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症例報告

はじめに
椎間板の変性疾患には， 腰椎椎間板ヘルニア

（Lumbar Disc Herniation ： LDH）， 腰椎椎間関節症

（Lumbar Facet Syndrome ： LFS）， 脊柱管狭窄症な

どが挙げられる． 当院では LDH に対しては， 腰椎

伸展運動療法 （以下， 伸展運動療法）， LFS には，

腰椎屈曲運動療法 （以下， 屈曲運動療法） を実施

しており， 両疾患においては， 相反する運動療法

を実施している． しかし近年， 理学療法評価から

両病態が共存していると考えられる症例を経験す

ることも多く， そのような症例に対する腰痛治療

法の選択には難渋するケースもある． このような

両病態の共存例について， Kirkaldy willis らは椎間

板変性を基盤とする腰痛について， 椎間板変性の

無い LDH や LFS は存在しない 1） 2） としており，

椎間板変性に伴う疾患においては， 当然のことな

がら両病態が共存することは予想できる事実であ

る． また共存例に対する治療は， 画像所見優位で

治療を選択すると， 誤った治療法を選択すること

にもなるため， 様々な理学療法評価から腰痛の主

要因を特定し治療法を選択すべきである． 本症例

は両病態の共存例と考えられたが， 最初は LDH 優

位の腰痛であると判断し， LDH に対する治療を

行った． その後の残存する腰痛に対しては， LFS

の病態と考え， 適する理学療法を実施したことに

より， 良好な結果が得られた． 本症例の治療法の

椎間板性腰痛と椎間関節性腰痛の共存例に対し，

理学療法が奏功した一症例 *
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【要　旨】

椎間板性腰痛と椎間関節性腰痛の両病態が存在したにも関わらず， 理学療法が奏功した症例を経験した

ので報告する． 本症例は， 妊娠後期から腰痛が出現し， その後腰痛は緩解， 増悪を繰り返していた． 今

回， 前屈位から子供を抱き抱えた際の急激な腰痛により体動困難となり， 自力歩行もできなくなったため

来院となった． 院内移動は車椅子を利用していた． 受傷機転や， 診療所見より腰椎椎間板ヘルニア （Lum-

bar Disc Herniation ： LDH） に対する伸展運動療法が処方された． その結果， 立位や歩行は可能となるも，

軽度腰痛が残存した． この残存した腰痛は妊娠後期から続く腰椎過前彎姿勢に伴う， 腰椎椎間関節症 （Lum-

bar Facet Syndrome ： LFS） によるものであると考え， Knee-Lifting test を実施すると腰痛は軽減した． その

ため腸腰筋， 大腿四頭筋のストレッチに加え， 姿勢指導を重点的に実施した． 2 日後の MRI では LDH， LFS

の両病態が画像上確認でき， 1 週間後の再来時には腰痛は消失し， 治療終了となった．

キーワード ：腰椎椎間板ヘルニア， 腰椎椎間関節症， Knee-Lifting test
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考え方， 治療過程について， 若干の考察を加えて

