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腰椎椎間板ヘルニアの治療
整形外科部長
泉田 誠
椎間板ヘルニアとは
椎間板とは、背骨をつなぐクッションの役割をして
いる組織です。その椎間板が主に加齢変化により傷み、
中の組織が後方に飛び出した状態を椎間板ヘルニアと
呼びます（図１）
。この飛び出した椎間板組織が、神経
を圧迫し、しびれや痛み、運動麻痺がおきると治療が
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必要となります。

自然経過
MRI 検査により、椎間板ヘルニアは縮小、消失することがよくあることが判っています。多くの椎間
板ヘルニア症例は保存的治療にて症状は軽快するため、まず保存的治療が行われます。

保存的治療
消炎鎮痛剤などの内服や、コルセットの使用が基本で、痛みが強いときには硬膜外ブロック、神経根
ブロックなどブロック治療も行われます。

手術治療
保存的治療で症状がなかなか治まらず、日常生活や仕事に支障がある時、手術治療が選択されます。
しかし、急激に進行する強い麻痺や排尿障害、直腸障害がある時は手術の絶対適応となり早期の手術が
必要となります。

手術の方法の変遷
１）ラブ法
椎間板ヘルニアの標準的な手術方法は、いわゆる｢ラブ法｣とい
われています。これは、患側の傍脊柱筋を椎弓から剥離し開創器
で外側へ引き（図２）
、椎弓間の黄色靱帯と椎弓を部分切除し、硬
膜を内側によけて前方の椎間板ヘルニアを摘出する方法です。
この手術の手術部位は皮膚より数㎝奥にあるため、皮切が小さ
いと深部に光が届きにくくなり、ヘッドライトの使用などの光源
の工夫も必要となります。基本的手術手技で、術野の拡大や他の

〈図２〉

手術への変更が容易です。

２）マイクロラブ法
手術顕微鏡を使用して行う｢ラブ法｣です。３㎝ほどの小切開を
行い、筋を剥離し専用のレトラクターで拡大し（図３）この穴を
上から顕微鏡で見下ろすようにして手術器具を挿入し行います。
手術顕微鏡を使用することで深部まで明るく、拡大した良好な視
野が確保されます。また術野を拡大しても顕微鏡手術は可能です。
手術顕微鏡と顕微鏡手術用の器具が必要となります。
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３）MED 法
1997 年に開発された内視鏡を使用する方法です。２cm 弱の
小切開で直径１６mm か１８mm の円筒形のレトラクターを挿
入します（図４）。このレトラクターに内視鏡を設置し、内視鏡
に接続したビデオカメラの画像をモニター画面で見ながらこの
レトラクター内で操作を行う手術方法です。
MED システムは、当初は使用する内視鏡がプラスチックレン
ズを使用したディスポの鏡体で解像度に難点がありましたが、
1999 年に解像度のよいガラスレンズを使用した再使用可能な
鏡体となり、その後、ハイビジョンビデオシステムが内視鏡にも
導入され始め、ビデオ画像が格段に向上し、使用する手術器具も

〈図４〉

改良され現在に至っています。
手術の基本手技はラブ法と同じですが、筋肉を割って挿入するため椎弓より筋をあまり剥離せずに手
術が行えます。
右の写真は当院で用いているヘルニアの手術用のレトラク
ターで、左が通常のラブ法でよく使用されるレトラクター、右
がマイクロラブ法のレトラクターで、骨より剥離した筋肉をこ
れで広げて行います。中央が MED 法で使用する円筒レトラク
ターで、先端部分のみ筋肉を椎弓から剥離して行います。内視
鏡は先端部がレトラクターの先端付近に設置され、そこから斜
めに見下ろした画像を見ることになり、設置位置を変えること
で視野を変えることができます。
MED 法の利点は皮切が小さいこと、筋肉の骨からの剥離が少なく痛みが出にくいことです。一方、レ
トラクター内での手術のため、どちらかというとピンポイントの手術に向いていますが、術野の拡大が難
しく、広範囲の手術には向きません。レトラクターの移動で対応できないような手術野の拡大が必要な時
は、マイクロラブ法やラブ法に変更する必要があります。

