい

る正常に近い脊柱が、同じ値の KI を示す
ことがあり、KI のみでは実際の変形の把

握が困難な場合もみられることから、Ｘ

線写真の側面像で、KI の計測時に同時に、
定 性 的 視 覚 評 価 qualitative visual
judgement を行うことの必要性を提唱し
ている。彼らはＸ線写真側面像で腰椎部

が前弯 lordotic あるいは伸立 straight して
いる場合、「腰椎が伸展 extended してい
る。」と評価することを提案している。

また、KI をそのまま使うと、脊柱変形
が強いほど KI は小さい値をとるためた
め、1993年に大阪大学の Odaらは、脊椎
の矢状方向の変形の指標として 100 / KI
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を採用した 11）。100 / KIの値は脊柱変形
が強いほど大きくなり、変形が軽いほど

小さくなるので、指標として使いやすい。

c）矢状面での弯曲の角度の計測（図８

Ｂ④）（ sagittal Cobb ）

Cobb法に準じて行う。同時に前後弯の
範囲と頂椎の位置も記録する。千葉東病

院では手術方法の計画のために術前と、

また矯正の程度の評価のために術後に、

必ず脊椎Ｘ線写真側面像での Cobb法で
脊椎の後弯（あるいは前弯）の程度の評

価を行っている。

Ｄ　その他の検査

ＰＭＤにおいて心肺機能の検査は脊柱

変形やそれに伴う胸郭の変形あるいは呼

吸筋の萎縮や心筋症変の心肺機能への影

響を把握する意味で重要である。さらに

手術的治療の必要がある症例においては、

麻酔が安全にかけられるか否か、また安

全な周術期管理ができるか否かを判断す

る意味で必須である。

肺機能検査は特に、①肺活量 v i t a l
capacity（VC）、②患者の身長、年齢、性
別から算出される標準肺活量に対する患

者の実際の肺活量の割合：％肺活量

percent vital capacity（%VC）、③努力性肺
活量 forced vital capacity（FVC）、は必ず
測定しておく。

心機能評価は通常、心電図 electro-
c a r d i o g r am（ECG）および心エコー
ultrasound cadiogram（UCG）にておこな
う。ECGでは、心伝導障害や心筋障害を
示唆する所見の有無に着目する。UCGで
は特に、左室駆出率 ejection fraction
（EF）の低下、左心室の拡大、左室壁運
動の低下などの筋ジストロフィーに伴う

心筋障害を示唆する所見の有無に注意す

る。

胸部Ｘ線写真正面像においては、脊柱

や胸郭の変形による心陰影の偏移、横隔

膜の弛緩・上昇に伴う肺の縮小などに注

意するとともに、心不全を示唆する所見

である心陰影の拡大や胸水の貯留の有無

を確認する必要がる。心陰影の大きさは

心胸郭比 CTR（cardio-thoracic ratio）で
評価する。

血液検査ではＰＭＤ患者において現時

点で最も重要なのが神経体液因子の 1つ
であるＢＮＰ（脳性ナトリウム利尿ペプ
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A B

C

図 11 写真撮影
術前と術後に患者の前面（Ａ）と側面（Ｂ）の

２枚撮影する。前面の写真では患者が両手を
挙上できるかどうかなどを記録する。側面の
写真では矢状面での後弯・前弯などの変形の
具合を記録する。また腹部の皺（Ｃ）も術前後
の比較のために記録する。



チド brain natriuretic peptide、あるいは B
型ナトリウム利尿ペプチド B - t y p e
natriuretic peptide）である。血漿ＢＮＰ
濃度は慢性心不全の重症度にしたがって

上昇する。

近年の日本におけるＰＭＤ臨床研究の

成果により、全国のＰＭＤ療養施設では、

ＤＭＤ患児に対する上述の心肺機能検査、

胸部Ｘ線写真撮影、ＢＮＰ測定はすでに

ルーチン検査となっている。

Ｅ　写真撮影による記録

術前と術後に以下のように写真撮影

（自然写真）（図 11）をする。まず患者に

上半身裸になってもらう。写真は患者の

前面（図 11 Ａ）と側面（図 11 Ｂ）の 2
枚撮影する。腹部を横走する皺（図 11 Ｃ）、

および患者が両手を挙上できるかどうか

を記録する。起立不能の患者で、両上肢

とも挙上できなければ、両上肢の機能は

著しく低下しており、 f u n c t i o n a l
quadriplegiaと判断される。側面の写真で
は矢状面での後弯や前弯などの脊柱変形

の具合を記録する。

５ ＰＭＤの脊柱変形の評価

ＰＭＤ患者に対して、問診・診察・Ｘ

線検査などの諸検査が一段落したら、今

度は「はたしてこの患者の脊柱変形の程

度は重いのか軽いのか？｣、｢変形のタイ

プは進行性のものなのか、あるいはあま

り進行しないものなのか？｣、｢生命予後

や呼吸機能の低下と関連しているの

か？｣、｢このまま放っておいてもいいの

か、あるいは何か治療を開始すべきなの

か？｣、等の問題を解決すべく、脊柱変形

の総合的な評価をすべきである。

個々のＰＭＤ患者の脊柱変形の評価の

要点は以下のとおりである。

１）構築性の脊柱変形の有無の判定

２）現時点における脊柱変形の解析・

評価

３）現時点までの脊柱変形の進行経過

の解析および予後の推定

４）治療の適応の検討（保存的治療・

外科的治療の適応に関しては、そ

れぞれの章を参照。）

上記のうち、“３）”を行うためには、

ＰＭＤの脊柱変形の進行の自然経過を知

らなくてはならない。ＰＭＤの中でも特

にＤＭＤの脊柱変形に関してはその進行

の自然経過やその分類については研究・

検討がなされている。ＤＭＤの脊柱変形

の自然経過に関する過去の報告には

Wilkins & Gibsonの報告 3），6）と Odaらの
報告 11）があるので以下に紹介する。また

ＤＭＤの脊柱変形の特徴に関する代表的

な 2つの報告も紹介する。

Ａ　ＤＭＤの脊柱変形の自然経過に関す

る報告

１）Wilkins & Gibson の提唱したＤＭ

Ｄの脊柱変形の分類と脊柱変形の

自然経過の分類およびその病理発

生について３），６）

a）ＤＭＤの脊柱変形の分類と脊柱

変形の自然経過の分類

多くのＤＭＤ患児は、年齢が十代に入

り、車椅子の生活を余儀なくされるよう

になると、進行性の脊柱変形がみられる

ようになる。

トロントの The Hospital for Sick
Children の Wilkins & Gibson によるＤＭ
Ｄ患者 62名の検討 3）， 6）では、ＤＭＤの
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脊柱変形を 5群に分類している。Ⅰ群は早
期伸立型 early straight spines 、Ⅱ群は後
弯型 kyphotic spines 、Ⅲ群は後側弯型
kyphoscoliotic spines 、Ⅳ群は後弯を伴わ
ない側弯型 scoliotic spines without
kyphosis 、Ⅴ群は伸展型 extended spines
である。

彼らはＤＭＤの脊柱変形の自然経過に

は 2つの経路があると提唱している。す
なわちⅠ群→Ⅱ群→Ⅲ群→Ⅳ群へと変形

が進行する経路 unstable pathway と、Ⅰ
群→Ⅴ群へと移行する経路 stable pathway
である。脊柱変形の分類は変形の自然経

過に関連しているので、以下に各経路に

沿って脊柱変形の分類を説明する。なお

62 名中、Ⅰ群は 9 名、Ⅱ群は 16 名、Ⅲ
群は 9名、Ⅳ群は 14名、Ⅴ群は 14名で
あった。

（1）ＤＭＤの脊柱変形における初期の
病像

Ⅰ群（early straight spines）は最も若

年のグループであり、傍脊柱筋の筋力は

Wilkins & Gibson の分類で Grade 2から
Grade 3程度残存している。長下肢装具な
どで歩行可能であるか、移動に車椅子を

使用せざるを得なくなってまもない患者

群である。前後弯は正常範囲内で、側弯

は Cobb角 20度以下で、骨盤の傾斜も無
視できる程度である。unstable pathway
をたどる場合にはⅠ群はⅡ群に移行する。

またⅠ群の症例で後弯変形が生ずること

なく、伸立位あるいは伸展位のまま経過

し、Ⅴ群に至った場合、stable pathwayを
たどったとされる。

（2） unstable pathway
Ⅱ群（kyphotic spines）ではⅠ群より

傍脊柱筋の筋力が低下しており、変形は

通常、後弯から始まる。側弯は一部の患

者で増大するが Cobb 角は 35度未満であ
る。

Ⅲ群（kyphoscoliotic spines）になる

とＸ線写真側面像でかなりの後弯と著名

な骨盤の後傾 posterior tilting of pelvis が
みられ、Ｘ線写真前後像では Cobb 角 35
度以上の側弯と、骨盤の傾斜 pelvic
obliquity がみられる。図３ＣはこのⅢ群
の患者のＸ線写真である。

Ⅳ 群 （ scoliotic spines without

kyphosis）ではもっとも高度の変形を示

し、側弯は Cobb 角 35度以上で、しばし
ば 100度以上である。多くの患者は脊椎
と骨盤の双方の軸の回旋 axial rotation を
呈する。この軸の回旋 axial rotationなど
のために、矢状面での変形はむしろＸ線

写真側面像では減弱あるいは消失して見

える。Ⅳ群でみられる著しい側弯が、後

弯が“側方に転換 deflected to the side”
したために生じたものであるのか、それ

とも“もともとの変形 primary deformity”
であるのかに関してはWilkins & Gibson
は分からないと述べている。図３Ｄはこ

のⅣ群の患者のＸ線写真である。中には

骨盤の回旋はなく側屈のみを示す例もあ

る。

（3） stable pathway
stable pathway をたどった場合は、Ⅰ群
からⅤ群（extended spines）に行き着く

が、Ⅴ群では、脊椎は後弯も前弯もない

か、あるいは過伸展の状態である。正面

像で骨盤の傾斜はほとんどなく、側弯も

Cobb 角 35度以下である。骨盤は正常な
位置関係にあるか、やや前傾している。

図３ＡはこのⅤ群の患者のＸ線写真であ

る。
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b） Wilkins & Gibson の提唱した脊柱変

