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前文 

はじめに 

 

腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドラインは，2005 年 6 月に初版が刊行され，その後，2011

年 7 月に第 2 版が刊行され，今回は第 3 版の発行となる．キックオフ会議は全国の広い地

域から選出された 14 名の委員と，日本整形外科学会事務局，国際医学情報センター，南江

堂，が参加し，2018 年 7 月 2 日に日本整形外科学会事務局会議室で開催した．2008 年 1 月

から 10 年程度の MEDLINE，医学中央雑誌，コクランレビューから新規論文を検索し，疫

学・自然経過，病態，診断，治療，予後の 5 分野に分けて検討することが決定された．2018

年 8 月 11 日に第 1 回会議を参集し，Minds から吉田雅博先生を招聘し，講演をお聞きし

て，いよいよ作成作業に入った．疫学・自然経過と病態は第 2 版の Question から発展させ，

それぞれ 4 件，5 件の BQ を決定した．診断は第 2 版では細分化していたが，今回は症候，

診断学，画像診断，その他の画像と補助診断，に関する BQ を 4 件決定した．治療について

は，第 2 版刊行時より神経障害性疼痛や椎間板内治療による薬剤の出現，内視鏡手術の普

及，などに対応し，BQ3 件，CQ4 件および FRQ1 件とし，予後は，職場やスポーツ復帰，

手術成績や術後経過に影響する要因を検討し，BQ7 件とした．多くの論文から得られた最

新知見による科学的根拠に基づいた事実を，現在の日本の医療制度に反映し，医療従事者と

患者の利益となるガイドラインとなるよう，作成委員で⾧時間をかけて多くの討論を行い

作成した内容である．様々な医療現場で有効にご活用いただきたい． 

 

1. 作成組織・作成主体 

A. 作成組織 

 今回刊行される腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン第 3 版は，これまでの初版，第 2 版

と同様に，日本整形外科学会から委託され，『腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン策定委

員会』を組織し，作成された．委員⾧ 1 名，アドバイザー1 名，委員 12 名，および作成方

法論担当委員 1 名，の計 15 名で構成された．委員自身がシステマティックレビューを行っ

た． 

 

B. 作成過程 

１）作成方針 
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本ガイドラインの作成では，以下の基本方針とした． 

(1) 整形外科専門医のみならず，そのほかの診療科医師および患者に利益となる． 

(2) 臨床医が実臨床で使用しやすいガイドラインを目指す． 

(3) 日本の臨床の実情に合致する． 

(4) 腰椎椎間板ヘルニアの診断基準は，初版で提唱した基準を踏襲する． 

(5) 腰椎椎間板ヘルニアを対象とした論文を採用する．坐骨神経痛を対象にした論文は，脊

柱管狭窄を合併していない研究を採用する．椎間板変性の論文は参考にする． 

 

2）使用上の注意 

本版は各文献を Clinical Question，アウトカムに応じて横断的に評価し，エビデンスの総

体を決定したため，前版のような各文献のエビデンスレベルでは評価していない．しかし，

エビデンス総体の決定に際し，RCT (randomized controlled trial)のような介入研究が存在

するアウトカムに関するエビデンス総体の強さは初期評価 A とし，観察研究しか存在しな

いアウトカムに関するエビデンスの強さは初期評価 C としたうえで，各バイアスリスクに

応じて評価を上げたり下げたりするという作業を行った． 

 

3）利益相反 

・利益相反の申告 

ガイドライン策定委員会全員の自己申告により COI（conflict of interest: 利益相反）の状

況(2015 年度から 2017 年度)を確認した． COI は，アカデミック COI と経済的 COI に大

別される.担当理事およびいずれの委員においても Clinical Question に対する推奨文に直接

かかわる申告された企業はなかった(経済的 COI なし)．推奨度決定の投票の際には，各委

員のアカデミック COI も考慮した． 

・利益相反への対策 

意見の偏りを最小限にする目的で，すべての推奨決定は各章の担当者ではなく，委員会全

員の投票とし，全体のコンセンサスを重視した． 

 

4）作成資金 

ガイドラインの作成に要した資金は，すべて日本整形外科学会により拠出されたもので

あり，その他の組織，企業からの支援は一切受けていない. 

 

5）組織編成 

監修 
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2. 作成工程 

本ガイドラインは，『Minds 診療ガイドライン作成の手引き 2014』に則って作成された．

『手引き 2014』は日本医療機能評価機構内の医療情報サービス事業が国際的に現時点で公

開されている GRADE(the Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation) system，the Cochrane Collaboration，AHRQ (Agency for Healthcare Research 

and Quality)，Oxford EBM Center ほかが提案する方法を参考に.本邦において望ましいと

考えられる方法を提案した手引きである.このなかでは， 「エビデンス総体(body of 

evidence)」 の重要性が強調されている.診療ガイドラインの作成にあたっては，システマテ

ィックレビューによって研究論文などのエビデンスを系統的な方法で収集し，採用された

エビデンスの全体をエビデンス総体として評価し統合することが求められる．また，同様に

「益と害(benefit and harm)のバランス」の重要性も強調されている．診療ガイドラインで

は，ある臨床状況で選択される可能性がある複数の介入方法(診断，治療， 予防など)を比

較して，最善と考えられる方法を推奨するが，その際に，介入の有効性と同等に，介入がも

たらす有害な事象にも注意を払い，介入の益と害との差，すなわち“有用性"を強調したもの

である．患者にとっての不利益としては，害としての患者アウトカムのほかに，費用負担の

増加や身体的あるいは精神的な負担なども考慮された． 

具体的な作成工程は以下のごとくである. 

①作成目的の明確化 

②作成主体の決定 

③事務局・診療ガイドライン作成組織の編成 

④スコープ作成 

⑤システマティックレビュー 

⑥推奨作成 

⑦診療ガイドライン草案作成 

⑧外部評価・パブリックコメント募集 

⑨公開 

診療ガイドラインの公開後には，普及・導入・評価を行う． 

 

A．スコープ 

１） 疾患トピックの基本的特徴 

(1) 臨床的特徴 

下肢への放散痛や腰痛を伴う激痛で突然に発症することが多い．症候性の腰椎椎間板ヘ
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ルニアは 60%以上の症例で，画像上で退縮変化がみられ，これに沿って症状も軽快する． 

(2) 疫学的特徴 

有病率は約 1%であり，L4-5 および L5-S の腰椎椎間に好発する．また，20～40 歳代の

男性に多い．保存的治療後に手術的治療となるのは 20～50%程度である．遺伝的，環境的

背景がみられる． 

(3) 疾患トピックの診療の全体的な流れ 

診断は，症状，神経学的所見，MRI を中心とした画像所見を用い，総合的に行う．急性期

には保存治療が基本であり，投薬，ブロック，理学療法が実施される．しかし，保存治療無

効例や重篤，進行性の運動麻痺，馬尾障害が出現した場合には手術治療が実施される． 

 

２） 診療ガイドラインがカバーする内容に関する事項 

治療において，薬物治療，硬膜外副腎皮質ステロイド薬注入療法，理学療法や代替療法，

外科的治療と保存的治療の比較，推奨すべき外科的治療，についてクリニカルクェスチョン

(Clinical Question :CQ)を設定した．そのほかは，Background Question (BQ)として解説し

た． 

 

３） システマティックレビューに関する事項 

a. 文献検索と結果 

今回の改訂作業においては検索式を用いて. 2008 年 1 月 1 日から 2019 年 10 月 24 日の

範囲を検索し，MEDLINE で 4,234 論文，Cochrane で 954 論文，医中誌で 1,288 論文が抽

出された．さらに一次選択では以下の除外基準と採用基準を設定した． 

（1）除外基準：抄録のない文献， 学会抄録，communication. タイトルに腰椎椎間板ヘ

ルニア（lumbar disk herniation あるいは lumbar herniated nucleus，lumbar disc 

herniation, lumbar discectomy, lumbar herniotomy）を含まない文献． 

（2）採用基準：①RCT(症例数 50 例以上)，②観察研究(症例数 100 例以上)，③症例集

積研究(症例数 500 例以上)，④システマティックレビュー， メタアナリシス，⑤

Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)が存在するもの，⑥和文は RCT 以

上，とした． 

一次選択で 911 論文が採用された． さらに，治療 BQ1, BQ2, BQ3 については，文献検

索を行うが，教科書の記述も考慮して作成した．構造化抄録作成作業では，1,131 論文から，

593 論文を採択し，最終採択文献は 293 論文であった．また，ハンドサーチによる追加文献

は 35 論文であった． 
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表 1-1 検索式 Cochrane（検索期間：2008 年 1 月～2018 年 10 月 24 日） 

#1 [mh ^"INTERVERTEBRAL DISC DISPLACEMENT"]  

#2 (INTERVERTEBR* or INTRAVERTEBR* or (INTER or INTRA) next 

VERTEBR*) near/2 (DISK or DISC) near/2 DISPLACE*  

#3 (HERNIA* or PROLAPS* or SLIPP* or SLID*) near/2 (DISK or DISC)  

#4 HERNIA* near/2 NUCLE* next PULPOS*  

#5 HERNIA*  

#6 [mh ^"INTERVERTEBRAL DISC CHEMOLYSIS"] or [mh ^CHYMOPAPAIN] or 

[mh "INTERVERTEBRAL DISC"]  

#7 #5 and #6  

#8 DISK or DISC  

#9 [mh "SPINAL DISEASES"] or [mh SPINE]  

#10 [mh ^RADICULOPATHY]  

#11 [mh ^SCIATICA]  

#12 [mh ^"LOW BACK PAIN"]  

#13 #8 and #9 and (#10 or #11 or #12)  

#14 [mh ^"LUMBAR VERTEBRAE"]  

#15 LUMBAR*  

#16 #1 or #2 or #3 or #4 or #7 or #13  

#17 #16 and #14  

#18 #16 and #15  

#19 #17 or #18  

 

表 1-2 検索式 MEDLINE（検索期間：2008 年 1 月～2018 年 10 月 24 日） 

L1 S INTERVERTEBRAL DISC DISPLACEMENT/CT 

L2 S (INTERVERTEBR? OR INTRAVERTEBR? OR (INTER OR 

INTRA)(W)VERTEBR?)(2A)(DISK OR DISC)(2A)DISPLACE? 

L3 S (HERNIA? OR PROLAPS? OR SLIPP? OR SLID?)(2A)(DISK OR DISC) 

L4 S HERNIA?(2A)NUCLE?(W)PULPOS? 

L5 S HERNIA? 

L6 S INTERVERTEBRAL DISC CHEMOLYSIS/CT OR CHYMOPAPAIN/CT OR 

INTERVERTEBRAL DISC+NT/CT 

L7 S L5 AND L6 
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L8 S DISK OR DISC 

L9 S SPINAL DISEASES+NT/CT OR SPINE+NT/CT 

L10 S RADICULOPATHY/CT 

L11 S SCIATICA/CT 

L12 S LOW BACK PAIN/CT 

L13 S L8 AND L9 AND (L10 OR L11 OR L12) 

L14 S LUMBAR VERTEBRAE/CT 

L15 S LUMBAR? 

L16 S L1 OR L2 OR L3 OR L4 OR L7 OR L13 

L17 S L16 AND L14 

L18 S L16 AND L15 

L19 S L17 OR L18 

L20 S L19 NOT EPUB?/FS AND 20080101-20181022/UP AND 2007-2019/PY  

L21 S L20/HUMAN OR (L20 NOT ANIMALS+NT/CT) 

L22 S L21/ENG OR (L21 AND JAPANESE/LA) 

 

表 1-3 検索式 医中誌（検索期間：2008 年 1 月～2018 年 10 月 24 日） 

＃1  ((椎間板ヘルニア/TH or 椎間板ヘルニア/AL) and (腰椎/TH or 腰椎/AL)) or ((椎

間板ヘルニア/TH or 椎間板ヘルニア/AL) not ((頸椎/TH or 頸椎/AL) or (胸椎

/TH or 胸椎/AL))) 

＃2  #1 and (PT=原著論文 and IDAT=2008/1/1:2018/10/22 and DT=2007:2019) 

 

表 2 文献推移数 
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※1 文献検索にヒットした文献よりデータベース間の重複を除いた件数  

※2 採否基準 

１）現状で腰椎椎間板ヘルニアに適応を有しない薬剤を用いた坐骨神経痛に対する効果を検討した論

文についても検討するが，1 次選択に使用する論文の可否あるいは構造化抄録を作成する場合には，

脊柱管狭窄を合併していない腰椎椎間板ヘルニアを対象とした研究を採用するようにする． 

海外および国内における腰椎椎間板ヘルニアの診断はコンセンサスが得られておらず，第 1 版では

まず，腰椎椎間板ヘルニアの疾患基準を決定した．今回のガイドラインの作成にあたっても，この

診断基準を継承し，論文の選択や推奨にあたっても腰椎椎間板ヘルニアに絞る方針とする． 

   ２）除外基準：抄録のない文献，学会抄録，communication，タイトルに lumbar disk herniation

あるいは lumbar herniated nucleus，lumbar disc herniation, lumbar discectomy, lumbar herniotomy

のない文献 

３）採用基準 

① RCT（50 例以上） 

② 観察研究は症例数 100 例以上 

③ 症例集積研究は症例数 500 例以上 

④ システマティックレビュー，メタアナリシス 

⑤ Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)が存在するものは，採用 

腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン改訂第腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン改訂第3版　文献推移数

MEDLINE Cochrane 医中誌
対象文献

（※1）
採択

（※2）
除外

採択文献だったが、本文が

日本語/英語以外の文献や
ジャーナルが存在しない文

献のため除外した件数

対象文献

採択

(構造化抄録作
成文献数)
（※2）

除外

01 BQ1 25 15 10 8
02 BQ2 11 8 3 8
03 BQ3 3 2 1 8
04 BQ4 5 3 2 5
05 BQ1 61 35 26 12
06 BQ2 12 9 3 5
07 BQ3 28 20 8 10
08 BQ4 36 23 13 41 2
09 BQ5 6 5 1 2 1
10 BQ1 13 10 3 9 2
11 BQ2 16 14 2 9 2
12 BQ3 63 41 22 11
13 BQ4 19 7 12 7
14 BQ1 31 25 6 4 3
15 BQ2 79 28 51 3
16 BQ3 11 4 7 3 1
17 CQ1 22 16 6 20 13
18 CQ2 61 50 11 16 3
19 FRQ1 59 27 32 5 1
20 CQ3 60 53 7 7
21 CQ4 167 70 97 10
23 BQ1 57 30 27 30
24 BQ2 17 1 16 3
25 BQ3 33 9 24 9
26 BQ4 9 7 2 8
27 BQ5 9 0 9 5
28 BQ6 131 51 80 15
29 BQ7 87 30 57 19

1,131 593 538 292 28

1,2889544,234

通し

番号

第3章 診断

CQ章

第1章

第2章

一次選択作業

514,9729115,934

治療

合計(Question間の重複を含む)

第4章

第5章

構造化抄録作成作業(CQ間の重複を含む)
最終採択文献数

 (本文引用文献数)

ハンドサ

ーチによ

る追加文

献(※3)

予後

疫学・自然経過

病理・病態

文献検索

（期間：2008年1月1日～
2019年10月24日）
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⑥ 和文は RCT 以上 

４）追加 

以下については，文献検索も行うが，教科書の記述も考慮して作成する．  

(1)第 4 章治療 BQ1 保存治療のコンセプト, 

(2)第 4 章治療 BQ2 各種術式のコンセプト，違い， 

(3)第 4 章治療 BQ3 （緊急）手術の適応 

※3：ハンドサーチによる追加 

・既存版からの引用は除く 

・一次選択，二次選択作業からの復活文献は除く  

 

b. 構造化抄録の作成と文献の評価 

ガイドライン策定委員会委員によって構造化抄録を作成し，論文の評価を実施した．その

際，構造化抄録のフォームを使用し作成した．各担当委員が設定したアウトカムについて記

載のある論文を採択しレビューの記載とメタアナリシスを行った． 

c. エビデンスの強さ・推奨の強さ 

ひとつの CQ に対して収集し選択したすべての論文を，アウトカムごとに横断的に評価

し表 3 に従ってバイアスリスク，非直接性，非一貫性，不精確，出版バイアスなどを評価し

て「エビデンス総体」を決定した． エビデンス総体のエビデンスの強さの評価と定義は表

4 に従って決定した．この後，各 CQ に対する推奨文を作成し推奨の強さは表 5 の定義に従

い，委員会メンバーによる投票(GRADE grid)により決定した．推奨の強さは，エビデンス

の強さに加えて，益と害:のバランスを参考にして決定した．益と害のバランスでは，益が

害を上回るか評価したうえで，負担，費用も合わせて，益と不利益(害，負担，費用)のバラ

ンスを考慮した．さらに，患者の価値観や希望，費用対効果についてもできる限り検討した．

投票では，投票者の 7 割以上の同意の集約をもって全体の意見(推奨決定)としたが， 7 割

以上の同意が得られなかった場合は，投票結果を示したうえで十分な討論を行ったのち，再

投票を行った． 
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図 1 構造化抄録作成フォーム 
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表 3 エビデンス総体評価シート 

 
 

表 4．エビデンスの強さ   

A（強）：効果の推定値に強く確信がある 

B（中）：効果の推定値に中程度の確信がある 

C（弱）：効果の推定値に対する確信は限定的である 

D（とても弱い）：効果の推定値がほとんど確信できない 

 

表 5．推奨の強さ  

 1（強い）：「行うこと」または「行わないこと」を推奨する 

 2（弱い）：「行うこと」または「行わないこと」を提案する，条件付きで推奨する 

診療ガイドライン

CQ

対象

介入/対照

エビデンス総体

アウトカム

研究
デザ
イン/
研究
数

バイ
アス
リス
ク*

非一
貫性
*

不精
確*

非直
接性
*

その
他(出
版バ
イア
スな
ど)*

上昇
要因(
観察
研究)
*

対照
群分
母

対照
群分
子

(％)
介入
群分
母

介入
群分
子

(％)
効果
指標(
種類)

効果
指標
統合
値

信頼
区間

エビ
デン
スの
強さ*
*

重要
性**
*

コメント

腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン

コメント（該当するセルに記入）

リスク人数（アウトカム率）

腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン

エビデンスの強さはRCTは"強（A）"からスタート、観察研究は弱（C）からスタート
* 各ドメインは"高（-2）"、"中/疑い（-1）"、"低（0）"の3段階
** エビデンスの強さは"強（A）"、"中（B）"、"弱（C）"、"非常に弱（D）"の4段階
*** 
重要性はCQ設定シートのアウトカムの重要度（1～9）をつける。CQ設定シートのアウトカムの
重要度より変更となる場合は、右欄「コメント」に理由を記載する
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４）推奨決定から最終化，導入方針まで 

本ガイドライン改訂(案)に対し外部評価(パブリックコメント)を募集したうえで，最終

化を行う方針である．なおパブリックコメントは，以下の学会に依頼を予定している． 

 

・日本整形外科学会 

・日本腰痛学会 

・日本脊椎脊髄病学会 

・日本運動器疼痛学会 
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第 1 章 疫学・自然経過  

はじめに 

 腰椎椎間板ヘルニアの疫学・自然経過については，一般住民を対象とした疫学研究が報告

されておらず，有病率，男女比，罹患椎間レベルの頻度，消退・吸収までの期間などの詳細

は明らかになっていない．したがって，手術例，保存的治療例，または腰痛患者といった医

療機関を受診した患者を対象とした研究の結果から，腰椎椎間板ヘルニアの疫学全体を推

察する必要がある．今回の改訂では，下記 4 つの BQ を設定して文献検索を行い，新たに

得られた文献を採用した．不変的な事項や新しい文献が得られなかった事項については，初

版，第 2 版の内容を踏襲した． 

 

BQ1 腰椎椎間板ヘルニアの疫学 

BQ2 椎間板ヘルニアの自然経過（型，大きさ，画像所見，退縮・吸収までの期間） 

BQ3 どの程度の患者が手術的治療にいたるのか 

BQ4 椎間板ヘルニアとスポーツとの関係（予防か発症誘因か） 

 

本章のまとめ 

 本章の作成にあたり，全体で抽出された 5,934 件の論文のうち，一次選択で 44 編の論文

を採択した．その後，構造化抄録を作成して文献を評価した結果から，BQ1 に対して 5 論

文を採用した．また，初版，第 2 版より 3 論文を引き続き採用した．BQ2 では今回の検索

結果から 5 編，初版・第 2 版より 3 編の計８編の論文を採用した．BQ3 では，今回の検索

から 1 編，初版・第 2 版から７編の論文を引き続き採用した．BQ4 に対しては，新たに 4

編の論文を採択し，初版・第 2 版から 1 論文を採用した． 

 今回の改訂で，有病率については，19 歳韓国人男性で 0.6%であることが明らかになった．

他の報告も含めると，腰椎椎間板ヘルニアの有病率は１％前後であると考えられた．年代と

性別については，20～40 歳代で，男性にやや多いという点は，初版・第 2 版と同様であっ

た．ヘルニアの吸収・消退については，ヘルニアの type による吸収率が新たに今回の改訂

で示された．ヘルニアが吸収される時期については，今回の改訂でも明確な回答は得られな

かった．手術にいたる頻度は，重症度によって，約 2ー5 割と各報告により幅がある．これ

までの報告では，いずれも医療機関を受診した患者が対象であり，症状が軽度な未受診例や，

診断に至っていない例を含めると，腰椎椎間板ヘルニア全体に対する手術率は，より低い数

値と考えられる．椎間板ヘルニアとスポーツ活動性の関係については，今回の検索でも明ら
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かな関係性を示した論文はなく，スポーツ活動性がヘルニアの発生を誘発するとも抑制す

るともいえない．統一された腰椎椎間板ヘルニアの診断基準が存在しないこと，臨床所見を

有する腰椎椎間板ヘルニアと画像上のみの腰椎椎間板ヘルニアとを明確に区別する必要が

あることなど課題は多いが，一般住民を対象とした大規模な疫学研究データが今後望まれ

る．  
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Background Question 1 腰椎椎間板ヘルニアの疫学 

