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● 	2019年3月18日「総合特集・東洋医学ホントのチカラ」	

　　　　　　　　リメイク版part1	

● 2019年3月25日「総合特集・東洋医学ホントのチカラ」	

　　　　　　　　リメイク版part2



求められるスキル

特集で取りあげられた愁訴、症状の改善を実現出来る

患者さまからの電話、メールなどの対応が失礼のないように	

実施されること。

ニーズに対しての対応のみならず、患者さまのバイタル、	

投薬状況、既往歴、家族歴などSAMPLEを確認し、全体像を	

知ること

愁訴のハリでの適応度を知り、「抱え込み」を防ぐ	

※回数券の安易な販売？	

※いつまでの結果が出せない？	

※愁訴の改善可能性で思わずウソをついてしまう？	

※悪性新生物など経過により増悪傾向の物をしかるべき	

　医療機関に紹介出来ない？	
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この度の患者
さまからのお
問い合わせの
特徴
報道によってどのような患者さま
がお問い合わせしてくる可能性が
あるのか．

特集で取りあげられたのでみて欲しい

単なる脊柱管狭窄からくる愁訴像かの鑑別が必要

　　間歇性跛行？しびれの部位、高位診断が定型的ではない、	

　　　　他の愁訴併発、DM、HT、HL加療歴	

　　　　　　癌性占拠性病変の有無、他科加療歴、手術歴	

　　　　　　　　術後後遺症害の有無？

下記の確認はして欲しいのです。例えば糖尿病の有無の確認は是非。
（ 32 ） 日本腰痛会誌，15（1）: 32 ‒ 38, 2009J. Lumbar Spine Disord.

は じ め に

　腰部脊柱管狭窄の診断上の問題点として
は，診断基準がないこと，画像主体の診断で
は診断不可能であること，そして，脊椎外科
の専門医であっても，神経根型，馬尾型，混
合型の分類を正確にできるとは限らないこと
などがあげられる．すなわち，腰部脊柱管狭
窄は多彩な症状を呈するために，一般医に
とって初期に的確に診断することは必ずしも
容易ではない．病歴，診察所見など，日常診

療の場で，簡便に入手できる情報を用いて，
患者を選び出す補助となるツールを診断サ
ポートツールという．診断サポートツールは，
100％の診断ではなく，あくまで診断の確率
（可能性）を高める道具である．しかし，一般
医を対象にして腰部脊柱管狭窄の診断サポー
トツールを作成して，本症を早期に発見して，
病状に応じて専門医に相談できる体制がとれ
れば，患者のみならず社会にとっても，大き
な恩恵となる．そこで，日本脊椎脊髄病学会
は，診断サポートツール作成のための実行委

特別企画●『腰痛研究のエビデンス・評価と臨床的展望』

腰部脊柱管狭窄の診断サポートツール

紺野　慎一

Key words ■ 腰部脊柱管狭窄（Lumbar spinal stenosis），診断サポートツール
（diagnostic support tool），臨床研究（clinical research）

Shinichi KONNO : Diagnostic support tool for lumbar spinal stenosis
福島県立医科大学医学部整形外科〔〒 960‒1295 福島市光が丘 1〕

要旨：腰部脊柱管狭窄の診断のゴールドスタンダードは存在しない．腰部脊柱管狭窄
は画像のみでは診断できない．そこで，腰部脊柱管狭窄の診断サポートツールが開発
された．医師用と自記式の患者用質問票の2種類ある．両者とも高い感度と特異度を
有している．これらの診断サポートツールを使用することにより，患者の自己診断が
可能であり，プライマリケアにおいて腰部脊柱管狭窄の診断に役立つと考えられる．

Summary
There was no gold standard diagnostic criteria for LSS. Clinicians cannot rely solely 
upon diagnostic imaging tests to make the diagnosis of LSS. Therefore, we developed 
diagnostic support tools for LSS with high sensitivity and specificity. We have the di-
agnostic support tool for doctors and the simple questionnaire for patients. It is pos-
sible to diagnose patients with LSS using these tools; and we expect that its use for 
patients to diagnose themselves will contribute to making a better diagnosis for pa-
tients undergoing primary care treatment.

（ 32 ） 日本腰痛会誌，15（1）: 32 ‒ 38, 2009J. Lumbar Spine Disord.
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腰部脊柱管狭窄症について一般的なことを復習したい場合は、以下
のリンクを参照して下さい。　提示　長谷川

https://www.saninh.johas.go.jp/info/soyokaze/201502.pdf

https://www.saninh.johas.go.jp/info/soyokaze/201502.pdf
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日本腰痛会誌・15巻1号・2009年10月 （ 35 ）

合議が得られるまで討論を行い，最終診断を
行った．合議が得られない症例は，検討の対
象から除外した．
　患者背景，PQ，MDQ，MRI1/MRI2，お
よびDX1/DX2の各データを集計した．これ
らのデータをロジスティック解析による単変
量解析を行い，オッズ比とp値を算出した．
P値＜0.2の因子に対し，ロジスティック解
析による多変量解析によりモデル選択を行っ
た．最終的なモデルにはp値＜0.05の因子の
みを含め，このモデルから得られた結果を基
にclinical prediction ruleを作成した．最終