形の病理発生３）、６）

病理発生的にみると、unstable pathway
においては、まず脊椎の伸筋の筋力低下

により、後弯が進行する（Ⅱ群）。この後

弯は脊椎の後方要素を支えているすべて

の靱帯構造に一定の張力を与える。脊椎

伸筋の筋力低下は骨盤を後傾させ、それ

が脊柱の荷重に対する抵抗力を減退させ

る。脊椎が後弯の状態では、椎間関節が

開くために、脊椎の側屈や回旋が助長さ

れる。この脊椎に不均等な横向きの力が

作用すると、脊椎の側方崩壊が生ずるこ

ととなる（Ⅲ群）。骨盤の前額面での傾斜

の進行は側弯の進行を永続的なものとす

る。最終的な段階では、脊椎（時には骨

盤）の軸の回旋 axial rotation を呈するに
いたる（Ⅳ群）。当初から骨盤の回旋なし

に、強い側弯の見られる患者もいる。

また stable pathway で、伸展した脊椎
を有するに至る場合は、大抵、原因はは

っきりしないが、車いすに乗るようにな

ってかなり早い時期にこの姿勢をとるに

至る。そして筋の変性・消失とともに、

脊椎の線維性の伸展拘縮が進行する。こ

の姿勢では椎間関節がロックされるため

側屈や回旋が制限されるため、側弯や回

旋変形が生じにくい（Ⅴ群）。

２）Oda らの提唱した脊柱変形の自然

経過の分類と臨床所見との関連 11）

Wilkins & Gibson は unstable pathway
において脊柱変形の進行とともに後弯が

減弱（消失）する患者群が存在すること

を、Ⅲ群からⅣ群への移行という現象で

示している。これを受けて、大阪大学整

形外科の Odaらは、1993年の報告 11）で、

後弯から前弯への転換に着目してＤＭＤ

の脊柱変形の自然経過を検討し直した。

Odaらは、46名のＤＭＤの患者で、とく
に身体の矢状面方向の変形の推移に着目

して、約 7年の経過を追った解析を行い、
経過中に母集団の 3分の 1以上で、後弯
が前弯に変化することを見出した。かれ

らはこの群を含めて、ＤＭＤの脊柱変形

の進行の自然経過を次のように 3型に分
類した。

第 1型は、前提として経過中ずっと後弯

が見られ、かつ側弯が間断なく進行する群

である。最終的に、脊柱は“collapsing
spine（つぶれた背骨）”の状態を呈する
にいたる。この状態では脊椎や骨盤の回

旋変形の進行のため、Ｘ線写真側面像で

KI を測定することが難しい場合もある。
側弯の中心は腰椎部か胸腰椎移行部であ

る。側弯と関連して骨盤は傾斜する。Ｘ

線写真前後像で高い方の腸骨稜が側弯の

凹側に位置する。大体の傾向として側弯

は Cobb 角が 30度ぐらいまでは比較的ゆ
っくり進行するが、30度を超えると急激
に進行する。Cobb 角が 30度に達するの
は個人差はあるが、9～ 15歳である。言
い替えると第 1型に属するほとんどの患
者は 15歳以前には Cobb 角 30度に達す
る。最終的に Cobb 角が 100度以上にな
る患者は第 1型の患者の 3分の 1以上を
占め、130度以上の Cobb 角を示す患者も
みられる。骨盤傾斜角と Cobb 角との間
には正の相関（p<0.01, r=0.904）がみられ
る。これは腰椎部や胸腰椎移行部の側弯

変形は仙骨や骨盤を巻き込んでいるとい

うことを示す。すなわち骨盤の傾斜が甚

だしい症例はかなりの側弯を伴っている。

第 2 型は初めは脊椎は後弯を示すが、

次第に前弯傾向を示し、最後には明らか
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な前弯となる群である。側弯の進行に関

しては一様でなく、ほとんど進行しない

もの、緩やかに進行するもの、急激に進

行するものなどまちまちである。前弯が

強くなった時点では、骨盤は前方に傾き

anterior tilting of pelvis（すなわち仙骨が
前におじぎするような形になる。）、仙骨

角 sacral angle（矢状面での仙骨の傾きで、
仙骨の上部が前に傾くと正の値、後ろに

傾くと負の値をとる）がほとんどの例で

60度以上となる。胸椎の前弯のため、胸
郭の前後径が短くなり扁平になる。側面

像で脊柱変形の経過を追ってみると、後

弯から前弯に移行するのは 11 歳から 15
歳の間である。すなわち、ほとんどの第

2型の患者は 15歳までに前弯変形を示す
にいたる。側弯に関してはその程度はま

ちまちであるが、Ｘ線写真前後像で骨盤

傾斜角と Cobb 角との間には正の相関
（p<0.01, r=0.796）がみられる。
第 3 型は脊柱変形が軽度の群である。

第 3型では、経過全体をみた場合、後弯
から前弯に転換して、最終的に前弯にお

ちつく症例（第 2型）は除外されており、
矢状面での変形は、比較的経度の後弯の

まま推移するか、後弯から一時的に軽度

の前弯に移行してもまた軽度の後弯に戻

るか、経過中ずっと軽度の前弯のままで

あるかいずれかである。第 3型において
は側弯も大体において Cobb 角 30度以下
をキープしている。大体において生理的

な後弯にとどまるか、前弯であっても、

第 2型のように強くない。骨盤の傾斜も
ごく軽い。

46例のＤＭＤ患者における、上記 3種
の型の内訳は、第 1型は 21例（45.7％）、
第 2型は 18例（39.1％）、第 3型は７例

（15.2％）であった。
Odaらは臨床所見を各群で比較してい

る。その結果、努力性肺活量 forced vital
capacity （ FVC ）は、いずれの群でも 12
～ 15歳の間にピーク値を示しその後は減
少傾向を示すが、第 3型の患者において
は、第 1型や第 2型に比べて、全年齢を
通じて、FVCの値は大きい傾向があった。
また、すべての第 3型の患者は経過中に
2,000ml以上の FVCを示す時期があった
が、第 1型や第 2型の患者においては経
過中に 2,000ml以上の FVCを有する時期
を有したものはまれであった。第 1型や
第 2型においては FVCは 18歳以降はお
おむねかなり低値となったが、第 3型の
中には 18歳以降も比較的良好な値を維持
するものがあった。また気管切開を要し

た患者数も第 1 型や第 2 型に比べ、第 3
型では極端に少なかった。

Ｂ　ＤＭＤの脊柱変形の特徴に関する報

告

１）我が国の、野島、和田らによる知

見 12）

1987年 1月に出版された愛媛大学医学
部整形外科学教室の野島元雄先生の「筋

ジストロフィーに対するリハビリテーシ

ョン」12）には、それまでの DMDの脊柱
変形に関する知見が集約されている。こ

の中で、野島らが共同研究者の和田らと

ともに行った厚生省筋萎縮症児収容施設

の 3施設〈国立療養所西多賀病院、同兵
庫病院、同徳島病院〉210 名の DMD 患
者の実態調査の結果が紹介されている。

この結果についての記載を引用する。

「（ＤＭＤ患者）210例において、Ｘ線
上脊柱変形のみられなかったものは 14
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例、 6 . 7 ％に過ぎない。残り 1 9 6 例、
93.3％に程度の差こそあれ変形がみられ
た。これらの側弯の程度は 1 ～ 9 3°
（Cobb角）にわたり平均 20.3°であった。
また側弯の弯曲パターンは胸椎型 36 例
（18.4％）、胸腰椎型 110例（56.1％）、腰
椎型 34例（17.3％）、ダブルカーブ 16例
（8.2％）であり、胸腰椎部にまたがる大
きなＣカーブを示すものが多くみられ、

ダブルカーブのようなバランスの良いカ

ーブや小さな範囲のものは非常に少なか

った。なお、側弯の主弯曲の向きについ

ては、右凸を示すものが 111例（61.7％）、
左凸を示すものが 69例（38.3％）であり、
右凸を示すものが多くみられた。

次に年齢との関係を見ると、年少者で

は側弯度は軽度であり、20°以内に止ま
っているが、12才頃より次第に側弯が進
展し、高度となる様相が見られた。stage
との関係は、stage 4 （歩行可能な時期）
までは側弯度は 20°以内にとどまるが、
歩行が不能になると、次第に高度な側弯

がみられるようになる。なお stage 3 以下
のものでは、可撓性を示すものが多くみ

られたが、stage 4 以上となるとともに、
構築性となる傾向がみられる。

なお、側弯と前弯・後弯との関係につ

いては、側弯に前弯を合併するものが 44
例中 20例（44.5％）、後弯を合併するも
のが 14例（31.8％）であり、stageが進
展し、側弯の程度が高度となるものには

後弯を合併するものが多くなる傾向がみ

られる。なお、stage の進行にもかかわら
ず前後弯変形なく、伸立位をとるものも

少なからず認められた。

以上を要約すると、病勢の進展ととも

に、特に歩行が不能となり、後弯を伴っ

た側弯が著明となり、構築性側弯へとそ

の程度はさらに進展し、後弯も著明とな

る。それらに関連して著明な胸郭変形を

もたらし、形態学的にも心肺機能に大き

な障害を与えるものと考えられる。多く

のものが側弯とともに後弯を合併するが、

前弯状となるもの、前後弯変形を欠き、

伸立位をとるものもある。（以上文献 12
より引用）」この記載はＤＭＤの脊柱変形

の特徴をよく捉えている。

２）トロントの The Hospital for Sick

Children の Smith らのＤＭＤの脊

柱変形に関する調査 10）

Smithらは、脊椎手術を受けずに死亡
した 51名のＤＭＤ患者の検討を行い、側
弯変形の様式を 5 つに分類している 10）。

すなわち、a）右凸胸腰椎型（18名）、b）
左凸胸腰椎型（15 名）、c）右凸腰椎型
（3 名）、d）左凸腰椎型（10 名）、e）
double major curve型（5名：すべて胸椎
右凸・腰椎左凸パターン）である。種々

のパラメーター、すなわち歩行開始年

齢・歩行が不能になった年齢・脊柱変形

の開始時期・腸脛靱帯切離術の有無・死

亡年齢などはすべて上記の各タイプにお

いて有意差はみられなかった。

全タイプを通じて、脊柱変形の進行速

度は、歩行開始年齢・歩行が不能になっ

た年齢・脊柱変形の発現時期などとは関

連がなかった。しかし、脊柱変形の進行

速度は最終的な側弯の程度とは正の相関

を示し、死亡年齢とは逆相関を示した。

すなわち脊柱変形の進行速度が速いほど

死亡前の Cobb角は大きく、若年で死亡
する傾向がみられた。また、腸脛靱帯切

離術を行った既往があるかどうかは、脊

柱側弯が重症になるかどうかとは関係な
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いということであった。