 

要約 

・腰椎椎間板ヘルニアの有病率は，おおむね１％前後である． 

・好発高位は L4/5 と L5/S である． 

・手術例は 20～40 歳代で，男性にやや多い． 

 

解説 

 腰椎椎間板ヘルニアに関する一般住民を対象とした疫学研究は，現在まで報告されてい

ない．有病率を示した研究として，徴兵制度のために調査された全 19 歳韓国人男性

39673 例におけるヘルニアの有病率が示されている 1)．この研究では，腰椎椎間板ヘルニ

アの診断書を提出した症例について，診療録と画像所見（MRI または CT）を後ろ向きに

検討した．その結果，腰椎椎間板ヘルニアは 237 例（0.6％）に認められ，44.3％が単椎

間，55.7％が多椎間のヘルニアであった．罹患椎間は L5/S が 40.8%，L4/５が 50.6%，

L3/4 が 6.4%，L2/3 が 1.8%，L1/2 が 0.4％と，L4/5 と L5/S が大部分であった． 

 以下の報告は医療機関を受診した症例や手術症例を対象とした報告である．これらの検

討では選択バイアスが存在するため，結果は参考となる．特に手術例では，保存的治療へ

の考え方や医療制度の違いが手術適応に影響するため，施設や国によって結果が異なると

考えられる． 

 台湾における保険記録（99％の国民が登録）を用いた報告では，医療機関で診断を受け

た腰椎椎間板ヘルニアの有病率は 1.5～2%であった 2)．また米国からの報告では，人口の

約１％，年間 280 万人が罹患していると推定している 3)．男女比，好発年齢，好発高位に

ついては，手術例の報告を参考に示す．スウェーデンの手術症例登録制度 SweSpine に

2000～2010 年の期間に登録された 15,631 例の報告では，この期間スウェーデンでは人口

10 万人当たり年間約 20 件の手術が行われていた．内訳は 44％が女性（平均年齢 45±13

歳），56％が男性(平均年齢 44±13 歳)と男性でやや多かった 4)．英国における報告では，

手術を施行した 390 例を年齢で群分けして検討している．25～45 歳の若年者は 233 例

（59.7％）で，うち 97％が L4/5 または L5/S 椎間のヘルニアであった．それに対して 65

歳以上の高齢者は 29 例（7.4％）で男女比は 1：1，L4/5，L5/S は 12 例（40％）のみで

半数以上は上位腰椎にヘルニアが認められた 5)．また，オランダからの 1,431 例の解析で

は，発生高位と平均年齢の関係を示しており，L2/3 が 59.6 歳，L3/4 が 59.5 歳，L4/5 が

49.5 歳，L5/S が 44.1 歳であり，年齢の上昇とともに L4/5 より上位の椎間板ヘルニアが
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増加した 6)．中国における 4,695 例の検討では，13～20 歳の若年者に注目しており，ヘル

ニア手術例は 121 例(2.6%)であった．発生高位は L4/5 が 50.4％，L5/S が 34.7％，

L4/5，L5/S の 2 椎間が 10.7％であり下位腰椎が多かった 7）．小児腰椎椎間板ヘルニアに

ついてのナラティブレビューでは，小児の腰椎椎間板ヘルニアはまれで，全ヘルニアの

0.4～15.4％と報告されている 8)．さらに 10 歳以下の報告は，文献的には症例報告が認め

られるのみである． 

 以上をまとめると，手術を要する腰椎椎間板ヘルニアは，男性にやや多く，L4/5 と

L5/S に多く発生する．年齢については，平均年齢が 40 歳代としている報告が多く，高齢

者や若年者では少ない．年齢が上がると L4/5 より上位腰椎のヘルニアが増加する． 
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Background Question 2 椎間板ヘルニアの自然経過（型，大きさ，画像所見，退

縮・吸収までの期間） 

 

要約 

・症候性の腰椎椎間板ヘルニアは 60％以上の例で画像上の退縮が認められる． 

・Sequestration type と extrusion type のヘルニアは吸収されやすい． 

・造影 MRI でリング状に造影されるヘルニアは吸収されやすい． 

・吸収が起こる時期は不明であるが，３ヵ月以内に吸収される例が少なくない． 

 

解説 

 11 編のコホート研究における保存的治療例 587 例のメタアナリシスでは，自然吸収率は

66.6%であった 1)．一方，住民を対象とした研究で，画像上認められた無症候のヘルニア

を縦断的に観察した結果，4 年後では 14％が退縮，81％が不変，5％が増大していた．8

年後では 17.5％が退縮，65％が不変，12.5％が増大しており，大部分のヘルニアは大きさ

が変わらなかった 2)． 

 ヘルニアの形態は，髄核膨隆（bulging type）, 髄核突出（protrusion type），線維輪完全

断裂を伴う脱出（extrusion type），およびヘルニアが遊離した髄核分離（sequestrusion 

type）に分類される（第 2 章参照）．ヘルニアの形態と自然経過の関係については, 12 論文

から 53 例の sequestration type の症例を解析した報告がある．この群では，症状は発症か

ら平均 1.3 ヵ月で改善していた．また，画像的に平均 9.3 ヵ月でヘルニアの退縮が確認さ

れた 3)．ヘルニアの吸収についてのシステマティックレビューでは，9 論文 361 例を検討

しており，ヘルニアの退縮は sequestration type で 96％（52/54），extrusion type では

70％(108/154)，protrusion type では 41％(38/93)，そして bulging type では 13％(8/60)

に認められた 4)．また，完全吸収率は sequestration type で 43％（18/42），extrusion type

では 15％(16/91)，protrusion type では 0％(0/7)，そして bulging type では 11％(3/24)で

あった．本邦における保存的治療を行った 77 例の検討でも，protrusion type は吸収され

にくく，sequestration type は吸収されやすいと報告されている．特に矢状断で下位椎体の

1/3 を超えて脱出している例では 84％で著明な吸収またはヘルニアの消失が観察された．

また，ヘルニアの吸収は 46％が 3 ヵ月以内に観察されていた 5)．韓国での 505 例の縦断研

究では，平均約 1 年の経過観察で，486 例（96.2％）でヘルニアの吸収が認められ，220

例で 50％以上の退縮が認められた．extrusion type, sequestration type, そして最初のヘル



腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン（改訂第 3 版）

   

 

 

21 

 

 

 

ニアが大きいほど吸収されやすいと報告されている 6)． 

 

 造影 MRI の検討では，リング状に造影されるヘルニアは吸収されやすいと報告されて

いる 7)．また，辺縁の造影される部分が厚いこと，ヘルニアが大きく脱出していることが

ヘルニアの吸収と関連があると報告されている 8)．この研究では，2 か月後の MRI でヘル

ニアが 40％以上吸収された割合は 74 例中 28 例（37.8％）であった． 

以上から，症候性の椎間板ヘルニアは吸収されやすく，sequestration type, extrusion 

type，頭尾側に脱出しているヘルニア，そして大きいヘルニアはより吸収されやすい．一

方，無症候性で偶発的に発見されたヘルニアは大きさが変わらない例が多く，異なる病態

である可能性がある．現時点でヘルニアの吸収が始まる時期を明確にした報告はないが２

～３ヵ月以内に著明に吸収される例があると報告されている． 
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Background Question 3 どの程度の患者が手術的治療に至るのか 

 

要約 

・手術にいたる割合は，症状や脱出形態により異なる． 

・保存的治療後に手術に至るのは 2～5 割程度と幅があり，術前の症状の強さにある程度

関係している． 

 

解説 

 腰椎椎間板ヘルニアでは多くの症例が自然経過ないしは保存的治療だけで改善を示す

が，手術にいたる症例も認められる．ヘルニア患者のなかでどの程度の割合が手術にいた

る可能性があるかを知ることは，発症直後の患者に対して病状を説明する際にも有益であ

る． 

第 3 版作成にあたり，新たにエビデンスの高い関連論文は検出されなかった．どの程度

の患者が手術的治療に至るのかという問いに対して，第 2 版までの結果を踏襲し，保存的

治療を行ったシリーズで手術に至った患者の割合や，ランダム化比較試験（RCT）で保存

的治療に割り当てられた患者の中で手術に至った患者の割合を参考にし，第 3 版としての

結果を以下に示す． 

 腰椎椎間板ヘルニアに対して手術を受けた患者は，米国では 10 万人中 50～70 例，フィ

ンランドでは 40 例，英国では 10 例であった．スウェーデンでは 1987～1996 年の調査デ

ータは 10 万人中 24 例であり，1993 年は 32 例であったが，1999 年では 20 例と減少して

おり，地域や年代によって違いがある 1)．保存的治療と手術的治療とを比較した最初の

RCT の報告では比較的軽症な 126 例を 2 週間の臥床の後，保存的治療と手術的治療の 2

群に分けたが，保存的治療群のうち 17 例（28％）が疼痛のために 1 年以内に手術が施行

された 2)．6 週間の保存的治療が奏効しなかった患者を早期手術群と保存的治療継続群と

に割り付けた RCT では，保存的治療継続群の 54％が 13 ヵ月以内に手術を受けていた 3)．

また，他の同様の RCT では，保存的治療継続群の 39％が耐えがたい疼痛のため 1 年以内

に手術を受けていた 4)．   

 大規模研究である The Spine Patients Outocomes Research Trial（SPORT）5,6)では，腰

椎椎間板ヘルニアで 6 週間以上の保存的治療を施行しても下肢痛が持続している 1,244 例

を RCT に参加した 501 例と RCT を拒否しコホート研究に参加した 743 例とに分けて検

討している．RCT 参加者は Oswestry Disability Index（ODI）の平均が 46.9 と中等度以上

の症状を示していたが，保存的治療に割り振られた患者の 30％が 3 ヵ月以内に，45％が 2
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年以内に手術を受けていた．RCT を拒否し保存的治療を希望した患者は ODI の平均が

35.9 と低く軽症例が多かったが，9％が 3 ヵ月以内に，22％が 2 年以内に手術を受けてい

た．すなわち，手術にいたる割合は患者背景によってかなり異なり幅が大きいが，症状の

強さにある程度関係していると考えられる． 椎間板ヘルニア切除術を受けた 194 例（女

性 81 例，男性 113 例，平均年齢 38.3±11.2 歳）の患者で術前の痛みの程度を検討した論

文では術前の平均 ODI は 56.7， 平均 VAS(㎝)は 6.1 と中等度以上であった．保存的治療

中でも中程度以上の痛みを持つ患者では手術が施行されている割合が高い傾向にあること

を示している 7)． 

 早期の手術を促した群と， 2～3 週間の保存的治療を延⾧した 2 群を比較した報告で

は，手術にいたった比率は早期手術群では 69.8％であったのに対し，保存的治療延⾧群で

は 46.4％に減少した．保存的治療の継続により手術施行率が減少したのはヘルニア塊の先

端が硬膜外腔に脱出している non-contained type であり，後縦靱帯などによりヘルニア塊

が硬膜外腔から隔絶されている contained type では変化はなかったとしており，手術にい

たる頻度が脱出形態とも関連することが示されている 8)．  

以上より，腰椎椎間板ヘルニアで手術にいたる割合は，一定期間保存的治療を受けてい

る患者のなかで 2～5 割程度と幅があり，症状や脱出形態により異なる． 
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Background Question 4 椎間板ヘルニアとスポーツの関係（予防か発症誘因か） 

 

要約 

・スポーツに関しては，今のところ明らかな関係性は認められず，ヘルニアの発生を誘発

するとも抑制するともいえない． 

 

解説 

 腰椎椎間板ヘルニア発生の危険因子として従来，種々の要因が考えられている．過去の

報告から，現時点でどのような環境因子が指摘されているかを明らかにする． 

 第 3 版作成にあたり，新たに検出された椎間板ヘルニアとスポーツの関係に関する論文

と第 2 版までの見解とを合わせ，以下に示す． 

 主なスポーツ（野球，ソフトボール，ゴルフ，水泳，ダイビング，エアロビクス，ラケ

ットスポーツ）についてヘルニア患者 287 例と年齢，性別，地域性などを一致させた同数

の対照群とで比較検討したところ，ヘルニア発生については 2 群間に有意差はなかった
1)．また，水泳が腰椎椎間板変性に及ぼす影響を調査した論文では，平均年齢約 20 歳のエ

リート水泳選手 100 人とスポーツ歴のない 96 人を比較した結果，両グループでは MRI 上

の椎間板変性，画像的椎間板膨隆，および椎間板ヘルニアの有病率は同等であった 2)． 

 NFL のプロアメリカンフットボールプレイヤーにおいて，12 シーズン（2000～2012

年）で 275 名の新規発症椎間板ヘルニア患者を検討した研究がある．結果は，76％が腰椎

に発生し，発生高位は L5/S1 が最多であった．ポジションとしては攻撃的ラインマンでの

有病率，プレイ内容としてはブロックでの受傷率が最も高かった 3,4)． 

 上記論文から，唯一アメリカンフットボールではポジションやプレイ内容が椎間板ヘル

ニアの発症に影響している可能性が示唆されていた．また，椎間板変性に関しては野球と

水泳で多い傾向があるという報告であった．しかし，いずれもエビデンスが不十分であ

り，現段階で椎間板ヘルニア発生とスポーツとの関係があるとは断定できない． 
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第 2 章 病態  

はじめに 

腰椎椎間板ヘルニアは主に椎間板の変性髄核が線維輪を穿破し，椎間板組織が脊柱管内

に脱出，もしくは突出して神経の直接圧迫により腰痛や神経症状が出現したものである．こ

れまでの組織学的な検討により，脱出した組織には変性した髄核成分だけではなく，線維輪

や終板の一部を伴っていることや，自然退縮にはヘルニアへの炎症性細胞の浸潤，血管新生

が関与していることが明らかにされてきた．しかし，ヘルニアの発生および自然退縮の機序

についてはまだ不明な点が多い． 

Macnab らは，膨隆（protruded type），線維輪部分断裂を伴う突出（prolapsed type），線

維輪完全断裂を伴う脱出（extruded type），およびヘルニアが遊離した髄核分離（sequestrated 

type）の 4 型に分類した（Canad J Surg 14：280-289, 1971）が，1980 年に AAOS（American 

Academy of Orthopaedic Surgeons）による改訂で，髄核膨隆（intraspongy nuclear herniation），

髄核突出（protrusion type），髄核脱出（extrusion type），および髄核分離（sequestration type）

と分類された．現在ではさらに髄核脱出を後縦靱帯の穿破していない subligamentous 

extrusion type と後縦靱帯を穿破している transligamentous extrusion type に分け，髄核膨

隆は bulging type と表現する分類が主に用いられている． 

椎間板ヘルニアの発生には，日常生活・労働環境，力学的要素，遺伝的要素など非常に多

くの因子が複雑に相互作用し関与している．今回の改訂では発生機序や形態と症状の関連，

退縮過程などの病態をより明確にするために，椎間板ヘルニア発生に影響する①発生機序

（年齢による病態の違いを含む），②形態と臨床症状，③環境因子，④遺伝因子，⑤退縮の

機序に分けて background question (BQ) を作成した． 

これらの病態を明らかにすることは，日常診療において治療方針決定の指針となるだけ

でなく，患者へ正しい説明をするために必要不可欠である．本章では腰椎椎間板ヘルニアの

病態について，構造化抄録作成時に抽出された 286 編の文献のうち，70 編を採用してガイ

ドラインを作成した． 

BQ1. 椎間板ヘルニアの発生機序 

BQ2. 椎間板ヘルニアの形態と臨床症状 

BQ3. 椎間板ヘルニアの発生に影響を与える環境因子 

BQ4. 椎間板ヘルニアの発症に影響を与える遺伝因子 

BQ5. 腰椎椎間板ヘルニア退縮の機序 
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本章のまとめ  

 腰椎椎間板ヘルニアの発生機序については，これまでの組織学的検討に加えて年齢によ

り発生率や発生高位が異なることから，発生要因が異なる可能性が新たに報告されている．

成人と比較して，小児や高齢者では，発生頻度が少なく，加齢により発生椎間高位が上位に

なることが指摘されている．患者背景からみた発生リスクについても全脊椎アライメント

の関与など新たな報告が散見されるものの，直接的な発生機序については未解明な部分が

多い． 

腰椎椎間板ヘルニアの発生に影響を与える因子について報告が増えており，ヘリコプタ

ーのパイロットや，宇宙飛行士，医療従事者などの職業および喫煙は発生リスクになる．喫

煙以外にも BMI(body mass index) や脂質代謝異常，血液の粘性などとの因果関係を示す報

告があるが，これらの要因の検証やさらなる要因の探索などエビデンスの蓄積が必要であ

る． 

遺伝的因子の関与に関しては双生児研究や家族集積性から指摘され，様々な疾患感受性

遺伝子が報告されてきた．これらのことは，腰椎椎間板ヘルニアは多因子疾患であることを

裏付けている．また，近年人種間で疾患感受性遺伝子に違いがあることも指摘されている．

本章では，腰椎椎間板ヘルニアの疾患感受性遺伝子および関連する痛みと関連する遺伝子

についての報告を一覧表でまとめてレビューした． 

 ヘルニアの自然退縮機序については，ヘルニアの画像診断でのタイプによる違いと，分

子生物学的なアプローチによる報告がある．ヘルニアのタイプと退縮の関係では，

extrusion type と sequestration type は bulging type と protruding type と比較して有意に自

然退縮が起こりやすく，sequestration type は extrusion type より完全消失しやすいとして

いる．また退縮のメカニズムに関しては，血管内皮増殖因子である VEGF（vascular 

endothelial growth factor）によりヘルニア塊の血管新生や炎症性細胞の浸潤が起こり，マ

クロファージ由来のマトリックスメタロプロテアーゼ 3 および 7 の作用によりヘルニアの

自然退縮を促進している可能性がある． 

 

今後の課題 

ヘルニアの発生機序や影響を与える因子について報告は増えているものの，発生に関与

する具体的なメカニズムについては不明な点が多い．前版では，若年者では腰椎椎間板ヘル

ニアに椎体骨端核の離解を伴うことがあること，青年期では髄核を主成分とすること，高齢

者の腰椎椎間板ヘルニアでは線維輪や終板の断片が含まれることが多いことなど特徴が指

摘されており，年代別の特徴をとり上げて報告していた．今回の改訂では，新たに発生機序

などの分子生物学的メカニズムに言及する論文は少ないものの，年齢に伴う発生高位が指
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摘されつつあり，また脊柱アライメント，血液の粘性や，脂質代謝異常などの新しい概念に

よる報告が追加された．今後新しい概念による発生メカニズムの原因についてのさらなる

研究が期待される． 

遺伝的因子に関しては，多くの遺伝子領域が報告されているが，特定の単独遺伝子に起因

することは考えにくい多因子疾患である以上，原因遺伝子と呼べるものはないかもしれな

い．遺伝因子がどのようにヘルニア発症に関わっているかというメカニズムの解明が今後

の治療の発展に役立つ可能性がある． 

退縮に関しては，これまで extrusion type と sequestration type は吸収されやすいとして

いるが，未だに画像だけで完全に予測することは困難である．今後新規画像診断法など新し

い概念が出てくることを期待したい． 

 本章は，患者に正しい情報を提供し，発生を予防するプライマリケアの観点で大変重要で

ある．今後ヘルニアの発生機序の解明による新たな治療薬や，退縮を促進するさらなる治療

薬の開発が待たれる．  
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Background Question 1 椎間板ヘルニアの発生機序 

 

要約 

・椎間板ヘルニアの発生頻度は小児期と高齢者では比較的少ない． 

・高齢者では上位腰椎に，小児では成人同様下位腰椎に発生することが多い． 

・さまざまな患者背景が発症リスクとして報告されているが，これらが発生機序と直接関

連があるかは明らかにされていない． 

 

解説 

 椎間板ヘルニアの発生機序は不明な点も多く，特に小児と高齢者では，その発生機序や

椎間高位に違いがある可能性がある．ここでは，年齢や患者背景による発生機序について

検討する． 

a．年齢による違い 

 年齢により発生頻度や発生高位が異なることが明らかにされ，年齢により発生機序が異

なることが示唆されている（第 1 章疫学 BQ1 参照）．年齢の上昇とともに，上位の腰椎椎

間板ヘルニアが好発する．摘出したヘルニア塊の組織学的相違についての検討では，加齢

に伴いヘルニアに軟骨終板を含む症例が増加し，60 歳代の 70%，70 歳以上の 80％で軟骨

終板を含むと報告されている 1)． 

 

b．患者背景からみた発症リスク 

 ヘルニア患者の 13.2%に全身関節弛緩性を認め，コントロール群の 5.1%と比較して有

意に併存率が高いため，腰椎の椎間可動性が異常に大きいことが発生リスクと報告されて

いる 2)．椎間関節の形状が左右非対称であることが危険因子になるという報告 3)と，なら

ないという報告 4)がある． 

154 例の腰椎椎間板ヘルニア患者の発生機序を解析した研究で，62％の症例は重量物を

もつなどの受傷機転は明らかでなく自然発生であることが報告されており，外的要因の関

与は限定的なものである可能性が高い 5)． 

近年では，脊椎のグローバルアライメントと腰椎椎間板ヘルニアの関与を研究した報告

が散見される．腰椎椎間板ヘルニア患者は非ヘルニア患者と比較して SS (sacral slope)，

PI (pelvic incidence)，LL(lumbar lordosis) が小さく，TK (thoracic kyphosis)，SVA 

(sagittal vertical axis)が大きいことが指摘されているが，これが発生機序と直接関連がある

かは不明である 6,7)． 
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分子生物学的な解析では，椎間板ヘルニアに細菌のバイオフィルムを認めたとする報告

があるものの 8,9)，ヘルニアの原因が感染とするにはさらなる検討が必要である． 
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Background Question 2 椎間板ヘルニアの大きさと臨床症状 

