腰椎椎間関節嚢腫6例の検討
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治療を行った。

症例1 MRI

椎間関節嚢腫6例の検討
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国保坂下病院

T2

コルセット着用後5ヶ月
国保坂下病院
症状軽快

T2

代表症例を供覧する。
コルセット着用後症状は速やかに軽減した。コル
セット着用後５か月のMRIでは嚢腫性病変は消失、

症例1 XP
63歳 女性
主訴：腰痛、右下肢痛

右椎間関節にまだ水腫が見られた。その後症状の再
発はない。

症例2 XP
52歳 女性
主訴：腰痛、
左下肢しびれ、痛み

国保坂下病院

R

症例１、63歳女性。明確な誘因なく腰痛、右下肢
痛出現し当院受診。XPではL ５/Sの変性所見が目

R

国保坂下病院

立つ。
症例２：52歳女性

症例1 初診時MRI

腰痛、左下肢しびれ、痛みあ

り当院受診。XPでは軽度の側彎が見られる。

症例2 MRI
R

T2

治療：コルセット装着

T2

国保坂下病院

R

T2
R

初診時MRIである。L ５/S

レベルで脊柱管内、

T2

右寄りに嚢腫性病変あり、隣接する右L ５/S椎間関
節に水腫がみられた。L ５/S

治療：後方より片側椎弓切除し
嚢腫切除
術後3年、症状再燃なし 国保坂下病院

右椎間関節由来の椎

間関節嚢腫と診断、ダーメンコルセットによる保存
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MRI でL ５/S

レベルで脊柱管内、左に嚢腫性

病変あり、隣接する椎間関節に左優位に水腫がみら
れた。椎間関節ブロックなど保存的治療を希望せず、

症例3 MRI ２回目

手術治療を希望された。
手術はLOVE法に準じて後方より片側椎弓切除を
行い嚢腫切除した。
術後３年、症状再燃はない。

R
78歳 男性
主訴：腰痛、
左下肢しびれ、痛み

症例3 XP

Fat-sat

T2

主訴：腰痛、
両下肢しびれ、
右下肢痛、歩行障害
国保坂下病院

T2

２回目のMRIではL ４/ ５レベルの前回と反対側
の右に嚢腫性病変あり、隣接する椎間関節に軽い水
腫が見られた。

R

国保坂下病院
ext

Flex

症例3 固定術後XP
手術：L2-5後方固定術
（L2/3 PLF
L3/4、L4/5 PLIF）

症例３：78歳男性、主訴：腰痛、左下肢しびれ、
痛み。近医でL ３/ ４レベルに棘突起縦割式の後方
除圧術を受けている。術後一旦症状軽減したが間も
なく左下肢の痛み痺れが増悪。改善しないため当院

下肢痛軽快、
歩容改善

受診された。XP上はL ３/ ４の変性、不安定性を認
める。

R

症例3 初診時MRI

国保坂下病院

２回目の手術であるのでL ２- ５後方固定術（L
２/ ３

PLF、 L ３/ ４、L ４/ ５

PLIF）とした。

術後腰部のダルさ、両下肢のしびれ感があるもの
の、下肢痛はなく、歩行もかなりの改善が見られて

R
T2

いる。

T2

治療：後方より左片側椎弓切除し
嚢腫切除
術後、６ヵ月右下肢痛出現
国保坂下病院

当院で経験した６症例

MRIではL ４/ ５レベル左に嚢腫性病変あり、隣
接する椎間関節に軽い水腫が見られた。すでにコル
セットや各種ブロック治療は受けており、手術治療
が選択された。後方より左片側椎弓切除し嚢腫切除

1

年齢 性別 主訴
63 女性 腰痛、右下肢痛

治療
コルセット

2

52 女性 腰痛、左下肢痛

片側椎弓切除、嚢腫切除

3

78 男性 腰痛、左下肢痛
再発時 腰痛、右下肢痛

片側椎弓切除、嚢腫切除
腰椎後方固定術

4

53 男性 左下肢痛

コルセット

除圧椎弓切除後

した。
術後、しばらく調子が良かったが、６ヵ月ほどで

5

76 女性 右臀部～下肢痛 コルセット、椎間関節ブロック

6

72 女性 腰痛、右下肢痛

コルセット

国保坂下病院

右下肢痛、歩行障害等出現
当院で経験した６症例をまとめると

男性２例、

女性４例であった。一般的には女性にやや多いとさ
れている。年齢は52-78歳で諸家の報告とほぼ同様
だった。症状は根性腰痛が全例に見られた。次に腰
痛が多かった。１例は除圧椎弓切除後、同レベルに
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生じた例であった。４例はコルセットによる保存治
療にて軽快または経過観察中である。

治療

２例に手術治療帆行った。１例は片側椎弓切除、
嚢腫切除で経過良好であるが、もう１例は対側再発

保存治療：患部の安静、コルセット装着
椎間関節ブロック

のため固定術を要した。

手術治療：片側椎弓切除、嚢腫切除
後方固定術

考察
椎間関節嚢腫：滑膜嚢腫または
ガングリオン

国保坂下病院

72 女性 腰痛、右下肢痛
コルセット

成因：椎間関節の変性、不安定性

治療はコルセットによる安静、椎間関節ブロック
などの保存療法が有効だが、改善しない場合は、手

症状:神経根症状、腰痛、跛行
筋力低下、知覚障害

術治療が選択される。

国保坂下病院

手術治療はLOVE法に準じた片側椎弓切除から嚢
腫切除を行うが、関節の不安定性の程度によっては

椎間関節嚢腫は椎間関節由来の滑膜嚢腫またはガ
ングリオンであり、その成因には椎間関節の変性や

後方固定術が選択されることもある。個々の症例ご
とに十分検討する必要がある。

不安定性による炎症が関与していると考えられてい
る。

まとめ

症状は60％以上に神経根症状、50％以上に腰痛、

・椎間関節嚢腫６例を経験した。

続いて跛行、筋力低下、知覚障害などが頻度が高い。

・４例はコルセット装着等の保存療法を
２例に手術治療を行った。

症例3 Myelography

・2例とも片側椎弓切除、嚢腫切除を行たが、
1例は対側に病変の再発を認めたため、
腰椎後方固定術を要した。
国保坂下病院

Flex

まとめ

ext

臥位
立位や伸展位で圧迫が増悪

椎間関節嚢腫６例を経験した。

立位

国保坂下病院

４例はコルセット装着等の保存療法を、２例には
手術治療を行った。

脊柱管狭窄症と同様、立位や伸展位で症状が増悪

手術は２例ともまずは片側椎弓切除、嚢腫切除を

する傾向があるが、立位、伸展時に屈曲位で開いて

行ったが、１例は対側に病変の再発を認めたため、

いた椎間関節が閉じるため、関節内水腫が嚢腫に移

腰椎後方固定術を要した。

動するのが一因となっていると考えられる。
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