報告する．

倫理的配慮，説明と同意
本症例の報告について， 患者様に対し十分な説

明を行い承諾を得た．

症例提示
症例 ： 32 歳， 女性． 主婦． 主訴 ： 腰痛． 診断

名 ： 急性腰痛症． 既往歴 ： H23 年 1 月妊娠後期に

入ったころから腰痛が出現し， 緩解， 出現を繰り

返していた． 現病歴 ： H24 年 11 月上旬， 子供を

抱こうと前屈位から上体を起こした際， 腰痛が出

現． その後自力歩行困難となったため， 家族の付

添いにて当院整形外科受診となった． 院内移動は

車椅子であった．

診察時所見 ： 立位での脊柱の外観は腰椎の前彎

は減少しており， 運動診は屈曲で腰痛， 伸展にて

制限があり， 腰痛を伴った． 神経学的所見とし

て， 膝蓋腱反射は両側正常， アキレス腱反射は両

側軽度低下， Kemp sign は両側陰性， 下肢の感覚障

害および筋力低下は認めなかった． また立位での

単純 X 線像 （図 1） では正面像にて， L2/4 で cobb

角 11°の左凸の側彎を認め， 側面像では L4/5 椎体

間隙の狭小化を認め， 腰椎アライメントは腰椎前

彎角 42°， 仙骨傾斜角 31°， Posterior Shift は -12．

5 mm で上位体幹が前方に位置していた 3）． 屈曲伸

展での動態撮影 （図 2） では， L4/5 に後方開大を

認め， 椎間可動域は L1/2， 2°， L2/3， 7°， L3/4，

7°， L4/5， 4°， L5/S， 4°であった． 以上の所見よ

り LDH を疑い， 伸展運動療法が処方された．

理学療法評価
理学療法開始時の所見について， リハビリ室来

室時には車椅子にて来室し， 座位姿勢は骨盤後傾

位， 腰椎後彎位を呈していた． 立位姿勢は Index

社製 Spinal mouse を用い， 計測した． 前額面上で

外観上側彎を認め， 矢状面上で Spinal mouse 画像

（図 3） より体幹前傾位であった． 運動診では前後

屈可能だが， 両方向共に腰痛が強く出現し， 疼痛

は VAS にて 68mm， ラセーグ徴候， FNS-t は両側

陰性であった． また Knee-lifting test （以下 KL-t ：

図 4） は当院にて簡便に， 椎間板性か椎間関節性

の腰痛かを判別するためのテスト 4） であるが， こ

の時は腰痛が増強したため， 陰性であり LDH 有意

の腰痛であると判断した． 今回の腰痛の主因は受

傷機転やアライメント， また KL-t 陰性所見から

椎間板由来による腰痛と判断し治療を開始した．

立位腰椎正面像

前屈位

立位側面像

後屈位

図 1．単純 X線像

LLA ： 腰痛前彎角　　SS ： 仙骨傾斜角

PS ： L1 上後縁より下ろした垂線と L5 下後縁との距離

図 3．介入前 Spinal�mouse 画像

a ： 屈曲位　　b ： 安楽立位　　c ： 伸展位

図 2．腰椎動態撮像

腰椎前屈位にて L4/5 での後方開大がみられる

a
b c

胸椎部

腰椎部

仙骨部

a       b       c
胸椎後彎角 51     45    41
腰椎前彎角 29   -17    -15
仙骨傾斜角 61     10    - 3
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理学療法
理学療法開始肢位は腰痛のため伸展運動療法の