 

要約 

・腰椎椎間板ヘルニアの大きさや形態は下肢痛や神経症状と相関することが多い．しか

し，必ずしも一致するわけではない． 

 

解説 

 画像診断の進歩により，腰椎椎間板ヘルニアの形態は以前より明確になってきている．

ここではヘルニアの形態とその臨床症状の関連について，脊柱管占拠率との関係やヘルニ

アの分類に基づいて検討する． 

 前版では以下の論文が解説されている．今回の改訂にあたって，新たな報告は見つから

なかった． 

 

a．脊柱管占拠率と臨床症状の関係 

脊柱管に対する腰椎椎間板ヘルニアの大きさの比率を計測する方法には，CT を用いて

面積比，横径×前後径の積の比，および前後径の比を用いる 3 つの方法があり，いずれの

計測値も殿部・下肢痛の程度との間に高い正の相関が認められることが示された 1)．60 歳

以下の腰椎椎間板ヘルニア 298 例の調査結果から，ヘルニアの脊柱管占拠率が大きくなる

ほど下肢の筋力低下が重篤になり，占拠率が 50%を超えると発現率は 80%になると報告さ

れている 2)．保存的治療例 30 例の調査では，脊柱管に対する腰椎椎間板ヘルニアの大きさ

の比率と殿部・下肢痛の改善度に相関を認め，保存的治療の効果の指標になるとの報告が

ある 3)．腰椎椎間板ヘルニア 93 例の検討では，感覚障害と膀胱直腸障害はヘルニアの大き

さに影響を受け，膀胱直腸障害は，中心性で硬膜管面積が小さいものに多い傾向がある．

しかし下肢筋力低下や L-（腰椎）JOA スコアとヘルニアの大きさとの間には有意な相関は

認められず，下肢伸展挙上テスト（SLRT）はヘルニア腫瘤の大きさよりも神経根との位

置や脊柱管形態との関連が指摘されている 4)． 

 

b．ヘルニアの分類と臨床症状の関係 

腰椎椎間板ヘルニアの分類で比較すると，extruded type や sequestration type は

protrusion type と比較して SLRT の陽性率や障害神経根領域の運動・感覚障害がより高度

であると報告されている 5)． 
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Background Question 3 椎間板ヘルニアの発生に影響を与える環境因子 

 

要約 

・リスクとなる職業の報告が散見される． 

・喫煙の影響について，喫煙者はヘルニア発生のリスクが高いことが報告されている． 

・ヘルニア患者と関連がある環境因子は多数報告があるが，喫煙以外に明らかな関連を示

す因子は特定されていない． 

 

解説 

 椎間板ヘルニアは多因子疾患であり，その中でも環境因子は重要である．ここでは，関

連のある職業や喫煙の影響，その他の因子について検討する． 

a．職業の影響について 

 ヘリコプターのパイロット 1)，宇宙飛行士 2)，医師および医療従事者 3)，職業による全

身振動の曝露 4)，時間の余裕がない労働環境 5)が危険因子として報告されている． 

 

b．喫煙の影響について 

 喫煙と腰椎椎間板ヘルニアの発生の関係について，システマティックレビューによれば

喫煙者の相対危険度は 1.27 で，男性も女性も共に統計学的に有意に腰椎椎間板ヘルニアの

リスクが高い．喫煙経験者よりも現喫煙者のほうがよりリスクが高く，喫煙量が多いほど

よりリスクが高いとする報告がある 6）． 

 

c．その他の環境因子 

 腰椎椎間板ヘルニアで手術を要した群は，年齢・性別をマッチングさせた手術を要さな

かった群よりも有意に BMI が高かった 7)．また身体活動レベルが低いほど上昇する傾向に

ある全血粘度(whole blood viscosity)が，非ヘルニア患者と比較してヘルニア患者で有意に

高かった 8)．脂質代謝異常は，関係ありとするもの 9)となしとするもの 10)があるが，これ

らの因子がヘルニアの発生リスクを直接向上させるか否かは不明である． 
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Background Question 4 椎間板ヘルニアの発生に影響を与える遺伝的因子 

 

要約 

・腰椎椎間板ヘルニアの発生には家族集積性が認められ，近年人種間での疾患感受性遺伝

子の相違が報告されている． 

・これまで，タイプ IX，XI コラーゲン，軟骨中間層遺伝子（CILP），トロンボスポンジ

ン，マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP)-9 の遺伝子の関与が報告されてきたが，近

年様々な疾患感受性遺伝子が報告されている． 

・近年ヘルニアの痛みに関連する遺伝子多型の報告もある． 

 

解説 

 腰椎椎間板ヘルニアは特に若年性で家族集積性が高いこと，双生児研究では同時罹患が

多いことが知られている．ここでは，特に腰椎椎間板ヘルニア患者（椎間板変性や狭窄症

などを除外）の遺伝的背景を調べた研究結果を検討する．  

a．ヘルニアの遺伝性に関して 

 これまで椎間板ヘルニアにおける家族集積性を報告した論文 1~3) があり，特に若年性椎

間板ヘルニアでは家族集積性が強いと考えられている．双生児研究から，一方が椎間板ヘ

ルニアになると他方に 10 倍発症リスクが上がる 4) との報告もある．近年の研究でも米国

のユタ州で椎間板ヘルニア 1,264 例を調べたところ，家族集積性が示唆された 5)． 

 

b．ヘルニアの疾患感受性遺伝子に関して 

 これまで椎間板ヘルニアの疾患感受性遺伝子として軟骨や椎間板に特異的に発現するタ

イプ IX，XI コラーゲン（COL9A26），COL9A37)，COL11A18)）や軟骨の基質を構成する

遺伝子（軟骨中間層遺伝子：CILP9）），アスポリン：ASPN10)，細胞の移動，接着，増殖に

関与するトロンボスポンジン２：THBS211)），軟骨基質分解酵素（マトリックスメタロプ

ロテアーゼ-9 : MMP-911））などが報告されている．過去の報告について表１にまとめたの

で参照いただきたい． 

日本人における検討では，椎間板にも多く発現が認められる CILP9)，COL11A18)や

THBS211)とマトリックス分解酵素である MMP-911)などの遺伝子が関係していると報告さ

れてきた．近年日本人では，ヘルニア患者 862 例，対照 896 例を調査したところ，発生の

過程で脊索や髄核に発現する SKT (sickle tail) 遺伝子について関連があったと報告されて

いる 12)．諸外国の報告と比べると日本人では対象患者数も多く，比較的詳細に検討されて
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いる． 

また表 1 に示すとおり，韓国，中国，白人など多人種からも多くの疾患感受性遺伝子が

報告されており，人種間での違いや相同性なども確認されている．また近年これまでの腰

椎椎間板ヘルニアの関連痛に関する疾患感受性遺伝子について表 2 にまとめたので参照い

ただきたい．これらは直接ヘルニアの発症にかかわっているわけではないが，痛みが⾧引

く原因や，日常生活に支障をきたす原因ともなるために今回取り上げた． 

今回の改訂では椎間板ヘルニアの疾患感受性遺伝子の報告に絞ってまとめたが，椎間板

ヘルニアの発症は椎間板変性，脊柱管狭窄状態，彎曲異常，環境因子などの要因も関与し

ていると思われる．今後の研究により，椎間板ヘルニアの発生に明らかな影響を及ぼす遺

伝子と発症メカニズムの解明が期待される． 
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Background Question 5 椎間板ヘルニア退縮の機序 

 

要約 

・ヘルニアの退縮の機序には，マクロファージから放出される TNF-αなどのサイトカイ

ンや MMP，VEGF といった因子が関与して退縮すると考えられている． 

 

解説 

 腰椎椎間板ヘルニアが退縮するメカニズムについて検討した． 

 ヘルニア退縮機序に関する報告のシステマティックレビューした論文では，まず MMP-

7 により，マクロファージから炎症性サイトカインである TNF-αを放出する．その作用

により NF-B (nuclear factor-kappa B)や TWEAK（tumor necrosis factor-like weak 

inducer of apoptosis）1)，TSLP（thymic stromal lymphopoietin）を介して基質分解酵素で

ある MMP-3 やマクロファージを遊走する MCP-1（monocyte chemotactic protein 1）の

発現が亢進する．脱出したヘルニア塊の周囲にマクロファージが遊走され，MMP-3 など

の基質分解酵素や血管内皮増殖因子である VEGF（vascular endothelial growth factor）に

より血管新生が起こり，ヘルニアが自然退縮すると考えられる 2)．図 1 に退縮のメカニズ

ムについてまとめたので，参照されたい． 
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第 3 章 診断  

はじめに  

 「椎間板ヘルニア」という病名は，患者においては自覚症状から，医療者においては画像

のみから，時に安易に使用される言葉ではないであろうか．しかし実際には，下肢への放散

痛などの臨床症状あるいは MRI 上の椎間板ヘルニア（椎間板膨隆含む）などの画像所見の

どちらか単独で「椎間板ヘルニアが臨床的障害の原因であること」を診断することは難しく，

また臨床所見のみから障害高位や障害神経根を診断する精度は高くない．これには下肢放

散痛を呈する多種多様な病態の存在，椎間板ヘルニアの多様な形態（脱出の有無や局在），

そして MRI を代表とする画像解析装置の進歩により無症候性椎間板ヘルニアが特に高齢者

では高頻度に描出されることなどが関連する．従って，椎間板ヘルニア・障害神経根の診断

には問診・身体所見・画像診断を加えた総合的判断が求められる． 

本章では，椎間板ヘルニアの診断のために，いかなる診察をすればよいか，信頼のおける

検査法は何かについて，以下の 4 つの background question(BQ)を設定し，巻頭の条件によ

り一次選択で 111 論文を抽出し，さらに構造化抄録作成後の評価から 36 論文を採択した．

これに検索期間外に出版された重要な 4 論文のハンドサーチ論文および第 2 版で引用され

た 8 論文を加えて本文を作成した． 

 

BQ1 椎間板ヘルニアの症候 

BQ2 椎間板ヘルニアの診断学（身体所見および神経学的所見） 

BQ3 腰椎椎間板ヘルニアの画像診断（単純 X 線像，MRI，CT：診断価値，必要性を含め

て） 

BQ4 障害高位・神経根同定に対する補助診断とその意義（画像検査，ブロック，電気生理

検査） 

 

本章のまとめ  

腰椎椎間板ヘルニアにおいては，単独で感度・特異度ともに高く診断に直結する検査手技

や検査方法は存在しない．よって診断には，的確な問診・患者背景や身体所見・画像所見な

どを組み合わせて総合的に診断することが重要である．  
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腰椎椎間板ヘルニアの診察手順 

 

1. 問診，病歴の聴取 

 問診から腰椎椎間板ヘルニアを示唆する所見を得る． 

 悪性腫瘍や感染などの重篤な疾患の危険信号(red flags)1)を見落とさないことに留意す

る． 

 

発症様式 

・ 激痛を伴った突然の発症 

・ 比較的短い有症期間 

 

症状 

・ 下腿に放散する疼痛 

・ 腰痛 

・ 体動時の疼痛の悪化 

・ くしゃみによる疼痛の悪化 

・ 発作性疼痛 

・ 膀胱直腸障害 

 

2. 診察（身体所見） 

 腰椎椎間板へルニアの診断とともに障害神経根の同定のために，綿密な神経学的所見

の評価が必要である． 

 神経学的な異常や症状を呈する他疾患との鑑別． 

 

腰椎椎間板ヘルニアにみられる身体所見 

・体幹前屈制限 

・tight hamstrings 

・疼痛性側弯 

 

神経学的所見：障害神経根に一致する所見かどうか．神経脱落所見の有無． 

・ 感覚障害領域 

・ 下肢痛放散領域（自己申告） 
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・ 筋力低下 

・ 深部腱反射 

 

各テスト 

・ 下肢伸展挙上テスト（SLRT） 

・ 交差 SLRT 

・ 大腿神経伸展テスト 

 

 3. 画像評価 MRI を中心に画像検査を行う． 

 MRI が施行できない症例では脊髄造影および造影後 CT，椎間板造影および造影後 CT

などで代替する． 

 外側ヘルニア，硬膜内ヘルニア，小児終板障害などの特殊病態が疑われる場合は椎間板

造影，脊髄造影や CT などの追加画像検査を行う． 

 

MRI 評価 

椎間板ヘルニアの有無のみならず，椎間板ヘルニアの高位，局在および形態の評価を行う． 

・局在：脊柱管内，椎間孔内，椎間孔外 

・形態：protrusion, extrusion, sequestration など椎間板ヘルニアの形態 

 

4. 診断 

 腰椎椎間板ヘルニアの診断において個々の症候や検査所見と画像所見の整合性を確認

する． 

 整合性が得られない，もしくは画像上障害高位の同定が困難な場合は，必要に応じて電

気生理検査や選択的神経根ブロックなどの追加検査を行う． 

 

障害高位や障害神経根を同定するための補助診断法は単独で診断率の高い方法はない．

病歴，身体所見，一般的画像検査を基本とし，必要に応じて特殊画像検査や電気生理検査な

どを追加して総合的に診断すべきである（図 1）． 
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図 1． 
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1) 日本整形外科学会ほか（監）．腰痛診療ガイドライン 2019，改訂第 2 版，p22-4, 南江堂，
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Background Question 1 椎間板ヘルニアの症候 

 

要約 

・詳細な病歴聴取および患者背景情報は椎間板ヘルニアの診断に有用である． 

 

解説 

 病歴を含む問診から椎間板ヘルニアを示唆する所見を得ることは，その後の身体所見・画

像診断を進める上で重要である．ここでは椎間板ヘルニアにおける各種症候の診断的意義

について記載する． 

 

a．発症様式・患者背景・症状 

 4 つの病歴（下腿に放散する疼痛，神経根デルマトームに一致する疼痛，咳・くしゃみに

よる疼痛の悪化，発作性疼痛）で ROC 曲線を用いた診断精度は 0.8 であり，病歴聴取の有

用性が報告されている 1，2）．同様に病歴および患者背景（年齢，性別，下肢有意の疼痛，感

覚障害，筋力低下）を含めた ROC 曲線による診断精度は 0.65 と，前述の報告と比較し軽

度劣るが十分有益な診断情報を提供するとの報告もある 3）．また，咳・くしゃみ・怒責によ

る下肢痛の悪化は椎間板ヘルニアを示唆する重要な病歴であるとも報告されている 4）． 

 

b．有症期間 

 椎間板ヘルニアでは，脊柱管狭窄症と比較して術前の有症期間が短いと報告されている
5）．これは椎間板ヘルニアによってもたらされる下肢痛が突然の発症であり，激痛を伴う頻

度が高いことを反映していると考えられる．しかし non-contained type では contained type

と比較して疼痛が強く，有症期間も短いなど椎間板ヘルニアの形態によって症状が異なる

ことも考慮する必要がある．6） 

 

c．若年者における椎間板ヘルニアの特徴 

腰痛の合併頻度が若年者では高いと報告されている 7）．体幹前屈制限が強く，tight 

hamstrings や疼痛性側弯(椎間板ヘルニア存在側が高頻度で凸側)を合併する頻度も若年者

の椎間板ヘルニアにおける特徴的所見である 8，9）． 

 

文献 

1) Vroomen PC, et al. Diagnostic value of history and physical examination in patients 
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3) Verwoerd AJ, et al. Diagnostic accuracy of history taking to assess lumbosacral nerve root 
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4) Verwoerd AJH, et al. A diagnostic study in patients with sciatica establishing the 

importance of localization of worsening of pain during coughing, sneezing and straining 
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2011;19(11):649-56. 

8) Epstein JA, et al. Lumbar intervertebral disk herniation in teenage children: recognition 

and management of associated anomalies. Spine(Phila Pa 1976) 1984;9(4):427-32. 
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Background Question 2 椎間板ヘルニアの診断学（身体所見および神経学的所

見）  

 

要約 

・腰椎椎間板ヘルニアの診断に対する，身体所見や疼痛誘発テストの診断精度は単独では高

くない． 

・下肢伸展挙上テストは椎間板ヘルニアの診断に有用であるが，椎間板ヘルニアに特異的な

ものではない． 

・病歴・各種身体所見・画像所見等を含めた総合的判断が有用である． 

 

解説 

 腰椎椎間板ヘルニアの診断は，椎間板ヘルニアにより物理的・化学的刺激を受けた障害神

経根を同定し，他の同様の障害をきたす病態との鑑別を行うプロセスである．単一神経根障

害が生じている場合，腰椎では当該神経根が分岐する高位での脊柱管内か，一つ下位高位で

の椎間孔・椎間孔外での神経根圧迫の可能性があり，病歴・身体所見を含む診断学に基づく

所見と MRI などの画像所見との整合性を確認する必要がある．MRI 画像診断においては，

非特異的な椎間板ヘルニア（膨隆）の有病率は高く，画像診断のみに依存することは回避さ

れるべきである 1）． 

 腰椎椎間板ヘルニア由来の神経障害に関する診断学には，下肢伸展挙上テスト（SLRT：

Lasègue テスト，Lasègue 徴候含む），交差 SLRT（交差 Lasègue テスト含む），大腿神経伸

展テスト（FNST），下肢痛放散領域（患者申告），感覚障害領域（デルマトーム分布），徒手

筋力テスト，深部腱反射（低下/消失，左右差）などが用いられる．各種テストの診断精度

研究の多くは椎間板ヘルニアが強く疑われる母集団で実施されており，1 論文のみがプライ

マリ・ケアの母集団を対象としたものであった 2）． 

 

a．各テスト・身体所見における個別診断精度 

1）疼痛誘発テスト 

 SLRT・Lasègue テストは坐骨神経痛を誘発させる手技であり，特に若年者の椎間板ヘル

ニアでは高率で陽性となる．椎間板ヘルニアが疑われる母集団を対象とした報告では椎間

板ヘルニアの診断に有用であった．しかし腰部での神経障害を疑うより広い母集団を対象

とした報告では，特に特異度が低下した（感度 0.35-0.97，特異度 0.10-1.00）3）．これは報
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告によりテスト陽性の定義が異なること，神経根の圧迫をきたす多様な脊椎疾患でテスト

陽性となる場合があること，用語の統一がなされていないことなどが理由として考えられ

る．一方，上位腰椎での神経障害による大腿神経痛を誘発する手技である FNST や疼痛を

有する下肢とは反対側の下肢挙上により下肢痛を誘発する交差 SLRT は，感度が低いが特

異度は高いと報告されている 3）． 

2）筋力低下・感覚障害 

 腰椎椎間板ヘルニアでは，筋力低下，感覚障害など神経学的脱落所見を呈することが多い．

筋力低下の診断精度については，感度が低いが重度麻痺症例では特異度は中等度と報告さ

れている．一方，感覚障害の診断精度は感度・特異度ともに低いとする報告が多い 3~7）． 

3）深部腱反射の低下・消失 

 L4 神経根障害では膝蓋腱反射，S1 神経根障害ではアキレス腱反射が低下あるいは消失し

ていれば陽性と判断されるが，両者ともに診断精度は高くないことが報告されている 3~7）．

アキレス腱反射は加齢により陽性率が低下することや，左右差がある場合を陽性とするな

どの診断定義に論文間で大きな違いがあることが関連している可能性がある． 

4）疼痛放散領域（患者申告） 

 疼痛放散領域については，診断に有用であるとする報告がある 8）．一方，L5 神経根障害

と S1 神経根障害の区別には有用ではないとする報告もある 9）． 

 

b．病歴および各種身体所見による総合的判断 

 各種評価を単独で用いた場合の腰椎椎間板ヘルニア診断精度は低いが，病歴や各種検査

を組み合わせた総合的判断を行うことで診断精度が高まることが多くの論文で報告されて

いる 3~6）． 

 

 個別の疼痛誘発テスト・身体所見のみを用いた診断精度が高くない理由として，身体所見

評価者（プライマリケア医，ナース，神経内科医など），患者母集団（手術適応症例・全症

例含む）におけるばらつき，各種テストの検者間・再テスト信頼性などが挙げられている．

また椎間板ヘルニアによる臨床症状が，物理的圧迫のみならず化学的炎症反応によっても

誘発されること，多様な椎間板ヘルニアの形態があることなどが特定の身体所見・テストに

よる簡便な診断を困難としている要因と考えられる． 

 

文献 
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Background Question 3 腰椎椎間板ヘルニアの画像診断（単純 X 線像，MRI，

CT：診断価値，必要性を含めて） 

 

要約 

・腰椎椎間板ヘルニアの画像診断では，非侵襲的な MRI の診断精度が比較的高く形態的な

診断もできる． 

 

解説 

 MRI は放射線被曝のない非侵襲的な検査方法であり，脊椎疾患の診断には広く用いられ

ている．現在では MRI が広く普及しており，腰椎椎間板ヘルニアの診断についても有用で

あることは論をまたない．腰椎椎間板ヘルニアの診断において画像検査の診断精度を比べ

た研究は少ない．手術所見を診断基準として検証した画像診断 14 研究 940 例を含んだシス

テマティックレビューでは，CT（9 研究）：平均診断率 72%(49.2～92.3%), 感度 59～93%, 

特異度 45～100%．脊髄造影（8 研究）：平均診断率 69.2%(49.2～92.3%), 感度 54～92%, 

特異度 50～89%．MRI（6 研究）：平均診断率 68.9%(48.6～98.7%), 感度 64～93%, 特異

度 55～100%であり，診断精度は同等であった 1)．しかし，１編(2006 年)を除いて 1984～

1994 年に発表された論文であり，近年使用されている解像度の高い機器での診断ではない

点に留意が必要である． 

 

a．MRI 

 臨床症状において腰椎椎間板ヘルニアが疑われる場合，最初に行われるべき検査である．

また．MRI は軟部組織の質的な描出に優れておりヘルニア形態の診断がある程度は可能で

ある． 

 117 例の術中所見で診断した subligamentous type と transligamentous type の術前 MRI

を検討したところ，有意な 5 つの所見を組み合わせると形態診断は感度，特異度，精度はす

べて 76％程度であった 2)． 

 手術が行われた 50 例の術前 MRI で contained type か non-contained type かを評価し，

手術所見と比較したところ，感度 72％，特異度 68%，一致率 70％であった 3)． 

しかし，MRI 読影の検者間の信頼性は決して高くはなかった．圧迫神経根同定の検者間信

頼性は良好であったが，椎間板ヘルニアや神経根圧迫の程度の評価においては，検者間でば

らつきがあった．検者間の信頼性は Kappa 値が平均 0.234 と低値であったが，検者内信頼
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性は平均 0.479 であり一定の信頼性が確認された．画像のみでの診断には限界があること

