
3．H20年1月16日に直腸癌の手術を行い、退院後
入所先の老人施設で4月に死亡した90歳女性の
ケースから、手術後の家族支援のあり方が今後
の課題として残った。

【Ⅵ．おわりに】この研究をまとめたことで、当院の手
術患者高齢化傾向に伴う、手術後の家族支援等の課題が
明らかになった。今後これらの課題を考慮に入れた手術
のあり方を執刀医・スタッフと共に検討していきたい。
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近年人口の高齢化に伴い脊椎外科手術を受ける高齢
者が増加してきています。更に周術期管理や手術技
術の向上により、脊椎手術の年齢制限はなくなって
きました。今回は80歳以上で脊椎外科手術を施行
した症例に関して、内容、合併症、術後成績等を検
討したので発表します。

対象は2007年～2011年の5年間に当院で脊椎手術
を施行した1935例中、80歳以上の111例（5.7%）
で、性別は男性67例、女性44例であった。年齢は
80～89歳、平均年齢81.9歳でした。
調査および検討項目は、診断名、手術内容、手術時
間、術中出血量、術前・術後合併症、術後成績

（JOA スコアーおよび改善率、ODI など）とした。
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80歳以上の高齢者に対する 
脊椎外科手術 

長野県 国保依田窪病院 整形外科・脊椎センター 
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池上章太，滝沢   崇，上原将志，太田浩史 

（第52回 全国国保地域医療学会，2012年10月5日，熊本市） 

目 的 

• 近年人口の高齢化に伴い脊椎外科手術を受ける
高齢者が増加してきている． 

 

• 周術期管理や手術技術の向上により，脊椎手術の
年齢制限はなくなってきている． 

 

• 今回は80歳以上で脊椎外科手術を施行した症例に
関して，内容，合併症，術後成績等を検討した． 

ご静聴ありがとうございました 

五ヶ瀬町立病院 

Ⅵ、おわりに 

  この研究をまとめたことで、当院の手術
患者高齢化傾向に伴う、手術後の家族支
援等の課題が明らかになった。 

 今後これらの課題を考慮に入れた手術の
あり方を外科医・スタッフと共に検討して
いきたい。 
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結果、手術部位は頸椎が16例（14.4%）、頸椎 + 腰椎が
2例（1.8%）、頸椎 + 胸椎 + 腰椎が1例（0.9%）、胸椎が
2例（1.8%）、胸椎 + 腰椎が5例（4.5%）、腰椎単独が85
例（76.6%）で、複数部位同時手術を8例に施行した。

対象疾患は、変性疾患103例、外傷が4例、腫瘍が
2例、炎症が2例となっていた。手術時間は、19～
335分（平均122.6分）、術中出血量は5～980g（平
均　250.7g）で、除圧椎間数は平均2.5椎間であっ
た。固定術は54例（48.6%）に施行され、これらの
内22例に対して Instrument が使用されていた。

術後入院期間は12～170日間（平均47.2日）と長く、
術後経過観察期間は1～54ヶ月（平均18.3ヶ月）で
あった。術後1年以内の死亡は2例で、原因は心筋

梗塞1例、脳梗塞1例となっていた。

術前合併症として、高血圧症58人（52.8%）、狭心症
25人（22.7%、CAG16人、PCI4人）、 糖 尿 病15人

（13.6%）、前立腺肥大症15人（22.3%）などであった
が、全く合併症のない患者も10人（9.1%）存在した。

術中合併症としては、硬膜損傷を来たした症例が7
例（6.3%）であった。更に術後合併症としては、創
感染が3例（2.7%）で、この内2例に再手術を施行
した。硬膜外血腫は5例に認められたが、4例は保
存的治療で軽快した。Instrument failure は3例に
認め、1例が再手術し、他の1例はハローベスト固
定を追加した。その他、精神症状を4例、消化器合
併症を2例、尿路感染症を1例に認めた。

対象および方法 
【対象】 
•2007年～2011年の5年間に当院で脊椎手術を施行した
1935例中，80歳以上の111例（5.7％） 
 

•性別： 男性 67例，女性 44例． 
•年齢： 80～89歳（平均年齢 81.9歳） 
 

【調査＆検討項目】 
診断名，手術内容，手術時間，術中出血量，術前・術後
合併症，術後成績（JOAスコアーおよび改善率，ODIなど） 

結 果 
【手術部位】 
頸椎 １６例（14.4％） 
頸椎＋腰椎 ２例（1.8％） 
頸椎＋胸椎＋腰椎 １例（0.9％） 
胸椎  ２例（1.8％） 
胸椎＋腰椎 ５例（4.5％） 
腰椎 ８５例（76.6％） 
（複数部位同時手術 ８例） 

