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腰痛

約85%は原因不明といわれる腰痛
痛みのメカニズムと最新治療
構成◉茂木登志子 composition by Toshiko Mogi

福島県立医科大学教授

大谷晃司

高齢者だけではなく若い人にも多い腰痛。
厚生労働省研究班の調査によると、
日本人のおよそ4人に1人に
相当する2800万人もの人々が腰痛に苦しんでいると推定されている。
腰痛を主訴とする疾患といえば椎間
残りの
板ヘルニアや脊柱管狭窄症などが思い浮かぶ。
だが、
実際には原因が特定できる腰痛は15%程度で、
85％は原因不明という。痛みのメカニズム、最新治療法を聞く。
腰痛に悩む人が多いことは、厚生労働省の国民生活
基礎調査（平成 25 年版）にも示されています。病気や

腰痛を症状とする疾患例と痛みの特徴

けがなどで何らかの自覚症状を持つ人のうち、腰の痛

腰痛を生じる代表的な疾患には、椎間板ヘルニア、

みを訴える人の割合が、男性では 1 位、女性でも肩こ

脊柱管狭窄症、骨粗鬆症とそれに伴う圧迫骨折などが

りに次いで 2 位という調査結果です。しかも、その数

あります。
椎間板ヘルニアは、椎骨と椎骨の間で衝撃を吸収す

は増加傾向にあります。
ところが傷病別の通院率に目を向けると、男女とも

る役割を果たしている椎間板の髄核が飛び出した状態

に高血圧が 1 位で、腰痛は男性が 4 位で女性が 2 位と

です。飛び出した髄核が神経根を圧迫すると、脚にし

なっています。有訴率と通院率にこのような差がある

びれや痛みが起こることがあります。なお、ほとんど

のはなぜなのか、腰痛患者さんの詳しい実態はわかり

の場合、症状は左右のどちらか一方に現れます。
脊柱管狭窄症は、脊柱管が狭くなり、中を通る神経

ません。
横になると痛みが軽くなるような一般の腰痛は、だ

が圧迫されて、脚やお尻のしびれ、排泄が困難になる

いたい 3 カ月以内に自然におさまります。しかし、腰

などの腰痛以外の症状を伴うことがあります。また、

痛にはさまざまな問題が潜んでいることも多いので、

しばらく歩くと脚に痛みやしびれを生じ、少し休むと

3 カ月以上、腰痛が続くとき、あるいはレッドフラッ
グ（P28 参照）と呼ばれる症状があるときは放置しない

また歩けるようになる
「間欠性跛行」
という特有の症状

で受診することをおすすめします。
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があります。
骨粗鬆症は閉経後の女性や高齢者に多く、骨がもろ
くなっているためにちょっとしたことで折れやすく
なっているので、本人も気がつかないうちに骨折して
いることもあります。また、最近の研究では、骨折は
もちろんのこと骨粗鬆症自体も痛みを生じているので
はないかといわれています。
これらは整形外科の診療域に含まれますが、実は腰
痛を症状とする疾患には、脊柱管狭窄症と似た症状を
呈する閉塞性動脈硬化症をはじめ、腎臓結石、尿管結
石、急性膵炎、腹部大動脈瘤といった内科系疾患や子

■図1 腰痛を訴える割合は男性1位、
女性2位
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痛みが次第に増強する、あるいは 3 カ
月以上痛みが続くなど、しつこく長く腰
痛が続く場合は、整形外科を受診して重
篤な疾患が潜んでいないか精査すべきで
す。また、運動麻痺や感覚麻痺がある場
合、排尿や排便に障害が生じている場合
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宮筋腫など婦人科系疾患も少なくありま

がんに関わる腰痛や炎症による腰痛の可

女性

150

男女共に腰痛の有訴率は前回調査
（平成 22 年）
よりも上昇している。

■図2 腰痛の通院率は男性4位、
女性2位
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腰痛の85％が原因不明
腰痛で整形外科を受診すると、医師

脂質異常症

篤な疾患が見つかれば、当該診療科での
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れます。ここで内科系疾患やがんなど重
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X 線や MRI、CT などの画像検査が行わ
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による問診や診察に加え、必要に応じて
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と侮らず、整形外科を受診してください。
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は、緊急治療が必要です。
「たかが腰痛」

腰痛の有訴率は高いが通院の理由は男女共に高血圧が 1 位。

治療につながります。

腰部椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄 ■図3 男性は約4割、
女性は約5割が悩みを抱えている
症など整形外科の疾患の場合、まずは基
本的な治療として、薬物療法を中心とし

男性

不詳 1.4％

女性

不詳 1.3％

た
「保存療法」
が行われます。腰痛という
と以前は安静を保つことが勧められてい
ましたが、現在ではそうではありません。
研究データなどにより、腰痛だからと
いって安静にしていても、痛みの改善に
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悩みや
悩みや
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はつながらないことが判明し、できるだ
け日常生活の活動性を維持することが勧
められています。
したがって、
痛みがあっ
ても、その痛みを薬物療法で軽減させな