が示唆される 4,5)． 

 また，MRI によって無症候性の椎間板ヘルニアが高頻度に存在する．健常者 200 名の腰

椎 MRI では，椎間板ヘルニアが L4/5 高位で 25%，L5/S 高位で 35％に認められた 6)． 近

年では腰椎椎間板ヘルニアの画像診断に，座位での MRI や動態 MRI の有用性も報告され

ている 7,8)． 

 

b．CT  

 腰痛患者を対象に腰椎椎間板ヘルニアの CT による診断精度をみた 7 文献 604 例のシス

テマティックレビューでは感度は 77.4％，特異度は 73.7％であった 9)．  

 腰椎椎間板ヘルニアに対して手術を施行した 70 例のうち画像診断を MRI で行った 30 例

と CT で行った 40 例でヘルニアの形態について画像診断と手術所見を比較検討したが，CT

と MRI は椎間板脱出の診断精度に差がなかった 10)．   

 腰部神経根性疼痛を有する患者において，脊髄造影後 CT は MRI と比べて神経根圧迫の

重症度評価に優れており，MRI を施行できない患者の診断には有用であった 11)． 

 

c．単純 X 線像 

 単純 X 線像が腰椎椎間板ヘルニアの診断に有用であるとする報告はなかったが，他の疾

患との鑑別には意義があり，臨床経過や臨床症状から腰椎椎間板ヘルニアと他の疾患との

鑑別が必要な場合には有用な方法である．さらに，手術を行う際や選択的神経根ブロックを

行う際には必須である． 

 

 MRI が画像検査の中心であるが，MRI を施行できない患者では脊髄造影や CT で代用す

ることが可能である．また，特殊な病態については各病態に適した画像検査を行うべきであ

る． 
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Background Question 4 障害高位・神経根同定に対する補助診断とその意義（脊

髄造影，椎間板造影，ブロック，電気生理検査） 

 

要約 

・障害高位および神経根を同定するために単独で診断率の高い補助診断法はないが，障害神

経根が決定できない症例では選択的神経根ブロックが有用である． 

・病歴や身体所見に，画像検査や電気生理検査などを追加して総合的に診断すべきである． 

 

解説 

 障害高位や障害神経根を同定するための補助診断に画像・ブロック・電気生理検査が用い

られているが，その診断精度や有効性に関する研究は少ない． 

 

a．神経生理検査 

 MRI で確認できた腰椎椎間板ヘルニアによる片側下肢痛患者で，手術を施行した 23 例の

筋電図や術中 motor evoked potential などの神経生理学的な検査を調査した．神経生理検査

単独では障害神経根診断の感度・特異度ともに低く，診断には複数の検査を組み合わせる必

要がある 1)．また，手術例 265 例の MRI に神経生理検査を組み合わせると障害神経根の診

断に有効であったとする報告がある 2)． 

 

b．MRI 

 近年では拡散テンソル画像解析技術を用いて椎間板ヘルニアによる障害神経根を評価し

たところ，反対側の神経根とパラメータに有意な違いがみられた．拡散テンソル画像解析技

術で圧迫された腰神経根における微細構造変化が描出できる可能性がある 3~5)． 

 

c．選択的神経根ブロック 

 日常診療では障害高位および神経根の診断に選択的神経根ブロックが用いられている．

診断精度に関する信頼性の高い報告はないが，障害神経根が決定できない症例で有用であ

る 6,7)． 

 

 障害高位や障害神経根を同定するための補助診断法は単独で診断率の高い方法はない．

病歴，身体所見，一般的画像検査を基本とし，必要に応じて特殊画像検査，電気生理検査や
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選択的神経根ブロックなどを追加して総合的に診断すべきである． 
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第４章 治療 

はじめに 

腰椎椎間板ヘルニアの治療は大きく分けて，保存的治療と手術的治療に分けられる．さ

らにどちらにおいても様々な治療法が存在し，その適応についても一定の見解がないのが

現状である．本章においては，基本的に 2019 年現在，本邦において保険診療として認め

られている治療法を対象として捉え，保険収載されていない治療法については科学的に検

証されているものに限定した． 

以下の 3 つの BQ，4 つの CQ および 1 つの FRQ を設定した．なお，本章作成にあたっ

ては，抽出した 5,934 件の論文のうち一次選択において 577 論文が採択され，構造化抄録

作成後の文献評価から 68 論文を採択した． 

 

BQ1 腰椎椎間板ヘルニアに対する治療のコンセプト 

BQ2 各種手術術式 

BQ3 （緊急）手術の適応 

CQ1 薬物治療は有用か 

CQ2 硬膜外副腎皮質ステロイド薬注入療法は有用か 

FRQ1 理学療法や代替療法は有用か 

CQ3 手術的治療は保存的治療と比べて有用か 

CQ4 手術的治療の中で推奨される治療は何か 

 

手術方法についての用語解説 

椎間板ヘルニアの手術方法に対する用語は，『整形外科学用語集（第 8 版）』（日本整形外

科学会編，南江堂，2016）には以下の 3 つの術式が記載されている． 

 椎間板切除術 discectomy 

 ヘルニア摘除術 herniotomy 

 髄核摘出術 nucleotomy 

 

平成 30 年度の診療報酬点数から見ると，「K134 椎間板摘出術」とあり，その内訳として，

1. 前方摘出術，2. 後方摘出術，3. 側方摘出術，4. 経皮的髄核摘出術とある． 
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さらに，内視鏡を使用した場合には，「K134-2 内視鏡下椎間板摘出（切除）術」とあり，

その内訳として，1. 前方摘出術，2. 後方摘出術とある．  

 

『脊椎脊髄病用語事典（改訂第 6 版）』（日本脊椎脊髄病学会編，南江堂，2020）の解説で

は，椎間板摘出〔術］（discectomy〈diskectomy〉）は，「脱出椎間板を摘出する手術．椎間板

を全体的に，または一部を摘出する手技をも表す」と記述されており，ヘルニア摘出術

（herniotomy）も髄核摘出術（nucleotomy）も同一の用語とされている． 

 

以上のように，椎間板ヘルニアに対する手術方法に対する用語は，統一されていない．本

書では読者の困惑を避けるため，以下のように定義し，椎間板切除［術］（discectomy）と

ヘルニア摘出［術］（herniotomy）の 2 つの用語を使用することにした．こちらも脊椎脊髄

病用語事典に書かれている椎間板ヘルニアの解説（「椎間板の髄核が，後方の線維輪を部分

的あるいは完全に穿破し，椎間板組織が脊柱管内に突出あるいは脱出して，脊髄や神経根を

圧迫し，症状が出現したもの」）を参考にした． 

 

 椎間板摘出［術］（discectomy）：ヘルニア摘出以上の侵襲が椎間板に加わったもの． 

 ヘルニア摘出［術］（herniotomy）：ヘルニアとなっている変性髄核のみを摘出したも

の．sequestrectomy，fragmentectomy などの用語はこちらに含めた． 

  

なお，髄核摘出［術］（nucleotomy）については，医科診療報酬点数表における経皮的

髄核摘出術（いわゆる PN: percutaneous nucleotomy と呼ばれる手技）のみを指すよう定

義した． 
  



腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン（改訂第 3 版）

   

 

 

61 

 

 

 

Background Question 1 腰椎椎間板ヘルニアに対する治療のコンセプト 

要約 

・腰椎椎間板ヘルニアに対する治療の選択肢は保存的治療・手術的治療共に多岐にわたる

が，質の高いエビンデンスに関しては限定される． 

・保存的治療が原則であるが，手術的治療が望ましい病態も存在するため，個々に合わせた

適切な治療選択が重要である． 

 

解説 

腰椎椎間板ヘルニアは，自然経過によって症状の原因となっているヘルニア塊の吸収が

生じうる疾患であるので，治療の基本は保存的治療である．吸収されるまでの時期として 3

ヵ月間が目安とされているので（第 1 章 BQ2 参照），まずは保存的治療が基本となる． 

保存的治療に関しては，高いエビデンスレベルの論文も散見されるものの数が限定され

ており，現在行われている民間療法や医業類似行為には有効性を示すエビデンスレベルの

高い論文はほとんど見当たらない． 

一方で，手術的治療のエビデンスは，特に短期的には確立されており，手術適応を満たす

場合には手術が有用であるが，⾧期的には過去のエビデンスでも評価が分かれており，手術

適応の有無を見極めることが重要である．個々の症例に対し，選択した治療法の有効性と安

全性を実際に評価しつつ，効果的に治療を行うことが求められる．この BQ では，腰椎椎間

板ヘルニアに対し一般的に行われている治療に関し概説する． 

 

a．薬物治療 

腰椎椎間板ヘルニアにより生じる腰下肢痛に対する薬物療法として，世界各国で鎮痛薬，

筋弛緩薬，抗うつ薬などによる治療が一般的に行われているが，これらの薬物の効果を検討

したシステマティックレビューや RCT は存在しない． 

本疾患の病態として，ヘルニア塊が直接神経を圧迫することにより生じる神経障害に伴

う疼痛，局所の細胞から分泌されるサイトカインなどにより惹起される炎症に伴う疼痛，患

者の心理社会的背景の影響，これらの要因が混在することがその病態を複雑にしている．急

性期に一般的に用いられる非ステロイド性抗炎症鎮痛薬，あるいは経口副腎皮質ステロイ

ドはヘルニア局所の炎症を軽減することで鎮痛効果をもたらす．一方で Ca2+チャネル α2δ

リガンド阻害薬は，神経障害により生じたシナプスにおける疼痛伝達を賦活化することに

より鎮痛効果をもたらす．また LDH を治験対象として承認された薬剤ではないものの，神

経障害性疼痛ガイドラインでは，セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬やワクシ
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ニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液，オピオイドなども推奨されており，本疾患の治療に

用いられることも多い 1)．患者個々の病態に即して薬剤を選択し，治療の過程でその有用

性を判断し適宜治療方針を見直すことが重要である（第 4 章 CQ1 参照）．また，炎症を惹

起するサイトカインのリガンドあるいは受容体に対する抗体が治療に用いられることもあ

るが，本邦では保険収載されていない．これらの生物学的製剤に関し LDH を対象とした研

究として，抗 TNF-α モノクローナル抗体であるインフリキシマブの効果を検討したフィ

ンランドの RCT が存在するが，プラセボと比較し有意な効果は示されておらず 2)，その

後，質の高いエビデンスは公表されていない．また，作用機序が全身の免疫動態に影響する

ため，関連して生じうる重篤な合併症や，高額なコストも課題である． 

 

b．硬膜外ブロック注射 

 神経根性疼痛を有する患者に対して，神経根ブロックを含む硬膜外腔への局所麻酔薬の

注入は一般的に行われている治療である．薬剤として，副腎皮質ステロイドや局所麻酔

薬，あるいは両者を混合したものが用いられることが多い．副腎皮質ステロイドは強力な

抗炎症鎮痛効果を持ち，局所麻酔薬は痛覚の信号を遮断することによる鎮痛効果をもたら

す．また，硬膜外ブロックによって神経組織の血流が増加することが基礎的研究で示され

ている 3,4)．硬膜外に注入する局所麻酔薬に副腎皮質ステロイドを混合することの有用性

に関しては議論の分かれる部分である（第 4 章 CQ2 参照）．⾧期的な効果を示す質の高い

エビデンスは現在示されていない． 

 

c．理学療法 

 腰椎椎間板ヘルニアに対する疼痛あるいは機能障害に対し，症状の緩和，QOL の向上を

目的に行われる．ストレッチや筋力強化訓練などの運動療法は，体幹・四肢の可動域の改善，

筋力の強化，持久力の増強，有酸素運動能の向上，安定性の向上などをもたらし，結果とし

て運動能力の向上に有用である（第 4 章 FRQ1 参照）． 

 

d．手術的治療 

 各種保存的治療の効果が乏しい場合や，下肢運動麻痺の進行が認められる場合には手術

的治療が選択されることが多い．術式に関しては多くのバリエーションが存在するが（第 4

章 BQ2 参照），RCT による保存的治療との比較において，少なくとも短期的な成績の優位

性は示されているものの，⾧期間の優位性に関しては一定の見解が認められていない．手術

的治療の成績に関しては，術前の重症度が高いことと罹病機関の⾧期化（概ね 6 ヵ月以上）

が成績不良因子とされている（第 5 章 BQ6 参照）．また，手術後の下肢麻痺が遷延する危
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険因子として術前の重症度が指摘されており，麻痺出現から時間が経過するほど改善が得

にくい（第 5 章 BQ2 参照）．特に馬尾症候群（両下肢の疼痛，感覚障害，運動障害，膀胱直

腸障害，会陰部の感覚障害）を示す場合，両下肢麻痺と膀胱直腸障害が重篤な場合は術後成

績が不良であり，早期の手術介入が望ましい（第 4 章 BQ3 参照）． 

 

e．コンドリアーゼ 

 近年臨床で使用可能となったコンドリアーゼは，椎間板内に局所注入することで椎間板

髄核を構成するコンドロイチン硫酸を分解し，椎間板内圧を低減させることにより，ヘルニ

アによる神経根の圧迫を軽減させる治療である．局所麻酔で行える点など，その他の保存的

治療と手術的治療の中間的な位置付けとなる．新規の治療法であるため，他の治療法との直

接比較試験は行われておらず，エビデンスの蓄積が望まれる． 
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Background Question 2 各種手術術式 

 

要約 

・腰椎椎間板ヘルニアに対する手術は様々な術式があり，どの術式でも概ね良好な成績が得

られている．しかしながら，各術式特有の合併症もあり，実施する際には十分な教育（各

術式の特性の理解）・術前計画・手術トレーニングが必要である． 

 

解説 
a．椎間板摘出［術］（discectomy） 

ヘルニア摘出以上の侵襲が椎間板に加わったもの，つまりヘルニアに加えて一部椎間板

も摘出する術式を椎間板摘出術とする．本術式は肉眼で行うのか（open discectomy: OD），

顕微鏡を使用するのか（microdiscectomy: MD），また内視鏡を使用するのかどうかによっ

て大きく 3 つに分かれる．内視鏡の術式はさらに細分化されており，いわゆる MED

（microendoscopic disectomy）と呼ばれるものと，FED（full endoscopic discectomy，旧

PED: percutaneous endoscopic discectomy）と呼ばれるものの 2 つの術式が，現在主流とな

っている．さらに，これらは麻酔方法（全身・硬膜外・腰椎・局所）や，椎間板へのアプロ

ーチ法など，術者・施設によって改変されており，多くの手術方法が報告されている． 

 

b．ヘルニア摘出［術］（herniotomy） 

ヘルニアとなっている変性髄核のみを摘出する術式をヘルニア摘出術とする．椎間板摘

出術とヘルニア摘出術のメタアナリシスの結果，手術時間・術後腰痛・術後鎮痛薬使用・患

者満足度においてヘルニア摘出術が優位な結果であったが，ヘルニア再発率・再手術率・出

血量・入院期間および術後の坐骨神経痛の程度においては差はなかった 1)． 

 

c．髄核摘出［術］（nucleotomy） 

いわゆる PN（percutaneous nucleotomy）と呼ばれている経皮的髄核摘出術のことであ

る．本ガイドラインにおける文献検索期間において該当する論文は見当たらなかったため，

前版の記載を参考にする．本術式の有効率は 70%前後と報告されているが，単一椎間の

contained type の椎間板ヘルニアに対しては，Macnab criteria で満足な結果は 29%しか得

られず，L5/S 高位は成績不良であった 

 

d．固定術 
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本邦においては，腰椎椎間板ヘルニアに対する手術として一般的ではない．通常の椎間板

摘出術群とインストゥルメンテーションを使用しない後側方固定術群の 2 群間比較をした

研究もあり，10 年以上経過した予後には有意差が見られなかった 2)． 
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Background Question 3 （緊急）手術の適応 

 

要約 

・腰椎椎間板ヘルニアに対する手術的治療は保存的治療を一定期間行っても改善しない場

合に適応となる．しかし，重篤な運動障害や馬尾障害が出現した場合，症状の重症度と時

間的要素が重要となり, 早期に手術を行うことが望ましいことがある． 

 

解説 

腰椎椎間板ヘルニアにおいて下肢の筋力低下は 40～82%の症例に見られるが，筋力低下

が重篤な場合は筋力の回復は不良とされる．特に馬尾症候群（両下肢の疼痛，感覚障害，運

動障害，膀胱直腸障害，会陰部の感覚障害）を示す場合は予後不良である 1)．排尿障害に対

して手術を施行した 16 編の研究を用いたメタアナリシスによると，尿閉発症後 12，24，

36，48，72 時間後のいずれかで手術を行った場合，発症からの経過が⾧くなるにつれて排

尿障害の改善率は不良であった (RR 1.77-2.19)1)．また手術時に不完全尿閉と完全尿閉であ

った患者群を比較したメタアナリシスでは完全尿閉群で予後不良であり，手術時の排尿障

害の重症度が膀胱機能の回復に関わる因子であることが示されている (RR 2.58，0.59–

11.31) 1)．一方で完全麻痺と不全麻痺を分けずに 24 時間以内の早期手術群，それ以上経過

して手術した群とで膀胱直腸障害の改善に差はないとした研究もあり，完全麻痺と不全麻

痺を同一に解析することには注意を要する 1,2)． 

一方，下肢の筋力が低下しただけの症例に対する手術のタイミングに明確な基準は未だ

ない．腰椎椎間板ヘルニア 330 例に対し, Medical Research Council(MRC)による 5 段階の

評価法（0 は完全麻痺で 5 は正常）を用い，筋力低下出現後から 48 時間以内に手術に至っ

た群(MRC4: 24%，MRC3: 53%，MRC0-2: 23%)と 48 時間以上経て手術した群(MRC4: 22%，

MRC3: 57%，MRC0-2: 21%)間で比較した後ろ向き研究によると, 早期手術群で有意に筋

力の回復が良好であった 3)．以上より，下肢の筋力が低下した症例に対しては早期の手術介

入が望ましいと考えられる． 

 腰椎椎間板ヘルニアに伴う緊急手術は重篤な下肢運動障害や馬尾障害が出現した場合に

適応となるが，そのタイミングについての明確な基準は定められておらず，わが国の医療の

現状においても夜間や週末に緊急検査や手術が行える施設は限られており，それぞれの医

療現場の置かれた環境の中で最良の方法を選択すべきであろう． 
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Clinical Question 1 薬物治療は有用か 

 

推奨草案 

・薬物治療は腰椎椎間板ヘルニア患者における疼痛軽減，身体機能の改善に有用である． 

 

薬剤 推奨度 エビデンス

の強さ 

委 員 会

合意率 

非 副 腎 皮 質 ス テ ロ イ ド 性 抗 炎 症 薬 

(NSAIDs) 

2：行うことを弱く推

奨する 

C 100％ 

経口ステロイド 推奨なし C 
 

Ca2+チャネル α2δ リガンド阻害薬 2：行うことを弱く推

奨する 

C 100％ 

アセトアミノフェン 2：行うことを弱く推

奨する 

C 90% 

三環系抗うつ薬 2：行わないことを弱

く推奨する 

C 100％ 

セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み

阻害薬 

2：行うことを弱く推

奨する 

C 83％ 

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出

液 

2：行うことを弱く推

奨する 

C 70％ 

推奨薬の決定には「益と害」に関するエビデンスと本邦での臨床での実情を総合的に判断

し，出席委員の投票により 70%以上の同意が得られた薬剤を推奨薬と採択した． 

 

解説のまとめ 

 腰椎椎間板ヘルニア患者における疼痛と身体機能の改善を目的とした薬物治療におい

て特定の薬剤の明確な有効性は示されていない． 

 腰椎椎間板ヘルニア患者を含めた，腰痛症や坐骨神経痛，神経根症などの神経障害性疼

痛に対して有効性が示されているものは存在するが，その多くに利益相反(COI)があり，

質の高い論文は少ない． 

 

作成グループにおける，推奨に関連する価値観や好み 

本 CQ の推奨作成に際し, 対象薬物とプラセボ対象 RCT のシステマティックレビューを
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行うことでそのエビデンスを検討し，益（疼痛の改善及び機能の改善）と害（有害事象）の

バランスを評価して決定した．COI を認める委員は投票を棄権した．合意率は小数点以下

を切り捨てた． 

 

推奨の強さに影響する要因 

 

〇アウトカム全般に関する全体的なエビデンスが強い 

■ 2：いいえ 

説明：腰椎椎間板ヘルニア患者に対する特定の薬物の効果を直接評価したランダム化比較

試験（RCT）は極めて少ない． 

 

 〇益と害とのバランスが確実（コストは含めない） 

■ 2：いいえ 

説明：疼痛や機能の改善効果が得られない，あるいは有害事象のために中断を余儀なくされ

る症例は少なからず存在する． 

 

〇患者の価値観や好み, 負担の確実さ 

■ 1:はい 

説明：疼痛があれば大多数の患者は投薬を希望し，拒否する人は少ない． 

 

〇正味の利益がコストや資源に十分見合ったものかどうか 

■ 1：はい 

説明：極端に高額な鎮痛薬は存在せず，保険診療で患者が負担するコストは許容範囲内と考

えられる． 

 

エビデンスの強さ 

■ C：効果の推定値に対する確信は限定的である 

 