当院での椎間板ヘルニアの手術
当院では主に顕微鏡を使用したマイクロラブ法を行ってきましたが、2014 年１月にフルハイビジョン
ビデオシステムを使用した MED システムが導入され、現在は MED 法に取り組んでいます。
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腰椎椎間板ヘルニアの手術の多くはマイクロラブ法か MED 法
で行えます。しかし、椎間板ヘルニアはヘルニアの飛び出している
位置や大きさが症例により異なり、腰椎の形態も上位と下位では形
が異なり、加齢変化も加わります。そのため手術を行う際、特に
MED 法では、術前に CT などでレトラクターの進入方向、骨切除
範囲を検討しておくことが重要となります。術野の拡大が予想され
たり、複数椎間の操作が必要な時は MED 法よりマイクロラブ法が
より行いやすくなります。また脊柱管狭窄症の要素がある時はラブ
法でなく狭窄症の手術に準じた方法が、ヘルニアが外側にあり関節
の切除が必要な時は、広く展開し固定術まで必要となることもあり、
症例により適した方法を選択することも大切です。図５のように椎

〈図５〉

間板の外側に椎間板ヘルニアが起きた状態を最外側ヘルニアと呼
びますが、この部位へ到達するには通常筋肉の間を割って到達するため、MED 法がより適した方法とな
ります。
当院では、MRI 検査、脊髄造影および CT 検査、必要に応じ神経根造影検査、椎間板造影検査を行い、
症状と各種検査画像を比較検討して、術前に骨切除範囲などを決め、MED 法、マイクロラブ法など手術
方法を選択するようにしています。
保存的治療で改善しない時はご相談ください。
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部局紹介

～安全推進室～

今回は安全推進室を紹介します。正式名称は「病院安全推進室」です。春日井市民病院には３局
（医務局、看護局、事務局）がありますが、安全推進室はこの３局に属さず独立した部署として位
置付けされています。安全推進室は名前が示す通り院内の「安全」に関わる事や「感染」に関わる
事を業務としています。入院患者や外来受診される患者さんが安全に医療を受けられるよう中立的、
ふかんてき

俯瞰的な眼で日々業務を行っていますが、
「俯瞰的」とはいっても上から目線ではなく、常に患者目
線を心がけて業務を行っています。
それでは、安全推進室が行っている「安全」・「感染」に関わる業務の一部を紹介させていただき
ます。
「安全」の業務としては、院
内で発生した予想外の事象につ

ピ
⇒ンクリボン

いて発生状況や要因などを調査

э

し、再発防止のための対策を考
え、職員へ周知しています。そ
の取り組みの一つとして、毎月
第３週を医療安全強化週間とし
ています。月ごとにテーマを決
めて標語を作り、病院職員全員
がピンクリボンを着け、安全意
識の向上と安全対策の強化に取
り組んでいます。

一方、「感染」の業務は、日々院内で報告
される感染にかかわるデータを収集してい
ます。収集されたデータを基に耐性菌の一つ
である MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ
球菌）の報告が、ある特定の部署に偏ってい
ないか、抗 MRSA 薬等などの抗菌薬が適正
に使用されているかなどの確認を行ってい
ます。また、感染にかかわるトピックや職員
へ周知が必要な内容は「ICT news」を発行
して職員へ伝達しています。
安全推進室では、
「安全」
・「感染」に関わ
る研修会をそれぞれ年 2 回開催しています。
この研修会には、
地域の医療施設の方々にも
出席していただけるようご案内をしていま
すので、お気軽にご出席ください。
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当院認定看護師の紹介！

脳卒中リハビリテーションの多職種連携を促進する
認定看護師が活動開始しました。
清原

達観

脳卒中とは脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血の総称であり、当院における脳卒中入院患者数は年間 600
名を超えています。病型、発症からの経過時間、発症機序、障害部位・範囲などによって様々な外科的・
内科的治療があり、我々看護師はそれらを理解して対応する必要があります。また、脳卒中は生命の危機
をもたらす一方で、運動麻痺、感覚障害、言語障害、嚥下障害、高次脳機能障害など多くの後遺症を残す
疾患でもあります。これらに対して、看護の視点からよりよいケアを提供できるようスタッフを指導する
とともに、患者とその家族が再びその人らしい生活を送ることができるよう支援するための多職種連携を
促進する役割を担っていきたいと考えています。

≪活動の一部をご紹介します！≫

.