 

【対象疾患】 
変性疾患 １０３例，外傷 ４例， 
腫瘍 ２例，炎症 ２例 

（頸椎腰椎同時手術風景） 

結 果 
【手術時間】 

１９～３３５分（平均 １２２．６分） 
【術中出血量】 

５～９８０ｇ（平均 ２５０．７ｇ） 
【除圧】 

平均 2.5椎間 
【固定術】 

５４例（48.6%）に施行（Instrument使用２２例） 

結 果 

【術後入院期間】 
１２～１７０日間（平均 ４７．２日） 

【術後経過観察期間】 
１～５４ヶ月（平均 １８．３ヶ月） 

 

＊術後１年以内の死亡： ２例 
（心筋梗塞１例，脳梗塞１例） 

術前合併症 
疾患名 症例数 ％ 
高血圧症 58人 52.7% 

狭心症 25人 22.7% CAG 16人、 PCI 4人 

心臓疾患 11人 10% 

不整脈 5人 4.5% 

糖尿病 15人 13.6% 

消化器疾患 6人 5.5% 

脳梗塞 7人 6.4% 

軽度認知症 3人 2.7% 

前立腺肥大 15人 22.3% 

悪性腫瘍 4人 3.6% 

関節疾患 8人 7.2％ 

呼吸器疾患 8人 7.2％ 

合併症なし 10人 9.1％ 

術中・術後合併症 
【術中合併症】 

硬膜損傷 ７例（6.3％） 
 

【術後合併症】 
創感染 ３例（2.7％） ：２例が再手術 
硬膜外血腫 ５例：１例が再手術 
Instrument failure ３例：１例が再手術 
精神症状 ４例，消化器合併症 ２例 
尿路感染症 １例 
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術後成績に関しては、腰椎疾患 JOA スコアーは、術
前12.3/29から術後1年で21.1/29（改善率：51.9%、
P ＜0.0001）と改善し、Oswestry Disability Index

（ODI）も、術前51.1% が術後1年で31.1% と有意に
改善していた（P ＜0.0001）。頸椎疾患に関しては、
JOA スコアーは術前平均の7.9/17が、術後1年で
11.1/17（改善率32.6%、P ＜0.0001）と改善していた。

考察です。脊椎手術の改善率を80歳以上の高齢者
と青壮年者と比較してみました。今回のシリーズの
腰椎疾患の改善率は51.9% であったのに対して、
2007年の SICOT/SIROT AIC（Pattaya, Thiland）
で発表しましたが、後方腰椎手術（63.9歳、62例）
の改善率は65.8% と良好でした。また、頸椎疾患
でも改善率は32.6% であったのに対して、青壮年
者では、頸椎前方除圧固定術（56.9歳、19例）の改
善率は51.8%、椎弓形成術（55.1歳　24例）の改善
率も51.1% と良好であった（2009 SICOT/SIROT 
AIC で発表 ,　Marrakech, Morocco）。

80歳以上の高齢者の脊椎外科手術に際しては、術
前の全身状態の評価（術前合併症、諸検査、特に心
臓超音波検査）、患者および家族の要望、神経学的
な所見、脊椎全体のアライメント、立位バランスの
評価、骨密度や骨質の評価、脊椎不安定性の評価、
脊髄造影・MRI などの画像検査、術後合併症の危
険性、予想改善率等を考慮する事が必要となってく
る。そして椎間孔内外を含めて Multi-level 障害の
可能性が高いことを忘れてはならない。手術するか、
しないか。そしてもし手術をしない場合の対応はど
うするのか、家族や他職種で検討しなければならな
い。また、手術する場合でも、手術範囲（除圧範囲、
固定範囲、矯正範囲）や術式の選択（前方、後方、
Instrumentation 使用の有無）は慎重な判断が要求
されるものである。これが最後の手術にするという
術式を選択しなければならない。スライドには、85
歳の化膿性脊椎炎後の不安定腰椎の手術症例を提示
した。術後疼痛は軽減したが、固定上位隣接椎の圧
迫骨折を来たした。