以上、ＤＭＤの脊柱変形の分類や自然

経過に関する知見を紹介した。担当して

いる患者の脊柱変形の評価に参考になれ

ば幸いである。
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諸言

筋ジストロフィーに伴う脊柱変形に対

する治療は以前より保存療法も行なわれ

てきた。保存療法とは硬性のコルセット

により、体幹変形の矯正状態を維持し変

形の進行を予防する事であるが、硬い素

材が絶えず皮膚に接触するため皮膚のト

ラブルや痛みの訴えが多く、結局はずさ

ざるを得なくなったり、たとえ装着して

いても進行性で、治療にも抵抗性である

ため脊柱変形は進行してしまうことが多

いとされてきた。このため、外科的治療

が必要であるという意見が海外では一般

的である。このため、筆者らも進行性で

あろうと推定される筋ジストロフィーに

伴う脊柱変形に対しては積極的に外科的

治療を行なってきた。筋ジストロフィー

に伴う脊柱変形に対する手術治療は筆者

らの経験や、以前の報告等を含めても我

が国においては、未だその数は十分と言

えず、治療体系は確立されていない。

筆者らは筋ジストロフィーに伴う脊柱

変形に対し症例を重ねているので、この

外科的治療法につき紹介したい。

筋ジストロフィーに伴う脊柱変形の画像

評価

脊柱変形は、その程度の評価は難しい。

その理由は変形が 3次元的であるからで
ある。すなわち、変形は正面から見た時、

横から見た時、斜めから見た時、それぞ

れ、違った様相を呈するからである。正

面から見た時、まっすぐでも横から見た

時はとても脊柱の後弯変形（猫背）が強

かったり、逆に、脊柱の前弯変形が強か

ったりとするためである。このため、現

在では様々な方法により変形の程度を評

価する試みがなされているが、それぞれ、

利点と欠点が有り、主に評価が正確にな

ればなる程複雑になる傾向が有るため、

一般には、便宜上脊柱変形は前後像と矢

状像の X-P をとることにより、Cobb 法に

よりその程度を評価することが多い

（Fig-1）。

第４章
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筋ジストロフィーに伴う脊柱変形に対し

て外科的療を行なう場合のクリティカル

パス

当院で用いている脊柱側弯症の手術に

おけるクリティカルパスを Fig-2 に示し

た。術前術後が順調に進行した場合の大

きな経過である。ただし、術前検査や術

前自己血の貯血量、貯血スケジュール、

術後の経過などによってはパス通りには

経過しない事もあり得る。

手術適応

通常の思春期特発性側弯症では、Cobb

法において 50˚を超える症例に対して美
容上の問題点や成長終了後の変形の進行

や経年的な心肺機能の低下、腰背部痛の

出現と増悪などをも考慮して患者や家族

と相談したうえで手術を考慮する。しか

し、筋ジストロフィーに伴う脊柱変形は

40˚を超えると進行のスピードは増してい
く傾向にある。また、ひとたび変形に加

速度がつくと高度変形に至ることも筆者

らはよく経験している。よって筆者らは

現在では、40˚を超えてきた時、手技上、
変形の矯正の容易さ、手術時間、出血量

においても手術適応として良いと考えて

いる。逆に 60˚を超える症例は手術時間
も長く出血量も多いことが筆者らの経験
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において近年明らかになってきた。でき

るだけ、早期の手術を勧めるゆえんであ

る。

術前の合併症として重要なのは心不全

と呼吸不全であるが、内科医、麻酔科医

との密なる相談のもと、専門医による手

術中止の示唆がない限り手術を行ってき

た。現在に至るまで、2 例の手術中止勧
告があったが、いずれも心エコーにおい

て心壁の動きが悪く、心拍出率が 30％以
下の高度な心不全を合併する症例であっ

た。

手術紹介の注意点

変形が進行性であると思われたなら、

できるだけ早期の専門医紹介を考慮すべ

きである。特に、Cobb 角が 40度を超え
るようであれば、早期の手術が望ましい。

手術時間も短く、出血量も少なく、何よ

り、矯正もよく良好な成績が期待できる。

また手術に実際移行できるかは、呼吸能

力、心機能にかかっている。実際筆者ら

も手術を行なうか否かはこの 2点で決定
している。紹介の際には、長きの経過を

添えて頂きたい。また手術を行なう可能

性のある患者は、床擦れを作らぬように

注意して、また、背中のにきびを作らぬ

様気をつけて頂きたい。さらに、尿路感

染をおこしている患者も多く、ぜひ管理

に気をつけて頂きたい。

手術方法

筆者らは筋ジストロフィーに伴う脊柱

変形に対し後方矯正固定術を 14症例に行
なってきた。方法はすべてインプラント

を用いた脊椎後方矯正固定術である。イ

ンプラントとはフック、ワイヤー、椎弓

根スクリュウ、ロッドである（Fig-3）。

これらはステンレスあるいはチタン合金

でできたものである。変形を矯正したと

ころでこれらインプラントで矯正位を維

持する様に固定する。矯正し固定する範

囲はカーブを含み、上位は胸椎、下位は

第 5腰椎までとしている。矯正の永年の
維持のため骨移植により脊椎固定をおこ

なう。移植を行なった骨が母床に生着す

ると変形が矯正された状態で脊柱が固ま

るわけである。初期症例の 2例は上位胸
椎までの固定を行っているが、症例 3か
ら症例 9までの症例は頚椎を含めた上位
胸椎の可撓性の温存のため、中位胸椎ま

での固定として固定範囲を短縮したが、

固定せず残した上位の脊柱の変形が進行

することが判明しての 10例目の症例から
は上位胸椎までの固定範囲としている。

また、症例 6までは手術時間短縮の考慮
からワイヤーとフックのみの脊椎への設

置としたが、以後は矯正と固定性に優れ

る椎弓根スクリュウを腰椎に用いている。

出血量と輸血

43

第
４
章

筋ジス脊柱変形治療マニュアル

Fig-3



脊柱変形の手術は大掛かりであり、一

般に輸血なしでは不可能である。近年、

同種血輸血に伴う種々の合併症を回避す

るため、整形外科領域を中心に自己血輸

血が盛んに行なわれてきている。筆者ら

も、クリティカルパスにおいても示した

とおり、現在では全症例で術前自己血貯

血を行い、1000 ～ 1200ml（14 例平均
1080ml）の貯血にて手術にのぞんでいる。
この間、全例にエリスロポエチンの注射

投与と鉄剤の投与を行う。出血量は、平

均 1517ml（630～ 2755ml）で、通常の側
彎症手術に比べ多かったが、輸血は全て

自己血と術中自己血回収装置（セルセー

バー）による回収血と術後セルセーバー

による回収血で対処し、同種血輸血は全

例回避可能であった。しかし、側彎度が

60˚を超えると有意に出血量も多く手術時
間も有意に長くなる傾向にあるため、早

期の手術が必要と考えているゆえんであ

る。また、今後は安全のため、貯血期間

を延長し、さらに自己血貯血量を増やし

ていきたいとも考えている。

筆者らによる手術の経験の実際

手術の方法

1997年 7月から 2003年 7月までに筋
ジストロフィーに伴う脊柱変形に対し脊

柱変形の手術を行ったのは 14 症例であ
る。疾患の内訳はDuchenne 型筋ジストロ

フィー（DMD）13例、肢帯型筋ジストロ
フィー（LGMD）1例であり、LGMDの 1
例が女性であり、他の DMD の 13例は男
性であった。全症例前述のように自己血

を 1000ml ～ 1200ml 貯血し、術中はセル

セ－バーによる回収血輸血も併用した。

手術方法は脊椎後方矯正固定術である。

術中の展開創部の固定終了時の様子を示

した（Fig-4）。

初期の 2例は上位胸椎までの固定を行
っているが、症例 3以後は頚椎を含めた
上位胸椎の可撓性の温存のため、中位胸

椎までの固定として固定範囲を短縮した

が、最近の症例は固定を行わなかった部

分の脊柱で新たな変形が生じてくること

が判明してきたため、上位胸椎まで固定

している（Fig-5）。また、下位固定範囲

は DMD の 13 例は第 5 腰椎までとし、
LGMDは第 2腰椎までとした。
症例 6までは時間短縮の考慮からワイ

ヤーとフックのみの脊椎への設置とした

が、以後は矯正と固定性に優れる椎弓根
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スクリュウを腰椎に用いている。それら

の症例について、術前術中術後の問題点

や合併症、変形の矯正、手術時間、出血

量、呼吸能の変化、生活上での変化を検

討、考察したので解説を含め述べたいと

思う。

結果

側弯度は平均で術前 69˚が術後 27˚に、
後彎は術前 73˚が術後 34˚に矯正された。
脊柱変形の矯正が呼吸能力におよぼす影

響を調査するために呼吸能の変化を％VC

で経過観察した。全例侵襲の大きな手術

を行うことによる術直後の呼吸能の低下

を認めず、一時的にせよ％ VC が良くな

った症例も存在した。しかし経過を長く

みると、呼吸能の低下は続き、その経過

様式は自然経過と同様であると考えられ

た（Fig-6）。手術時間は、通常の側彎症

手術と比べ、固定範囲も大きく、変性し、

硬化した軟部を展開したり、ワイヤーを

多数設置するために、平均 7時間 5分（5
時間 36分～ 9時間７分）であり、以前よ
り諸家により報告されているように長い

傾向であった。出血量は、平均 1531ml
（630～ 2755ml）で、輸血は全て自己血と
術中自己血回収装置（セルセーバー）に

よる回収血と術後セルセーバー回収血で

対処し、同種血輸血は全例行なっていな

い。

術前と術後の変化した点において検討

すると、DMD の 13例とも術前座位バラ
ンスが悪く自力保持が困難であり、

LGMD の 1例は歩行可能であったが、バ
ランスが悪く、美容上の問題も大きかっ

た。術後体幹のバランスは著しく改善さ

れた。

また DMD5例に座位での強い腰痛を認
めたが、術後早期に消失した。その他、

坐位がとりやすくなった、家族による介

助が容易になった、下肢鈍痛がとれた、

飲食が容易になった、呼吸が楽になった、

喘息の発作回数が減少した。遊びが楽に

なった、将来の不安が解消された、など

であり、Quality of Life の向上が認められ

た（Fig-7）。

問題点は、術前としては自己血貯血採

血中に迷走神経反射を来した 2例、術前
の尿検査にて尿路感染を認めた 3例、肘
の屈曲拘縮が強かったり、血管が細かっ

たり、血管周囲の脂肪組織が豊富なため

に自己血採血が極めて困難であった 4例
が挙げられる。
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術後の問題点としては、創部離開 4例、
尿路感染 3 例、心不全（頻脈）3 例、術
後短期間の呼吸抑制 1例、座位での強い
腰痛 4例、頚部の筋力低下 6例、感染徴
候を認めない原因不明の発熱 5例が認め
られたが、全例軽快した。しかし、原因

不明の発熱の 1例は尿中ミオグロビン陽
性であり、臨床的問題はなかったが、潜

在的な悪性高熱症をも疑わざるを得なか

った。また、その他、インプラントの問

題として、体の小さな症例には現存のイ

ンプラントが大きすぎ、手術において、

閉創するのに、皮膚と皮下組織がとどか

ず、形成処置が必要である症例が存在し

たり、手術後数年経ってから、判明して

きた事実として、病状が進行し、るい痩

が進むにつれ、設置した体内のインプラ

ントが外より触れる症例が現れたり、固

定範囲が通常側弯症手術と比べ大きいた

め、インプラントの上部先端や下部先端

が、皮下を突き抜け出ようとしてきてい

る症例も存在した。いずれの問題のあっ

た症例も一部抜去などの追加処置により

問題解決可能であったが、今後インプラ

ントの形状やサイズの選択は益々慎重で

あるべきと考えられた。

また、術直後は体幹バランスが良くと

も経時的に悪化する症例も存在し、さら

なるインプラント設置範囲と固定範囲の

検討も必要であると思われた。

症例供覧

手術２例目の症例
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4才にて DMD と診断された。9才より
車椅子移動となり、12才にて、脊柱変形
指摘された。13才 8ヵ月にて脊柱変形高
度となり当科紹介入院となった。術前％