１．急性期患者のモニタリングとケアの実践
患者ケアの実践を通して役割モデルを示し、障害部位と症状との関係性や重症化の徴候、重
篤化させないための看護などをスタッフに指導しています。

２．急性期からの状態に合わせた早期リハビリテーション
循環動態に影響を受けやすい急性期においても、医師・セラピストと連携を図り、バイタル
サインや意識レベル、神経症候の変動を観察し、リスク管理を行いながら全身機能の低下予防、
ADL 改善を目指した離床支援を実践しています。

３．脳神経外科・神経内科合同での症例検討カンファレンス
ケアの見直しと患者理解のための学習を兼ねて、月 2 回程度脳神経疾患患者の病態・症状・
画像所見・看護ケアについてプライマリーナースによるプレゼンテーションと質疑応答を中心
としたカンファレンスを実施しています。

４．脳神経看護エキスパートチームの育成
高次脳機能障害・失語症・離床支援のチームを設置し、脳神経外科・神経内科病棟からメン
バーを選出し、運動麻痺の評価や離床方法の選択、障害の理解と対応方法などについて学習を
進めている段階であり、それぞれのチーム活動によって当院の脳神経看護の質の向上を目指し
ています。

脳神経疾患は、発症によりその人の生活そのものを一変させてしまうことが多く、急性期から在宅な
どの療養の場に至るまで、患者・家族に対して多くのサポートが必要であり、そのなかで看護の果たす
べき役割は非常に大きいと実感しています。脳神経看護に関する疑問などがあれば院内外を問わず、専
門的な知識・技術を提供できればと思います。また、患者・家族からの相談には看護相談外来を設けて
対応しています。どんな内容でもお力になれれば幸いです。ぜひご相談ください。
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Drug

information

医薬品安全対策
－副作用自発報告データベース（JADER）の紹介―
薬剤部

坂田

洋

このコーナーでは、前々回は医薬品医療機器総合機構（PMDA）が公開した自発副作用報告
データ（JADER）
、前回は医薬品の安全対策をめぐる最近の動きについてお話ししました。
今回は、JADER の概要について紹介します。

■どこで入手可能で、どのようなデータが含まれているか
JADER は誰でも入手可能です。PMDA のホームページからダウンロードすることができます。
圧縮されたデータをダウンロードすると 4 つの csv ファイルが生成されます。このデータを識別番
号をキーにすることで１症例単位の副作用データとして利用することができます。
このデータは 2004 年以降に PMDA に集積された副作用データが登録されており、2014 年 7
月公開の JADER には約 30 万件の副作用症例が登録されています。

■どのようなデータが含まれているのか
データは ICH で E2E により定められた項目に準拠し、性別、年齢、身長、体重等の患者情報、
副作用、発症日、転帰、原疾患、投与医薬品の量や投与開始・終了日等の医薬品情報から構成され
ています。
約 31 万の症例が登録されており、6,800 件の副作用（延べ約 49 万件の副作用）、5,200 件の
医薬品（延べ 200 万件の医薬品）が登録されています。

■もっとも多く登録されている副作用や医薬品は何か
報告が多い副作用と医薬品は次のとおりです。

副作用

報告件数

1

間質性肺炎

14,257

2

肝機能異常

3

医薬品

報告件数

1

フルオロウラシル

68,038

10,935

2

プレドニゾロン

50,855

血小板数減少

9,706

3

レボホリナート

34,729

4

アナフィラキシー
ショック

8,930

4

オキサリプラチン

31,691

5

白血球減少

5,012

5

ファモチジン

25,057

■利用にあたっての問題点
もっとも注意すべきことは自発報告であるということです。自発報告は情報バイアスが必ず存在
します。また医薬品を投与された患者数が不明です。このため、副作用の発生率を評価することは
できません。しかし、特定の医薬品における副作用の可能性を見つけるシグナル検出には有用なデ
ータとなっています。
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チ ー ム 医 療 紹 介
当院の NST 活動
NST とは Nutrition Support Team（栄養サポートチーム）の略で
す。NST は入院患者に最良の栄養療法を提供するために、医師、看護