モデルに含まれる各因子の診断における重み
付け（点数化）を行い，症例ごとの合計点数を
算出した．clinical prediction ruleの妥当性
の検討には，ROC（receiver operating char-
acteristic）曲線とHosmer-Lemeshow χ二乗
検定を行った．感度，特異度，陽性尤度比，
陰性尤度比を算出し，感度と特異度の合計数
が最も高い点数をカットオフ値とした．
　全国104名の整形外科医により469例の患
者が登録された．年齢は20歳から96歳で，
平均年齢は64歳，最多年代層60歳代であっ
た．男女比は男が45.9％とやや女性が多かっ

表 3　腰部脊柱管狭窄診断サポートツール（日本脊椎脊髄病学会）

当てはまる項目をチェックし，チェックした（　）内の数字の合計点を求め
てください．ただし，アンダーラインの項目の数字は点数がマイナスですの
で注意してください．

病歴
年齢

糖尿病の既往  

□ 60 才 未満（0）
□ 60 ～ 70 才（1）
□ 71 以上（2）
□ あり（0）　□ なし（1）

問診
間欠跛行
立位で下肢症状惡化
前屈で下肢症状が軽快

□ あり （3）
□ あり （2）
□ あり （3）

□  なし （0）
□  なし （0）
□  なし （0）

身体所見
前屈による下肢症状出現
後屈による下肢症状出現
ABI＊0.9
ATR＊＊ 低下・消失
SLR＊＊＊ テスト

□ あり（-1）
□ あり（1）
□ 以上（3）
□ あり（1）
□ 陽性（-2）

□ なし （0）
□ なし （0）
□ 未満 （0）
□ 正常 （0）
□ 陰性 （0）

合計点　　　点
＊ABI（Ankle brachial pressure index）
＊＊ATR（Achilles tendon reflex）アキレス腱反射
＊＊＊SLR（Straight Leg Raising）

7 点以上の場合は，腰部脊柱管狭窄である可能性が高いといえます．専門医
へ紹介し，診断を確定してください．

「腰部脊柱管狭窄症診断サポートツール（日本脊椎脊髄病学会）」

「腰部脊柱管狭窄症診断サポートツール」に
よって７点以上の場合は腰部脊柱管狭窄症で
ある可能性が高いといえます。専門医での診
断を先に促し、確認するとよろしいと考えて
います。	

文献提示：菊池友和、粕谷大智

※次に脊柱管狭窄を分類する手法として	

用いられる質問表を提示します。	

この結果により鍼をする場所が変わってくる	

可能性もありますので実施してみて下さい。
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紺野慎一：腰部脊柱管狭窄の診断サポートツール．15(1):32-38,	2009	J.Lumbar	Spine	Disord.　より
日本腰痛会誌・15巻1号・2009年10月（ 36 ）

た．専門医による診断と中央パネルによる診
断が一致した症例は226例であった．不一致
例に対するコンセンサスパネル会議の結果，
合議が得られなかった症例が1名あり，本症
例を除外した468名を検討の対象とした．最
終診断名を表1に示した．
　多変量解析の結果と診断の重み付けを表2
に示した．これをもとに，診断サポートツー
ルを作成した（表3）．ROC下面積は0.918で
あった．すなわち，診断サポートツールとし
て，高い信頼性を有しているといえる．感度
と特異度の合計点が最も高いカットオフ値
は7点であった．7点をカットオフ値に設定
した場合の感度は92.8％，特異度は72.0％で
あった．例えば，カットオフ値を8点とする
と，特異度は上がるが，感度は低下する．腰
部脊柱管狭窄の見落としを抑えることが本研
究の目的の一つであることから，感度の比較
的高い7点というカットオフ値は妥当と考え

られる．

Ⅱ．自記式診断サポートツールの開発

　神経原性間欠跛行は，歩行負荷試験や選
択的神経根ブロックによる症状分析で馬尾
型，神経根型，および混合型の3群に分類で
きる．馬尾型は，自覚的には下肢，臀部およ
び会陰部の異常感覚，膀胱直腸障害，下肢脱
力感や性機能不全を訴え，疼痛はない．他覚
的には多根性障害を特徴とする．例えば，責
任高位がL4/5椎間高位である場合には，第5
腰神経根以下の多根性障害を呈する．神経根
型は，自覚的には下肢の疼痛を主訴とする．
他覚的には単根性障害を特徴とする．この型
の脊柱所見や自覚症状は単一神経根ブロック
（両側例を含む）で一時的に消失する．混合型
は，馬尾型と神経根型の合併型で，下肢の疼
痛は単一神経根ブロックで一時的に消失する
が，他の症状には何らの変化も起きない7）．

