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第 1 章 要約
頚椎後方固定術におけるスクリューのゆるみや折損に関して、これまでその
特徴に関する報告はない。実際に頚椎後方固定術を行った際にどの程度の頻度
でスクリューのゆるみが発生するかその特徴を後ろ向きに検証した。頚椎後方
固定術を行い、固定頭側端が第2頚椎（C2）または第3頚椎（C3）、尾側端が第
7頚椎（C7）または第1胸椎（T1）で、術後6ヵ月以上経過観察可能だった51例
（男性40例、女性11例、手術時平均年齢61.7±13.0歳）を対象とし、単純X線写
真およびCTにてスクリュー周囲に1mm以上の幅の放射線透亮像を認めるものを
ゆるみと定義して評価した。その結果、固定頭側端がC2の場合、56本の椎弓根
スクリューのうち6本（10.7%）のスクリューでゆるみが生じた。固定尾側端が
第7頚椎の場合、第7頚椎に挿入された椎弓根スクリュー101本のうち、16本
（15.8%）でゆるみ、5本（5.0%）で折損が生じ、第1胸椎が尾側端の場合、第1
胸椎に挿入された椎弓根スクリュー46本のうち、17本（37.0%）でゆるみ、1本
（2.2%）で折損が生じた。第7頚椎が固定の最尾側端の場合、第6頚椎にスクリ
ューが両側とも挿入されていないときには第7頚椎の椎弓根スクリュー30本中
12本（40%）、第6頚椎の左右どちらかにスクリューが挿入されている場合は第
7頚椎の椎弓根スクリュー18本中6本(33.3%)でインプラント障害が生じたが、ス
クリュー（椎弓根スクリューもしくは外側塊スクリュー）が第6頚椎の両側に
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挿入されている場合は第7頚椎のスクリュー12本中にインプラント障害は発生
しなかった（p < 0.05）。以上より特に固定尾側端では高率にスクリューのゆる
みや折損が生じることがわかり、尾側端のスクリューのゆるみに対する対策が
必要と考えられた。第6頚椎にスクリューを挿入することで、第7頚椎のスクリ
ューに対する応力集中を分散させることができ、第7頚椎のスクリューのゆる
みや折損を防ぐことができると考えられた。
また、我々は産業技術総合研究所との共同研究で線維芽細胞増殖因子（FGF2）とハイドロキシアパタイトの層を共沈担持法でチタンインプラントの表面
にコーティングした線維芽細胞増殖因子担持ハイドロキシアパタイトコーティ
ングインプラントを開発している。FGF-2の生物学的活性により軟部組織再生
能、骨形成能、血管新生能などを有しておりスクリューと骨との固着を強化す
ることによりゆるみを予防することを期待し、椎弓根スクリューに応用した。
本研究の結果も踏まえて現在、ヒトを対象とし頚椎後方固定術で用いるインプ
ラントにAp-FGFコーティングスクリューを固定最尾側端に用いる第1相臨床研
究のプロトコールを作成し、倫理委員会での承認後に開始している。
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第 2 章 序論
2.1 脊椎固定術について
脊椎は身体の中心に位置し身体を保つ支持組織であるとともに脊髄神経を保
護する働きがある。加齢による変性変化や外傷による障害などにより脊椎は
様々な変形をきたし、脊椎変性疾患と呼ばれる障害が生じる。脊椎由来の痛み
や神経の障害による神経症状に対して脊椎固定術が行われる。
脊椎固定術の主な目的は神経の除圧と脊椎不安定性の解消であり、固定術の
最終的な目標は固定椎間の骨癒合であるため、十分な骨癒合が得られるような
手術手技が必要となる。
十分な骨癒合を得るためには骨母床の作成や移植骨（局所骨、同種骨、ハイ
ドロキシアパタイトやβ-リン酸三カルシウム（β-TCP）などの人工骨など）
と強固な固定が必要となる。
椎弓根スクリューは脊椎の強固な固定を得られる手術手技で 1963 年にフラ
ンスの Roy-Camille が脊椎に対する椎弓根スクリュー固定を開始[1]して以降、
世界中で広く使用されており、器具や手術手技の発達に伴い今後ますます増加
すると思われる。本邦で 2011 年に行われた調査によると、脊椎手術のうち約
30%にインプラントを用いた手術が行われ、そのうちの 80％以上で椎弓根スク
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リューシステムを用いた固定術が行われており[2]、今後も増加傾向と考えられ
る。