VC50％ 心機能に問題はなかった。
術前 65˚の側彎、55˚の後彎を認めた。

フックとワイヤー、ロッドによる後方矯

正固定術を行い、側彎 38˚後彎 38˚の矯正
を獲得した（Fig-8）。術後 4年 3ヵ月、5
年 2ヵ月にて経時的に非固定椎で側彎の
悪化と、体幹バランスの悪化をレントゲ

ン写真上で認めた（Fig-9）。しかしなが

ら、外観上は手術前と比べ、明らかに車

椅子座位の状態は良好であり、ADL の向

上につながっていると考えられた（Fig-

10）。本症例のように、経過観察中におい

て固定範囲以外の脊柱において新たな変

形を生じることがあり、注意が必要であ

る。

手術 10 例目の症例

4歳にて DMD と診断され、8歳より車
椅子、10歳にて側彎を指摘され、その後
増強し、11歳 4ヵ月にて手術のため入院
となった。術前にて、％VC40.0％、頻脈
を認め、心筋障害を認めた。

術前 114˚の側彎、75˚の後彎、骨盤傾
斜角 50˚であり、著しい脊柱変形を認め
た（Fig-11）。

腰椎には椎弓根スクリュウを用い、後

方矯正固定術をおこない、側彎 35˚、骨盤
傾斜角 21˚ の矯正を獲得しました（Fig-
12）。後彎は 33˚の矯正を獲得した（Fig-
13）。
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手術前とくらべ、車椅子座位での状態

は良好となり、両上肢の使用が可能とな

った。

特に、術前の後彎変形は著しかったが、

術後の側面の姿勢の改善は著明で、座位

バランスの著しい改善を認めた（Fig-14）。

以後も座位バランスは良好であった

（Fig-15）。

手術 12 例目の症例

4歳にて LGMD と診断され、9歳にて
側彎を指摘され、その後増強し、14歳 4
ヵ月にて手術目的にて入院となった。術

前にて、％VC50.0％、心機能は特に異常
はなかった。術前 68˚、58˚ の側彎、56˚
の後彎を認めた。

腰椎には椎弓根スクリュウを用い、後

方矯正固定術をおこない、側彎 22˚、22˚
の矯正と、後彎 30 ˚ の矯正を獲得した

（Fig-16）。

手術前と比べ、立位の状態は良好となり、

美容上も著しい改善が認められた（Fig-

17）（Fig-18）。

考察と結論

近年の筋ジストロフィー患者の生命的

予後は急速に改善されつつある。筆者ら

の 14例の手術経験を通じて判明してきた
事は、呼吸能と延命効果については、当

初、呼吸能の改善をも期待したが、実際

には、％ VC の改善は認めず、不変もし

くは斬減の傾向を認め、手術を行なわな

い症例の自然経過と変わりのない経過を

たどる事が判明しつつある。そこで、現

在、筆者らは進行性の脊柱変形に伴う胸

郭の狭小化による、肺活量の低下の阻止

や、人工呼吸器への移行を容易にしたり、

管理が容易になる効果があると推察して

いる。結論的には、脊柱変形に対する手

術の最大の効用は、自然経過に任せてし

まえば、ADL が悪化の一途をたどること

が必至の筋ジストロフィー患者の Quality

of Life の向上を図ることであると考えら

れた。しかし筋ジストロフィー患者は心
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不全や呼吸不全をすでに合併しているこ

とが多く、その他のリスクも高く、周術

期の問題は極めて多い。このため、手術

にあたっては十分な医師、医療従事者よ

りの説明と患者とその家族との深い理解

と信頼関係の樹立が不可欠であり、その

上に立った慎重な手術適応の決定が極め

て重要である。

術後の注意点とケア

術後注意するべきは、手術後時間が経

ってからの感染である。手術創が発赤、

腫脹していないか、異常に痛がる事はな

いか、膿みが出ている事がないか等のチ

ェックが必要である。また手術により設

置したインプラント（金具）が皮膚を突

き破り出そうでないか、出て来ていない

か、などのチェックも必要である。ここ

でも、床擦れを作らない、尿路感染をお

こさない、等の一般的注意も必要である。

日常生活の動作の注意は特には無い。よ

く聞かれるのは、ねじってはいけないの

か、という質問であるが、もう手術後で

あれば、特に注意はいらない。できるこ

とは、手術前通り何でも行なうべきであ

る。
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要旨

欧米で盛んに施行され効果を上げてい

る脊柱変形矯正手術は、本邦においては、

まだ限られた施設でしか行われていない。

今後、この手術の普及活動を進めるにあ

たっては、この矯正が、実際に患者の生

活の質の改善に結びつき満足を与えてい

るかどうか、確認することが大切である。

この手術を実際に体験した患者の親御さ

んに、この手術についての正直な感想を

聞くべく、アンケート調査を行った。結

果、座位保持能力の改善、美容上の改善

で特に満足度が高く、症例によっては排

痰が顕著に容易になり呼吸器の改善にも

結びついた。全般的に、若干の問題点は

残しながらも手術結果を肯定的にとらえ

満足度の高さが認められた。この手術の

普及が望まれるとともに、術後の対策を

再検討する必要性が示唆された。

Key Words ：脊柱変形矯正手術、満足度、

座位保持能力、美容、自己イメージ

１．はじめに

海外では、Duchenne型筋ジストロフ
ィーにおける脊柱変形の治療として、手

術による矯正が当然のように行われてい

る 1）～ 3）。一方、日本では少数の患者しか

この手術を受けていないのが現状であり、

今後の普及が期待されている。

手術により脊柱変形は確実に改善され

る。しかし、普及活動を進めるに当たっ

ては、この矯正が、実際に患者の生活の

質の改善に結びついているかどうか確認

することが大切である。生活様式など文

化の異なる日本において、この手術が術

後実際に患者や主たる介助者である両親

に満足を与えたかどうか検討することは

重要である。そこで、この手術を実際に

体験した患者の親御さんに、この手術に

ついての正直な感想を聞くべく、アンケ

ート調査を行った。

２．対象と方法

現在、本邦での脊柱変形矯正手術は国

立療養所千葉東病院の整形外科によるも

のがほとんどである。そこで国立療養所

千葉東病院で、脊柱変形矯正手術を受け

た 12例の患者の父親もしくは母親に質問
紙法で 21項目からなる満足度調査を施行
した 1）。アンケート内容は以下の通りであ

る。尚、術後の質問については、術後 1
年位の時点の様子を思い出して回答して

もらった。

質問 1、もし、もう一度機会があれば、
（たとえば、もう一人、筋ジスの子がいて、

脊柱変形の治療をすると仮定した場合）

脊柱変形の手術を受けさせたいかどうか。

質問 2、歩行を含む移動能力の改善度。
質問 3、座位保持の改善に関して。質問 4、
座位保持の上肢の関与。質問 5、食事動

第５章
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作。質問 6、消化器機能。質問 7、日中の
活動（通学したり、読書をしたり、遊ん

だりなど）。質問 8、体幹装具の必要性。
質問 9、褥瘡。質問 10、呼吸器。質問 11、
痛み。質問 12、その他の健康上の問題。
質問 13、睡眠。質問 14、陰部のケア（清
潔など）。質問 15、排泄。質問 16、美容。
質問 17、自己イメージ（自分で自分をど
う考えるか、など）。質問 18、生活の質。
質問 19、全体的に見て、手術は成功だっ
たか。質問 20、神経や筋肉の病気で、脊
柱変形を持った他の患者に、手術を受け

ることを薦めたいか。質問 21、脊柱変形
の手術についての自由な感想。

３．結果と考察

10例の回答が得られた（回収率 83％）。
調査時の患者の年齢は 13 歳 2 ヶ月から
20 歳 8 ヶ月。手術時の年齢は 11 歳 6 ヶ
月から 14歳 3ヶ月（図１）。全例が、手

術による矯正度は良好な症例だった。

質問 1 については、はいもちろんが 2、
多分受けさせるが 4、わからないが 4。
いいえと答えたものは無かった（図２）。

質問 2、歩行や移動が、大きく改善 0、中
等度改善 2、少し改善 1、不変 7。手術前

後の時期も筋力の低下は続くのに加え術

後の安静の時期もあり、歩行や移動能力

の維持には不利な点が多く厳しい結果が

予想された設問であったが、悪化はなく

むしろ改善したと答えたものが 3例あっ
たことは注目すべき結果と言える（図３）。

質問 3、座位姿勢が大きく改善 4、中等度

改善 3、少し改善 3。質問 4、座位保持の
際、術前上肢を使っていた 8例で、大き
く改善 3、中等度に改善 1、少し改善 1、
不変 3。さすがに座位保持能力の改善に
ついては満足度が高かった。良好な座位

姿勢が上肢を自由にさせていることが伺

えた（図４）。質問 5と質問 6に関しては
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図１　患者プロフィール 

図2　質問１「全般的満足度」 

図3　質問2「歩行、移動」 



全例で術前から困難はなかった。質問 7、
日中の活動が中等度に改善 3、不変 5、悪
化 2。悪化の内容としては、術後長時間
座位を取れるようになったが、それに伴

い、臀部（坐骨結節部）の痛みや皮膚障

害が生じたことを理由に挙げている。ク

ッションの工夫などによる苦痛軽減対策

が今後の課題と考えられた。質問 8に関
しては 1例で術前の体幹装具の使用があ
り、それは術後に外れた。質問 9で全例
術前に褥瘡などの皮膚障害は無かった。

前述のように、むしろ長時間座れるよう

になったことで術後の臀部の褥瘡対策が

問題となった。質問 10で、7例は術前か
ら呼吸器の問題は無かった。呼吸器の問

題があったとした 3例は、術後に大きく
改善が 1例、中等度に改善が 1例、不変
が 1例だった（図５）。質問 11は全例術
前から鎮痛剤の服用は無かった。質問 12
のその他の健康については自由回答形式

にしたが、術後喀痰の排出が極めて容易

になったとする意見がある一方、術後疲

れやすくなったとした意見が 1例みられ
た。質問 13、睡眠障害のあった 2例は術
後に改善した。質問 14の陰部ケアに問題
のあった 1例は術後改善した。質問 15で
術前の更衣困難は 5例にあり、これは術
後大きく改善が 1、不変 4 だった。質問
16の美容上、大きく改善 5、中等度改善
2、少し改善 2、悪化 1．悪化の内容とし
て、「術後、座位で体が横に倒れてしまう

ようになり、支えが必要になり美容上悪

化したと思う。」という回答だった。美容

上の満足度も高かった。術後、写真をと

るのが楽しみになった。と特筆した回答

もみられた（図６）。質問 17、自己イメ

ージは大きく改善 3、少し改善 4、不変
3。質問 18の生活の質の改善は患者本人
で、大きく改善 1、中等度改善 5、不変 2、
悪化 2。親で、大きく改善 1、中等度改善
3、少し改善 2、不変 2、悪化 2。悪化を
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図4　質問3「座位姿勢」 