表 4　

以下の項目は，腰部脊柱管狭窄を診断するための項目です．項目を読みながら，あなたの
症状を考えてみてください．あなたの症状に当てはまる場合には『はい』に，当てはまら
ない場合には『いいえ』に○をつけてください．

  1. 太ももからふくらはぎやすねにかけて，しびれや痛みがある． はい いいえ

  2. しびれや痛みはしばらく歩くとつよくなり，休むと楽になる． はい いいえ

  3. しばらくたっているだけで太ももからふくらはぎやすねにかけてしびれたり痛くなる．

はい いいえ

  4. 前かがみになると，しびれや痛みは楽になる． はい いいえ

  5. しびれはあるが痛みはない． はい いいえ

  6. しびれや痛みは足の両側にある． はい いいえ

  7. 両足の裏側にしびれがある． はい いいえ

  8. おしりのまわりにしびれがでる． はい いいえ

  9. おしりのまわりにほてりがでる． はい いいえ

10. 歩くと尿が出そうになる． はい いいえ
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た．専門医による診断と中央パネルによる診
断が一致した症例は226例であった．不一致
例に対するコンセンサスパネル会議の結果，
合議が得られなかった症例が1名あり，本症
例を除外した468名を検討の対象とした．最
終診断名を表1に示した．
　多変量解析の結果と診断の重み付けを表2
に示した．これをもとに，診断サポートツー
ルを作成した（表3）．ROC下面積は0.918で
あった．すなわち，診断サポートツールとし
て，高い信頼性を有しているといえる．感度
と特異度の合計点が最も高いカットオフ値
は7点であった．7点をカットオフ値に設定
した場合の感度は92.8％，特異度は72.0％で
あった．例えば，カットオフ値を8点とする
と，特異度は上がるが，感度は低下する．腰
部脊柱管狭窄の見落としを抑えることが本研
究の目的の一つであることから，感度の比較
的高い7点というカットオフ値は妥当と考え

られる．
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  9. おしりのまわりにほてりがでる． はい いいえ

10. 歩くと尿が出そうになる． はい いいえ

紺野慎一：腰部脊柱管狭窄の診断サポートツール．15(1):32-38,	2009	J.Lumbar	Spine	Disord.　より

「腰部脊柱管狭窄症」と	

　　　判定されています。
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馬尾障害がある	

「腰部脊柱管狭窄症」と	

　　　判定されています。

※右のように質問５と６に２つ以上「はい」	

がある場合は

かつ



事例

●脊柱管狭窄症の患者さまが
多く問いあわせてくる。	

●なぜなら、地域で受けてい
る医療が納得行かないもの
だから。	

●しかしながら、占拠性病変
で馬尾症状を伴っていたり、
手術後の難治性後遺症害が
根底にあって、ハリでは太
刀打ち出来ない場合もある
はず

●脊柱管狭窄症の特集から	

（東大病院）



今後の展望
特集によってどんな愁訴像が問い
合わせの対象になるのか。

逆子が治ると訊いた。みて欲しい

★初診予約の際に確認すべきポイント 
　・主治医の同意の有無：同意を得て施術することが望ましい 
　・週数：おおよそ38週で予定帝王切開になる 
　　　　　→　38週に近づく程、破水のリスクは増加する 
　　　　　　　鍼灸院内で破水した場合のリスクを考えておく必要がある 
　・出血の有無：出血があれば施術を控える 
　・腹部緊満感：頻回に張りや痛みがある場合は施術を控える 

★施術を断るべき状態 
　・切迫早産　・前期破水　・前置胎盤、低置胎盤　・子宮奇形 
　・妊娠高血圧症候群　・粘膜下筋腫　・多胎妊娠　・臍帯巻絡（2回以上） 

上記の基礎知識に不足があると感じた場合は、他院を紹介することも考慮する 

施術の際は母子手帳を確認し、妊娠後期に起こり得る事象について 

提示：木津正義



今後の展望
特集によってどんな愁訴像が問い
合わせの対象になるのか。

慢性のしびれ事例 特集で取りあげられたのでみて欲しい

他の愁訴併発、DM、HT、HL加療歴	

　　癌性占拠性病変の有無、他科加療歴、手術歴	

　　　　

不定愁訴事例

東洋医学に一縷の望みを・・・。

精神科、心療内科加療歴、受療モチベーションの細かな確認	

　　愁訴原因疾患が複数（マルチモビディティ事例）	

　　　　自律神経状況、通院歴、投薬歴、	

　　　　　　



とりあえずきたからハリをする、という間違い

東大サイトにリンクしてあったから信じられる施術所だろう？という勘違い。

改善のきざしすらない数ヶ月、数万円は治療院の売り上げだが患者さまの損失か？

そういう事例を重ねればハリのイメージダウンに

街の鍼灸院から「信頼」を勝ち取って参りましょう

企画制作　病鍼連携連絡協議会		　粕谷大智　菊池友和　木津正義　糸井信人　井前成隆　長谷川尚哉