2.2 椎弓根スクリューのゆるみ
椎弓根スクリューの合併症の一つとして、スクリューのゆるみという問題が
ある。椎弓根スクリューのゆるみとはスクリューと骨との固着が得られなかっ
た場合に力学的負荷によりスクリューと骨との間に間隙が生じスクリュー全体
が固定力を失う状態のことで、胸腰椎後方固定術では 1〜25％のスクリューが
ゆるむといわれている[3]。スクリューのゆるみに伴い、固定椎間の偽関節化と
それに伴う疼痛の増大、続発する神経障害、矯正損失による脊柱変形などを引
き起こすことがあり、再手術を要することもある。
また、我が国は高齢社会となり、65 歳以上の老年人口割合は今後 2036 年に
33.3%、2065 年には 38.4%となると推計されており[4]、それに伴い骨粗鬆症患
者も増加することが予想される。骨粗鬆症患者ではよりインプラントがゆるみ
やすいことが知られている[5]が、骨粗鬆症患者に対する脊椎固定術を行う機会
も多くなっている[6]ため、今後、ゆるみにくいスクリューの開発が求められ
る。
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2.3 序論のまとめと今後明らかにすべきこと
脊椎固定術に広く用いられるスクリューの合併症の一つとしてスクリューの
ゆるみや折損という問題点がある。スクリューのゆるみに伴い、再手術を要す
ることもあるが、今後、ますます高齢化が進み、骨粗鬆症患者の増加に伴い、
これらの問題もより深刻化することが予想されるため、脊椎固定術で用いるス
クリューのゆるみに対する対策が求められる。
頚椎後方固定術におけるスクリューのゆるみや折損に関してはこれまでその
特徴に関する詳細な報告はないため、まず実際に頚椎後方固定術を行った際に
どの程度の頻度でどのようにスクリューのゆるみが発生するかを明らかにする
必要がある。そこで、自験例における頚椎後方固定術後のスクリューのゆるみ
や折損の頻度とその特徴に関する後ろ向き観察研究を行うこととした。
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第 3 章 本論
3.1 背景
頚椎後方手術におけるインストゥルメンテーションを用いた手術は、近年ス
クリュー–ロッドシステムを用いた固定法が開発されたことにより強固な固定
が可能となり、術後の外固定が不要となった。頚椎に対するスクリューの挿入
方法には椎弓根スクリュー、外側塊スクリュー、椎弓スクリューなど様々な方
法が報告されている(図 1)[7-9]が、インプラントのゆるみや折損などのインプラ
ント障害は神経症状の悪化や術後の成績不良につながる合併症の一つである。
腰椎固定術におけるスクリューのゆるみは非骨粗鬆症患者で 1〜15%、骨粗
鬆症患者では約 60％に及ぶという報告[10]や骨粗鬆症患者に対する 1−2 椎間の
固定術では 13〜25％のスクリューでゆるみが生じたという報告[5]があるが、頚
椎の長範囲後方固定術におけるインプラント障害の発生部位やその特徴に関す
るまとまった報告はこれまでなかった。
そこで、実際の臨床例での頚椎後方固定術においてインプラント障害がどの
程度発生しているか、またその特徴について調査する必要があると考え本研究
を計画した。

3.2 目的
頚椎長範囲後方固定術におけるスクリューのゆるみや折損の発生率およびそ
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の特徴を検討すること。

3.3 方法・対象
⚫

研究デザイン
本研究は多施設後ろ向き観察研究である。

⚫

対象
筑波大学附属病院および千葉大学医学部附属病院とその関連施設（千葉市立

青葉病院、船橋中央病院、千葉市立海浜病院）において頚椎長範囲後方固定術
（固定頭側端が第 2 頚椎もしくは第 3 頚椎かつ固定尾側端が第 7 頚椎もしくは
第 1 胸椎）が行われ、6 ヶ月以上経過観察が可能であった患者 51 例（男性 40
例、女性 11 例、平均年齢 61.7 歳（19-83 歳））を対象とした。平均観察期間は
30.3 ヶ月（6−128 ヶ月）であった。

⚫

手術方法
不安定性の強い頚椎疾患や術前の単純 X 線写真で頚椎の後弯変形を認める

症例などに対して頚椎後方除圧固定術を行った。手術は全例で全身麻酔下に体
位を伏臥位として行った。後頚部正中に縦に皮膚切開を行って皮下を展開し、項
靭帯を切開後、固定範囲の棘突起から多裂筋や頚半棘筋などの傍脊柱筋を電気
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メスで外側塊まで剥離し、各椎骨に各種スクリューを左右 1 本ずつ挿入した（下
記の通り場合によっては挿入しない場合もある）。スクリューのクラウンと呼ば
れる部分にロッドと呼ばれる棒を通し、さらにその上からセットスクリューを
締結して固定する。全ての症例で切除した棘突起などを粉砕し外側塊周囲に骨
移植を行った。また、必要に応じて椎弓を切除し脊髄の除圧を行った（図 2）。
固定範囲は前述の通り、頭側端を第 2 頚椎または第 3 頚椎、尾側端を第 7 頚
椎または第 1 胸椎とした。我々は基本的には第 2 頚椎、第 7 頚椎、第 1 胸椎に
は椎弓根スクリューを挿入し、第 3 頚椎から第 6 胸椎には安全性を重視して、
より椎骨動脈を損傷するリスクの低い外側塊スクリュー[8]を挿入することが多
い（椎骨動脈は鎖骨下動脈から分岐し、通常第 6 頚椎から横突孔内に入って上
行し脳を栄養する動脈であるが、第 3 頚椎から第 6 頚椎には横突孔内に椎骨動
脈が存在することが多いため、椎弓根スクリューを挿入する場合には刺入方向
が外側へ向かい横突孔を穿破すると椎骨動脈を損傷する恐れがある）。第 5 頚椎
と第 7 頚椎のスクリューヘッド間の距離が短く、第 6 頚椎にスクリュー挿入が
困難な場合には第 6 頚椎にはスクリューを挿入しない場合もある。第 2 頚椎に
ついては椎弓根径が細く椎弓根スクリューを挿入できない場合や椎骨動脈の走
行異常（high-riding VA など[11]）により椎骨動脈を損傷する可能性が高いと考え
られる場合には椎弓スクリューを挿入した[9]。
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⚫