図5　質問10　呼吸器の障害 

図6　質問16　美容 



選んだ理由は、「背筋が伸びて座高が高く

なったため手が口まで届かなくなり自力

で食事が困難になった。手元を見るのが

難しく読書やゲームボーイが困難になっ

た。」「抱きかかえて介護する際、術前よ

り痛みを訴えることが多くなり介護が困

難になった。」だった（図７）。質問 19、

手術は大成功 3、まずまず成功 5、少し成
功 1、変化はなかった 0、失敗だった 0、
無回答 1（図８）。質問 20、他患者に絶対

薦める 1、たぶん薦める 6、わからない 3、
薦めない 0。質問 21、「美容上の改善で友
人と積極的に楽しく付き合うようになっ

た。」「以前は風邪をひくたびのどがゼロ

ゼロして苦しそうだったが、術後は排痰

がすごく楽になった。」「術後特にメリッ

トを感じなかったが、今後呼吸不全など

重症化していくことを考えるとやってよ

かったと思う。」問題点の指摘としては、

「病院が家から遠く大変だった、手術が各

県で可能になってほしい。」「首が不安定

なまま残ったので首がしっかりすわるよ

うにしてほしい。」がみられた。以上、問

題点を残しながらも、手術結果を肯定的

にとらえ満足度の高さが認められた。術

後の満足度の高さからも、この手術の普

及が望まれるとともに、術後の対策を再

検討する必要性が示唆された。

４．文献

1）Rodillo EB et al: Prevention of rapidly
progressive scoliosis in Duchenne
muscular dystrophy by prolongation of
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3: 269-274, 1988
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scoliosis in Duchenne muscular
dystrophy. Muscle Nerve 7: 281, 1984

3）Cambride W et al: Scoliosis associated
with Duchenne muscular dystrophy. J
Pediatr Orthop 7: 436, 1987

4）Bridwell K H et al. Process measures
and patient/parent evaluation of
surgical management of spinal
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flaccid neuromuscular scoliosis
(Duchenne muscular dystrophy and
spinal muscular atrophy). Spine
1998;24: 1300-1309
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デュシェンヌ型筋ジストロフィーの大

部分の患者では 10歳以後呼吸機能検査が
可能で、これを定期的に実施することが

望ましい。これによって将来の呼吸障害

の進行の様子が予想できるだけでなく、

側彎の進展もある程度予測できる。脊柱

変形にともない気管や気管支などの気道

の狭窄がおこり、将来さまざまな意味で

呼吸管理が困難になることが予想される

ため、側彎の進行を予防する必要がある。

側彎進行の危険性が高い患者には予防的

に脊椎手術を実施することが望ましい。

ただし脊柱手術によって呼吸障害の進行

を遅らせることはできない。

１．デュシェンヌ型筋ジストロフィーの

呼吸機能障害の進行

図１に 70名の Duchenne 型筋ジストロ
フィー患者の診療録から、年に 1-2回行

った過去の呼吸機能検査の結果を調査

し、％肺活量の経年変化を調べた結果を

示す。これによると、％肺活量は 10-14
歳から減少しはじめるが、減少する速さ

は患者によって大きく異なっている。％

肺活量が 20 ％以下となった年齢をみる
と、13 歳から 40 歳まで分布している。
これらの患者を％肺活量が 20％以下とな
った年齢により以下の 3群に分類できる。
Ａ群 15 歳以下、Ｂ群 16-20 歳、Ｃ群 21
歳以上。％肺活量の経時的変化を示す折

れ線グラフの上で、3 つの群がプロット
される領域はほとんど互いに重なり合わ

ないので、グラフ上で各群の領域を設定

できる（図２）1,2）。10歳以後の患者を 2-3
年間追跡して、この領域を示したグラフ

上に何回か％肺活量の成績をプロットす

ると、プロットが常に同じ領域に存在す

る場合、％肺活量が 20％に達する前にこ
の患者の属する群、すなわち肺活量低下

第６章
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に関する予後を判定できる。例えば図 3

に示したケースのように 10歳から毎年％
肺活量をグラフの上にプロットすると、

Ａの領域を下降していくことが予想され、

およそ 14歳で％肺活量が 20％以下にな
ることがわかる。

２筋ジストロフィーの側彎を矯正すると

呼吸機能障害の進行は改善するか

特発性側彎症では側彎により胸郭の容

積が減少するだけではなく可動域も低下

し、結果として呼吸機能が低下すると考

えられる。しかし筋ジストロフィーの側

彎では基礎に呼吸に関係する筋の筋力低

下が存在し、これが呼吸機能低下の主た

る原因であると考えられるので胸郭可動

域低下が呼吸機能低下そのものにどのく

らい関与しているのかはわからない（図

４）。もしその関与が大きいものであれば、

側彎を矯正すると呼吸機能そのものが改

善するはずである。図 3 の例においては

12 歳で 40 ％に低下した％肺活量が脊椎
矯正術によって 60％強まで回復し、その
後呼吸筋の筋力低下にともないグラフか

ら予想される経過で低下してくるはずで

ある。図５に脊柱矯正術を行った 2例の

デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者

の％肺活量の経時的変化を示す。一例は

脊椎固定術後一時的に呼吸機能は改善し

たようにみえるが、長期的にみるとどち

らの症例も手術は呼吸機能障害の進行を

改善させたとはいえない。少ない症例数

で断定することはできないが、筋ジスト

ロフィーの場合は側彎矯正術で呼吸機能

障害の進行を遅らせることはむずかしい

ように思われる。

３．筋ジストロフィーの側彎は気道狭窄

の原因になるか

脊柱側彎があると体幹の外表は著しく

変形する。しかし当然ながら著しく変形

するのは外表に限らない。側彎は必ず脊

柱のねじれをともない、胸郭もねじれを
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ともなう変形をきたすので、胸部の諸臓

器の配置もねじれることになる。とくに

気管、気管支は胸郭の変形にともなって

胸椎、胸骨や大血管との間で無理な位置

関係をとらざるをえなくなる。そのため

気管や気管支はさまざまなレベルで狭窄

をきたすことになる。

第一に胸郭の前後経が狭いために無名

動脈（腕頭動脈）が気管の前面を横切る

ところで気管を前方から圧迫し狭窄を作

る。気管切開を行い陽圧人工呼吸を行う

とこの部分にカニューレのカフがあたる

ことが多い。エアリークを防ぐためにカ

フをふくらませることで気管無名動脈瘻

きたして突然の大出血で死亡することが

ある。図 6 にデュシェンヌ型筋ジストロ

フィー患者の胸郭入口部のＣＴを示す３）。

狭いところにに気管 T や無名動脈（IA）

左右の無名静脈（LIV,RIV）左総頚動脈

（LCCA）左鎖骨下動脈（LSCA）食道

（Oe）がひしめいており、気管は前後に圧

排され扁平になっているのがわかる。ま

た図７に突然の動脈性の気管出血で死亡

したデュシェンヌ型筋ジストロフィー患

者の気管を示す 4）。気管カニューレのカフ

にあたる部分の前方をくいこむように腕

頭動脈が横切っているのがわかる。気管

腕頭動脈瘻がこの部分に存在していた。

第二に気管支が椎体や血管などをのり

こえるときに狭窄をきたすことが多く、

無気肺や肺炎の原因となりやすい。図８
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は胸部ＣＴを再構成して気管分岐部を右

上方からながめたものである。心臓、脊

柱は取り去ってある。上が背側、下が腹

側である。右の気管支が圧排されている

ことがわかる 5）。図９は気管支が胸椎椎体

によって圧迫狭窄し、その先に肺炎があ

ることがわかる 5）。

このように、胸椎の変形により気道に

もさまざまなレベルで狭窄がおこり、そ

れが人工呼吸療法の合併症の原因となっ

たり、無気肺や肺炎の原因となって、呼

吸管理を困難にするのである。患者の寿

命が延長するに従い、これらの問題が今

後ますます重大な問題として認識される

ようになるであろう。

４．脊椎矯正手術はどのような患者に対

して行うべきか

従来の装具を用いた起立歩行訓練は脊

柱変形進行の予防という観点から厳格に

に実施すれば有効であると思われるが、

徹底的に行うにはかなりの覚悟が必要で

ある。一方 Bach は保存的治療は側彎の進

行を予防する上で効果がないだけでなく、

その間に胸郭の可動域が低下したり肺活

量が低下したりして手術療法を受けるチ

ャンスを失うことになるので装具療法は

行うべきではないと述べている。肺活量

が 3000ml を超えるような患者を除いて原
則として全例に予防的に脊柱固定術をほ

どこすべきであるという考え方は、なか

なか日本の現状にはなじみにくい。日本

では筋ジストロフィーの脊椎手術は危険

度の高い医療行為であると考えられてき

たため、極めて限られた数の患者にしか

実施されてこなかった。すべての患者に

脊柱側彎が進行するわけではないので、

側彎が進行する可能性の高い患者を選ん

で早期に手術するという方針がもっとも

現実的であろう。

将来の側彎進行を予測できるようなパ

ラメーターが存在するだろうか。将来の

側彎進行の予測ができれば危険性の高い

患者に対して予防的に手術を行うことが

できる。しかし、この質問に関して確実

な答えは現在のところ用意されていない。

現在もっとも役にたつと思われる判断基

準は、経時的に肺活量の測定を行ってそ

のピーク値が 1900ml 以下であれば側彎進
行の危険性が高いというものである 7）。殆

どの患者は 10歳をすぎると呼吸機能検査
が可能であるので、定期的な肺活量のチ

ェックは極めて重要である。しかし、専

門医療機関に初めてデュシェンヌ型筋ジ

ストロイフィー患者が受診するのはかな

らずしも 10歳前ではない。はじめての呼
吸機能検査がピークに達する前であるの

か、達した後であるのかを判断するには

何回かの検査が必要である。このような

理由からピークの肺活量がわからないこ

とが少なくない。この場合表２のグラフ
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が有用である。検査結果がＡの領域にプ