【推奨の強さ】 

■ 2：弱い（「行う」または「行わない」ことを弱く推奨する） 

 

解説 

腰椎椎間板ヘルニアの病態では，ヘルニア塊の神経組織に与える直接的な圧迫による神
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経障害性疼痛と局所での化学的刺激による炎症を中心とした侵害受容性疼痛に加え，痛み

の強度，遷延に影響を受ける中枢性の障害が存在する．本解説では本邦での薬物治療の現状

に即し，腰椎椎間板ヘルニア患者に対する有効性について，疼痛緩和，Oswestry Disability 

Index (ODI)の評価による身体機能の改善度，副作用，医療費の面から検証した．また，腰

椎椎間板ヘルニアの病態に鑑み，疼痛緩和に関連する神経障害性疼痛や侵害受容性疼痛に

対する承認薬剤を中心に推奨度を決定した．さらに現在，腰椎椎間板ヘルニアの治療に用い

られているが，推奨度を示すには効果やエビデンス，益と害の評価が不十分な薬剤について

は，その他の薬剤として記載するにとどめた． 

 

1．非副腎皮質ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs) 

 本邦にて臨床で使用される頻度の高い NSAIDs については，急性腰痛症に対してはその

有効性が示されているものの，腰椎椎間板ヘルニアに限ればその効果は十分に示されては

いない．インドメタシンとプラセボ投与を比較した過去の臨床試験では，薬物投与 3 ヵ月

後での臨床成績に有意差を認めなかった 1)．ピロキシカムを用いたプラセボ対象 RCT でも

1 ヵ月と１年経過時の痛みと日常生活での障害程度に差を認めなかった 2)．しかし，NSAIDs

は腰椎椎間板ヘルニアの炎症を中心とした侵害受容性疼痛について，その抗炎症作用から

治療に有効であると考えられる．今後，腰椎椎間板ヘルニアによる疼痛に対する治療効果の

検証が期待される． 

 委員会では臨床適応性が高いこと，合併症についても対処が可能であることを補足すべ

きとの意見があった．また一定の効果を示す症例報告についても追加してはどうかとの意

見もあったが，推奨は RCT を基に作成した． 

 投票１回目で「行うことを弱く推奨する」8 票，「行わないことを弱く推奨する」4 票と

70%の合意を満たさず，改めて実臨床での処方状況や副作用については既に広く知られて

いることなどが討議された．投票 2 回目では「行うことを弱く推奨する」 12 票と 100%

の合意を得た． 

 

2．経口副腎皮質ステロイド 

 腰椎椎間板ヘルニアによる急性の神経根性疼痛を有する患者群に対し，経口プレドニゾ

ロンを各 20，40，60mg の投与量で 5 日間継続したプラセボ対象 RCT では，投与 3 週及び

52 週後の身体機能による評価でプレドニゾロン投与群が有意な改善を示した(図 1)3)．しか

し疼痛や SF-36 による全体的な QOL 評価においては，プラセボ投与群に比較し有意差は

認めなかった．プレドニゾロン投与 3 週後の有害事象発生率がプラセボ投与に比べ効率で

あったが，本邦での実際の使用量に比べかなりの高用量であることがその要因と考えられ
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た(図 2)．以上より，腰椎椎間板ヘルニアに対する副腎皮質ステロイドの経口投与の有効性

は示されていない． 

 

図 1．投与後 1～3 週での ODI 

 

図 2．投与後 1～3 週での有害事象 

  

 委員会では，本邦での使用が想定される低用量でのエビデンスが存在しないことが確認

され，投票では「行わないことを弱く推奨する」6 票，棄権 6 票と意見が割れた． 棄権し

た委員の主な理由は「行わないことを弱く推奨する」としてしまうと十分なエビデンスがな

いのに実臨床での使用を制限してしまう可能性を危惧することからであり，推奨なしに決

定した． 

※「推奨なし」とするのは，次のいずれかに該当する場合であることを確認した． 

 エビデンス不足で判定できない場合 

投票を行っても合意に至らない場合 

 

3．Ca2+チャネル α2δ リガンド阻害薬 

 a．ガバペンチン 

 腰椎椎間板ヘルニア患者における疼痛に対し抗痙攣薬であるガバペンチンの神経障害性

疼痛に対する症状緩和作用が期待される．腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症を含む

坐骨神経痛患者に対し，前向きにガバペンチンを最大 2,400mg/日投与した症例集積研究で
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は，疼痛と ODI が有意に改善していたが，腰椎椎間板ヘルニア単独のプラセボ対象 RCT

では同定されなかった 4)．ガバペンチンは本邦において腰椎椎間板ヘルニアに対して保険適

応がないが，神経障害性疼痛に対しては適応外使用が認められている 5,6)． 

 

 b．プレガバリン 

 プレガバリンは本邦では神経障害性疼痛に対して適応のある薬剤であり，腰椎椎間板ヘ

ルニア患者の疼痛緩和に対してもその治療効果が期待される．しかし，腰椎椎間板ヘルニア

患者に対する投与による有効性の報告はない．腰椎椎間板ヘルニア患者が含まれると想定

される急性および慢性坐骨神経痛患者を対象とした 2 つのプラセボ対象 RCT によると，ほ

ぼ全ての患者がプレガバリン反応性であったが，疼痛緩和までの時間経過にプラセボ投与

との有意差を認めず，プラセボ投与と比較しても，投与 8 週後において疼痛改善効果を認

めなかった．逆に有害事象が有意に高率に生じていた 7,8)．本邦での本薬剤が広く使用され

ている状況を考えると，今後，腰椎椎間板ヘルニアに伴う疼痛に対する有効性の検証が期待

される． 

 

 c．ミロガバリン 

 プレガバリンやガバペンチンと同様に，中枢神経系において電位依存性カルシウムチャ

ネルの機能に対して補助的な役割を担っているα2δ サブユニットに，強力かつ特異的に結

合する α2δ リガンドであり，今後，腰椎椎間板ヘルニアに伴う疼痛に対するその効果の

検証が期待される． 

 委員会での投票では「行うことを弱く推奨する」12 票と 100%の合意を得た． 

 

4. アセトアミノフェン 

 アセトアミノフェンはその安全性から腰椎椎間板ヘルニア患者への投与が考えうるが，

抗炎症作用をほとんど有さないこと，神経障害性の疼痛緩和効果は示されていないこと 9)か

ら，今後，腰椎椎間板ヘルニアに伴う疼痛に対する効果の検証が期待される． 

 委員会での投票では「行うことを弱く推奨する」10 票，「行わないことを弱く推奨する」

1 票，棄権 1 票で 90%の合意を得た． 

 

5. 三環系抗うつ薬 

 a．アミトリプチリン 

 本邦では，アミトリプチリンは三環系抗うつ薬の中で唯一，末梢神経障害性疼痛に適応が

ある薬剤である．腰椎椎間板ヘルニア患者における坐骨神経痛に対し，硬膜外ブロックとア
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ミトリプチリン 50mg/日を併用投与したプラセボ対象 RCT の結果，投与 6 および 9 ヵ月

後でアミトリプチリン投与群が疼痛，ODI，自己記入式調査で有意な改善を示していたが，

腰椎椎間板ヘルニア患者への単独投与に関する研究はなかった 10)．また，三環系抗うつ薬

はその作用から，有害事象の発生に注意する必要がある 11)． 

 委員会では本薬物の有害事象に起因する弊害(眠気，ふらつき，便秘，排尿障害など)につ

いての懸念が取り上げられ，原則慢性期に投与が検討されるべきで，急性期には使用しない

方がよいとの意見が出された．投票では「行わないことを弱く推奨する」12 票と 100%の

合意を得た． 

 

６．セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬（serotonin noradrenalin reuptake 

inhibitor：SNRI） 

 a．ミルナシプラン 

 本薬剤の神経障害性疼痛や慢性疼痛症への適応は本邦では認められていない．腰椎椎間

板ヘルニアを含む慢性神経根症による疼痛に対してミルナシプラン（100～200mg/日）を投

与したプラセボ対象 RCT においては，投与開始後 6 週でプラセボ投与と比較し疼痛緩和効

果に差は認めなかった 12)． 

 

 b．デュロキセチン 

 デュロキセチンも SNRI の１つであるが，本邦ではうつ病以外に神経障害性疼痛を含む慢

性腰痛症に適応が認められている．神経根性の疼痛を伴う 41 例の慢性腰痛患者を対象とし

たランダム化二重盲検プラセボ対照クロスオーバー試験では 21 例がデュロキセチン投与と

プラセボ投与の両方の治療を 2 週間の休薬期間を挟んで受け，デュロキセチン投与 4 週後

の疼痛評価 ［intention-to-treat analysis (n = 25)］でプラセボ群に比べて疼痛緩和効果を認

め，かつ有害事象の発生率に差はなかった 13)．今後，腰椎椎間板ヘルニア患者の神経根性

疼痛に対する効果の検証が期待される． 

 委員会での投票では「行うことを弱く推奨する」10 票，「行わないことを弱く推奨する」

2 票で 83%の合意を得た． 

 

7．ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 

  腰痛ならびに神経障害性疼痛（帯状疱疹後神経痛）に適応が認められていること，重篤な

副作用がなく，忍容性が非常に高いことから，腰椎椎間板ヘルニアに伴う疼痛症状の緩和に

用いられることが想定される．神経障害性疼痛に対しては国内臨床試験で有効性が示され

ているが，今後，腰椎椎間板ヘルニア患者の神経根性疼痛に対する効果の検証が期待される
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14)． 

委員会では十分なエビデンスとなる論文がないことから，実臨床を踏まえて投票するこ

とを確認した．投票では「行うことを弱く推奨する」7 票，「行わないことを弱く推奨する」

3 票，棄権 2 票で 70%の合意を得た．投票後に実臨床に基づいた使用方法として，神経障

害性疼痛の強い場合や慢性期，高齢や合併症のためにすぐに手術できない場合などが想定

され，安全性の高さも踏まえ，最終的には「行うことを弱く推奨する」に決定した． 

 

8.  その他の薬剤 

 a．オピオイド鎮痛薬（弱） 

 オピオイド鎮痛薬（弱）のトラマドール製剤は本邦での実臨床から腰椎椎間板ヘルニアに

伴う神経障害性疼痛に使用されることが想定される. これまでに有痛性糖尿病性神経障害
15)と帯状疱疹後疼痛 16)に対する有効性が示されていることから，今後，腰椎椎間板ヘルニ

ア患者の神経根性疼痛に対する効果の確認が期待されるが，オピオイド製剤の特徴として

有害事象の発生には注意を要する． 

 

 b．生物学的製剤 

 生物学的製剤は本邦では適応外であるが，椎間板ヘルニアに伴う神経根性疼痛に対して

抗 TNF-α 抗体製剤の皮下投与 17)，静注 18)，経椎間孔硬膜外注射 19)などの臨床試験，治験

が行われているが，いずれもプラセボ投与に比べ有意な疼痛緩和効果を示せていない．また，

生物学的製剤には免疫抑制などの副作用，医療費が高額となることから，現時点では椎間板

ヘルニアの治療には推奨されない． 

 

 c．コンドリアーゼ 

 保存的治療で十分な改善が得られない，後縦靱帯下脱出型の腰椎椎間板ヘルニアに対す

るプラセボ対象 RCT の結果によると，コンドリアーゼを 1.25U の濃度で椎間板ヘルニア患

者の椎間板へ局所投与すると，投与 13 週目および 52 周目での対プラセボ投与と比較し，

下肢痛，腰痛，ODI，SF-36 のスコアの有意な改善を認めた 20). しかしその後に行われた，

用量評価試験では 1.25U，2.5U，5.0U のいずれにおいても投与 13 週目での対プラセボ投

与と比較し，有意な改善は認めなかった 21). いずれの試験においても椎間板の体積と高さ

も有意に低下しており，椎間板組織の過剰な融解が懸念される．本薬剤は既に販売承認され

てはいるが，COI が存在しない論文は存在せず，今後，腰椎椎間板ヘルニア患者への有効

性，安全性ならびに椎間板組織への⾧期の影響を調べていく必要がある． 
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Clinical Question 2  硬膜外副腎皮質ステロイド薬注入療法は有用か 

 

推奨草案 

・硬膜外副腎皮質ステロイド薬注入療法は，施行後 1 年程度までの間，疼痛ならびに QOL

を改善させる効果が期待できることから行うことは弱く推奨される． 

 

推奨度 エビデンスの強さ 委員会合意率 

2：行うことを弱く推奨する B 91％ 

 

解説のまとめ 

 硬膜外副腎皮質ステロイド薬注入療法と他の治療法の有用性を比較した高いエビデンス

レベルの論文は存在しない． 

 硬膜外副腎皮質ステロイド薬注入療法は，施行後 3～12 ヵ月程度，疼痛ならびに QOL

を改善させる可能性がある． 

 硬膜外副腎皮質ステロイド薬注入療法後にヘルニア摘出術が回避できるかに関して，一

定の見解はない． 

 硬膜外副腎皮質ステロイド薬注入療法の合併症発生率は 0～29.2%と幅広く報告されて

いるが，安全性に対する質の高いエビデンスは少ない． 

 

推奨度 

 ２：行うことを弱く推奨する 

 

推奨度に対する合意率 

 本 CQ に関する推奨度は，第 6 回本ガイドライン策定委員会に出席した各委員の投票に

よって決定された．１回目の投票においては推奨度「行うことを弱く推奨する）が 11 票，

推奨度「行わないことを弱く推奨する」が 1 票，合意率は 91%となり，委員会で定めた 70%

の合意率に至ったため，本 CQ の推奨度は「行うことを弱く推奨する」に決定した．  

 

作成グループにおける，推奨に関連する価値観や好み 

 本 CQ の作成にあたり，各治療が除痛，ADL/QOL の改善，合併症に与える影響を重視

した． 
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推奨の強さに影響する要因 

○アウトカム全般に関する全体的なエビデンスが強い 

■１：はい 

説明：ステロイド使用の有無を比較した多数の治療法間 RCT において，ステロイド使用

により疼痛ならびに ADL の改善を有意に見込めるという高いエビデンスがある．今回行

ったメタアナリシスの結果もステロイド使用により疼痛ならびに ADL の改善効果を認め

た． 

 

○益と害とのバランスが確実（コストは含めない） 

■２：いいえ 

説明：疼痛ならびに ADL 改善に関してはステロイドの使用が有益と思われるが，合併症

のリスクは避けられない． 

 

○患者の価値観や好み，負担の確実さ 

■２：いいえ 

説明：患者の嗜好により大きく異なる可能性がある． 

 

○正味の利益がコストや資源に十分見合ったものかどうか 

■２：いいえ 

説明：費用対効果に関する質の高い論文は存在しない． 

 

【エビデンスの強さ】 

■B：効果の推定値に中程度の確信がある 

 

解説 

 腰椎椎間板ヘルニアの保存的治療において，硬膜外への薬剤注入は一般的に行われる治

療であるが，その際に副腎皮質ステロイド薬が用いられることがある．その有効性に関して

前版では，短期ならびに中⾧期においても認められないとの報告と，短期のみでの有効性を

示した報告があり，治療開始早期で疼痛軽減の可能性があると言及されていた．今回検討の

対象となった論文中に，硬膜外副腎皮質ステロイド薬注入療法と他の治療法とを直接比較

した論文は存在せず，ステロイドの有無，ステロイドそのものの種類や濃度，薬剤注入のア

プローチ経路の違いで有用性を比較・検討したものに限られた． 
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 硬膜外への薬液注入の経路は，以下の 3 つに大別される．①本邦において一般的に行わ

れる神経根ブロックとほぼ同等あるいはやや中枢側にあたる椎間孔からの注入，②後方椎

弓間からの注入，③仙骨裂孔からの注入である．実臨床において異なるアプローチの硬膜外

ステロイド注入を行った際，異なる鎮痛効果を実感することは珍しくない．３つのアプロー

チでの硬膜外副腎皮質ステロイド薬注入療法の効果を比較した治療法間 RCT（n=90）にお

いて，２週間ごとに３回，生理食塩水で希釈した同力価のステロイドでブロックを行い，痛

みが完全に取れた群，部分的に取れた群，取れなかった群の３群に分類すると，経椎間孔ア

プローチがブロック後３ヵ月ならびに６ヵ月の時点で有意に痛みが完全，あるいは部分的

に取れた群の割合が高く，最大の効果を示した 1)．一方で，3 編の治療法間 RCT の結果を

用いてアプローチ間で効果の違いがあるかを検討した比較臨床試験研究（n=360）が存在し，

6，12，24 ヵ月時点で Numeric Rating Scale(NRS)ならびに Oswestry Disability Index(ODI)

にアプローチでの有意な違いは認めなかった 2）．本研究は経椎間孔アプローチでは 1%リド

カイン 1.5ml±ベタメサゾン 3mg (0.5ml)，椎弓間アプローチでは 0.5%リドカイン 6ml±

ベタメサゾン 6mg(1ml)，仙骨裂孔アプローチでは 0.5%リドカイン 6ml のみあるいは 0.5%

リドカイン 5ml +ベタメサゾン 6mg(1ml)が用いられており，３つのアプローチで使用され

ている薬剤の用量が異なること，またプロトコール上，症状に応じて患者個々で異なる回数

のブロックが行われていることから，解釈には注意が必要である． 

 硬膜外ブロックの有用性をステロイド使用の有無で比較した治療法間 RCT は複数存在す

る．今回の改訂にあたり，ステロイドを用いないブロック注射を対照とし，評価方法が共通

している治療法間 RCT に対してメタアナリシスを行った．既存のシステマティックレビュ

ーに収載されているものを含め，合計で 5 つの治療法間 RCT が抽出され 3-7)，NRS あるい

は VAS を用いた下肢痛の評価ならびに ODI を用いた QOL の評価を，ブロック施行後 3，

6，12 ヵ月において比較・検討した． 

 下肢痛に関しては，ステロイド使用の有無に関わらず全ての対象論文で，いずれの期間で

も有意に疼痛の改善を認めた．ステロイド使用の有無での 2 群間比較では，3，12 ヵ月時点

においてはステロイド使用群で有意に下肢痛のスコアが低い値を示したが，6 ヵ月の時点で

は有意差は認めなかった（図１）．ODI に関しても両群それぞれで有意に改善を認め，ステ

ロイド使用の有無で比較すると 3，6，12 ヵ月の全ての時期においてステロイド使用群で有

意に ODI が低かった（図２）． 

 その他，局所麻酔薬で行った神経根ブロックの直後から１週までの短期間における有用

性をステロイドの有無で比較した治療法間 RCT が本邦で行われている．盲検化の過程でバ

イアスのリスクはあるものの，ブロック後 1 日の時点でのみステロイド使用群で VAS が有

意に低い結果であった 8)． 
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腰椎椎間板ヘルニアに対して手術的治療が考慮される患者に対し，硬膜外副腎皮質ステ

ロイド薬注入療法で手術が回避できるかが，米国の大規模多施設研究である The Spine 

Patient Outcomes Research Trial: SPORT の後ろ向きサブ解析（n=607）で検討されている
9)．通常の保存的治療に加え，ステロイドを用いた硬膜外ブロックを行うことにより，SF-

36，ODI に差はなかったものの，手術的治療群に割り振られながらもクロスオーバーして

手術を回避した患者の率は 4 年間の経過観察期間で 41% vs 12%と，ステロイド硬膜外注入

を受けた群で有意に高かった（p<0.001）．一方で，保存的治療群に割り振られながら結局

手術を受けた患者の率も 42% vs 30%と，ステロイド硬膜外注入を受けた群で高い傾向を認

めており（p=0.057），もともと手術を志向している患者に特にその傾向が強いと述べられ

ている．また，２週間以上坐骨神経痛を呈する腰椎椎間板ヘルニア患者（n=604）に対し施

行された硬膜外ブロック後の手術回避率は，ステロイドの有無に関わらず約 80%程度でほ

ぼ同等であったとするシステマティックレビューも存在し 10)，手術回避率に関して一定の

見解は得られていない． 

 合併症に関しては腰椎椎間板ヘルニア単独で検討した質の高い論文は存在せず，今回評

価対象となった多くの RCT や比較臨床試験で合併症の評価そのものが行われていなかっ

た．また論文ごとに合併症の定義が異なることより，メタアナリシスでの比較は困難であっ

た．腰椎椎間板ヘルニア患者 412 例を含む脊椎疾患全 1,327 例に対して行った硬膜外副腎

皮質ステロイド薬注入療法の合併症率は 1.2%で，いずれも軽度かつ短期間であった 11)．ま

た，合併症に対する評価を主評価項目として行われたシステマティックレビュー12)では，椎

弓間アプローチでの硬膜外ステロイド注入の合併症として 11 論文，合計 3,069 回のブロッ

クの解析の結果，合併症の発生頻度は 0.5～17.3%であり，それぞれ最も高い発生率として

顔面紅潮 28%，刺入部の疼痛 26%，頭痛 18%，嘔気 10%，くも膜下腔への穿刺 1.4％，血

腫の形成 0.28%であった．また，同じシステマティックレビューにおける経椎間孔アプロー

チでの合併症が計 14 論文，合計 8,378 回のブロックで解析され，1.3～29.2%に合併症が生

じていた．主な合併症は，最も高い発生率として腰痛の増悪 21.5%，迷走神経反射 10%，

血管内穿刺 7.9%，下肢筋力の低下 4.6%，paresthesia 6.1%，下肢痛の増悪 4.2%，血圧低下

3.2%であった．一方，神経根症状を伴う腰椎疾患 139 例に対するステロイドを用いた仙骨

裂孔ブロック後に生じた合併症は，不眠 4.7%，頭痛 3.5%，刺入部痛 3.1%，顔面紅潮 2.3%，

迷走神経反射 0.8%，嘔気 0.8%，下肢痛の増悪 0.8%など，軽微なものを含めると 15.6%に

及んだ 13)．また，腰部脊柱管狭窄症を対象とした研究ではあるが，単回の硬膜外副腎皮質

ステロイド薬注入療法後，20.3%(32/158 例)に 50%以上の血中コルチゾール濃度の低下を

認めたとの報告もあり 14)，ステロイドが与える全身的な影響を常に考慮すべきである．脊

髄梗塞，重症麻痺，死亡などの重度合併症に関しては，腰椎高位における発生は頚椎・胸椎
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高位と比較して低く，症例報告で散見される程度であった 15)．これらの合併症は水に不溶

性の懸濁性ステロイド（いわゆる微粒子型と呼ばれるもの）を用いることによる血流障害に

起因する可能性が指摘されており，システマティックレビューにより，特に経椎間孔アプロ

ーチで行うブロックにおいては懸濁性ステロイドの使用は推奨されておらず，その使用に

は注意を要する 16)． 
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a．3 ヵ月 

 

b．6 ヵ月

 

c．12 ヵ月 

図１．ブロック後の下肢痛（VAS あるいは NRS）の比較 

 

 

a．≦3 ヵ月 
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b．6 ヵ月 

 

 

c．12 ヵ月 

図 2．ブロック後の ODI の比較 
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Future Research Question 1 理学療法や代替療法は有用か 

 

推奨草案 

・腰椎椎間板ヘルニアの治療における理学療法や代替療法の効果は限定的である． 

療法 推奨度 エビデンス

の強さ 

委員会

合意率 

運動療法 推奨なし D 100％ 

牽引療法 推奨なし D 100％ 

超音波療法 推奨なし D 100％ 

コルセット 推奨なし D 100％ 

 

解説のまとめ 

 腰椎椎間板ヘルニア患者の疼痛緩和と身体機能の改善を目的とした保存的治療のうち，

理学療法や代替療法に関して，その有効性が十分に示されているものはなく，その治療

効果は限定的である． 

 

作成グループにおける,推奨に関連する価値観や好み 

本 CQ の推奨作成にあたっては, 理学療法や代替療法とプラセボ対象 RCT のシステマテ

ィックレビューを行うことでそのエビデンスを検討し, 益（疼痛の改善及び機能の改善）と

害（有害事象）のバランスを評価して決定した.  