悩みやストレスの原因で多いのは、男性が
「自分の仕事」
で、女性は
「収入・家計・借金」
。

※図 1、2、3（平成 25 年国民生活基礎調査の概況。数値は人口千対）

がら、無理なく動かせる範囲内で身体を
動かすということが保存療法の要となっています。
一般的な保存療法でも解決できない痛みが続くとき

異なりますが、何度か繰り返すうちに痛みが現れなく
なります。

には、神経に働きかけて痛みを軽減する「神経ブロッ

それでも痛みが改善されずに症状が進むと、痛みの

ク療法」が行われます。これは痛みが伝わる経路を注

元凶と考えられる箇所を除去する手術が検討されます。

射で一時的に痛みが伝わるのを断つ治療方法で、注射

手術は侵襲が大きいので慎重に臨んでいます。

を打つ部位や回数は症状や医師の治療方針によっても

ところがこうした一連の受診・検査・治療の流れの
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中で、診察や検査でも痛みの原因が特定できない患者
さんや、保存療法も神経ブロック療法も効果がなく、
手術に踏み切って手術自体は成功したにもかかわらず

整形外科と他科のリエゾン診療
ご存知のように
「リエゾン」
とはフランス語で
「連携」

腰痛が改善されないと訴える患者さんがいるのです。

を意味する言葉です。私たち整形外科の医師は、身体

実は腰痛のうち、原因が特定できる
「特異的腰痛」
は

上の異常が見つからないけれど腰痛を訴える患者さん

15％で、残りの 85％は痛みの原因がわかりません。

に対し、運動療法ではリハビリテーションの専門職、

原因不明の腰痛とは、患者さんの訴えが、医師による

そして心理的側面については精神科（当院では心身医

問診・診察の所見や X 線、MRI、CT などの画像検査

療科）と連携しながら、心身の状態を改善する治療に

の結果と一致しない、つまり科学的に説明できない腰

取り組んでいます。

痛です。これを
「非特異的腰痛」
といいます。

私が出会った腰痛の患者さんは老若男女で、小・中

かなり以前から、例えば検査画像では椎間板ヘルニ

学生から高齢の方まで幅広いのですが、原因が特定で

アの痛みが出てもおかしくない状況なのに全く腰痛を

きない長引く腰痛に苦しむ患者さんに対して傾聴に努

感じない人がいる一方で、画像上では異常が見られな

めると、子どもの患者さんの場合にはいじめや進学問

いけれど実際には腰痛を訴える患者さんがいる、とい

題、働き盛りの世代には職場の人間関係などの問題、

うことが知られていました。身体上の異常と痛みは決

高齢者には不安や孤独といった問題が浮かび上がって

して単純な因果関係ではないのです。

きます。また、世代に関係なく、家族関係や夫婦関係

では、身体に原因がないのに痛みが出現したり増幅

に関わる問題を抱えているケースも少なくありません。

したりするのはなぜなのか。近年の研究で、非特異的

こうした患者さんたちの腰痛は、自分でも気がつか

腰痛の一部には心理的・社会的要因が大きく関係して

ないまま抱えているストレスが、痛みという身体表現

いることがわかってきました。そして、手術を含むさ

になって出現しているのではないかと考えられます。

まざまな治療を経ても痛みが改善されないと訴える患

また、痛みの発生には確かに何らかの身体的引き金

者さんの中にも、こうした心理的・社会的要因によっ

があるのだと思います。しかし、性格的に痛みに対す

て痛みが長引いているケースが含まれているのではな

る考え方や感じ方が鋭敏な場合は、痛みがあること自

いかと考えられています。

体が新たなストレスとなり、それが更に痛みを長期化

心理的・社会的要因というのは、ストレスや不安、

させたり増幅させたりするという悪循環に陥っている

うつ、生活環境などです。このような要因が大きく関

こともあります。では、このような患者さんに対して

係している腰痛は、従来の腰痛治療だけでは改善でき

どのような治療を行っているのか、リエゾン診療の具

ないため、治療法自体を見直す必要があります。そこ

体例を一つご紹介しましょう。

で福島県立医科大学附属病院の整形外科では、 1996

他院から紹介されてきた女性の患者さんは、椎間板

年から、他の診療科と連携して多面的に腰痛患者さん

ヘルニアによる腰痛と診断され、複数回の手術を受け

を診る
「リエゾン診療」
を行ってきました。

てもなお
「腰が痛くて歩けない」
と訴えていました。し

図4 痛む原因があるのに無症状の例

かし、当院での診察や
検査では痛みを説明で
きる所見が見つからず、
手術の必要性も認めら

L2/3横断像

T2矢状断像
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L4/5横断像

L3/4横断像

L5/S1横断像

58 歳（男性）の MRI 画像。腰は 5 つの骨から構成されており、
頭側から L1、L2 と並んでいる。この画像では、L3/4 に大
きな椎間板ヘルニアがあり、L2/3、L4/5 にも見える。し