開始肢位である腹臥位をとることが困難であった

ため， 腹部に枕を入れ， 腰椎軽度屈曲位とした腹

臥位から治療を開始した． その際， 体幹前傾位を

改善するため， 腸腰筋， 大腿四頭筋ストレッチ，

胸椎 mobilization を行った． その後腰痛なく腹臥

位可能となったため， 通常の伸展運動療法に則っ

て腰痛の出現しない範囲で伸展運動療法を行っ

た． 運動後， 体幹前傾や側彎は改善し， 歩行可能

となった． しかし立位をとると VAS16 mm の腰痛

が存在していた． 再度 KL-t を実施した結果， 陽

性となり腰痛は消失した． KL-t で陽性となったこ

とで， 椎間関節性の腰痛であると判断し， 追加治

療として， 腰椎前彎に関わる筋群のストレッチを

行ったのち， 姿勢指導を入念に行った． LFS の理

学療法としては， 通常屈曲運動療法を行うが， 今

回は LDH 優位の症状と判断したため， 屈曲運動は

椎間板にかかる負荷が増大し， LDH の悪化を惹起

する危険があったため， 実施しなかった． 本治療

の介入により， 腰痛はさらに改善を認め， VAS は

0 mm となった． この後， 家庭でのセルフエクササ

イズを指導して初診時の治療を終了とした． 家庭

でのエクササイズにおいては， 過度な伸展はさせ

ないように指導を加えた． その後， 家庭でのエク

ササイズを続けて頂き， 腰痛の出現は見られず，

初診より 1 週間後の整形外科再来時は， 腰痛は消

失しており， 理学療法介入の必要はなくなってい

た．

理学療法後の脊椎アライメントと運動療法前
後の立位アライメントの変化
伸展運動療法後のスパイナルマウス画像 （図 5）

をみると， 体幹の前傾は改善し， 腰椎の生理的前

彎は獲得されているのがわかる． 伸展運動療法前

後の立位アライメントを比較する （図 6） と， 胸

椎カーブは 45°から実施後 39°に， また腰椎カーブ

は -17°から実施後 -38°に変化し腰椎の前彎が増大

していた．

考察
LDH と LFS の病態の特徴について， LFS は発

症が緩徐であり， 腰椎過前彎， 伸展時痛， 神経学

的所見は陰性， KL-t 陽性となる． 一方， LDH は

急激な発症であり， 腰椎の前彎は減少し， 椎間

板内圧の上昇に伴う， 屈曲時痛， また腰椎後彎位

を呈するようになれば伸展時痛も認めることがあ

り， 神経学的所見は陽性になる可能性が高く，

KL-t は陰性所見となる． また誘因に関して， 同

じ前屈みの動作でも， 腰椎過前彎で行う場合と後

図 4．Knee-Lifting�Test(KL-t)

a       b  
胸椎後彎角 45    39
腰椎前彎角 -17   -36
仙骨傾斜角 10    23

a
b

図 5．安楽立位の伸展運動療法前後比較

a ： 治療前　　b ： 治療後

治療後では， 胸椎後彎角の減少， 腰椎前彎

角の増加， 仙骨傾斜角の増大が得らている．  

a       b  
胸椎後彎角 39    35
腰椎前彎角 -38   -39
仙骨傾斜角 23     19

a
b

図 6．伸展運動療法後の脊柱アライメント

a ： 安楽立位　　b ： 伸展位
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彎位で行う場合で異なり， 過前彎であれば椎間関