 

推奨の強さに影響する要因 

〇アウトカム全般に関する全体的なエビデンスが強い 

■ 2：いいえ 

説明：腰椎椎間板ヘルニア患者に対する特定の理学療法や代替療法の効果を直接評価し

たランダム化比較試験は極めて少ない． 

 

 〇益と害とのバランスが確実（コストは含めない） 

■ 2：いいえ 

説明：疼痛や機能の改善効果が得られない患者も相当数いると考えられる． 

 

〇患者の価値観や好み, 負担の確実さ 
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■ 2：いいえ 

説明：理学療法や代替療法を希望しない患者も相当数いると考えられる.  

 

〇正味の利益がコストや資源に十分見合ったものかどうか 

■ 1：いいえ 

説明：効果の推定が不確実であるにも関わらず，理学療法や代替療法に歳出される本邦の

医療費は大きく，その金額にも大きな幅が存在する． 

 

エビデンスの強さ 

■ D：効果の推定値がほとんど確信できない 

 

推奨の強さ 

■ 明確な推奨ができない 

 

解説 

 椎間板ヘルニアの病態が脱出椎間板による神経根の圧迫とそれによる炎症が主体である

という事実から考えると，保存的治療は症状の自然寛解が得られるまで，あるいは手術など

の根本治療へ移行するまでは対症療法が望ましい．種々の保存的治療のうち，本邦での臨床

の実情から，運動療法，牽引療法，超音波，コルセットの有効性について疼痛緩和， Oswestry 

Disability Index (ODI)の評価による身体機能の改善度，副作用，コスト，益と害の面から検

証した.  

 

1．運動療法 

 腰椎椎間板ヘルニア患者に対する運動療法が疼痛緩和や身体機能の改善に効果的である

という質の高い研究論文はない．医療者の管理下に，個別に身体機能改善を目的とした運動

療法を行った群と助言のみを行った群で比較した結果，前者の方が治療介入開始 10 週時の

腰痛と ODI が有意に改善した 1)．また，ドローイン動作，下向きブリッジなどの体幹筋エ

クササイズといった腰椎の安定性向上を促す運動療法を行った群と運動をしない群とを比

較した 4 週間ずつのクロスオーバー試験の結果，運動療法を実施した群において下肢伸展

挙上テスト（Straight Leg Raise Test）陽性率の低下と可動域の改善を認めた 2,3)．しかしな

がら介入の不均一性など質の高い研究ではなく，腰椎椎間板ヘルニアに対する運動療法の

効果のさらなる検証が期待される． 
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2．牽引療法 

 腰椎椎間板ヘルニアの疼痛緩和，日常生活動作の改善を目的とした牽引療法は，腰椎を牽

引することでヘルニア塊による神経組織の持続的圧排の軽減，脊柱周囲の拘縮した筋組織

のストレッチにより疼痛緩和と機能改善を期待するものであるが，その有効性は明確には

示されていない．腰椎椎間板ヘルニア患者に対してホットパックと低周波治療を行った群

と，さらにコンピュータ制御の牽引機器を用いた牽引療法（20 分/週）を併用した牽引療法

実施群を比較した RCT では，治療開始 10 週時点での腰痛，下肢痛と日常生活動作の障害

程度において牽引療法実施群で有意な改善を認めた 4)． 

 

3．超音波療法 

 腰椎椎間板ヘルニア患者の疼痛緩和を目的として，皮膚の上から超音波の機械的振動を

生体に与え，その温熱作用とマイクロマッサージ作用による疼痛緩和や血流促進，組織の修

復等を期待する超音波療法が本邦では行われている．腰椎椎間板ヘルニア患者をレーザー

治療群（3.8W を 14 分，1,064nm 波⾧，GaAlAs レーザー），超音波療法群（1.5W/cm を 6

分，腰椎部の皮膚表面），内服治療と運動療法（腰椎のアイソメトリック運動）を行った群

の 3 群に分けて 3 ヵ月間治療を行った RCT の結果，全ての群で治療前より疼痛が改善し，

レーザーと超音波療法の方が効果の持続が⾧かった 5) が，より直接的な質の高い研究によ

る効果の検証が期待される． 

  

4．コルセット 

 疼痛を訴える腰椎椎間板ヘルニア患者に対し局所の安静目的にコルセットが処方される

ことも本邦の臨床状況から考えられるが，コルセットの有効性を検証した文献は渉猟し得

た範囲で存在しなかった． 

 

委員会では，腰椎椎間板ヘルニア患者に対する理学療法や代替療法の直接的な有効性を

示したプラセボとの RCT が同定されなかったことから，システマティックレビューを行う

ことは困難であった．今後対プラセボに加え，他の保存的治療や手術的治療と比較した臨床

研究が行われることが望ましいとの議論がなされ，本 Question を Future Research Question

とすることを決定した． 
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Clinical Question 3  手術的治療は保存的治療と比べて有用か 

 

推奨草案 

・腰椎椎間板ヘルニア患者に対する手術的治療は，術直後から少なくとも 6 ヵ月は疼痛軽

減や機能改善に関して保存的治療よりも優れており，厳密な評価のもと適応と考えられる

患者に対し，手術的治療を行うことは弱く推奨される． 

 

推奨度 エビデンスの強さ 委員会合意率 

2：行うことを弱く推奨する B 50％ 

 

解説のまとめ 

 疼痛を主症状とする腰椎椎間板ヘルニア患者に対する手術的治療は，術直後から少なく

とも 6 ヵ月は，疼痛軽減や機能改善に関して保存的治療よりも優れていた．手術的治療の

⾧期成績に関しては，術後 8 年以上のより⾧期にわたって，疼痛軽減や機能改善において

保存的治療よりも優れている可能性があるが，有意差はないとする報告もあり，一定の見解

は得られていない．疼痛ならびに ADL/QOL の早期改善効果が明確であることから，厳密

な評価と患者の同意のもと行う手術的治療は有用であると言える．一方で費用対効果，労災

補償，教育などが，各種治療の有用性へ与える影響に関して，本邦における質の高い研究は

存在せず，今後の検討が必要である． 

 

推奨度 

 ２：行うことを弱く推奨する 

 

推奨度に対する合意率 

 本 CQ に関する推奨度は，第 7 回本ガイドライン策定委員会に出席した各委員の投票に

よって決定された．１回目の投票においては推奨度１（行うことを強く推奨する）が 5 票，

推奨度２（行うことを弱く推奨する）が 9 票，合意率は 64%となり，委員会で定めた 70%

の合意率に至らなかった．そのため，それぞれの推奨を行った各委員の意見をもとに議論を

進め，2 回目の投票を行った．その結果，推奨度１が 7 票，推奨度２が 7 票，合意率は 50%

となり，やはり合意の決定には至らなかった．結論として，委員全員が手術的治療を行うこ

とを推奨していること，ガイドライン委員会における規定により，推奨度の強弱で意見が分
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かれ集約が困難となった場合は「弱く推奨する」ことに定められていることより，本 CQ の

推奨度は「行うことを弱く推奨する」に決定した．  

 

作成グループにおける，推奨に関連する価値観や好み 

 本 CQ の作成にあたり，各治療が除痛，ADL/QOL の改善，費用対効果に与える影響を

重視して評価した． 

 

推奨の強さに影響する要因 

○アウトカム全般に関する全体的なエビデンスが強い 

■１：はい 

説明：手術的治療は保存的治療の継続と比較して，短期に除痛が得られ，ADL の改善を

見込めるという高いエビデンスがある．しかし⾧期に関しては手術的治療の優位性を示す

ものと同等の成績を示すもの，双方の相反する高いエビデンスが存在し一定の見解は得ら

れていない． 

 

○益と害とのバランスが確実（コストは含めない） 

■２：いいえ 

説明：術後早期の疼痛ならびに ADL/QOL 改善に関しては手術的治療が有益と思われる

が，手術に伴う合併症のリスクは避けられない． 

 

○患者の価値観や好み，負担の確実さ 

■２：いいえ 

説明：患者の重症度ならびに嗜好により，大きく異なると考えられる． 

 

○正味の利益がコストや資源に十分見合ったものかどうか 

■２：いいえ 

説明：特に本邦における費用対効果に関する質の高い論文は存在しない． 

 

エビデンスの強さ 

■B：効果の推定値に中程度の確信がある 

 

解説 

 腰椎椎間板ヘルニアの初期治療は保存的治療が原則であるが，馬尾症候群や進行性ある
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いは重度の麻痺を生じた場合など，必要な状況においては手術的治療が選択される．一方で

手術が必須でないと診断される患者に対しては，客観的なデータをもとに双方の有用性を

評価し，患者個々にとってどちらが利益をもたらすかを判断することが重要である． 

前版では手術的治療において，術式間の成績が評価されたが，手術的治療と保存的治療の

直接比較は行われていなかった．今回の評価対象となった論文の中で，外科的治療と保存的

治療の臨床成績を直接比較した治療法間 RCT は複数存在するものの，論文によって対象と

なる患者の背景因子，評価の時期や方法が異なるためメタアナリシスは困難と判断し，質的

評価を行った． 

 The Leiden–The Hague Spine Intervention Prognostic Study Group が行った治療法間

RCT において，6～12 週間持続する坐骨神経痛を有する腰椎椎間板ヘルニア患者を対象に，

顕微鏡視下でヘルニア摘出を行った手術的治療群と，教育や内服などを中心とした保存的

治療群が比較されている．介入後 8 週時点において，腰痛ならびに下肢痛 VAS，RDQ，SF-

36 の下位尺度のうち body pain，physical function，mental health，vitality，general health

は有意に手術的治療群で改善度が高かったものの，26 週時点において有意差を示したのは

下肢痛 VAS のみで，52 週時点では全ての評価項目で有意差を認めなかった 1,2)．結論とし

て，手術的治療による疼痛ならびに ADL/QOL に対する早期改善効果は 26～52 週までの

限定的なものであった． 

 一方で，米国の Spine Patient Outcomes Research Trial: SPORT による，手術的治療適応

の候補となる LDH 患者（n=501）を対象とした治療法間 RCT において，標準的な椎間板

切除術が予定された手術的治療群と，教育・カウンセリング，NSAIDs 内服，硬膜外ブロッ

ク，理学療法，麻薬投与などの標準的な保存的治療の継続が予定された保存的治療群が比較

されている 3)．Intent-to-treat (ITT) analysis※1 において，下肢痛の改善度は介入後 5 年経

過時まで有意に手術的治療群で良好であったが，腰痛の改善に関しては術後２群間で有意

差は認めなかった．ADL/QOL に関しては SF-36 の body pain ならびに physical function，

ODI は，外科的治療群において介入後 1～8 年間改善度が大きい傾向を示したものの，有意

差を認めなかった．この結果は手術的治療群として解析された 233 例の中に実際には手術

的治療が行われていない 87 例が含まれ，保存的治療群として解析された 241 例の中に経過

観察期間中に手術的治療が施行された 119 例が含まれていること（いわゆるクロスオーバ

ー）に留意すべきである．一方の as-treated analysis※1 では，下肢痛，腰痛，ならびに SF-

36 の body pain および physical function，ODI のいずれの改善度も介入後 1～8 年間，統計

学的に有意に手術的治療群で優れていた（p<0.001）．RCT において ITT analysis は標準的

な解析方法であるが，クロスオーバー率の高い SPORT においては，同一の対象患者に対し

2 つの異なる解析手法で異なる結果が示されている．その解釈に注意を要することを加味す
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ると，保存的治療に対する手術的治療の優位性は，術後短期間での疼痛ならびに ADL/QOL

改善効果として確実に認められるものの，それが半年～1 年ほどの期間に限られたものなの

か，あるいはそれ以上の⾧期に及ぶものなのかについては，未だコンセンサスが得られてい

ない．また，前出の治療法間 RCT はいずれも解析対象が疼痛を主症状とする患者群であり，

The Leiden–The Hague Spine Intervention Prognostic Study Group ならびに SPORT の双

方の研究において，馬尾症候群や進行性あるいは重度の麻痺を呈する患者は除外されてい

る．したがって予後を考慮した際に，そもそも保存的治療の継続が望ましくない患者が対象

に含まれていないことから，本来は手術的治療が望ましい症例に保存的治療の継続を勧め

るものではないことに留意されたい（第５章も参照のこと）． 

 費用対効果に関しては，手術的・保存的治療の Quality-Adjusted Life Years: QALY※2 と

治療に要したコストを術後 2 年にわたり比較した SPORT の報告がある．平均 QALY 獲得

量は手術的治療群で 1.64 (95%CI 1.62-1.67) ，保存的治療群で 1.44 (95%CI 1.41-1.47) 

であり，その差異は 0.21 (95%CI 0.16-0.25)であった．要した平均コストを算出すると，

手術的治療は保存的治療より 1QALY を獲得するために要するコストは$69,403（約 743

万円）※3 増加していたものの，腰椎椎間板ヘルニアに対する手術的治療は経済的に見合っ

た治療であると結論づけている 4)．また，スイスにおける保険のデータを術後 2 年にわた

り解析した研究によると，手術的治療は保存的治療と比較して，1QALY あたり 10,000 ス

イスフラン（約 110 万円）※3 費用対効果が優れている可能性があるものの，スイスの保険

制度においては効果が高いとは言えないと結論付けられている 5)．これらの論文は，治療

に要した医療費の比較であるが，費用対効果には治療に関わる医療費などの直接費用の損

失と，労働の損失による生産の低下などの間接費用の損失の双方を考慮に入れる必要があ

る．手術的治療は短期的に直接費用を増加させるが，その有用性が⾧期に及ぶほど，直接

費用のみならず間接費用により相殺される．これらの費用はそれぞれ国の情勢により異な

ることが予想されるが，本邦での質の高い論文は存在しない． 

 労災補償の影響に関しては，as-treated analysis で介入後 2 年間にわたり解析された

SPORT 研究において，労災補償の有無に関わらず，手術的・保存的治療群ともに有意に臨

床成績は改善し，一定の治療効果を示した．一方，補償を受けていた群において，介入後 2

年の時点で下肢痛が再燃する傾向を示し，この時点で補償を受けていない群と比較し下肢

痛の改善度に有意差が認められた．また ODI ならびに SF-36 の改善度は，介入後 6 ヵ月，

1 年，2 年時点において有意に補償を受けていた群で低くなっており，労災補償は保存的治

療ならびに手術的治療の双方にネガティブな影響を与えることが示されている 6)．また教育

水準が治療成績に与える影響を ODI，SF-36 により介入後 4 年まで評価した SPORT サブ

解析の as-treated analysis において，教育の水準は保存的治療の成績に影響を与えていた．
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治療介入開始後 1 年，ならびに 4 年時点での評価において，手術的治療の成績は教育水準

による差異を認めなかった一方で，保存的治療群では教育水準が高いほど有意に成績が良

好であった 7)．労災や教育水準に関しても本邦から質の高いエビデンスは発信されておら

ず，今後の検討課題である． 

 
※1 SPORT には intent-to-treat analysis と as-treated analysis という 2 種類の異なる解析手

法が用いられている．Intent-to-treat analysis は，対象者が割り付けられた治療を完結し

たか，あるいは経過中に別の治療に転換（クロスオーバー）したかにかかわらず，最初

に割り付けた群にしたがって分析する手法である．Intent-to-treat analysis では，クロス

オーバーした対象者の成績が，そのまま最初の割り付け時の治療成績として分析される

ため，治療そのものよりも治療方針を評価する意義がある．一方で as-treated analysis

は，対象者に対し実際に行われた治療法の治療成績を比較する分析法であり，クロスオ

ーバーした患者群はエントリー時とは異なる群の解析に加えられる．SPORT の高いク

ロスオーバー率は本研究デザインの欠点としてしばしば議論となるところである． 

 
※2 Quality-Adjusted Life Years: QALY(質調整生存年)とは，EQ-5D より算出した QOL 評

価と生存年数を表現する指標であり，1QALY 延⾧するために必要な経費から費用対効果

の評価が可能である． 

 
※3 為替レートは 2020 年 5 月中旬現在のもの． 
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Clinical Question 4 手術的治療の中で推奨される治療は何か 

 

推奨草案 

・通常の椎間板切除術（肉眼手術・顕微鏡視下手術・内視鏡手術）のいずれを用いてもよい． 

 

推奨度 エビデンスの強さ 

 

委員会合意率 

1：行うことを強く推奨する C 92% 

 

推奨度に対する合意率 

すべての術式において良好な成績が得られ，どの術式が最も優れているとは言い難いと

いう点については 100%の合意が得られた． 

 

解説のまとめ 

 通常の椎間板切除術（肉眼手術・顕微鏡下手術・内視鏡手術）においては，どの術式に

おいても術後改善がみられ，術後１年以降の改善度に差はない． 

 内視鏡手術は職場復帰・スポーツ復帰に優位性が高いとの報告もあるが，今後エビデン

スの高い研究が望まれる． 

 

作成グループにおける，推奨に関連する価値観や好み 

本 CQ に対する推奨の作成にあたっては，顕微鏡・内視鏡の使用による効果，合併症，費

用対効果を重要視した． 

 

推奨の強さに影響する要因 

○アウトカム全般に関する全体的なエビデンスが強い 

■２：いいえ 

説明：どの術式も遜色ないが，術後早期の疼痛改善，職場復帰を考えると顕微鏡・内視鏡

手術に優位性がある．ただし，神経障害の合併症のリスクを考慮すれば，必ずしも推奨でき

るわけではない． 

 

○益と害とのバランスが確実（コストは含めない） 

■２：いいえ 
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説明：術後早期の疼痛改善，職場復帰の点では，顕微鏡・内視鏡の使用が有益と思われる

が，神経障害の合併症のリスクは避けられない． 

 

○患者の価値観や好み，負担の確実さ 

■２：いいえ 

説明：患者および家族の意向は大きくばらつくと考えられる． 

 

○正味の利益がコストや資源に十分見合ったものかどうか 

■２：いいえ 

説明：現存する報告においては，内視鏡手術が高額とされている． 

 

エビデンスの強さ 

■C：効果の推定値に対する確信は限定的である． 

 

推奨の強さ 

■1：行うことを強く推奨する 

  

解説 

1．臨床症状・神経症状の改善（疼痛・神経学的所見） 

術後 1 年の腰痛 VAS（図 1）・下肢痛 VAS（図 2）に関しては，顕微鏡の使用の有無で差

はなかった 1,2)． 

MED の使用について，MD との比較では，術後 4 週における腰痛 VAS（図 3）・下肢痛

VAS（図 4）についてメタアナリシスが可能であったが，両群間に差はなかった 3,4)． 

 

図 1 術後腰痛 VAS（顕微鏡使用の有無による比較） 
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図 2 術後下肢痛 VAS（顕微鏡使用の有無による比較） 

 

 

図 3 術後腰痛 VAS（MED と MD の比較） 

 

図 4 術後下肢痛 VAS（MED と MD の比較） 

 

FED の使用について，OD との比較では，術後 3 ヵ月までの JOA スコアや VAS の改善度

としては FED が優位であったが，1 年経過後は不変であった 5,6)． 

 

2．職場復帰・スポーツ復帰 

MD と MED を比較した 2 編の RCT（治療法間）によると，職場復帰の早さに関しては

MED の優位性が示されている 4,7)．ただし，この 2 編は同一グループによる論文であり，ヘ

ルニアの type の違いによるものである．スポーツ復帰に関しては，該当する質の高い論文

は存在しなかった． 
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3．神経障害 

OD と MD を同一群として，MED と FED の 3 つの術式間のメタアナリシスを行った報告

では，術中の神経損傷は MED と比較して FED で有意に高頻度であった 8)．FED を実施す

る際には十分な教育（各術式の特性の理解）・術前計画・手術トレーニングが必要である． 
 

4．費用対効果 

各術式の費用対効果について明確に記載されている RCT（治療法間）は 1 編のみであった
9)．2010 年に報告された結果であるが，OD，MD，MED の 3 つの術式にかかった諸経費（手