かし、下肢既往歴もなく「腰痛はときどきあるが、日常生
活に支障なし」ということで、腰痛による受診歴はない。
腰痛の実態を明らかにするために、地域住民に対する調査
の過程で判明した事例だ。

れません。患者さんの
訴えを傾聴しているう
ちに、性格的に几帳面
で完璧主義なところが
あり、手術まで受けた
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のに痛みが完全に消えていないことがストレスになっ
ている、という心模様が見えてきました。

腰痛

治療ではリハビリテーションの目標を 1 週間ごとに
細かく立て、達成できた日には印をつけるリハビリカ

とはいえ、患者さん自身は身体に痛みの原因がある

レンダーを活用するほかに、ストレスを感じたときの

と思っているので、いきなり「あなたの腰痛の原因は

状況とそのときにどのような思考と感情を抱いたか、

心にあるから精神科を受診してください」といっても

どんな行動をとったかをノートに書いて振り返り、ス

納得できないでしょう。まずは整形外科として「痛く

トレスと痛みの関係を自覚するとともにどうすればス

ても歩けるようになる」ことを長期的な目標つまり最

トレスを軽減できるか患者さん自身が考えるという方

終ゴールとして、短期目標を「しっかり立てるように

法も行われます。

なる」と設定し、運動療法を始めました。そのうえで、

私たちが取り組んでいるリエゾン診療が知られるよ

身体の痛みを軽くするために心のケアも役立てようと

うになる前は、残念ながら腰痛の原因が患者さん自身

患者さんの納得・同意も得て、精神科の外来受診をし

の心にあるということが受け入れられず、精神科の受

ながら抗うつ剤などの薬物療法も並行。その結果、１

診を拒否される例もありました。このような患者さん

年後には杖なしで独歩可能となり、痛みは完全消失し

には、腰痛の原因を追求してドクターショッピングを

ないものの苦痛の程度が軽減、日常生活動作に支障が

繰り返す例や、エビデンスのない治療方法に飛びつく

なくなりました。

例が少なからずあるようです。

目標は
「痛くても○○できるようになる」

このような患者さんやご家族に是非とも理解してい
ただきたいことがあります。放置すると脚が動かなく

事例の患者さんも含めて、心理的・社会的要因によ

なるとか命を失うような重篤な腰痛は、現在の検査で

り長引く腰痛に悩む患者さんに多いのが「痛くて○○

十分に判明します。ですから言い方を変えると「原因

できない」という訴えです。ですから私たちが取り組

がわからない」というのは「重篤な疾患ではない」とい

んでいるリエゾン診療の当座の治療目標は「痛くても

うことなのです。まずは命が脅かされる心配がないこ

○○できるようになる」
となります。つまり
「この腰痛

とに安堵して気持ちを楽にしてください。そして、わ

は全部取れるかどうかわからない」けれども「痛みが

からない原因を追求することに時間を費やすよりも、

あっても日常生活上あるいは仕事上の支障にならない

今そこにある痛みを軽減し、 ADL（activities of daily

ようにしよう」
ということです。

living ／日常生活動作）や QOL（quality of life ／生活

「痛くて○○できない」から「痛くても○○できる」へ

の質）
を向上させるように気持ちを切り替えましょう。

と、少しずつ患者さんの痛みに対する受け止め方・行

もちろん原因を特定できない腰痛の全てが心理的・

動を変えていく。
つまり痛みについての誤った認識
（認

社会的要因で起こるわけではありません。しかし、ど

知）を修正し、痛みと行動の関係を患者さん自身が自

んな腰痛でも、長引く痛みがあると、それ自体がスト

覚しながら痛くてもできることを増やしていく（行動

レスになって新たな痛みを招いたり苦痛の度合いを増

を変えていく）
認知行動療法です。

したりします。受診して重篤な危険がないことを確認

図5 痛みがあるのにMRIで所見が
はっきりしない例

L4/5 T2横断像

T2矢状断像

L5/S1 T2横断像

76 歳（女性）の MRI 画像。5 年前から痛み始め徐々に憎悪。保
存療法を受けたが効果がなく、当院受診となった。腰椎椎間板
ヘルニアによる神経根障害様の下肢痛が明らかでありながら、
MRI で所見がはっきりしない。スクリーニングのため、胸椎
MRI、骨盤 MRI、骨シンチグラフィーなどの検査も施行したが、
異常所見は見られなかった。複数回の硬膜外ブロックで症状消
失。リエゾン診療の対象ではないが、画像検査でわからない腰
痛が存在するということと、通常の整形外科の治療法で良くな
る例も多いということを証明する一例だ。

したら、ストレスの
チェックとケアもし
てみてください。日
常生活の動作や姿勢
だけでなく、心の持
ち方を変えることも、
腰痛からの解放につ
ながるといえるで
しょう。
（図版提供：大谷晃司）
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