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脊髄空洞症に対する外科的治療
-空洞クモ膜下腔吻合術-

中田　宗朝　　六川　二郎　　宮城　航一　　高艮　英一

金城　則雄　　堀川　恭偉　　岩井　健次*

琉球大学医学部脳神経外科

●岩井脳神経外科病院

脊髄空洞症に対する外科的治療の手技と適応

に関しては末だ結論が出ていない1).またこの疾

患の原因,経過もさまざまである.今回我々は

右半身不全麻痔,勝脱直腸障害を主訴として入

院した脊髄空洞症例に対し, Charlesらの報告2)

にもとづいた空洞クモ膜下腔吻合術を行い,術

後3ヶ月余の今日まで著効を呈しているので,

症例を提示し外科的療法に関して文献的考察を

行う.

症　　　　例

患者:上○み○り　22才　女

家族歴・既住歴:特記すべきことはない.

現病歴:昭和57年9月背部痛で発症. 10月

右手のしびれありピリピリした痛みが出現. ll

月より胸部痛が始まり時々呼吸困難を伴う.以

後右手をさわると電気が走るような痛みを感じ

るようになった.コップ程度の軽い物を持つ事

ができない時もあり,尿,便が出にくくなった.

また,歩いていると体が自然によろめいて倒れ

る事がしばしばあった. 12月より右手の巧敵性

が低下し書字障害が出現.昭和58年1月より歩

行障害が出現し,長く歩けなくなった. 1月8

日には独歩不可能となり,某医受診し当科に紹

介された.

入院時所見: Fig.iにまとめた.

入院後経過:入院当日メトリマザマイド・ミ

エログラフイ-を施行し第1-第2胸椎レベル

入院時所見

・神経学的所見

第4胸髄レベル以下の解放性知覚障害

右半身不全麻痔

右ホルネル症候群

勝脱直腸障害

両側膝蓋腫反射元進

両側Babinski反射陽性.+

筋萎縮は認めず

・一般検査所見

軽度白血球増多(WBC -11000)を認める

以外すべて正常

・髄液検査

初圧180mm水柱　Queckenstedt現象陽性

細胞数62/3　多核球14　単核球48

たん白:40^9/db　糖:57mサ/ォ

Fig.l Findings on admission.

でpartial blockを認めた.同時に行った髄液検

査では初圧180mm水柱,水様透明, Quecken-

stedt現象陽性で,細胞増多を認める以外は正常

であった.メトリザマイド注入2時間後に撮影

したcomputer-assisted myelography ( Fig.2 )

では,第3-第7類推レベルの間でspinal cord

の腫大を認めた. tonsillar herniationや水頭症

等の異常は認めなかった.またspinal angiogra-

phyでは動静脈奇型や塵塚陰影等の異常所見は
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Fig.2 Preoperative computer-assisted myelogra-　Fig.3　Air mylography revealed collapsing cord

phy and metrizamide CT cisternography.　　sign. A汀owheads indicate the margin of the

There were no hydrocephalus nor tonsillar spinal cord.

ectopia.

認めなかった.さらにairmylographyを坐位で

施行した( Fig.3 ).これはConway3), Ellertson4'

らの方法にはよらず,約30mlのairを注入し単

純ならびに断層撮影を行い,その結果collaps-

ing cord signを認めたi再度computer-assisted

myelographyを施行した.注入6時間後に撮

影5)した第6頚椎レベル( Fig.4 )ではair myelo一

graphy2日後に行ったためか脊髄の腫大は認

めず　syrinxが右側に大きく造影されているの

を認めた.

Fig.4　Computer-assisted myelography at the level of C6. Examination was done six hours

after metrizamide injection by lumbar puncture. Arrow-heads indicate enlarged syrinx on

the right.
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上気道感染による発熱のため手術までに約3

週間待機したが,その間神経症状は著明に悪化

した.ステロイド剤は無効であり,術直前の神

経学的所見としての運動機能はquadriparesis

の状態で,筋力は右上下肢はn/v.左上下肢Hl/

Vで特に右手はほぼ0/Vであった.入院時第4

胸髄レベル以下であった知覚低下は,第3頚髄

レベル以下と上昇し,温痛覚に加えて触覚も低

下した.知覚過敏帯は認めなかった. Fig.5は術

Fig.5　The patient pictured at postoperation with

marked atrophy of her interossei muscles.

直後に撮影したものであるが,入院時には認め

なかった著明な両手骨間筋,母指球筋等の筋萎

縮を認めた.また,尿意,便意は全く自覚でき

ないようになった.右ホルネル症候群,6)両下

肢膿反射克進,両下肢病的反射は入院時と同様

存在した.

