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論文の要約

：

【緒言】腰椎椎間板ヘルニアに対する手術方法として近年は患者により低侵襲な手術方法として内視鏡下
椎間板摘出術（Ｍｉｃｒｏ Ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ Ｄｉｓｃｅｃｔｏｍｙ：ＭＥＤ）や顕微鏡下椎間板
摘出術（Ｍｉｃｒｏ Ｄｉｓｃｅｃｔｏｍｙ：ＭＤ）などがある。とくにＭＥＤは日本国内で近年普及し
つつある手術方法である。これまでもＬｏｖｅ法を始めとしたｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ ｄｉｓｃｅｃ
ｔｏｍｙとＭＥＤを比較して、ＭＥＤの低侵襲性を検証した報告は複数ある。しかし、その検証項目は手
術時間や術中出血量、鎮痛剤使用量など多岐にわたっている。本研究では、私たちはこれまで多用されて
きた検討項目に新たに定量化した術後疼痛と手術前後の炎症性サイトカインを加えてＭＥＤの手術侵襲評
価を行った。
【対象と方法】２０１２年６月から２０１４年１月の間に保存療法に抵抗し、東邦大学医療センター大森
病院整形外科で手術適応となった腰椎椎間板ヘルニア患者４１例を対象とした。このうち、ＭＥＤは２８
例（以下ＭＥＤ群）
、ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ ｄｉｓｃｅｃｔｏｍｙ １３例（以下ＣＤ群）であった。
なお、ステロイド使用例、再手術例、精神疾患例は対象から除外した。ＭＥＤ群は男性１５例、女性１３