ロットされた場合は側彎症進行の危険が

極めて高いと判断してよい 1,2）。今後予防

的手術に関しては、上記条件を満たす患

者および両親に手術に関する説明を行い

希望があれば手術を行い、希望がなけれ

ば保存的治療を行うという方針が妥当で

あると考える。

どちらの場合もその後の観察を継続し、

脊柱変形の進行以外のみならずＡＤＬや

ＱＯＬの推移も両群間で比較する研究を

行い、本邦の患者に十分な説明のための

資料を提供するのが我々の使命であると

考える。
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要旨

筋ジストロフィーの脊柱変形、特に脊

柱側弯に対する保存的治療について大き

く 3つに分けて概説した。（１）脊柱変形
の発生予防においては、良好な座位姿勢

を保つ習慣を身につけさせることが何よ

り大切である。歩行は脊柱の能動矯正と

して働くので、各種の下肢装具によって

歩行可能な期間を延長させる。装具起立

訓練や起立台を用いた起立訓練を行う。

（２）脊柱変形の進行予防については、硬

性の体幹装具は適応が困難であり軟性コ

ルセットによるトータルコンタクトな矯

正を行う。そして（３）脊柱変形によっ

て生じた ADLの低下に対する対策、とり
わけ座位保持対策としては、各種の座位

保持装置やクッションを、患者の状態に

合わせて使用していく。すなわち、全体

的な方針としては、できるかぎり脊柱変

形の発生を予防する。そして発生に気づ

いたが様々な事情で手術が困難な場合、

利用できる進行阻止手段や座位保持対策

を組み合わせ、フルに活用することが重

要である。

Key Words ：脊柱変形、保存的治療、

stretch exercises、起立訓練、座位保持

装置

１．はじめに

筋ジストロフィーの脊柱変形、特に脊

柱側弯に対する保存的治療（手術によら

ない治療）には大きく分けて３種類があ

る。すなわち、（１）脊柱変形の発生予防、

（２）脊柱変形の進行予防、そして（３）

脊柱変形によって生じた ADLの低下に対
する対策、とりわけ座位保持対策である。

保存的治療については、（２）の脊柱変

形進行予防対策としての硬性の体幹装具

を思い浮かべる方が多いと思う。そして、

この体幹装具はしばしば適応が困難で、

患者に皮膚障害の苦痛、座位での上肢を

使った作業に制限をもたらしてしまう不

満、呼吸運動を妨げてしまう苦痛などに

より、よほど熟練したスタッフが、四六

時中患者に付き添うほどのケアが可能な

環境で以外、長期使用に耐えないことが

あり、途中で放棄されたり、無効と結論

付ける報告も見られる。

それ故、ともすれば「脊柱変形にたい

して手術以外の保存的治療は無効である」

といった、保存的治療全体を否定してし

まう錯覚に陥る危険性がある。確かに、

保存的治療に対する厳密な効果判定は難

しい。なぜなら、比較対照を置いた客観

的なトライアルが困難だからである。例

えば、ある患者について、脊柱変形の発

生予防から、進行予防、そして座位保持

対策と、生活指導から理学療法、装具療

法まで、ありとあらゆる保存療法を組み

合わせ並行して使用し、手を尽くして頑
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張った。そして結果的に 20度の構築性の
側弯が生じた場合、これは対策の効果が

出た結果か否かは厳密にはわからないの

である。

evidenceを求めるのが非常に難しい分
野であるが、それぞれの対策に明確な

evidenceが乏しいにしても、現実から目
をそらして、脊柱変形が進行していくの

をただ見送るのは避けたい。まずはでき

るかぎり脊柱変形の発生を予防する。そ

して発生に気づいたが様々な事情で手術

が困難な場合、利用できる進行阻止手段

や座位保持対策をフルに活用することが

重要であろう。

２．脊柱変形の発生予防対策

A. 脊柱変形発生の特徴とメカニズム

脊柱変形に関しては、病勢の進展に伴

い脊柱変形、それに関連し惹起される胸

郭の変形が大きな問題となる。野島は以

下のように要約している１）。

①　脊柱変形は、側弯の形で進展するが、

その際、病勢の進展とともに増悪を示

し、とくに 12-13歳頃に急激に増悪す
る進行型と、側弯度が 20度以下にとど
まり進展の傾向を示さない非進行型に

大別される。

②　①の進行型は G i b s o n の本症
Duchenne型に発生する側弯型式に関
し、G r o u p Ⅰ～Ⅳの経過を呈し、
unstableな pathwayを示す。非進行群
は GroupⅠ～Ⅴの経過を呈し、stable
な pathwayを示す（図１）。

③　脊柱変形は当初は非構築性であるが、

側弯の進行とともに構築性、rigidなも
のとなり、そこにいわゆる col lapse

spineを形成する。
④　進行型は進展とともに後弯を伴い、

側弯度の増悪とともに骨盤の傾斜も著

明となる。当初、胸椎型、ついで胸腰

椎型 Cカーブパターンに推移する。非
進行型は胸椎型カーブパターンを示す。

⑤　骨盤傾斜とともに進行型では後弯の

形成、非進行型では前弯の形成（いわ

ゆる当初より伸立脊柱）をともなう。

この際、前者進行群において、病臥期

（stage 7の末期～ 8）においては後弯が
前弯で変化し、同時に骨盤が回旋する

様相（Gibsonのいう転換）がみられる。
⑥　以上の側弯変形は当然肺活量の低下

をもたらす。拘束性肺機能障害をきた

し、肺胞低換気、高炭酸ガス血症をと

もなう低酸素血症をきたす。このこと

は心に直接影響を与え、元来本症によ

り侵される心筋変性に加え心障害を加

速せしめるという重大な結果をもたら

す。

⑦　本症にみる脊柱変形発生の要因には、
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病勢の進展に伴う、脊柱伸立筋の減弱

に加え、Siegel、松家らの強調せる歩
行可能期における下肢の拘縮変形、と

くに、それらの程度の左右不均衡がお

おきな役割を演ずるものと考えられる。

そこに座位での習慣的な不良姿勢、肥

満など、脊柱に加わる機械的不均衡な

どが関与するものと考えられる。（図

２）

⑧　上述 3に関連して、装具療法実施例
に関しては、その中断後に側弯度が急

激に増加する。また、非進行群におい

て、実施中のもの、経験したものが多

く認められる。このことから、装具療

法は一応高く評価されるべき事実と認

められる。

また、DMD の脊柱変形は、体幹を支
持する筋群の筋力低下によって脊柱の

collapseによって生じ、歩行不能になる
頃より急速に増悪するとされる 2）3）。これ

らの事実が示すことは、下肢の筋力低下

が進行し、歩行困難が生じ、遂には歩行

不可能となり車椅子に移行する時期、こ

の歩行不能になる前後のデリケートな時

期を、いかに上手に通過させてあげるか

が、脊柱変形発生予防のために最も重要

である。

ところが、この時期は、未だ呼吸不全

や心不全など内科的問題が顕在化する前

である。病院との関係もそれほど密接で

はなく、特別な管理を受けていない場合

があり、大切な時期をフォロー無く過ぎ

てしまうことがある。出す薬が無くとも、

頻回に患者を診察する機会を持ち、まず

はこの時期の変形予防に全精力を注ぎ込

む必要がある。

B. 日常で良好な座位姿勢を保つ習慣を身

につけさせることが何より大切

小学校入学直後から、左右対称な背筋

を伸ばした良好な座位姿勢を常にとらせ

るように指導することが、脊柱変形予防

のための第一歩である。小学校入学はひ

とつの節目であり、親御さんのみならず、

担任の先生方からも「学校生活で何か注

意するべきことはありますか。」と質問を

受けることが多いだろう。その時、忘れ

ず座位姿勢について指導する。ポイント

は、椅子の背もたれになるべく腰を近づ

け深く腰掛けること、すなわち臀部を極

力背もたれに近づけ骨盤が後傾するのを

防ぐ。背筋を伸ばし、左右対称なまっす

ぐな姿勢をとることを指導する。学校側

から、筋ジストロフィーについての講演

会の講師を頼まれたならば、校内の環境

を実際に見ることができるし、校長先生

以下の教育スタッフの方々に脊柱変形防
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図２　筋ジストロフィー脊柱変形の過程



止の重要性を説明し、協力を要請する良

い機会なので、喜んで引き受ける。

各学期末あるいは学期初めの診察の際

はできれば担任もしくは養護の先生に同

行をお願いし、学校での良座位姿勢の達

成度を確認する。

日常生活場面で、患者がどのような姿

勢で過ごしているかを把握し、姿勢の崩

れがあるようなら早期発見し、姿勢が崩

れる原因を分析し、対策に結び付けなけ

ればならない。先生には学校での姿勢の

スナップ写真を、親には自宅での写真を

何枚か撮ってきてもらい、理学療法士と

相談して分析するのが良い。

筆者らは、傍脊柱筋 X線 CTを用いて
上位胸椎から下位腰椎レベルまでの傍脊

柱筋の CT 値を測定し、傍脊柱筋の変性
度と脊柱側弯との関係を検討した。そし

て、中部腰椎レベルの筋変性が最も強く、

レベルが上がるにつれて傍脊柱筋は保た

れる傾向があること（図３）、変性が初期

から強い中部腰椎レベルの傍脊柱筋の変

性に左右差があると、比較的保たれた側

を凸とする脊柱側弯が生じることを見出

した 4）。まだ歩行可能な下肢機能 Stage
4 の時期に一度傍脊柱筋 CT の検討を行
い、左右差を認めた症例については将来

の進行が危険視される。

筆者の施設では、良姿勢指導の強化や

立位訓練の強化等を行うが、習慣の要因

でどうしても伸立の姿勢を保つのが不得

手な症例の場合は、脊柱伸立位の姿勢で

体幹の形に合わせて型を採り、座位保持

装置を作成し使用してもらっている。座

面の形も臀部の形状に添っているため長

時間の移乗が可能となり、良座位姿勢を

長時間保持する助けとしている５）６）。こ

の、座位保持装置を用いた脊柱変形発生

予防は、歩行可能期か、あるいは車椅子

期に入った直後で、未だ脊柱変形が生じ

る以前から行うべきであり、一旦生じた

脊柱変形の進行予防としては効果が乏し

いものと考えている。

C.歩行可能な期間を極力延長させる

歩行可能な時期には、歩行自体が脊柱

に対して能動矯正として作用していると

言う考えに立ち、できるだけ歩行可能期

間を延長させるよう努力する。そのため

には、関節の可動域訓練は欠かせない。

下肢の諸筋肉をストレッチし、立位姿勢
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図３　各脊柱レベルでの傍脊柱筋 CT 値
La te ra l ：腸肋筋を主と外側の傍脊柱筋、
Medial：多裂筋を主とした内側の傍脊柱筋。
L5を除く各レベルで LateralがMedialに比べ
て有意に低い。Medialでは L5が最低で、Th3
に向かってレベルが上がるほど CT値が高く
傍脊柱筋は保たれる傾向が見られた。Lateral
でも、L3から Th6の範囲でレベルが高いほど
CT値は高い。



