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脊椎圧迫骨折について 
 
当院では脊椎圧迫骨折に対して，経皮的後彎矯正術（kyphoplasty）を施行しております． 
その手術法についてご説明いたします． 
 
はじめに 
骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折(以後，圧迫骨折)に対する治療としては，1~2 週間程度のベッド上

安静，以後はコルセットを装着してリハビリという保存治療が一般的です．しかし，治療

期間中に誤嚥や褥瘡，膀胱炎などの合併症を発生することもあり，治療に長い期間を要す

る場合がある上に，治療後も不眠や腰痛に悩まされ，治療前と同等の生活が困難となる事

も少なくありません．骨折椎体内に骨セメントを注入し即時的な椎体の安定化を促す椎体

形成術は，1980 年台にヨーロッパで始まり，その優れた除痛作用から徐々に適応を広げ，

現在欧米では圧迫骨折のみならず多発性骨髄腫に対しても積極的に施行されています． 
本邦では 2011年より，椎体形成術をさらに発展させた経皮的後彎矯正術の施行が認められ，

より綿密かつ確実な圧迫骨折治療が施行可能となりました． 
 

 
圧迫骨折および楔状変形を呈した第３腰椎の X 線像と MRI 像 

 
   X 線側面像         MRI T2 強調像    MRI T1 強調像 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
脊椎圧迫骨折に対する最新の治療法 

 
 



 
本手法の概略 
本手法は，骨折した椎体内にバルーンを挿入，圧潰した椎体を元の形に復元したあと，椎

体内部に骨セメントを注入する方法です．術直後から優れた除痛効果が得られること，そ

して骨折椎体の形態復元による脊柱後彎(背筋が丸まっていること，いわゆる猫背) 
の矯正が可能です． 
 

術中 X 線写真 
 
 
 
 
 
本手法の適応 
① 治療を受けているにもかかわらず痛みが取れない圧迫骨折，②転移性脊椎腫瘍に伴う 
溶骨性脊椎骨折に対して施行可能です． 
 

術後 X 線写真正面像と側面像 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本手法の特徴および入院期間について 
本手法では，脊柱後彎の矯正が驚くほど低侵襲に達成可能です．5 ミリ程度の傷が数箇所つ

く程度で，出血はほとんどしません．手術後に全身麻酔から覚醒後，早ければ術後２~3 時

間程度でコルセットを装着してトイレまで自力歩行が可能です．全身麻酔が可能な程度の

健康状態であれば，どなたでもお受けいただくことが可能です． 
本手法は原則として全身麻酔にて手術を行います．手術前日にご入院いただき，問題が

なければ手術翌日にご退院可能です(２泊３日)．術後リハビリが必要な場合や，多数の脊椎

に本手法を施行する場合などは，１~２週程度のご入院をお願いしております． 
 



術後，背中に残った傷      術中の風景，背中からバルーンを背骨に穿刺 

 
 
手術で得られる最も大きなメリット 
脊柱後彎の矯正が可能なことです． 
脊柱後彎は，上半身が強い前かがみ姿勢となるために肋骨下端が腹部に食い込んで，食指

不振，逆流性食道炎，肺呼吸機能の低下などのさまざまな症状を生み出すため，結果的に

余命期間にまで影響を及ぼすことが最近の研究結果で報告されています．本手法は，単に

痛みをとるだけでなく，患者さんの生活の質(QOL)も改善可能となることが何よりも 
最も有用な点と考えられます． 
 
本手法における注意点 
術後早期に手術施行椎の上下椎体が骨折(隣接椎骨折)することがあります．諸家の報告で

は，手術施行例のうちの２割程度が術後３ヶ月以内に再骨折をきたすと言われています．

その原因の１つとして，骨の強度と注入した骨セメントとの力学的強度の差が大きいこと

が挙げられています． 
本手法に利用可能な材料が限られているために，どうしても一定の割合で隣接椎骨折が

発生するのは避けられません．それに対して当院では，本手法施行患者さんへ①術直後よ

り入念な骨粗鬆症治療の施行 ②腰への負担を軽減する日常生活指導 ③正しいコルセッ

ト装着の説明 により発生率の低下に励んでおります． 
 
術後の通院について 
 新たな圧迫骨折を防ぐためには骨粗鬆症治療が不可欠です．術前から骨密度などを 
詳しく調べ，最も適すると考えられる治療法を行います．退院後は骨粗鬆症の治療を継続

いただくことになります．術後３，４ヶ月までは，月に一度程度の外来受診をお願いして

おります． 
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プロフィール 

1995 年に慶應義塾大学整形外科に入局後，川崎市立川崎病院などの関連病院にて勤務。 
脊椎外科が専門の整形外科医であり，生体材料の脊椎手術への臨床応用について研究を積

んできた。2002 年から，明治大学および上智大学との医工連携を通じて新規人工骨の創製

に参加し，“人工骨の医療用デバイスとしての応用”に関する研究で 2006 年に学位を取得。

現在も「圧迫骨折」の治療を対象とする「ペースト状人工骨」の開発に協力している。 

経皮的後彎矯正術（BKP: balloon kyphoplasty）のfaculty member（神奈川県７人の 

うちの 1 人）であり，脊椎圧迫骨折に対する治療のみならず，内視鏡を用いた脊椎低侵襲

手術の治療経験も豊富である。 

 
 