術室使用費，硬膜損傷時のフィブリン糊の費用，入院費用なども含めた）は， MED は OD/MD

に比べて有意に高額であった．しかし，保険制度や診療報酬点数の相違点などから本邦にお

いては同様の結果が得られるとは考えにくく，本邦における各術式間の費用対効果の違い

について，今後データを蓄積していくことが必要である． 
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第 5 章 予後 

はじめに 

 腰椎椎間板ヘルニアの予後は概ね良好とされているが，疼痛や麻痺の遺残，職場復帰困難

例や再手術を必要とする場合も少なからず存在する．本章では，これまでに行われてきた膨

大な臨床研究の中から腰椎椎間板ヘルニアの予後や，予後と因果関係がある因子について

記載のある論文を抽出し，現時点での知見を示す． 

 予後を示す客観的指標に，疼痛や包括的健康関連 QOL，再発率などがよく用いられるが，

患者の多くは青壮年期の活動性が高い時期であり，疼痛緩和だけではなく，職場やスポーツ

現場への復帰などの社会活動に関する関心も高い．これらの観点から以下の 7 つの BQ を

設定し，それに基づく検索を行い，システマティックレビューを行った． 

 

BQ1 再手術率と再発率はどの程度か 

BQ2 下垂足や膀胱直腸障害を伴う重度神経障害は外科的治療で改善するか 

BQ3 治療後に職場復帰できるのはどのくらいか 

BQ4 治療後にスポーツ復帰できるのはどのくらいか 

BQ5 手術の後療法の内容によって予後は変わるか 

BQ6 手術成績の予後に影響を与える要因は何か 

BQ7 術後経過に影響を及ぼす処置はあるか 

 

 本章作成にあたり，抽出した 5,934 件の論文のうち一次選択において 266 論文が採択さ

れ，構造化抄録作成後の文献評価から 89 論文を採択した．BQ5 に関しては内容に合致する

質の高い臨床試験の報告が確認されなかったため，初版から第 2 版で引用された論文も含

め本文を作成した． 

 

本章のまとめ 

腰椎椎間板ヘルニアに対する手術的治療は概ね良好とされているが，再手術例も少なか

らず存在する．再手術の要因として最も多いのはヘルニアの再発であり，再発ヘルニアによ

る再手術率は，追跡期間が⾧くなるほど高く，累積再手術率は術後 1 年で 0.5～4.0％，術後

2 年で 1.6～9.6％，術後 5 年で 1.5～8.5％程度である． 

腰椎椎間板ヘルニアの手術成績に影響を与える要因について，最近のシステマティック

レビューをまとめると，若年，良好な心理状態であること，術前下肢痛 VAS が高い，労災
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関連ではないことは疼痛や日常生活動作などの臨床成績を向上させる要因となり，喫煙，糖

尿病の併存や，protrusion type，椎間板高が高い，椎間板の可動性が大きいヘルニアは再発

のリスク要因となる．下肢麻痺が遷延するリスク要因は脊柱管狭窄率の高い症例と重度神

経障害であり，MMT3 以下の重度下肢麻痺が存在しても手術的治療により 40％程度の症例

で麻痺症状の改善を認めるが，重度の馬尾症状を呈している場合には，40％程度の症例で排

尿，排便障害が残存する． 

職場やスポーツへの復帰に関しては，治療経過中に手術的治療に移行した症例を含めて

手術的治療と保存的治療の復帰率に大きな差はない．手術的治療の職場復帰率は術後 3 ヵ

月で 44～100％，1 年で 72～90％，8 年で 82.5％程度であり，プロスポーツレベルにおい

て，保存的治療・手術的治療ともにスポーツ復帰率は約 80％以上と報告されている． 
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Background Question 1 再手術率と再発率はどの程度か 

要約 

・画像診断でヘルニアの再発を認めても，症状を伴わない例が存在する． 

・再手術の原因として最も多いのはヘルニアの再発である． 

・ヘルニアの再発に対する再手術は，追跡期間が⾧くなるほど高くなる傾向を認め，累積再

手術率は術後 1 年で 0.5～4.0％，術後 2 年で 1.6～9.6％，術後 5 年で 1.5～8.5％である． 

 

解説 

１．無症候性のヘルニアの再発 

症候性，無症候性に関わらず画像診断によりヘルニアの再発の有無を前向きに調査した

研究では，初回手術と同一椎間板高位で再発ありと診断された割合は術後 2 年で 23.1％

（25/108）であり，そのうち 56％(14/25)は無症候性であった 23)．術後 MRI を読影する際

は，無症候性のヘルニアの再発の存在に留意する． 

 

２．ヘルニアの再発に対する再手術率 

再手術を要した症候性再発ヘルニアの発生頻度を表 1 にまとめた．術式別に検討すると，

標準的椎間板切除術は 0～23.1％，顕微鏡下椎間板切除術は 0～23％，内視鏡下椎間板切除

術は 1.6～6.1％，全内視鏡下椎間板切除術は 0～12.5％であった．追跡期間が明確な論文を

もとに術後経過期間と再発ヘルニアに対する再手術率との関係を図 1 に示す 8~17,19,26)．再発

ヘルニアに対する再手術率は，追跡期間が⾧くなるほど高くなる傾向を認め，累積発生率は

術後 1 年で 0.5～4.0％，術後 2 年で 1.6～9.6％，術後 5 年で 1.5～8.5％であった． 

 

3．再発率の術式間での違い 

術式間の再発率の差に関しては，2 つのシステマティックレビューがある．1 編は全内視

鏡下，内視鏡下，標準的椎間板摘出術を比較し，術式間で再発率に差はないとしている 6)．

また，もう 1 編は低侵襲椎間板切除術（内視鏡使用）と標準的椎間板切除術とを比較した

RCT のメタアナリシスであり，低侵襲手術で再発率が高かった 5)．研究デザインや追跡期

間，術式の詳細，報告された時代によって再発率には幅があるため，今後も検討が必要であ

る． 

ヘルニア摘出術と椎間板切除術の臨床成績を比較した研究では，3 編のシステマティック 

レビュー，メタアナリシスがある．1 編ではヘルニア摘出術の方が再発率は高かったが術後

2 年の臨床成績は良好 3)，他編では再発率は変わらなかったが臨床成績はヘルニア摘出率の
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方が良好 4)で，もう 1 編では再発率・臨床成績ともに両群に有意差はなかった 7)．いずれの

論文も，質の高い RCT が含まれていないため結果のエビデンスレベルが低いことに言及し

ている． 

 

４．再手術率とその要因 

ヘルニアの再発も含めた術後再手術率を追跡期間別にまとめた（図 2）11,12,16,17,24,27~31)．10

編の論文のうち，6 編は健康保険などのデータベースを用いた大規模なレジストリデータか

らの引用である．累積再手術率は，術後 1 年で 0.6～7.4％，術後 2 年で 8.0～10.5％，術後

5 年で 2.4-13.4％であった． 

再手術に至った原因は，椎間板切除術における米国の前向き研究（SPORT 研究）ではヘ

ルニアの再発（62％），合併症やその他の要因（25％），他の椎間板高位での新規病変の発生

（11％）と報告されている 11)．また，カナダの研究では術後 6 年間に 10％の症例に再手術

が行われ，このうち初回と同一椎間板高位の再手術率は 6％で，他の椎間板高位の手術率は

4％であった 17)．追跡期間が⾧くなると新規病変の発生に留意する必要がある．また，症候

性の再発ヘルニアの中には術前の症状と反対側に症状が出現する例も存在する．再手術を

要するヘルニアの再発が 8.4％（14/171）発生し，そのうち同一椎間，反対側に再発した例

が 2.3％（4/171）であったという報告や，再発した 14 例のうち 8 例が初回治療時と異なる

場所にヘルニアが再発していたという報告がある 8,12)． 

全内視鏡下椎間板切除術においては，ヘルニアの不十分な摘出や外側陥凹部での除圧不

足により術後早期に再手術になる場合があった 24)．この報告では 6 週以内の再手術率は

4.3％であり，再手術の理由の内訳は摘出不十分 64.9％，ヘルニア再発 17.9％であった 24)． 

 

５．再手術症例の臨床成績 

再手術症例の臨床成績に関しては，初回手術と比較して劣るという前向き研究 11)と，初

回手術と同一椎間板高位・同側の再発であれば初回手術と同等であったとするシステマテ

ィックレビューがあり，見解が分かれている 25)． 
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表 1 腰椎椎間板ヘルニア術後再発に関する採用論文のサマリー 

文献 研究 

デザイン 

症例数 術式 追跡 

期間 

再発率（%） 

Parker SL, et al.1)2015 システマ

ティック 

レビュー 

21,180 

(90 論文) 

顕微鏡下椎間板切除術 

(tubular microdiscectomy 89％

open microdiscectomy 11%) 

- 5.3(0～23) 

 

Yin S, et al.2)2018 システマ

ティック 

レビュー 

23,930 

(63 論文) 

全内視鏡下椎間板切除術 

 interlaminar (椎弓間) 法  

 transforaminal (経椎間孔) 法 

- 3.6(0～12.5) 

 4.2 

 3.6 

Chang X, et al. 5)2014 メタアナ

リシス  

2139 

(16 論文) 

低侵襲椎間板切除術 

(minimally invasive discectomy) 

標準的椎間板切除術 

(standard discectomy) 

- 7.7(1.8～11.4) 

3.8(0～5.2) 

Shriver MF, et al.6)2015 

 

システマ

ティック 

レビュー 

2,969 

(29 論文) 

全内視鏡下椎間板切除術 

(percutaneous endoscopic lumbar 

discectomy) 

内視鏡下椎間板切除術 

(microendoscopic discectomy) 

標準的椎間板切除術 

(standard discectomy) 

- 3.9 (3.8～5.6) 

 

 

3.1(1.8～5.1) 

 

4.4(2.7～6.1) 

 

McGirt MJ, et al.3) 

2009 

システマ

ティック 

レビュー 

13,359 

(54 論文) 

ヘルニア摘出術 

(limited discectomy) 

椎間板切除術 

(aggressive discectomy) 

- 7(2～18) 

 

3.5(0～9.5) 

Azarhomayoun A, et 

al.7)2015 

システマ

ティック 

レビュー 

746 

(5 論文) 

ヘルニア摘出術 

(sequestrectomy)  

椎間板切除術 

(discectomy) 

- 3.5(1.3～12.5) 

 

3.7(1.2～10.5) 

Ran J. et al.4)2015 メタアナ

リシス 

 

1,648 

(12 論文) 

ヘルニア摘出術 

(sequestrectomy)  

椎間板切除術 

(discectomy) 

- 6.6(1.0～21.2) 

 

4.7(0～10.5%) 

Wera GD, et al.8)2008 観察研究 1,320 椎間板切除術 1 年 1 
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(subtotal lumbar discectomy）  

Kim MS, et al.9)2009 観察研究 241 椎間板切除術 

(open discectomy) 

8.6 年 7.1 

Li Z, et al.10)2018 観察研究 321 椎間板切除術 

(discectomy) 

6 年 

 

18.1 

 

Leven D, et al.11) 

2018 

観察研究 810 椎間板切除術 

(open discectomy) 

1 年 

2 年 

3 年 

4 年 

5 年 

6 年 

7 年 

8 年 

4 

5 

6 

6 

7 

8 

8 

9 

Kim KT, et al.12)2009 観察研究 171 顕微鏡下椎間板切除術 

(microdiscectomy) 

4.7 年 8.4 

Shick U, et al.13)2009 観察研究 200 顕微鏡下ヘルニア摘出術 

(sequestrectomy) 

顕微鏡下椎間板切除術 

(microdiscectomy) 

3 年 

 

3 年 

1 

 

2 

Moliterno JA, et al.14)2010 観察研究 217 顕微鏡下椎間板切除術 

(tubular microdiscectomy) 

19.1 ヵ月 9.5 

 

Fakouri B, et al.15)2011 観察研究 96 顕微鏡下ヘルニア摘出術 

(sequestrectomy) 

顕微鏡下椎間板切除術 

(microdiscectomy) 

33.3 ヵ月 

 

32.4 ヵ月 

4.2 

 

5.6 

Aizawa T, et al.16)2012 観察研究 5,626 顕微鏡下椎間板切除術 

(その他の術式：183 例) 

1 年 

5 年 

10 年 

15.7 年 

0.5 

1.4 

2.1 

2.8 

Shamji MF, et al.17)2014 観察研究 172 顕微鏡下ヘルニア摘出術 

(sequestrectomy) 

顕微鏡下椎間板切除術 

(microdiscectomy) 

6 年 

 

6 年 

15 

 

6 
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Kotil K, et al.26) 

2014 

 

観察研究 125 顕微鏡下ヘルニア摘出術 

(sequestrectomy) 

 

顕微鏡下椎間板切除術 

(aggressive microdiscectomy) 

1 年 

5 年 

 

1 年 

5 年 

2.1 

4.1 

 

1.3 

1.5 

Al-Afif S. et al.18)2017 観察研究 460 顕微鏡下椎間板切除術 

(microsurgical disk surgery) 

- 10.5 

 

Kulkarni AG, et al.19)2014 観察研究 188 内視鏡下椎間板切除術 

(microendoscopic discectomy) 

22 

(8～69)

ヵ月 

1.6 

Hong X, et al.20)2015 観察研究 1,263 内視鏡下椎間板切除術 

(microendoscopic discectomy) 

- 6.1 

Yao Y, et al.21)2016 観察研究 3,689 内視鏡下椎間板切除術 

(microendoscopic discectomy) 

- 3.0 

Yao Y, et al.22)2017 観察研究 3,378 全内視鏡下椎間板切除術 

(percutaneous endoscopic lumbar 

discectomy.) 

- 3.4 
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図 1 追跡期間別，腰椎椎間板ヘルニアの術後累積再発率 
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図 2 経過観察期間別，腰椎椎間板ヘルニアの術後累積再手術率 
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Background Question 2 下垂足や膀胱直腸障害を伴う重度神経障害は外科的治

療で改善するか 

 

要約 

・下垂足を伴う重度神経障害は外科的治療により約 4 割（25～64％）は改善するが，麻痺

発症からの期間が⾧くなると改善効果は得られにくい． 

・下肢麻痺が遷延する危険因子は，手術までの期間，術前の下肢麻痺の重症度・術前の脊柱

管狭窄率である． 

・膀胱直腸障害を伴う重度神経障害は外科的治療を施行しても，排尿障害が約 4 割（13.3～

90%），排便障害が約 5 割(10.5～90%)で遺残する． 

 

解説 

 腰椎椎間板ヘルニアは，時に下垂足や膀胱直腸障害などの重度神経障害を呈することが

あり，早期除圧手術が必要となる．外科的治療の有効性を示す意味でも，この重度麻痺がど

の程度改善するのかについて明確なデータを示すことは重要である． 

 重度麻痺を伴う腰椎椎間板ヘルニア手術に関するシステマティックレビューからのデー

タを示す．下肢麻痺評価において Medical Research Council (MRC) grade (0-5 による筋力

評価)3 以下の重度下肢麻痺例を 354 例集積し，手術群で 38.4（25～64％）%，保存的治

療群で 32％の症例に麻痺の完全回復を認めたと報告されている 1)．重度神経障害に対する

外科的治療を支持するエビデンスは低いが，手術群の方が保存的治療群よりも回復率は高

く，外科的治療の効果を否定することはできない．改善した症例の回復までの期間は 6 週

～36 ヵ月と大きな幅があり，手術までの期間・術前の下肢麻痺の重症度が大きな影響を与

える． 

麻痺発生から 69 日経過した群よりも 35 日以内に手術施行したほうが良好な麻痺改善が

得られたとの報告や，麻痺を生じて 70 日以降では手術を行っても症状の改善が得られな

かったとする報告がある 1)．1 ヵ月以内であれば，どの時期に手術を施行しても臨床成績

には影響がないが，ある一定期間を超えると改善が悪くなることが示唆される．術前の重

症度に関しては，回復の程度と関連があるという報告と関係がないとの報告があるが，関

連ありと結論付ける報告の方が多い 1,2)．その他の要因として，年齢・喫煙・アルコール飲

酒・呼吸器疾患・糖尿病・疼痛の有無などが検証されているが一定の見解を得ていない． 

 排尿，排便障害，性機能障害を伴う腰椎椎間板ヘルニア手術に関するシステマティック 
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レビューの結果を示す． 

15 論文が抽出されており，追跡期間は 17 ヵ月以上であった（３～24 ヵ月以上）．ほぼす

べての報告で腰椎椎間板ヘルニア摘出術もしくは椎弓切除術が施行されていた．排尿障害

を呈した 409 例の術後 17 ヵ月以降での排尿障害の残存は 42.5(13.3～90)%であった．性機

能障害は 201 例の術後，44.3（10～76.6）%に残存していた．また排便障害については，238

例の術後，49.6(10.5～90)%で残存した．重篤な麻痺（馬尾症状）を呈する腰椎椎間板ヘル

ニア術後に，膀胱直腸障害は約半数の症例でしか改善が得られなかった 3)． 

 

表 1 採用論文の要約 

文献 研究 

デザイン 

症例数 術式 追跡 

期間 

麻痺の改善/残存 

Balaji VR, et al.1)2014  システマ

ティック 

レビュー 

354  

(7 論文) 

顕微鏡下椎間板切除術 

椎間板切除術 

その他 

6～77 

ヵ月 

MRC 4 以上への改善： 

42～100％ 

完全回復：25～64% 

Overdevest GM, et 

al.2)2018 

RCT 13 

(早期手術) 

11 

(保存療法) 

(MRC 3 のみを抽出) 

椎間板切除術 

（術式不明） 

vs. 保存的治療 

1 年 58%(早期手術) 

vs. 50%(保存的治療) 

Korse NS, et al.3)2013 システマ

ティック 

レビュー 

464 

(15 論文) 

椎間板切除術 

椎弓切除術 

部分椎弓切除術 

顕微鏡下椎間板切除術 

その他 

- 排尿障害の残存： 

42.5(13.3～90.0)% 

排便障害の残存： 

49.6(10.5～90.0)% 

性機能障害の残存： 

 44.3(10.0～76.6)% 

 

文献 

1) Balaji VR, et al. Recovery of severe motor deficit secondary to herniated lumbar disc 

prolapse: is surgical intervention important? A systematic review. Eur Spine J 

2014;23(9):1968-77. 

2) Overdevest GM, et al. of motor deficit accompanying sciatica--subgroup analysis of a 

randomized controlled trial. Spine J 2014;14(9):1817-24. 

3) Korse NS, et al. Complaints of micturition, defecation and sexual function in cauda equina 
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syndrome due to lumbar disk herniation: a systematic review. Eur Spine J 

2013;22(5):1019-29.  
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Background Question 3 治療後に職場復帰できるのはどのくらいか 

 

要約 

・手術的治療と保存的治療の職場復帰率に大きな差はない． 

・手術的治療の職場復帰率は術後 3 ヵ月で 44.4～100％，1 年で 72～89.9％，8 年で 82.5％

である． 

・低侵襲手術の方が標準的な手術よりも職場復帰率が高く，職場復帰までの期間が短い． 

 

解説 

 就労に関するアウトカムは，職場復帰率・職場復帰までの期間・休職・早期退職率，恒久

的障害補償受給率などがよく用いられる．それぞれの論文で示された就労に関するアウト

カムを表 1 にまとめる 1~9)． 

１．職場復帰率と影響を与える要因 

 手術的治療群の職場復帰率は，術後 3 ヵ月で 44.4～100％，1 年で 72～89.9％，8 年で

82.5％であった．保存的治療に対する職場復帰率の報告は少ないが，保存的治療群と手術群

の職場復帰率を比較した米国の前向き研究（SPORT 研究）では，intent-to-treat 解析，as-

treated 解析ともに保存的治療群の職場復帰率は手術群と差がなかった 4)． 

術式別に比較したシステマティックレビューの結果では，職場復帰率は固定術が最も低

く，標準的椎間板切除術よりも低侵襲手術の方が高いことが示されている 5)．職場復帰率に

負の影響を与える因子としては，術前休職期間が⾧い 3)7)，喫煙 3)，女性 5)7)，高齢 5)，精神

疾患の併存 1)5），教育レベルが低い 1），再雇用への意欲が低い 1），腰椎椎間板ヘルニアの既

往がある 1），慢性疾患の併存 1)5)、術後の疼痛や機能障害の残存 6）が挙げられている．精神

疾患の併存に関しては，術前 12 ヵ月以内に精神疾患の既往がある患者と既往のない患者と

の比較では，術後 3 ヵ月の職場復帰率は併存あり 17％，併存なし 82.9％と大きな差があっ

た 1)． 

２．職場復帰までの期間 

 術式別に職場復帰までの期間を比較したシステマティックレビューでは，標準的椎間板

切除術で 8～111 日，顕微鏡下もしくは低侵襲手術で 5.6～140 日，内視鏡下手術で 5.6～77

日と報告されており 5)，標準的椎間板切除術よりも内視鏡下手術の方が短かった 8,9)．また，

術後リハビリテーションについてまとめたコクランレビューでは，エビデンスレベルは低

いが術後に積極的なリハビリテーション介入を行った方が職場復帰率ならびに復帰までの

期間が短かった 2)．．  
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表 1 腰椎椎間板ヘルニア治療後の復職に関する採用論文のサマリー 

文献 治療法 研究デザ

イン 

対象 追跡期間 就労アウトカ

ム 

結果 

Zieger M, et al.1) 

2011 

手術的治

療 

観察研究 305 3 ヵ月 職場復帰率 44.4％ 

精神疾患の併存 

有 18.0％ 

無 82.1% 

Oosterhuis T, et 

al.2)2014 

手術的治

療 

システマ

ティック 

レビュー 

2,503 

(22 論文) 

1 年 職場復帰率 積極的なリハビリテーション介入 

有 89.9％ 

無 81.9％ 

Andersen MØ, et 

al.3)2017 

手術的治

療 

観察研究 678 1 年 職場復帰率 72％ 

Kerr D, et al.4)2015 保存的治

療 

観察研究 241 8 年 職場復帰率 intent-to-treat 解析 73.6％ 

as-treated 解析 79.8 

Kerr D, et al.4)2015 手術的治

療 

観察研究 233 8 年 職場復帰率 intent-to-treat 解析 73.6％ 

as-treated 解析 82.5% 

Huysmans E, et 

al.5)2018 

手術的治

療 

システマ

ティック 

レビュー 

7,100 

(63 論文) 

- 職場復帰率 固定術 

45.7～90％(2～3 年) 

標準的椎間板切除術 

76.0％（1 年） 

73.5％（2 年） 

顕微鏡下もしくは低侵襲手術 

50(1.4 ヵ月)～100％(2.8 ヵ

月) 

84％（2 年） 

内視鏡手術 

83.3～100％(0.9～120 ヵ月) 

Huysmans E, et 

al.5)2018 

手術的治

療 

システマ

ティック 

レビュー 

7,100 

(63 論文) 

- 職場復帰まで

の期間 

0.8～20 週 

標準的椎間板切除術  

8～111 日 

顕微鏡下もしくは低侵襲手術 

5.6～140 日 

内視鏡下手術 
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5.6～77 日 

Puolakka K, et 

al.6)2008 

手術的治

療 

観察研究 152 5 年 休職，早期退

職 

53％ 

Puolakka K, et 

al.6)2008 

手術的治

療 

観察研究 152 5 年 永続的障害補

償受給 

10％ 

Jensen LD et 

al.7)2011 

保存的治

療 

観察研究 1,174 2 年 就労困難※ 37.7％ 

Jensen LD, et 

al.7)2011 

手術的治

療 

 

観察研究 660 2 年 就労困難※ ヘルニア摘出術 

41.8％ 

腰椎固定術 

60.5％ 

※復職困難：病院受診後２年以内の就労期間が 40 週以内 

 

文献 

1) Zieger M, et al. The impact of psychiatric comorbidity on the return to work in patients 

undergoing herniated disc surgery. J Occup Rehabil 2011;21(1):54-65. 

