
一部、抄録と異なる部分があります。
よろしくお願いします。

【地域の状況】当院は、高松市南部の山間へき地の
塩江地区における唯一の医療機関です。
病床数は医療療養67床、介護療養20床、計87床で
す。

人口減少と高齢化が進んでいる、人口3,100人余り
の地区です。

【はじめに】　高齢者の胸・腰椎移行部破裂骨折は、
軽微な外傷で生じ、しばしば腰痛が持続する。
ADL が著しく低下するものもあり、治療に難渋す
る。
高齢者の多くは受傷前から合併症や認知症があった
り、移動能力が低下しており、ギプス固定や絶対安
静には問題がある。
当院では比較的安静と簡単な体幹固定で治療したの
で、結果を報告する。

     高松市民病院塩江分院 
           リハビリテーション科 
        藤川健二 黒川享是 河野邦一 

 

高松市民病院塩江分院 

内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、歯科 
療養病床８７床（医療６７床、介護２０床） 

区   分 Ｈ１７.１０．１ Ｈ２２．１０．１ 増減 

人   口 ３，５４６人 ３，１７３人 △３７３人 

６５歳以上 １，３１２人 １，２６２人 △５０人 

高齢化率 ３７．０％ ３９．８％ +２．８％ 
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【対象】2010年4月から2012年4月までの2年間に
当院で保存治療した胸・腰椎の破裂骨折のうち受傷
時期が不明な、2例を除く、同意の得られた7例を
対象とした。性別は男性2例、女性5例、平均年齢
76.4歳（62歳～86歳）受傷から退院までの平均日数
は92.9日（66日～152日）であった。

【対象】受傷椎体は第11胸椎1例、第12胸椎、2例、
第1腰椎3例、第3腰椎1例、受傷原因は、転倒な
ど軽微な外傷が、7例中6例であった。骨折型は、
Denis 分類 TypeA が3例、TypeB が3例、TypeC
が1例であった。下肢の麻痺例はなかった。合併症
は認知症2例、心疾患3例、整形疾患4例、　その他
疾患2例であった。

【方法】保存療法の疼痛管理として、消炎鎮痛剤の
投与を行い、受傷後3～4週間の臥床を指示する。
入院後早期からリハビリテーションを行い、寝返り、
ギャッジベッド20°程度の挙上を許可している。体
動時痛が軽度あるいは臥床持続に耐えられない例に
は軟性コルセット装着し、ポータブルトイレの使用、
食事時の座位を許可している。臥床期間の後、軟性
コルセット装着し、立位歩行練習を行なっている。

【評価方法】評価方法は日常生活自立度、歩行能力、
居住場所について受傷前と退院時について評価し、
日常生活自立度については、障害老人の日常生活自
立度を用い評価した。また退院時の腰痛の程度を腰
椎疾患治療成績判定基準（自覚症状）JOA score Ⅰ
-A を用いて評価した。

対 象 
     ２０１０年４月～２０１２年４月、当院で 

     保存治療した胸・腰椎破裂骨折のうち 

     受傷時期が不明な２例を除く、同意の 

     得られた７例を対象とした。 

 

【性別】          男性２例、女性５例  

【平均年齢】       ７６．４歳（６２歳～８６歳） 

【受傷から退院までの平均日数】 

               ９２．９日（６６日～１５２日） 

 

 
 

 
 

対象 
【骨折部位】 

 

 

【受傷原因】 
    
【骨折型】 

 破裂骨折の 

 Denis分類  
 
【合併症】 
 
 

１１胸椎   １２胸椎 １腰椎  ３腰椎 
1例 ２例 ３例 １例 

転倒など軽微な外傷  ６例 
倒木による外傷   １例 

TypeＡ TypeＢ TypeＣ 

３例 ３例 １例 

認知症 心疾患 整形疾患 その他 

２例 ３例 ４例 ２例 

方 法 

ベッドサイド 

病棟歩行 

屋外歩行 

評価方法 

 【受傷前と退院時の比較】 
   １ 障害老人の日常生活自立度  
   ２ 歩行能力 
   ３ 居住場所 
 【退院時の痛みの評価】 
   腰椎疾患治療成績判定基準 
   （自覚症状 ＪＯＡ score Ⅰ-Ａ）を用いた  
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【結果】退院時の日常生活自立度が受傷前の状態に
ほぼ回復したのが、7例中5例（71.4%）、他の2例
は低下した。
この2例は受傷前から、日常生活自立度が B1と低
い症例であった。

【結果】受傷前、独歩あるいは、シルバーカー歩行
の、屋外歩行可能例5名は、全例退院時、自力歩行
が可能であった。しかし、5名中3例は歩行能力の
低下がみられた。

【結果】　退院時、全く腰痛がない症例は、7例中1例で
（14%）のみであった。他の6例は時に軽い腰痛があった。

【結果】受傷前に自宅で生活していた6例のうち、
自宅へ退院できたものは5例（83%）で、残りの1例
は転院、グループホームの1例は同施設へ再入所した。

【症例】　81歳、男性、自宅前で転倒し、受傷。第
1腰椎破裂骨折、Denis 分類 Type B である。

約4週間の安静を行ったが、翌日よりポータブルト
イレは使用した。入院期間は66日間で、杖歩行に
て自宅へ退院となった。

日常生活自立度判定基準  

受傷前 退院時 

Ａ 
Ｂ 
C
Ｄ 
Ｅ 
Ｆ 
Ｇ 

 
J1 
 

J2 
 
A1 
 

 
A2 
  
 