例、平均年齢４１．７歳（１８～７５歳）であった。ＣＤ群は男性７例、女性６例、平均年齢３７．８歳
（２１～５４歳）であった。手術高位は、ＭＥＤ群でＬ４／５が１４例、Ｌ５／Ｓ１が１４例であった。
ＣＤ群ではＬ３／４が１例、Ｌ４／５が９例、Ｌ５／Ｓ１が３例であった。ＭＥＤは１人の術者により行
われ、ＣＤ群は日本脊椎脊髄病学会認定の脊椎脊髄外科指導医４名により行われた。ＭＥＤは全例でＭｅ
ｔｒｘ® ＭＥＤ ｓｙｓｔｅｍ（Ｓｏｆｍａｒ Ｄａｎｅｋ Ｃｏ．
， Ｌｔｄ．
， Ｍｅｍｐｈｉｓ，
ＵＳＡ）を使用した。２群間の比較検討項目は、手術時間、術中出血量、血清中の炎症性サイトカイン、
術後疼痛とした。炎症性サイトカインはｉｎｔｅｒｌｅｕｋｉｎ－６（ＩＬ－６）
、ｉｎｔｅｒｌｅｕｋｉ
ｎ－８（ＩＬ－８）
、ｇｒａｎｕｌｏｃｙｔｅ ｃｏｌｏｎｙ ｓｔｉｍｕｌａｔｉｎｇ ｆａｃｔｏｒ（Ｇ
－ＣＳＦ）
、ｔｕｍｏｒ ｎｅｃｒｏｓｉｓ ｆａｃｔｏｒ α（ＴＮＦ－α）を術前、術後２４時間、術
後４８時間、術後７２時間、術後７日に測定した。術後疼痛は術後２４時間、術後４８時間、術後７２時
間、術後７日に測定した。術後疼痛の評価には知覚・痛覚定量分析装置（Ｐａｉｎ Ｖｉｓｉｏｎ ＰＳ
－２１００ＴＭ，ニプロ株式会社，大阪）を使用して測定した痛み度と視覚的評価尺度（Ｖｉｓｕａｌ ａ
ｎａｌｏｇｕｅ ｓｃａｌｅ：ＶＡＳ）を使用した。
【結果】手術時間はＣＤ群で平均８５分（４３～１２８分）
、ＭＥＤ群で平均７５．８分（５０～１２０分）
と両群に有意差は認めなかった。術中出血量はＣＤ群で平均８４．２ｍｌ（１０～２５０ｍｌ）
、ＭＥＤ群
で平均３５．７ｍｌ（５～４００ｍｌ）であり、統計学的な有意差を認めた（Ｗｉｌｃｏｘｏｎ ｒａｎ
ｋ ｓｕｍ ｔｅｓｔ）
。ＩＬ－６は、術前はＭＥＤ群が平均１．８ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均２．１ｐｇ
／ｍｌと両群に統計学的な有意差を認めなかった。術後２４時間ではＭＥＤ群が平均２．１ｐｇ／ｍｌ、
ＣＤ群が平均１１．６ｐｇ／ｍｌ、術後４８時間ではＭＥＤ群が平均２．０ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均９．
５ｐｇ／ｍｌ、術後７２時間ではＭＥＤ群が平均２．９ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均５．１ｐｇ／ｍｌ、術
後７日ではＭＥＤ群が平均１．６ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均２．２ｐｇ／ｍｌと各測定ポイントでＣＤ群
と比較してＭＥＤ群が有意に低かった。ＩＬ－８は、術前でＭＥＤ群が平均２．５ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が
平均２．７ｐｇ／ｍｌ、術後２４時間でＭＥＤ群が平均２．９ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均２．５ｐｇ／ｍ
ｌ、術後４８時間でＭＥＤ群が平均３．６ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均２．５ｐｇ／ｍｌ、術後７２時間で
ＭＥＤ群が平均２．９ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均２．２ｐｇ／ｍｌ、術後７日でＭＥＤ群が平均２．４ｐ
ｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均２．５ｐｇ／ｍｌと各測定ポイントで両群に統計学的な有意差は認めなかった。
ＴＮＦαは、術前でＭＥＤ群が平均１．２ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均１．３ｐｇ／ｍｌであり、統計学的
有意差は認めなかった。術後２４時間でＭＥＤ群が平均０．８ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均１．０ｐｇ／ｍ
ｌ、術後４８時間でＭＥＤ群が平均０．９ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均１．２ｐｇ／ｍｌ、術後７２時間で
ＭＥＤ群が平均１．０ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均１．３ｐｇ／ｍｌ、術後７日でＭＥＤ群が平均１．２ｐ
ｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均１．３ｐｇ／ｍｌであり、術後４８時間の測定ポイントを除いて、両群に統計学
的な有意差は認めなかった。Ｇ－ＣＳＦは、術前でＭＥＤ群が平均２４．８ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均２
９．１ｐｇ／ｍｌであり、統計学的有意差は認めなかった。術後２４時間でＭＥＤ群が平均１１６．６ｐ
ｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均７１．６ｐｇ／ｍｌ、術後４８時間でＭＥＤ群が平均５７．０ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ

群が平均４３．７ｐｇ／ｍｌであり、ＭＥＤ群が統計学的に高かった。術後７２時間ではＭＥＤ群が平均
２６．６ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均３１．７ｐｇ／ｍｌであり、ＣＤ群が統計学的に高かった。術後７日
ではＭＥＤ群が平均２４．４ｐｇ／ｍｌ、ＣＤ群が平均２８．６ｐｇ／ｍｌと両群に統計学的な有意差は
認めなかった。ＶＡＳは術後２４時間でＭＥＤ群が平均２８．５ｍｍ、ＣＤ群が平均４０．１ｍｍであり、
統計学的有意差は認めなかった。術後４８時間でＭＥＤ群が平均１６．８ｍｍ、ＣＤ群が平均３８．３ｍ
ｍであり、統計学的有意差を認めた。しかし、術後７２時間でＭＥＤ群が平均１６．３ｍｍ．
、ＣＤ群が平
均２４．３ｍｍ、術後７日でＭＥＤ群が平均６．７ｍｍ、ＣＤ群が平均１２．９ｍｍと各測定ポイントで
両群に統計学的な有意差は認めなかった。痛み度は、術後２４時間でＭＥＤ群が平均９１．５、ＣＤ群が
平均２２８．３、術後４８時間でＭＥＤ群が平均４５．０、ＣＤ群が平均１５８．４であり、統計学的有
意差を認めた。術後７２時間でＭＥＤ群が平均３０．６、ＣＤ群が平均７１．２、術後７日でＭＥＤ群が
平均１５．９、ＣＤ群が平均６１．９とであり、両群に統計学的な有意差は認めなかった。
【考察】これまでも腰椎椎間板ヘルニアにおけるＭＥＤとｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ ｄｉｓｃｅｃｔｏ
ｍｙを比較した報告は多数あり、多くがＭＥＤ法の低侵襲性を証明するものであった。外科領域で術式間
の手術侵襲を比較した報告は数多くあるが、その検討項目は手術時間や出血量、鎮痛剤使用量など多岐に
わたっている。とくにＩＬ－６を始めとした炎症性サイトカインは手術侵襲の検証に頻用されている。本
研究でのＩＬ－６はＣＤ群では術後２４時間で最高値を示し、その後漸減する経過がみられた。これに対
してＭＥＤ群では術前後を通して有意な上昇はなく、ＣＤ群と比較して有意に低い傾向にあった。ＩＬ－
８に関しては各測定ポイントにおいて、両群に有意差は認めなかった。ＴＮＦ－αは術後４８時間で有意
差を認めたのみで他の測定ポイントでは有意差はなかった。ＧＣＳ－Ｆについては術後２４時間、術後４
８時間ではＣＤ群が有意に低く、術後７２時間、術後７日では逆転してＭＥＤ群が低くなるなど、一定の
傾向は認められなかった。ＩＬ－８は大血管手術で血中濃度が上昇することが知られており、大血管を操
作しないＭＥＤ法とＣＤ法の侵襲度評価には適していなかったと考える。ＧＣＳ－Ｆは、手術侵襲が中枢
神経系を介して活性化させる下垂体前葉‐副腎皮質‐コルチゾールの系、または交感神経‐副腎髄質‐カ
テコールアミンの系に影響して上昇するものと言われている。手術による組織損傷を鋭敏に反映するＩＬ
－６と矛盾する結果であり、ＭＥＤ法の何らかの手術操作が影響している可能性が疑われる。２００１年、
北欧の多施設共同研究として、結腸癌周術期管理の工夫で術後の回復を促進し、術後在院期間を短縮させ
た取り組みとして、ＥＲＡＳ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ａｆｔｅｒ Ｓｕｒｇｅｒｙ）ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌが提唱された。このＥＲＡＳ ｐｒｏｔｏｃｏｌは術前から術後、退院後におよぶ２２項
目の対策から構成されている。近年、この取り組みは腹部外科領域を超えて様々な外科領域に広がってき
ており、整形外科も例外ではない。２２項目の中には「術後疼痛制御の徹底」という対策項目がある。期
待される効果として「侵襲反応の軽減、早期離床の促進」がある。もともとはＮＳＡＩＤｓなどによる術
後鎮痛対策に言及した報告が根拠となっている。しかし、われわれは、術後疼痛を最小限にすることは、
すなわち、患者にとってより低侵襲の術式を選択することも早期回復の一助となると考えた。そこで、わ
れわれは手術侵襲評価の検討項目として術後侵襲に着目した。術後疼痛の評価には医療現場で広く利用さ

れてきたＶＡＳと疼痛の定量評価を目的とした知覚・痛覚定量分析装置Ｐａｉｎ Ｖｉｓｉｏｎ ＰＳ－
２１００ＴＭを使用して測定した痛み度を用いた。ＶＡＳの結果では術後４８時間でのみ有意差を認めたが、
各測定ポイントでＭＥＤ群がＣＤ群より低い傾向にあり、両群が漸減する経過を認めた。痛み度に関して
は術後２４時間、術後４８時間で有意差を認め、ＶＡＳよりも鋭敏に術後疼痛を評価したものと考えた。
知覚・痛覚定量分析装置Ｐａｉｎ Ｖｉｓｉｏｎ ＰＳ－２１００ＴＭは本研究結果から術後侵襲評価に有
用であり、またＶＡＳスコアとＩＬ－６は痛み度と近似した経過がみられた。いずれの結果からもＭＥＤ
がｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ ｄｉｓｃｅｃｔｏｍｙと比較して低侵襲であることが示された。
以上