昭和58年2月4日手術施行.腹臥位にて第

5,第6両頚椎のIaminectomyを行い,クモ膜

を損傷しないように硬膜を切開した. Richard

ら7)の指摘するsingle midline vesselは認めな

かった.第5,第6椎体間のレベルで正中より

やや右側に5mのcordotomyを設けたが,その

際も同部のクモ膜のみを切離するように注意し

た.シャントチューブはPudenzのventricular

catheterを使用しsyrinx内に2.5 cm挿入し,他

の2.5cmはクモ膜下腔におき切離したクモ膜を

縫合する際これに固定した( Fig.6) Kempeの手

術法8)である硬膜への固定は行わなかった.

Fig.6 The surgical view from C5 to C6 segments.

Single spinal artery which is usually seen on

syringomyehc lesion was not seen.

術後検査では,第3-第7頚椎レベルに認め

られた脊髄の腫大はなく, syrinxの収縮状態は

良好である( Fig.7 ). cordotomyによる新たな

deficitは詠めず,神経症状は日毎に改善し,術後

2週間で車イスに乗れるようになり尿意もわか

るようになった.知覚障害も改善し術後4週間

で5～6mなら独歩可能となった.その後リハ

ビリテーションによりADLは著明に改善し,

排便,排尿の介助も不要となり残尿は50 ml以下

となった. 3月29日独歩退院した.
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Fig.7 Postoperative computer-assisted myelogra-

phy revealed collaped syrinx.

考　　　　察

脊髄空洞症は比較的稀な疾患であり,我が国

においては文献も少なく9,10,ll,12)統計学的に

はっきりとした頻度は不明であるが,解離性知

覚障害をはじめ特異な神経症状を呈することに

より古くからよく知られた疾患である.しかし,

その治療法には末だ確立されたものはなく,我々

が渉猟し得た文献においてもその手術成績は決

して満足すべきものとは言えない.2・5,13)現在行

われている手術方法には, suboccipital

craniectomy, syringosubarachnoid shunt,

terminal ventriculostomy等14,15)があり,また水

頭症を合併している症例には, Ⅴ-Pもしくは

V-A shuntが単独もしくは上記の手術とあわ

せて行われている.どの方法を用いるべきかは

他の奇型もしくは水頭症の合併16)の有無により

異なり,特にChiari奇型を伴うか否かにより必

然的に手術方法も異なるものと思われる.脊髄

空洞症の原因としてはChiari奇型によるものが

多く　Bernard13'らの報告では31例中18例に

存在した.こういった症例にはいわゆるGard-

ner's procedureが適応であるが,必ずしも

hydrodynamic theoryl )で説明し得ない場合も

あり, Chiari奇型は原因でなく合併と考えた方

がよい場合もある. hydrodynamic theoryによ

れば, Chiari奇型を伴った症例では第4脳室か

らCSFのクモ膜下腔への流出が悪くCSFの

中心管内への移動を来たしその結果脊髄内にの

う胞を形成し脳室内髄液の脈圧pulse pressure

によりさらにのう胞は拡大する.第4脳室と中

心管との交通部は通常狭くone-way valveとな

りさらに進行する.簡単に図示するとFig.8とな

Fig.8　Schematic drawing of hydrodynamic the-

ory IV: IVth ventricle S:syrinx TE:torsillar

ectopia.

る.そこでGardnerは第4脳室と中心管との交

通を止める為, obexに筋肉片を挿入する方法を

とった.ただし合併症の問題があり,最近はあ

まり行なわれない傾向にある.我々が今回経験

した症例においては,水頭症, Chiari奇型は認め

ず,髄液所見よりarachroiditisが原因かとも思

われたが手術所見により明らかにし得なかっ

た. syringosubarachnoid shuntは以前より広

く行われていた手術方法であるが,短絡管の長
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期にわたる開存の問題や手術手技そのものによ

り術後に発生するクモ膜炎等の理由でこれまで

必ずしも良好な成績は得られていなかったが,

短絡管の材質の改善や,手術用顧微鏡の導入に

ょるクモ膜損傷の回避等により今後本疾患に対

して十分考慮されるべき手術法であると考えら

れる.

語

最近Syringomyeliaに対する外科的治療が注

目され1982年にいたり, J.Neurosurgeryに相

次いで多くの文献が発表された.いずれも以前

に比し良好な治療成績をあげえたと報告してい

る.しかし,本疾患はその原因と病態生理その

ものが不詳であり外科的治療によっても治癒せ

しめることは不可能であるといわれ,今後なお

一層の研究の発展が望まれる.

22才女性患者に空洞クモ膜下腔吻合術を行

い著効を呈した一例を報告し,その外科的手術

法の文献的考察を行った.