2) Oosterhuis T, et al. Rehabilitation after lumbar disc surgery. Cochrane Database Syst 

Rev 2014(3):CD003007. 

3) Andersen MO, et al. Return to work after lumbar disc surgery is related to the length of 

preoperative sick leave. Dan Med J 2017;64(7). 

4) Kerr D, et al. What are long-term predictors of outcomes for lumbar disc herniation? a 

randomized and observational study. Clin Orthop Relat Res 2015;473(6):1920-30. 

5) Huysmans E, et al. Return to work following surgery for lumbar radiculopathy: a 

systematic review. Spine J 2018;18(9):1694-714. 

6) Puolakka K, et al. Risk factors for back pain-related loss of working time after surgery 

for lumbar disc herniation: a 5-year follow-up study. Eur Spine J 2008;17(3):386-92. 

7) Jensen LD, et al. Predictors of vocational prognosis after herniated lumbar disc: a two-

year follow-up study of 2039 patients diagnosed at hospital. Spine (Phila Pa 1976) 

2011;36(12):E791-7. 

8) Hussein M. Minimal incision, multifidus-sparing microendoscopic diskectomy versus 

conventional microdiskectomy for highly migrated intracanal lumbar disk herniations. J 

Am Acad Orthop Surg 2016;24(11):805-13. 
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9) Hussein M, et al. Surgical technique and effectiveness of microendoscopic discectomy 

for large uncontained lumbar disc herniations: a prospective, randomized, controlled 

study with 8 years of follow-up. Eur Spine J 2014;23(9):1992-9.  
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Background Question 4 治療後にスポーツ復帰できるのはどのくらいか 

 

要約 

・プロスポーツレベルにおいて，保存的治療・外科的治療ともスポーツ復帰率は約 80％以

上である． 

・競技や術式によっても異なるが，競技復帰時期はアスリートにおいては 1 ヵ月～2.4 年

と報告されており，一般的なスポーツ復帰時期はおよそ 2～3 ヵ月（4 週～6 ヵ月）であ

る． 

 

解説 

 腰椎椎間板ヘルニアは，青壮年期の活動性が高い患者層に罹患率が高く，スポーツ活動に

伴う障害であることも多い．競技者にとっては，スポーツ復帰は重要な問題である．スポー

ツ活動性の高いアスリートにおいては競技復帰の時期やパフォーマンスレベルの回復は最

も重要な関心事である．プロスポーツ選手もしくはエリートアスリートにおけるスポーツ

復帰について検討した報告が多い． 

 はじめに，腰椎椎間板ヘルニア治療後のスポーツ復帰について，手術群と保存的治療群で

比較検討したシステマティックレビューの結果を示す．14 論文，964 例の腰椎椎間板ヘル

ニアに罹患し治療を行ったスポーツ選手の競技復帰について検討した．対象は National 

Basketball Association (NBA), National Football League (NFL), Major League Baseball 

(MLB), National Hockey League (NHL)，アマチュアスポーツ選手である．スポーツ復帰率

は外科的治療 84%，保存的治療 76%であり，治療による有意差はなかった 1,2,4,6,7)．競技復

帰時期は 1 ヵ月～1 年（シーズン）と開きがあった 2）．その後の競技継続期間については，

競技内容や術式によっても異なるが，手術的治療のほうが競技復帰後の競技継続期間が⾧

く 3)，復帰後の出場試合数が多かった．その他の術後スポーツ復帰指標は，競技復帰率 78

～89%，復帰時期 1 ヵ月～2.4 年（シーズン），復帰後の競技継続 1.2-5.2 年であり，競技内

容や術式により結果に幅を認めたが，復帰率は総じて 80％を上回っていた 2,5,8)．またプロ

アスリートにおいては，競技復帰後の競技継続期間が 3.4 年との報告があり，図 1 に出場試

合数の推移を保存的治療・手術的治療に分けて示す 6,8)． 

 術式ごとのスポーツ復帰の推奨時期については，全スポーツ 2～3 ヵ月，ゴルフ 4～8 週，

ノンコンタクトスポーツ 6～8 週，コンタクトスポーツ 2～6 ヵ月と報告されている 3)．個々

の症例ごとに異なるが，一定の目安になると考えられる． 
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図 1．競技復帰後の出場試合数の推移 

（受傷前を１として出場試合数の減少割合を示した Kaplan–Meier 生存曲線） 

（黒線：手術的治療 赤線：保存的治療 横軸：日）(文献 6) 

 

 

表 1 腰椎椎間板ヘルニア治療後のスポーツ復帰に関する採用論文のサマリー 

治療法 研究デザイ

ン 

対象 スポーツ Return to sports 結果 文献 

保存的治療 

椎間板摘出術 

腰椎固定術 

観察研究 87  

(保存 31 

椎間板摘

出術 48 

腰椎固定

術 8) 

NHL スポーツ復帰率 

スポーツ復帰時期 

競技復帰レベル 

 

85% 

2.7 シーズン 

パフォーマンススコアは

復帰時に低下していた

が，外科的治療・保存的

治療での有意差はない． 

Schroeder 

GD, et 

al.1), 2016 

保存的治療 

外科的治療 

システマテ

ィックレビ

ュー 

964 

(14 論文) 

NBA 

NHL 

MLB 

NHL 

アマチュアス

ポーツ 

スポーツ復帰率 

 

 

 

 

 

外科的治療 

84% (95% CI 77～90%) 

保存的治療 

76%(95% CI 56～92%) 

1 ヵ月～1 年（シーズ

ン） 

Reiman 

MP, et 

al.2), 2016 
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スポーツ復帰時期 

外科的治療 システマテ

ィックレビ

ュー 

342 

 

NBA 

NHL 

MLB 

NHL 

 

スポーツ復帰率 

スポーツ復帰時期 

82％ 

1～15 ヵ月 

Cook RW, 

et al.3), 

2016 

不明 観察研究 136 NFL スポーツ復帰 14±70 日 Gray BL, 

et al.4), 

2013 

顕微鏡下椎間

板摘出術 

観察研究 171 プロアスリー

ト 

スポーツ復帰率 

スポーツ復帰時期 

89.3％ 

5.8 ヵ月 

Watkins 

RG 4th, et 

al.5), 2012 

保存的治療 

椎間板摘出術 

観察研究 342 プロアスリー

ト 

スポーツ復帰率 

復帰後の競技継続

期間 

82% 

3.4 年 

Hsu WK, 

et al.6), 

2011 

保存的治療 

手術的治療 

観察研究 137 NFL スポーツ復帰率 

パフォーマンスス

コア 

保存的治療 59% 外科的

治療 78% 

有意差なし 

Huysmans

E, et al.7), 

2018 

顕微鏡下椎間

板摘出術 

システマテ

ィックレビ

ュー 

558 

(14 論文) 

エリートアス

リート 

スポーツ復帰率 

復帰後の競技継続

期間 

83.5％ 

1.2～5.2 年 

Overley 

SC, et al.8), 

2016 

 

文献 

1) Schroeder GD, et al. Performance-based outcomes after nonoperative treatment, 

discectomy, and/or fusion for a lumbar disc herniation in National Hockey League 

athletes. Am J Sports Med 2013;41(11):2604-8. 

2) Reiman MP, et al. Return to sport after open and microdiscectomy surgery versus 

conservative treatment for lumbar disc herniation: a systematic review with meta-analysis. 

Br J Sports Med 2016;50(4):221-30. 

3) Cook RW, et al. Return to play after lumbar spine surgery. Clin Sports Med 

2016;35(4):609-19. 

4) Gray BL, et al. Disc herniations in the National Football League. Spine (Phila Pa 1976) 

2013;38(22):1934-8. 
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6) Hsu WK, et al. The professional athlete spine initiative: outcomes after lumbar disc 

herniation in 342 elite professional athletes. Spine J 2011;11(3):180-6. 

7) Huysmans E, et al. Return to work following surgery for lumbar radiculopathy: a 

systematic review. Spine J 2018;18(9):1694-714. 

8) Overley SC, et al. Return to play in elite athletes after lumbar microdiscectomy: a meta-

analysis. Spine (Phila Pa 1976) 2016;41(8):713-8.  
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Background Question 5 手術の後療法の内容により予後は変わるか 

要約  

・術後のリハビリテーションは，実施後数ヵ月の身体機能を改善させ再就労を促進する． 

・術後 1 ヵ月ではリハビリテーションの実施有無による差は認めない． 

・復職指導は就業率の向上に有効である． 

 

解説 

 臨床症状の改善においては保存的治療よりも外科的治療のほうが⾧期的にも良好な成績

を示すが，リハビリテーションなどの術後後療法も外科的治療成績の改善に影響している

可能性があるため，術後の後療法の内容による治療予後について検討した．前版発刊以降，

本 BQ に関しては新たな抽出論文が得られなかったため，前版で検討した内容を再度示す． 

 腰椎椎間板ヘルニア初回手術後のリハビリテーションプログラムに関して 2000 年までに

発刊された論文 1)とその後の RCT から，以下のような結論が得られたと報告されている． 

１．早期リハビリテーションプログラム 

早期リハビリテーションプログラムの有無を比較した報告はない．積極的(集中的)もしく

は非積極的(軽い訓練)にリハビリテーションを施行した 2 群で比較した RCT2~4)では両群間

に差はなかった．術後 2 週からの早期リハビリテーション開始と術後 6 週からリハビリテ

ーション開始を比較した報告では Roland-Morris スコアや DRI（disability rating index）の

改善率は早期リハビリテーション開始群のほうが良好であったが，就労状況では差がなか

った 5)．これらの報告では早期リハビリテーションは再手術の危険因子にはなっておらず，

術直後から活動を低下させる必要はないと考えられる． 

 

２．術後 1 ヵ月以降に開始されるリハビリテーションプログラム 

術後 4～6 週に開始されるリハビリテーションの有無による差を比較した RCT6~8)では，

運動療法は早期の疼痛と機能の改善に有効であった．理学療法士や臨床心理士，職業訓練士，

ソーシャルワーカー，集中腰痛学級などによる複合リハビリテーション，集中訓練プログラ

ムと家庭での軽いプログラムを比較した RCT が複数ある 7~11)．これらの論文では集中訓練

のほうが短期的な疼痛や機能状態はよいとしているものの，⾧期的な疼痛や機能の改善や

早期復職に関する有効性は示されていない．心理学のオペラント行動療法に基づくプログ

ラムと通常のプログラムを比較した報告 12)でも，全般的改善度，休業率には差がなかった． 

1 年間のリハビリテーション内容を筋力強化訓練の有無により 2 群に割り付けた RCT13)

では，筋力強化訓練の効果は認められなかった．術後 1 年以降の腰椎伸展運動の有無によ
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り 2 群に割り付けた RCT14)でも，短期的な効果しか認められなかった． 

術後に施行されるリハビリテーションプログラムは，短期的には集中的訓練実施群で機

能改善が良好であるが，⾧期的にその効果は持続しないと報告されている 4~7)．いずれの報

告でもリハビリテーションはヘルニアの再発率を増加させないことが報告されている． 

 

３．復職指導 

医療アドバイザーが個々の患者の愁訴に応じて復職を検討する消極的な復職指導と，患

者と医療サイドに積極的に働きかける復職指導の 2 群の差を比較した質の高い RCT15)があ

る．重量物の挙上や腰椎の捻りの繰り返しなどの重労働でなければ，積極的復職指導群で 1

年後までの再就職率が高かった．エビデンスの低い報告ではあるが術後の活動性をまった

く制限せずに，可及的早期の復職を促しても合併症は増加せず，休職期間の短縮が可能であ

ったとする報告 16)もある． 

 

文献 

1) Ostelo RW, et al. Rehabilitation following first-time lumbar disc surgery: a systematic 

review within the framework of the cochrane collaboration. Spine (Phila Pa 1976) 

2003;28(3):209-18. 

2) Kitteringham C. The effect of straight leg raise exercises after lumbar decompression 

surgery-A pilot study. Physiotherapy 1996;82(2):115-23.  

3) Kjellby-Wendt G, et al. Early active training after lumbar discectomy. A prospective, 

randomized, and controlled study. Spine（Phila Pa 1976） 1998;23(21):2345-51. 

4) Kjellby-Wendt G, et al. Results of early active rehabilitation 5-7 years after surgical 

treatment for lumbar disc herniation. J Spinal Disord Tech 2002;15(5):404-9. 

5) Millisdotter M, et al. Early neuromuscular customized training after surgery for lumbar 

disc herniation: a prospective controlled study. Eur Spine J 2007;16(1):19-26.  

6) Dolan P, et al. Can exercise therapy improve the outcome of microdiscectomy? Spine

（Phila Pa 1976） 2000;25(12):1523-32. 

7) Yilmaz F, et al. Efficacy of dynamic lumbar stabilization exercise in lumbar 

microdiscectomy. J Rehabil Med 2003;35(4):163-7. 

8) Filiz M, et al. The effectiveness of exercise programmes after lumbar disc surgery: a 

randomized controlled study. Clin Rehabil 2005;19(1):4-11. 

9) Alaranta H, et al. Rehabilitation after surgery for lumbar disc herniation: results of a 

randomized clinical trial. Int J Rehabil Res 1986;9(3):247-57. 
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11) Johannsen F, et al. Supervised endurance exercise training compared to home training 

after first lumbar diskectomy: a clinical trial. Clin Exp Rheumatol 1994;12(6):609-14. 

12) Ostelo RW, et al. Behavioral graded activity following first-time lumbar disc surgery: 1-

year results of a randomized clinical trial. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28(16):1757-65.  

13) Hakkinen A, et al. Effects of home strength training and stretching versus stretching 

alone after lumbar disk surgery: a randomized study with a 1-year follow-up. Arch Phys 

Med Rehabil 2005;86(5):865-70. 

14) Manniche C, et al. Intensive dynamic back exercises with or without hyperextension in 

chronic back pain after surgery for lumbar disc protrusion. A clinical trial. Spine（Phila Pa 

1976） 1993;18(5):560-7. 

15) Donceel P, et al. Return to work after surgery for lumbar disc herniation. A rehabilitation-

oriented approach in insurance medicine. Spine（Phila Pa 1976） 1999;24(9):872-6. 

16) Carragee EJ, et al. Are postoperative activity restrictions necessary after posterior lumbar 

discectomy? A prospective study of outcomes in 50 consecutive cases. Spine（Phila Pa 

1976） 1996;21(16):1893-7. 
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Background Question 6 手術成績の予後に影響を与える要因は何か 

要約 

・若年，良好な心理状態であること，術前下肢痛 VAS が高い，労災関連ではないなどは手

術成績を向上させる． 

・喫煙，糖尿病の併存，protrusion type，椎間板高が高い，椎間板の可動性が大きいヘルニ

アは，術後再発のリスクを高める． 

 

解説 

 手術成績に影響を与える要因については，患者背景や画像所見，心理社会的要因など様々

な角度から検討がなされ，膨大なエビデンスが蓄積されている．非常に多くの要因が予後に

関わっていることがわかってきたが，ある論文では予後不良であると報告され，別の論文で

は関連はないと報告されることもよくある．本 BQ では，これらの論文から得られた要因

を，①確実：2 つ以上の質の高い研究で支持され，反証する質の高い論文がない，②ほぼ確

実：2 つ以上の質の高い研究で支持されているが，反証する質の高い論文が 1 つ存在する，

③可能性あり：1 つの質の高い研究で支持されている，④証拠不十分：2 つ以上の質の高い

研究で支持されているが，反証する質の高い論文も 2 つ以上存在するの 4 つに分類し，現

時点でのサマリーを表 1 にまとめた 1~12)． 

 身体的要因としては，高齢 1），BMI（body mass index）1），性別 1）と臨床成績との関連は

証拠不十分であったが，若年 1,3)，罹病期間が短い（6 ヵ月未満）1,4)，心理的状態が良好 1），

術前下肢痛が強い症例 1）は疼痛や日常生活動作などの臨床成績を向上させる要因であった．

社会的要因としては，病気休暇が⾧い症例 1）や労災関連であること 1）は予後不良の要因と

なり，ヘルニアの形態的要因としては sequestration type1）や extrusion type1）は予後良好，

contained type1）は予後不良の要因となった． 

 術後再発に関しては，年齢 2）や作業内容 2），BMI2）よりも，喫煙 2)7)9)、protrusion type2），

糖尿病の合併 2）、罹患椎間の椎間板高が高い９~11)，椎間板の可動性が大きい症例 9,10)におい

て再発のリスクが高いことが示されている． 

日本人のデータが含まれておらず，様々な術式が含まれている点は今後の課題であるが，

患者選択や術前説明において有用な情報になる．今後，それぞれの要因のカットオフ値が明

確となり，介入可能な要因が示されるようになれば臨床成績の向上にもつながっていく． 
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表 1 外科的治療の予後に影響を与える因子のまとめ 

 臨床成績 再発 

 予後良好 予後不良 リスク減少 リスク増加 

確実 若年 

下肢痛 VAS が高い 

良好な心理状態 

労災関連ではない 

術前の重症度が高い 

contained type 

休職期間が⾧い 

 

 喫煙 

糖尿病 

protrusion type 

椎間板の高さが高い 

椎間板の可動性が大きい 

ほぼ確実 罹 病 期 間 が 6 ヵ 月 未 満

sequestration type 

extrusion type 

線維輪に損傷がない 

労災関連である 

  

可能性あり 男性 

腰痛の罹病期間が 6 ヵ月

未満 

SLRT 陽性 

腰痛 VAS が高い 

腰痛の頻度が少ない 

SF-36 における身体の痛み

が重度でない 

SF-36 における社会生活機

能得点が 60 点未満 

外側型ヘルニア 

外科的治療に対する医師

の期待がある 

 

併存疾患あり 

関節痛を併存している 

教育レベルが低い 

貧困 

Bragard テスト陽性 

術前 ODI が高い 

術前 ODI が低い 

術前歩行距離が短い 

extrusion type 

Modic type 1 変化 

復職に前向きではない 

運動恐怖がある 

制限付きで就労している 

労災関連であり，⾧期間オ

ピオイドを服用している 

 定期的な運動をしていな

い 

椎間板変性がわずかであ

る 

持ち上げ作業 

証拠不十分 高齢 

女性 

BMI 

喫煙 

術前 ODI 

下肢痛が腰痛よりも強い 

罹病期間が⾧い 

年齢 

罹病期間 

BMI 

罹患レベル 

軽作業，重労働 

線維輪に巨大欠損を認める（術中所見） 
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うつ状態 

罹患レベル 

contained type 

後方すべりを伴う 

治療に対する患者の期待 

軍人 
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Background Question 7 術後経過に影響を及ぼす処置はあるか 

要約 

・術後成績向上のため，術中処置や麻酔方法の工夫，種々のデバイスの開発などが示されて

いる． 

・術後，硬膜外腔への薬物投与は短期間では治療効果がある可能性があるが，本邦では未承

認な治療法が多い． 

 

解説 

術後疼痛の軽減やヘルニアの再発・術後感染の予防を目的に様々な工夫が行われている．

具体的には，術後疼痛軽減のための硬膜外への薬物投与やステロイド含有シートの局所投

与，瘢痕形成防止を目的とした硬膜外遊離脂肪移植や癒着防止保護シートの局所投与 1~10,19)，

ヘルニア門の修復を目的とした縫合デバイスや手術椎間の安定性を目的とした棘突起間デ

バイスの開発 11~17)，術後感染予防のための術野への抗菌薬投与などである 18)． 

メチルプレドニゾロン，プビバカインとフェンタニル，ネオスチグミン，メチレンプルー

の硬膜外投与は RCT が行われ短期間なら効果があると報告されているが，後二者は本邦で

は適応となっていない．その他，ステロイド含有フィブリンシートや棘突起間デバイス，線

維輪修復デバイスに関しても RCT が施行されて効果があると報告されているが，本邦では

未承認であり，利益相反も含めて今後も継続的な検証が必要である． 
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