の悪化を予防する。あくまでも暴力的に

ならないように注意しながら、関節の最

大伸展位を 10秒間保持する伸長運動訓練
（stretch exercises）を 1日 1回ないし 2
回行う１）。また、下肢装具を利用して歩

行可能期間を延長させる７）。筆者らの施

設では、コンピューターを用いた歩行分

析を応用し、患者ごとの踵高や lateral
wedgeの設定、フレアーの設定などを行
った靴型装具を使用し、歩行可能期間を

可及的に延長しようと試みている 8～ 11）。

D. 起立訓練は特に重要

毎日 20分以上の起立訓練を実施する。
自力での立位保持が困難となったものは、

胴付き長下肢装具などを利用し装具起立

訓練を行ったり、起立台（ティルトアッ

プテーブル）を利用して訓練を行う。起

立台の場合、膝、足関節を固定すること

でハムストリングや heel cordなどの伸長
訓練にもなる。

３．脊柱変形の進行予防対策

A. 変形の増悪阻止、改善を目的としての

伸長運動訓練

能動的運動機能訓練は、当然、変形の

増悪阻止、改善にも有効であるが、関節、

筋、腱の短縮、退縮の防止のためには、

いわゆる筋、腱の伸長運動訓練（stretch
exercises）が施行される必要がある。変
形の発生予防の項に述べたのと同様に、

関節の最大伸展位を 10秒間保持する伸長
訓練を 1日 2回、各関節に対し行うのが
望ましい１）。

腱、筋に対する伸長訓練については、

下肢の腸腰筋、ハムストリングス、腸脛

靭帯、heel cordに重点がおかれる。
尚、機械的伸長訓練としては、起立台

（ティルトテーブル）を用い、膝と足関節

を固定し、ハムストリング、heel cordな
どの伸長を図る機械起立訓練がある１）。

脊柱変形発生あるいは進行予防の観点か

ら極めて重要な訓練であり、日々 20分程
度は施行したい。

B. 体幹コルセットによる進行予防の問題

点

高度の側弯を伴う症例に対しても胸椎

装具は用いられるが、これは矯正を主た

る目的にしているのではなく、体幹筋力

の弱化による姿勢悪化を防止するのが目

的である。筋ジストロフィー患者はシー

トベルトに寄りかかった姿勢、すなわち

前傾位で電動車椅子を操作するので束縛

が強すぎると運転姿勢をとるのが困難と

訴え、胸椎装具の受け入れは良くない 12）。

このように、筋ジストロフィーの体幹装

具療法は、長期間使用させるためには患

者や家族の理解と協力が必須である。矯

正効果に加えて、患者や家族の QOLと受
け入れを考慮しなければいけないところ

に、筋ジストロフィーの装具療法の最大

の困難が存在する。

また、Siegel先生は体幹装具について
以下のように述べている 13）。体幹装具は

短期間の日中、30度以下のカーブに対し
て、あるいは脊柱の矯正固定術後に座位

のバランスを維持するため、あるいは脊

柱固定術が医学的には本質的に適応では

ない（すなわち、肺活量が 1回換気量と
同じ値を示し、肺機能が著しく阻害され

ている時など）とき、長期にわたり座位

姿勢を保持するために用いられる。
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硬性の体幹装具は 3点で固定され、腰
椎の前弯に対して腰椎部に良く適合した

胸椎装具は脊柱の側方運動を制限し、強

剛性（rigid）の動かない腰椎前弯位で伸
立した脊柱を形成するようになる（可橈

性のある腰椎が脊柱に関して種々の障害

に対して防護的なものか明らかにされて

いない）。そして、以上の経緯により、側

弯の進展を遅らせる。しかし、このよう

な装具は、傍脊柱筋の弱化をもたらし、

カーブの進展を制御することができず、

時には肋骨の運動性の障害をもたらし、

肺機能を低下させることも少なくない。

また、ミルウォーキーブレース

（Milwaukee brace）は、本来は動的装具
であり、筋ジストロフィーの場合、装具

装着下で運動訓練を実施するに足る筋力

が十分無いので有用でないとされている。

C. 軟性コルセットをもちいたトータルコ

ンタクトによる矯正

以上のように、硬性の体幹装具の適応

は大変難しい。あえて進行予防を座椅子

型装具や硬性コルセットで行おうとする

と、装着は容易だが、徐々に体幹に対し

て体幹装具がずれていったり、どうして

も装具と強く接する部分が生じ、痛みの

ため長時間の装着が困難であることが多

い。そのため結果的に実用的なのは軟性

コルセットということになる。その場合

矯正力が問題となるが、徳島病院での例

のように、個々の症例に応じて丁寧に適

応し、軟性コルセットに除圧のためのム

ートンの内張りやスポンジパッドを利用

することで、十分な矯正効果と長時間の

装着による進行予防効果を得ている 14）15）。

軟性コルセットは強度においては硬性コ

ルセットに劣るが、このように体幹に対

してトータルコンタクトによって矯正す

る方法は有効である。理学療法士の指導

の下、ぜひ試みたい。軟性コルセットの

効果についても、厳密な客観的、数量的

判定はなかなかに難しい。しかし、筆者

の経験でも確かに良好な効果を上げてい

る感触がある。発生直後の変形が軽度な

うちに、ぜひ他の治療法と組み合わせて

トライすべき選択肢だと思う。

4. 脊柱変形に伴う座位保持困難に対する

対策―車椅子期の座位保持対策

A.座圧分散型車椅子用クッション

長時間の座位姿勢を支える座面の工夫

に関しては、様々なタイプの車椅子クッ

ションが開発され市販されている。中で

も座圧の分散が良好で、手軽に使用でき

るものとして、アメリカ合衆国の NASA
で開発された圧分散素材「テンパーフォ

ーム」がある。これは、加えられた圧の

大きさに応じて形状を変化し、圧を分散

する素材であり筆者らは圧計測センサー

を用いてその効果を確認している。1 例
を示す 16）。

< 症例＞

症例は 17歳、男性、DMD、下肢機能
障害度ステージⅦ。脊柱左側弯 32度＋後
弯（胸腰椎型）。左坐骨結節部に座圧の集

中があり、同部に痛みや皮膚障害を繰り

返していた。座圧分析の結果、テンパー

フォーム製クッションを使用すると、座

面の圧が有効に分散し、坐骨結節部への

強い圧の集中が減少することがわかった

（図４）。このクッションを車椅子に乗せ
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て使用したことで、苦痛は顕著に改善し、

長期の使用で褥瘡などの皮膚障害も改善

した。ただし、このクッションは、その

圧分散のメリットの反面、上体が傾いた

場合、どんどんその方向に座面が沈み込

み、自力で上体を起こせない患者の場合、

座位姿勢の保持という面ではデメリット

がある。したがって使用時期としては自

力で座位姿勢をある程度はコントロール

できる時期までか、シートベルトで強力

に上体を固定するなどの対策が別に要求

される。もはや、自力で上体を固定でき

ない高度機能障害の時期には別の対策が

求められる。

B.適切な座位保持対策の選択

圧分散性が良好な座位保持装置として、

Pin・ dot社製の「コントール U」がある
5）6）17）18）。これは「Kiss simulator」とよば
れる作成システムを用いて製作される座

位保持装置である。Kiss simulatorの座面
と背もたれとなるゴム製のバッグの中に

は多数の小さなビーズ玉と空気が入って

おり、患者を座らせた後、エアポンプを

用いてバッグ内の空気を抜くことで、ゴ

ム製バッグには患者の臀部や大腿、体幹

背部の形どおりの型が残る。このバッグ

に残った型の上に整形外科用のギブス包

帯を巻き陽性モデルを作成し、これの形

にウレタンフォームで座位保持装置の座

面と背もたれを作成する。したがって座

面の圧分散性に優れ、作成の仕方によっ

ては上体が各方面に傾いた時の支持性も

良好である（図５）。

筆者らは、圧分析で各種のクッション

や座位保持装置の特性を比較検討した

（図６）。その結果、以下のような結論に

至った。すなわち、一般的に、まだ車椅

子期に入ったばかりで、主として手動型

車椅子を使用しており、これを自分で操

作でき、活動性の高い時期は通常のウレ

タンフォームクッションを使用する。次

に、電動型車椅子に移行したが、自力で

の座面の調節が可能な時期はテンパーフ

ォーム性クッションを用いる。そして、

もはや自力で座面の調節ができず、一定

の座位姿勢を続けることを余儀なくされ

た時期には、コントール Uなどの体の形
に合わせて作成するタイプの座位保持装

置、それも必要に応じて、座圧のピーク

の部分（坐骨結節部など）を切り抜き調

整したものが適切だと考えられた。これ
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図４　座圧分析による車椅子用クッショ
ンの検討
圧計測センサー「Bigmat」（ニッタ株式会

社、大阪）による座圧解析。Aはクッション
無し。Bは通常のウレタンフォームクッショ
ン。Cはテンパーフォーム製クッション。C
では左坐骨結節部の座圧の集中は解消され、
右臀部にも座圧が出現し、圧は広い面積に分
散された。



に対して、早期から座位保持

装置が望ましい場合としては、

脊柱変形が高度で、通常のク

ッションでは座位保持が困難

で、体幹の支持が強く要求さ

れる場合や、今後の体幹変形

の進行が予想され、良い座位

保持姿勢（脊柱伸立位）を早

期から強制的に持続的に保た

せる必要がある場合が考えら

れた 17）18）。

尚、これらの座位保持対策

が ADL向上に役立っているか
評価することが大切である。

そのひとつとして座位姿勢の改善が上肢

機能の改善に結びついているか否かの確

認が必要である。客観的、定量的かつ簡

便で患者に負担が少ない上肢機能評価シ

ステムの開発が望まれる。

５．おわりに

脊柱変形の保存的治療法について概説

した。未だ本邦では、全ての地域で脊柱

変形の矯正手術が問題なく行える状況に

は無い。今後も保存的治療の重要性は変

わらないだろう。保存的治療のカギを握

るのは、治療する側が、常に脊柱変形の

危険性を念頭に於いて患者を見ているか

に尽きると思う。いままで述べてきた中

で、一番重要な対策をひとつ選べと問わ

れれば、迷わず小学校入学時からの良座

位姿勢指導だと言い切れる。保存的治療

による対応は労多くして益が少ない、効

率の悪い茨の道かもしれない。しかし困

難を十分承知した上で、使える手段は全

て利用してこの問題に当たっていきたい。
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図５　　座位保持装置コントール U
A.Kiss simulator とよばれる座位保持装置作成システムは、ゴ
ム製バッグの中に多数のビーズ玉と空気を入れる。この上に
患者を乗せ、バッグ内の空気を抜くことで、患者の体に沿っ
た型が残る。
B.バッグの上に整形外科用ギブス包帯を巻き型採りを行う。
C.完成した座位保持装置。図は電動車椅子に装着したところ。

A B C

図６　圧計測センサシステムを用いた各
種のクッションと座位保持装置の比較
34歳健常者での検討。臀部の座圧を計測し

3 次元表示した。1. 固い台座に座ったとき。
2. 厚さ 50mm のウレタンフォームクッショ
ン。3. 厚さ 50mmのゲル状クッション。4. 厚
さ 50mmのテンパーフォームクッション。5.
厚さ 75mmのテンパーフォームクッション。
6. 座位保持装置コントール U。7.コントール
Uの座圧のピークの部分を直径 70mm、深さ
10mmの球面状にくり抜いたもの。8. 7のく
り抜いた部分にムートンを入れたもの。9.コ
ントール Uの表面の塩化ビニールのコーティ
ングを取り去りソフトタイプとしたもの。
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acetabulum 31
ADL 81
annulus fibrosus 13
anterior tilting of pelvis 37
apical vertebra 28
articular cartilage 13
axial rotation 35
axis 14

bending test 24
bottom vertebra 28

cervical spine 12, 13
cervico-thoracic curve 28
Cobb角 27, 47
Cobb法 45
coccyx 13
collapse 83
collapse spine 82
collapsing spine 36
computed radiography （CR） 27
coronal  Cobb 28