なお本文の要旨は第12回日本脳神経外科学

会九州地方会(1983. 6. 25長崎)において発

表した.
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Surgical Treatment of Syringomyelia

- especially with regard to syringosubarachnoid shunt -

Munetomo Nakata, Jiro Mukawa, KOuichi Miyagi,

Enchi Takara, Norio Kinjo, Kyoi Horikawa and

Kenji Iwai

Department of Neurosurgery, School of Medicine, University of the Ryukyus

*Iwai Neurosurgical Clinics, Okinawa city

Key words : collapsing cord sign , computor assisted myelography Gardner's procedure ,

synngomyeha , syringosubarachnoid shunt

Syringomyelia had been thought to be non-treatable degenerative disease untill Gardner'

s proposal of "hydrodynamic theory" indicating that syringomyelia was surgically treatable.

Its diagnosis was very difficult before CT era. CT scan, especially high resolusion scan can

reveal syrinx with or without using contrast material.

In this paper a 22 year old female treated successfully with syringosubarachnoid shunt

was reported.

Preoperative status was quadriparesis, sensory dissociation below the level of C 3 and

urinary and bowel incontinences. Final preoperative diagnosis was made by air myelography

and computer-assisted myelography. The patient being not associated with Chiari malforma-

tion, syrmgosubarachnoid shunt was chosen instead of "Gardner's procedure". Postoperative

course was not eventful and preoperative neurological deficits were gradually and almost

completely improved. She was discharged on her own foot.

In our experience, it may be suggested that syringosubarachnoid shunting procedure

should be considered for the treatment of idiopathic syringomyelia in case not associated with

Chiari malformation.
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糞線虫症静断用抗原の調製と酵素抗体法
による免疫静断の試み

佐藤　良也　高井　昭彦　真栄城純子　大鶴　正満

城間　祥行

琉球大学医学部寄生虫学教室

那覇市泉崎病院

緒　　　　言

糞線虫症は,今日でも広く熱帯,亜熱帯地域

に蔓延しており,わが国でも沖縄県を中心に奄

美諸島,九州南部にわたって患者が多発してい

る.特に沖縄県では,近年,著しい減少傾向を

みせていたその感染率が,ここ数年ほぼ横ばい

状態か,むしろ増加する傾向にある.

本症は,糞便の培養法によって確実に検査し

得るとされているが,方法が繁雑であることや

感染の危険があること,結果が出るまでに数日

間かかることなどの問題点も指摘されていた.

また,本症は無症状に近い状態で経過する場合

が多く,このような軽感染例では糞便培養法で

も検出率は必ずしも高くないことが最近の調査

で明らかになってきた.他方,かかる軽感染例が

例えば免疫抑制療法を受けた時などに突如とし

て重感染の状態をきたし,死亡する例のあるこ

とが良く知られており,このような場合も予

測し得る診断的価値の高い免疫検査法の導入が

望まれていた.また,患者の病態は多彩であり,

これを免疫状態との関連で検討することによっ

て,本症の重症化のメカニズムを免疫学的観点

から解析することも重要と思われる.しかし,

このような免疫診断や免疫学的解析の基礎とな

る免疫検査法は,本症に関するかぎりまだほと

んど手つかずの状態にあり,これまでに幼虫を

抗原とした蛍光抗体法などが若干試みられてい

るにすぎない.

以上の観点から,先ず著者らは糞線虫症患者

糞便の大量培養と,これによって得られた幼虫

からの抗原調製法,さらにこれを用いた酵素抗

体法による免疫診断の可能性を検討してみたの

で報告する.

材料および方法

1)糞線虫の培養

糞線虫Strongyloides stercolarisは,那覇市泉

崎病院を受珍した5名の糞線虫症患者の糞便を

波紙培養して得た幼虫を用いた.幼虫の大量採

取を目的とした糞便の大量培養法はFig. 1に示

したごとく,57cmX14cmの大型波紙に型通り下

側3cmを残して全面に患者糞便を塗抹し,直径

約9cmの円筒状に巻き上げたものを水を入れた

ガラス容器内に立て, 25Cで7-10日間培養し

た.これと同じものを5-6個分用意すること

によって,患者のほぼ全便を培養することがで

き,また,漬紙を巻き上げる際にフイルム現像

用のプラスチックベルトを漬紙の間にはさみ,

潰紙面が互いに接着しないように工夫すること

によって培養水の汚れを防ぎ,清浄な幼虫浮遊

液を大量に得ることができた.培養水は培養4

日目以降,毎日交換し,遊出した幼虫をその都

度集めた.

2)抗原の調製

幼虫は冷リン酸緩衝液(0.005M PB, pH7.2)

で3,000 rpm, 15分蘭の遠心洗浄を5回行っ

たのち,沈漆をテフロンホモジナイザ-で磨酔

した.これに少量のPBを加え,マグネチックス

ターラーで4C, 48時間接拝し,抗原抽出を

行った.抽出液は20,000rpm, 30分間遠心し,