副院長
佐々木 洋光

師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、言語聴覚士など多職種で構成
された医療チームで、当院では平成 14 年に NST 準備委員会の発足が
その始まりでした。発足当時は NST 活動を本格的に行っている施設も

それ程多くなく、NST の先進的取り組みを行っていた尾鷲総合病院を見学させていただき、手探
りで作り上げてきました。NST 開始当時は、病棟看護師からは「身体計測は面倒。残業が増える。
」
等の声が挙がり、医師からは「俺の患者の治療方針に口を出すな！」と文句を言われ、なかなか普
及定着には時間がかかりましたが、病院内で NST 活動を普及させるために、学習会・身体測定の
研修会などを企画したり、メンバーの地道な活動で今では病棟での NST 活動は当たり前の風景と
なっております。現在、当院の NST は栄養管理・褥瘡・摂食嚥下の３つのチームで構成されてお
ります。栄養管理チームは、毎週木曜日に医師・看護師・管理栄養士・薬剤師・臨床検査技師など
多職種でハイリスク患者の回診を実施し、栄養療法について介入・助言を行っております。褥瘡チ
ームは、形成外科菱田医師と皮膚排泄ケア認定看護師の細野看護師を中心に活動しており、火曜日
に褥瘡回診を行っております。また、平成 24 年度の診療報酬改定で、在宅患者訪問看護指導料が
算定出来るようになり、当院の皮膚排泄ケア認定看護師が他施設の訪問看護師からコンサルテーシ
ョンを受け、同一日に患者宅を訪問するという活動も行っております。摂食嚥下チームは、摂食嚥
下認定看護師の松永看護師を中心に言語聴覚士・歯科衛生士らと伴に病棟で摂食嚥下評価や口腔ケ
アの指導を行っております。摂食・嚥下評価は、最適な栄養ルートを選択するために必須であり、
口腔ケアの重要性は誤嚥性肺炎発症抑止などで示されており、平均在院日数の短縮にも寄与してい
ると考えております。
活動自体は非常に地味ですが、
「当たり前の事を確実に行い、診療の下支えとなること」が、NST
のミッションと考えております。

病棟担当看護師からの患者情報の聴取

回診前のカンファレンスの様子
回診患者の情報を各職種が持ち寄りプレゼ
ンテーションを行い、患者情報を共有する。

患者さんとの面談
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〈研修体制の充実を評価される。
〉
ＮＰＯ法人卒後臨床研修評価機構による第
三者評価を受審し、平成２６年１１月１日付
けで２年間の認定を受けました。
この認定は、臨床研修病院における 研修プ
ログラムの評価や研修状況を書面調査と訪問
調査により、卒後臨床研修が適切に行われて
いるかを評価されるものです。
今後も、良い医師を育て安全で信頼のある
医療を提供できるよう、卒後臨床研修の質を
より一層高めて参ります。

緩和ケアイベントを開催！

ピンクリボン月間のメッセージ

｢皆さんの願いを乗せて
神社へ奉納！｣

１０月７日～１３日緩和ケアイベントを
開催いたしました。 がん相談、ハンドマッ
サージ体験、ゴスペルコンサートなどを行
いました。がんという病気は治療だけでな
く、それぞれの方に適した様々なサポート
が必要です。
これからも皆さん
をサポートできる
ように診療内容の
充実に努めていき
ます。

乳がんの早期発見・早期治療を啓発する
１０月のピンクリボン月間に「ピンクリボ
ンイベント」を開催し、来院者の皆さんか
らのメッセージをピンクリボンツリーにし
ていただきました。たくさんのメッセージ
をありがとうございました。
皆さんからいただいたメッセージは、当
院職員が、病気平癒や乳房にご利益のある
といわれる神社へ奉納させていただきまし
た。
皆さんの思いや願いが、叶いますよう
に！

＊コンサートのご協力グループ
春日井ゴスペルクワイア 上小田井ゴスペルクワイア
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http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/
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