DMD 83
double curve 28
double major curve 38
Duchenne型 82
Duchenne型筋ジストロフィー 1, 11, 51
Duchenne型筋ジストロフィー（DMD）

11, 16, 48
early straight spines（早期伸立型）16, 35

ECG 33
ejection fraction（EF） 33
evidence 82
extended spines 16, 35

flexibility of spine 26
forced vital capacity（FCV） 33
functional quadriplegia 34

gibbometer 24
Gibson 82

heel cord 85
hump 24

imaging plate （IP） 27
inferior articular process 13
intervertebral disc 13

Kiss simulator 87
kyphoscoliotic spines（後側弯型） 16, 35
kyphosis 14
kyphotic index （KI） 32
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lamina 13
lateral wedge 85
lordosis 14
lower end-vertebra 28
lumbar curve 28
lumbar hump 22, 24
lumbar spine 13
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M. multifidus 14
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M. trapezius 14
Milwaukee brace 86
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Mm. dorsi proprii 14
Mm. dorsi superficiales 14
Mm. interspinales 14
Mm. intertransversarii 14
Mm. rotatores 14
Mm. spinocostales 14
Mm. suboccipitales 14
multiple curve 28
Musculi (Mm.)  dorsi 14
Musculus (M.) erector spinae 14

neutral vertebra 29
NIPPV 26
nucleus pulposus 13

Oda分類 21

pathway 82
Pedriolle法 32
pelvic obliquity 15, 29

percent vital capacity  （%VC） 33
primary deformity 35
promontory 32

QOL 4, 5, 85
qualitative visual judgement（定性的視覚
評価） 32

rib hump 22, 24
rigid 82, 86
rigidity 26
Risser 分類 30

sacral angle（仙骨角） 37
sacrum 13
sagittal Cobb 33
scoliometer 24
scoliosis 12
scoliotic spines without kyphosis 35
single curve 28
skeletal maturity 30
spinal canal 13
spinal cord 13
spinal deformity 12
spinous process 13
stable pathway 35
straight back 2
stretch exercises 81, 85
superior articular process 13

thoracic curve 28
thoracic spine 13
thoraco-lumbar curve 28
top vertebra 28
torso decompensation 30
transitional vertebra 29
transverse foramen 13
transverse process 13
triradiate cartilage（TRC） 30
truncal decompensation 24, 29

UCG 33
unstable 82
unstable pathway 35
upper end-vertebra 28

vertebra 12
vertebral arch 13
vertebral body 13
vertebral column 12
vertebral foramen 13
vertebrata 12
vertical plumbline 29
vital capacity 33
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Wilkins & Gibson の分類 35

Ｘ線検査 11

インフォームド・コンセント 12
インプラント 47
ウレタンフォーム 87
エリスロポエチン 48
移行椎 29
運動機能障害度 18，22
横突間筋 14
横突起 13
横突孔 13
横突棘筋 14
黄色靭帯 14

コントールU 87
コントローラー 13
下関節突起 13
下肢装具 81
下端終椎 28
可動域制限 17
臥位矯正 25
回旋 31
回旋角 32
回旋筋 14
回旋変形 12, 16, 17
外転拘縮 25
寛骨臼 31
干渉椎 29
関節可動域訓練 12
関節軟骨 13
機械起立訓練 85
機械的不均衡 83
気管 1
気管T 3
気管支 1
気管切開 22
気管無名動脈瘻 3
気道 1
起立訓練 12, 81, 85
起立歩行訓練 3
胸腰椎カーブ 28
胸椎 13
胸椎カーブ 28
胸椎型 82
胸椎装具 85
筋ジストロフィー 81
筋ジストロフィー脊柱変形調査票 18
筋ジス専門病棟 11
苦痛軽減対策 53
屈曲拘縮 49
靴型装具 85
頚胸椎カーブ 28

頚椎 12, 14
肩甲挙筋 14
呼吸器感染症 1
呼吸機能 2
呼吸不全 1, 47
固有背筋 14
後縦靭帯 14
後上腸骨棘 30
後側弯型 16
後頭下筋 14
後方矯正固定術 47
後弯 15
後弯変形 17, 32
後弯変形（猫背） 45
広背筋 14
拘束性肺機能障害 82
構築性 82
構築性側弯 15, 38
硬性コルセット 86
高度変形 46
国立療養所千葉東病院 51
腰椎 14
腰背部痛 46
腰部隆起 22, 24
骨成熟 30
骨盤傾斜（角） 29

左鎖骨下動脈（LSCA） 3
左室駆出率 33
左総頚動脈（LCCA） 3
座圧 87
座圧分散型車椅子用クッション 86
座位保持装置 13, 81
座位保持能力 51, 52
最長筋 14
肢帯型筋ジストロフィー（LGMD） 48
自己イメージ 51
軸椎 14
手術 11
重複カーブ 28
術前術後マニュアル 11
小後頭直筋 14
症候性側彎症 1
上・下後鋸筋 14
上・下頭斜筋 14
上関節突起 13
上端終椎 28
食道（Oe） 3
心不全 47
深背筋 14
進行性筋ジストロフィー（PMD）

11, 12, 22
人工呼吸療法 1,22
スペーサー 12
睡眠障害 53
髄核 13

整形外科 11
生理的後弯 15
生理的前弯 15, 32
脊髄 13
脊柱 12
脊柱管 13
脊柱後弯 32
脊柱直立筋 14
脊柱変形 11, 16, 81
脊柱変形矯正手術 51
脊椎 15
脊椎可撓性 26
脊椎回旋度 31
仙骨 13
仙骨角(sacral angle) 37
千葉東病院 11
浅背筋 14
線維輪 13
前屈検査(bending test) 24
前縦靭帯 14
前上腸骨棘 30
前弯 15, 32
前弯変形 45
前弯変形 17, 32
僧帽筋 14
創部離開 50
装具起立訓練 1
装具起立訓練 81
側弯 11, 12, 82
側弯変形 82

多数カーブ 28
多裂筋 14
体幹 83
体幹コルセット 85
体幹装具 11, 13
大後頭直筋 14
単一カーブ 28
中間椎 29
腸骨稜 30
腸骨稜骨端核 30
腸肋筋 14
腸脛靱帯 16
腸脛靱帯切離術 38
頂椎 28
椎間関節 13
椎間板 13
椎弓 13
椎弓根 13
椎弓根スクリュウ 47
椎弓板 13
椎孔 13
椎骨 13
椎体 13
ティルトアップテーブル 85
デフラザコート 12
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デュシェンヌ型筋ジストロフィー 1
テンパーフォーム 86
低酸素血症 82
定性的視覚評価 32
電動車椅子 1, 13
臀部 53, 83
努力性肺活量（FVC） 33
胴三角 22
特発性側弯症 22, 46

軟性コルセット 12, 86
尿路感染 47

ハムストリング 85
プロット 1
％肺活量 1
背筋 23
肺活量 33
肺胞低換気 82
鳩胸 25
半棘筋 14
板状筋 14
非構築性側弯 14
尾骨 13
美容 51
膝窩皺壁 25
菱形筋 14
普及活動 51
保存的治療 11, 12, 81, 88
保存的治療法 13
歩行訓練 12
傍脊柱筋 25, 35, 84
傍脊柱筋X線CT 84

マネージメント 11
メーリングリスト 11
メカニズム 82
満足度 5 1
岬角 32
無名静脈（LIV,RIV） 3
無名動脈（IA） 3
迷走神経反射 49

予防法 13

理学療法 11, 12
漏斗胸 25
肋間筋 23
肋骨隆起 22, 23, 24
腕頭動脈 3
棘間筋 14
棘間靭帯 14
棘筋 14

棘上靭帯 14
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棘肋筋 14
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編集後記

平成14年春、川井　充先生率いる新しい筋ジストロフィー研究班が活動を開始し、早

速研究班の基本方針が明らかにされました。最も重視されたことは、臨床研究であるこ

と、そして今 、目の前にいらっしゃる患者様のためにすぐに役立つ研究、すなわち治

療に結びつく研究であることです。それは班の正式名称に表われていて、「筋ジストロ

フィーの治療と医学的管理に関する臨床研究班」と、治療で始まるタイトルになってい

ます。そして川井先生から5つのテーマが提示され、その中に、「脊柱側弯の治療」があ

りました。

ご存知の通り、欧米で筋ジストロフィーの脊柱側弯の治療といえばまず手術です。6

年程前に、野島元雄先生の御紹介で当時の米国筋ジストロフィー協会の会長で整形外科

医のアーウィン・シーゲル教授を奈良にお迎えした経験があり、小生の勤務する西奈良

病院の筋ジストロフィー病棟を見ていただいたことがあります。その際のシーゲル先生

の強く抱かれた印象は「人工呼吸器をつけた患者様 が非常に多い」ということと「脊

柱側弯が高度なのに手術を受けた患者様がいない」の2点でした。当時、西奈良病院で

は脊柱側弯の発生予防に特に力を入れており、多少の手ごたえを感じていただけに、先

生の「できればまっすぐになるように、もう少し考えてあげられないものですか？」と

いう言葉に少なからずショックを感じるとともに、所変われば事情はかなり違うものだ

と改めて実感したものでした。

さて、脊柱側弯プロジェクトの最初の仕事は全国の脊柱変形マネージメントの現状を

調査することでした。その結果、脊柱変形治療の実際に予想外の地域差があることがわ

かりました。しかし、それはこの問題が軽視されているということでは無く 、全ての

関係者は、脊柱側弯を呼吸不全や心不全と並ぶ最重要事項と考えています。主な意見は、

「手術も考慮したいが、自施設では不可能だし紹介先も無い。」「紹介に必要とされる情

報が具体的にわからない」「手術以外の標準的な予防法や治療法が解らないし、施行し

ても無駄だと認識している。」といったものでした。さらに、脊柱変形マネージメント

に対する施設ごとの取り組み具合が、主治医などの担当者の交代によって変化してしま

うとする指摘もありました。



以上のような背景を踏まえ、今回のマニュアルが企画されたわけです。目指したのは

脊柱変形マネージメントに対する共通理解です。脊柱変形に関しては昔から偉大な諸先

輩方が残してくださった業績はたくさんあります。しかし、研究班が出版する脊柱変形

のみに焦点を当てたマニュアルはおそらくこれが初めてだと思います。本書の内容はま

だまだ改訂される必要があると思いますが、本書が最初の骨組みを提供し、順次肉付け

がなされ、今後の患者様の治療の一助になるようであれば幸いです。

分担項目のご執筆に加えて、常にご指導と温かい叱咤激励をいただき、完成まで導い

てくださった班長の川井　充先生、多忙な業務の中、原稿をお寄せいただいた分担執筆

者の諸先生方、遅れがちな編集作業に際し、たくさんの我侭を聞いていただき根気強く

お付き合いをいただいた（有）新星社、池田喜久男様に心より感謝申し上げます。
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