B1 
 
 

B2 
 
C1 
 
C2 
 

寝たきり 

自 立 

歩行能力  （＊：歩行能力低下） 

受傷前 退院時 

独歩          ３例 
独歩   １例 

杖歩行  ２例 ＊ 

シルバーカー  ２例 
シルバーカー １例 

歩行器  １例 ＊ 

屋内伝い歩き  １例 歩行器歩行介助  １例 

車椅子  １例 車椅子  １例 

   腰椎疾患治療成績判定基準 
  （自覚症状ＪＯＡ score Ⅰ-Ａ） 退院時 ７例中 

Ⅰ－Ａ 腰痛に関して 症例数 

   ａ. 全く腰痛はない １例 

ｂ. 時に軽い腰痛がある ６例 

   Ｃ. 常に腰痛があるか、あるいは 
  時にかなりの腰痛がある ０例 

 d.常に激しい腰痛がある ０例 

居住場所 
症例 受傷前 退院時 

Ａ 自宅        自宅 

Ｂ 自宅 自宅 

Ｃ 自宅 自宅 

Ｄ グループホーム グループホーム 

Ｅ 自宅 病院 

Ｆ 自宅 自宅 

Ｇ 自宅 自宅 

  
 
  

  症例 ８１歳 男性    Ｘ－P画像 
    自宅前で転倒。第１腰椎破裂骨折。     

入院時 退院時 

                                   
 
 
 
                          

ＣＴ画像                                
翌日よりポータブルトイレを使用しつつ 

約４週間の安静を行った。入院期間は６６日間。 

 入院時 
 

退院時 
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退院時は時に軽い腰痛があるが、杖歩行で500m 以
上歩行可能で、日常生活自立度は J1であった。

【考察】高齢者では軽微な外傷で胸腰椎移行部の破
裂骨折を生じることがある。破裂骨折では椎体の圧
潰が進行しやすく、骨癒合が遷延化し、腰痛が持続
することも多く、なかに遅発性麻痺を生ずる例も経
験されるため注意が必要な骨折である。保存療法と
しては、ギプス固定と硬性コルセット装着を合わせ
て、半年ほど行うことが多い。しかし、受傷前より、
ADL の低下や、さまざまな合併のある高齢者を数
週間、絶対安静にしておくこと、体幹を強固に固定
しておくことは実際には、困難な場合が多い。今回、
画像診断とともに体動時痛を1つの指標にしながら
行なった当院での保存療法の結果をみると、退院時
には様々な程度の痛みを残しているものの、痛みが
軽減し、元の生活へ復帰するという目的はかなり達
成できていた。

【結語】高齢者の胸腰椎移行部破裂骨折例7例に対
し、当院で行っている保存治療成績を報告した。
日常生活自立度が退院時に受傷前の状態にほぼ回復
したのが、7例中5例。
受傷前に屋外歩行が可能であった5例は全例、退院
時に自力歩行が可能であった。
退院時に全く腰痛が無かったのは7例中1例のみで、
他の6例は時に軽い腰痛があった。
受傷前に自宅で生活していた6例のうち、自宅へ退
院できたものは5例であった。

ご清聴ありがとうございました。

ＣＴ画像 
入院時  退院時 

退院時の腰痛：軽度で、杖歩行で５００ｍ以上の歩行可能。 
日常生活自立度：交通機関を利用して外出可のＪ１である。 

 

考  察 

 
 

   高齢者の胸腰椎移行部に生じる破裂骨折の問題点 
  椎体圧潰の進行、骨癒合遷延化、腰痛持続、遅発麻痺 

          当院での保存療法は・・・ 
   「画像診断」と「体動時痛」を指標にして 
   比較的安静と簡単な体幹固定での治療を行う 

数週間の絶対安静   ギプス固定   硬性コルセット 

ＡＤＬ低下   および   合併症 

結  語 
      高齢者の胸腰椎移行部破裂骨折例７例に対し 
      当院で行っている保存治療成績を報告した。 
 
    １、日常生活自立度が退院時に受傷前の状態に 
      ほぼ回復したのが、７例中５例。 
 
    ２、受傷前に屋外歩行が可能であった５例は全例、 
      退院時に自力歩行が可能であった。 
 
    ３、退院時に全く腰痛が無かったのは７例中１例 
      のみで、他の６例は時に軽い腰痛があった。 
 
    ４、受傷前に自宅で生活していた６例のうち、自宅へ 
      退院できたものは５例であった。 

 
 

 

退院調整会 

訪問リハビリテーション 

退院前訪問 

カンファレンス 
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