節性腰痛であろうし， 後彎位であれば椎間板性腰

痛であろう 5） 6）． 治療介入前に行った検査より，

椎間板性腰痛と判断したが， このことから本症例

の前屈み動作は後彎位で行ったと推測できた． こ

のように今回の腰痛は所見から椎間板性腰痛であ

ると判断できたが， 受傷機転の動作などの詳細な

聴取も腰痛の主因を探るためには必要であると考

えられる． 症状に関して， LDH と LFS は類似し

ているため判断に苦慮するケースがある． そのた

め受傷機転からの判断のみでは難しく， 同時に理

学所見が重要である． 本症例には以前から腰痛が

あり， 今回の腰痛には明らかな受傷機転が存在

し， 立位時体幹前傾位で外観上腰椎の前彎は減少

しているようにみえた． また運動診においても前

後屈共に腰痛が強く出現していた． このような所

見から本症例の腰痛を解釈すると， 妊娠後期には

腰椎過前彎になりやすい 7） という報告もあるこ

とから妊娠後期から寛解と増悪を繰り返す腰痛は

LFS であり， 今回の前屈位から子供を抱いた際に

出現した腰痛は LDH によるものであると考えら

れる． そして， 今回の腰痛の主因は LDH による

ものであると判断した 8） 9）． このような臨床推論

から， LDH に対する治療を優先し伸展運動療法

を実施した． また伸展運動療法の目的は生理的前

彎を獲得すること 10） にあり， 伸展運動療法後の

スパイナルマウス画像を確認すると， 腰椎の生理

的前彎は得られており， 立位時腰痛は VAS にて

16 mm に改善した． これは伸展運動療法により，

体幹の前傾が改善し腰椎の前彎が獲得され， 椎間

板にかかる負荷の軽減が得られ， LDH によって

もたらされていた腰痛の軽減に繋がったと考え

た． また伸展運動療法前後での安楽立位を比較す

ると， 胸腰椎移行部の後方変位が起こり， 外観上

体幹前傾が改善し， 腰椎の前彎が得られている．

続いて， 立位時に残存した VAS16 mm の腰痛につ

いて考察する． 本症例は妊娠後期に入ったころか

ら， 腰痛を自覚しており， 妊娠後期では腰椎過前

彎となったことが椎間関節にかかる負荷を増大さ

せ， 出産後も腰椎過前彎姿勢を呈し， 腰痛の出現

と緩解を繰り返していた． そのため， 伸展運動療

法によって得られた腰椎の前彎が影響していた，

もしくは LDH による腰痛が改善し， 椎間板性腰

痛のほうが強かったために気付かなかった， 椎

間関節性の腰痛が前面に出たのではないかと考え

た． その後残存した腰痛が LFS による腰痛であ

ることを実証するため， KL-t を再度実施した．

その結果， 陽性となり腰痛は消失した． そこで追

加治療として， 腰椎前彎に関わる筋群である大

腿四頭筋， 腸腰筋のストレッチを行った後， 入念

な姿勢指導を行い， 理学療法介入は終了とした．

LFS に対する屈曲運動療法は椎間板内圧の上昇を

引き起こし， 主因である LDH の症状を再燃させ

ることも考慮し， 実施しなかった． このように

本症例は， LDH も LFS も存在する共存例であっ

た事が考えられ， 運動療法 2 日後の MRI （図 7）

をみると， L4/5 の椎間板変性と LDH に加え，

L3/4， L4/5 の椎間関節の肥厚も認めた． 運動療

法の際に推論した通り， 両疾患の画像が確認され

た． 共存例について， Kirkaldy willis らは椎間板

機能障害に随伴して LFSが生じる 1） としており，

本症例も椎間板障害と椎間関節障害が随伴してい

た． また LDH と LFS の共存例について， 前野ら

は LFS 患者の 80％に LDH を認めた 11） と報告し

ている． それ故， どちらの病態が有意に症状を呈

しているかが治療を選択する上で重要であると考

える． 我々の研究からも近年の LDH 患者では腰

椎の前彎を維持しているようにみえる症例が散見

する 12） と報告した． また高松らは近年の少年野

球選手の身体的特徴について述べており， それに

よると Kendall の分類の Kyphotic-lordotic type が

57.7%， Sway back が 30.0% 見られた 13） と報告し

ており， 猫背の若者が多くなっていることを指摘

した． これは今後， 胸椎後彎増強姿勢が腰椎の過

前彎を引き起こし， 椎間板変性が進行するにつれ

て， 関節症性変化が起こるため， 本症例のような

LDH や LFS の両病態を呈する患者が増えてくる

可能性があることを示唆している． 本症例のよう

に LDH と LFS の共存例は， どちらの症状が優位

に出現しているか， 問診や KL-t などの理学所見

を考慮した上で， 治療内容を選択し， また症状の

変化に合わせて治療の追加を行う必要があると考

えられた．

②

L3/4高位 L4/5高位

②

①

②
②

② ②
②

②

①

図 7．理学療法介入後 2日後の MRI 画像

① L4/5 椎間板変性と LDH

② L3/4， L4/5 椎間関節の肥厚
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まとめ
1．  LDH と LFS の共存例を経験した．

2．  KL-t は腰痛の原因を鑑別する有用な評価法で

ある．

3．  本症例の場合， 伸展運動療法によって， 腰椎

の前彎が獲得され LDH の症状は軽減したもの

の， 通常時の姿勢に戻ったことで腰椎過前彎

になった結果， LFS の症状が出現した． そのた

め， KL-t を施行したところ陽性であり， LFS

に対し， ストレッチと姿勢指導を追加して行っ

た結果さらなる改善を得た．   

4．  問診や KL-t などの理学所見を考慮した上で，

治療内容を選択し， また症状の変化に合わせて

治療内容の追加を行う必要がある．

今後の課題
今後は LDH と LFS の共存例は多くなると考え

られるため， このような症例を多く経験し， 特徴

的な所見を調査し， 根拠のある理学療法を展開し

治療戦略を立証していきたい．

稿を終えるにあたり， 本原稿は， NGU リハビリ

テーション研究会の協力を得て作成した．
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