術後成績 
【腰椎疾患】 

JOAスコアー 術前：12.3/29⇒術後１年：21.1/29 
           （改善率 51.9％， P<0.0001) 
ODI       術前：51.1％⇒術後１年：31.1％ 
                （P<0.0001) 
 

【頸椎疾患】 
JOAスコアー 術前：7.9/17⇒術後１年：11.1/17 
           （改善率 32.6％， P<0.0001) 
 

術後成績（80歳以上ｖｓ青壮年患者） 
【腰椎疾患】 

JOAスコアー 術前：12.3/29⇒術後１年：21.1/29 
           （改善率 51.9％) 
 

2007 SICOT/SIROT AIC (Pattaya, Thiland) 
後方腰椎手術（63.9歳 62例）：改善率 65.8％ 

     

 

【頸椎疾患】 
JOAスコアー 術前：7.9/17⇒術後１年：11.1/17 
           （改善率 32.6％) 
 

2009 SICOT/SIROT AIC  (Marrakech,  Morocco) 
前方除圧固定術（56.9歳 19例）：改善率 51.8％ 
椎弓形成術   （55.1歳 24例）：改善率 51.1％ 

 
青壮年者＞＞高齢者（80歳以上） 

８０歳以上の高齢者の脊椎外科手術 
• 術前の全身状態の評価（術前合併症，諸検査，特に心臓超音波検査） 
• 患者および家族の要望 
• 神経学的な所見 
• 脊椎全体のアライメント、立位バランスの評価 
• 骨密度や骨質の評価 
• 脊椎不安定性の評価 
• 脊髄造影，MRIなどの画像検査 
• 術後合併症の危険性 
• 予想改善率 

 

手術するか、しないか？しない場合は？ 
手術範囲（除圧範囲、固定範囲、矯正範囲） 
術式の選択（前方，後方，Instrumentation) 
 

椎間孔内外を含めて 
Multi-level障害の可能性 

考 察 
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【結語】1．80歳以上の患者111名に対して、脊椎外
科手術を施行した。2．術前の合併症は、高血圧症、
心疾患、糖尿病等が多く、特に心機能の評価が重要
であった。3．術後合併症として、硬膜外血腫、精

神症状、創感染、instrument failure などがあり、
再手術は3例に施行された。4．術式を適切に選択
すれば、安全に手術が可能であったが、術後成績は
青壮年者より劣っていた。

最後の手術： ８５歳 女性 
化膿性脊椎炎後不安定腰椎   

•手術時間：３時間８分 
•出血量：７０８ｇ 
 
 
現在，術後３年で経過し，
88歳で１人暮らし 
固定上位椎の圧迫骨折（+） 
 
固定隣接椎障害 
（青壮年者では，固定隣接
椎間障害） 

結 語 
1. 80歳以上の患者111名に対して，脊椎外科手術を

施行した． 
2. 術前の合併症は，高血圧症，心疾患，糖尿病等が

多く，特に心機能の評価が重要であった． 
3. 術後合併症として，硬膜外血腫，精神症状，創感

染，instrument failureなどがあり，再手術は３例に
施行された． 

4. 術式を適切に選択すれば，安全に手術が可能で
あったが，術後成績は青壮年者より劣っていた． 
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へき地病院でのパッチ皮膚移植の有用性

発　表　者 吉持　厳信 宮崎県　椎葉村国民健康保険病院

【1．パッチ法との出会い】

2002年に椎葉病院で働き始める前1995－2002年の

7年間ネパールの極西部にあるダンデルデュラ病院
で働いていた。（図内赤点）

ダンデルデュラ病院では、外科医として働いていた
が、急性期疾患を中心とした外来患者さんが多く、
外科手術も年間150-200例ほどあった。
この患者さんは斧で右下腿の皮膚をそぎ落としてし
まったが、この患者さんのような外傷、あるいは熱
傷などで植皮術の必要な患者さんも年間10例弱
あった。

１９９５－２００２ in NEPAL 

へき地病院における 
パッチ植皮術の有用性 

医療機器の乏しい小病院で 
５０－１００ｃｍ２の皮膚移植を行う 

椎葉村国民健康保険病院           吉持厳信 

椎葉病院 
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