画像評価
スクリューのゆるみはこれまでの報告[3]を参考に術後 6 ヶ月以降の単純 X 線

写真または CT で 1mm 以上の透亮像を認めるものと定義した（図 3）。3 名の脊
椎外科医が無作為化した画像を各々評価し、スクリューのゆるみや折損を 3 日
以上の間隔をあけて 2 回評価した。評価者同士で評価が異なる場合には、評価
者同士で検討し決定した。

⚫

統計学的検定

統計解析には統計ソフト EZR version 1.36 (Saitama Medical Center, Jichi
Medical University, Saitama, Japan)を使用した。EZR は R (The R Foundation for
Statistical Computing, Vienna, Austria)および R コマンダーの機能を拡張した統計
ソフトウェアであり、自治医科大学さいたま医療センターのホームページで無
償配布されている[12]。統計学的手法は Fisher の正確検定を用い、多群を比較
する場合は Bonferroni 法による調整を行なった。結果は 95%信頼区間、 P <
0.05 を有意とした。また、検者内信頼性および検者間信頼性は R version 3.4.2
(The R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria)を使用して Fleiss の
kappa 係数を求め、<0, poor agreement; 0.01–0.20, slight agreement; 0.21–0.40, fair
12

agreement; 0.41–0.60, moderate agreement; 0.61–0.80, substantial agreement; and
almost perfect agreement, 0.90–1.00 とした[13 ]。

3.4 結果
表 1 に全対象者の年齢、性別、病名、固定範囲、挿入されたスクリューの位
置、種類、ゆるみや破損の有無を示す。
対象者の疾患は後縦靱帯骨化症 28 例、アテトーゼ型脳性麻痺に伴う頚髄症 9
例、頚椎症性脊髄症 8 例、透析性脊椎症 3 例、ジストニア 2 例、頚椎部屈曲性
脊髄症 1 例であった。
合計で 499 本のスクリュー（椎弓根スクリュー257 本、椎弓スクリュー9
本、外側塊スクリュー233 本）が挿入された。図 4 にどのレベルにどの種類の
スクリューが何本挿入されたかを示す。51 例中 6 例では中位頚椎（第 3 頚椎か
ら第 6 頚椎）にも外側塊スクリューではなく椎弓根スクリューを挿入した（表
1 内の症例番号 2,3,4,6,8,13）。固定範囲は第 2 頚椎-第 7 頚椎(5 椎間)19 例、第
2 頚椎-第 1 胸椎(6 椎間)15 例、第 3 頚椎-第 7 頚椎(4 椎間)9 例、第 3 頚椎-第 1
胸椎(5 椎間)8 例であり平均の固定椎間数は 5.1 椎間であった。
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インプラント障害は 51 例中 25 例（49%）で生じた。スクリューのゆるみは
499 本のスクリューのうち 48 本（9.6%）、折損は 6 本(1.2%)のスクリューで生
じた。
固定範囲ごとのインプラント障害の発生率は 4 椎間で約 22%（9 例中 2
例）、5 椎間で約 52%（27 例中 14 例）、6 椎間で約 60%（15 例中 9 例）と固
定範囲が長くなるに従い発生率が高くなる傾向があったが、統計学的な有意差
はなかった（表 2）。
検者内信頼性は kappa 係数が検者 1、検者 2、検者 3 でそれぞれ 0.76、0.83、
0.72 とかなり高い一致率であった。検者間信頼性は 1 回目の評価で kappa 係数
が 0.60、2 回目の評価でも 0.60 であり中程度の一致率であった。
表 3 に疾患とインプラント障害の発生率の関係を示す。これらのうち、後縦
靱帯骨化症（268 本中 16 本（6.0%））と透析性脊椎症（25 本中 9 本
（36.0%））の間にのみインプラント障害の発生率に統計学的な有意差があっ
た（p = 0.00069）。
スクリュー挿入高位別のインプラント障害発生率に着目するとインプラント
障害は特に固定頭側端、尾側端で発生率が高かった（図 5）。固定頭側端が C2
の場合、56 本中 6 本（10.7%）の椎弓根スクリューでゆるみが生じ、10 本の椎
弓スクリューにはゆるみや折損は生じなかった。C2 における椎弓根スクリュー
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と椎弓スクリューの間のインプラント障害の発生率には統計学的な有意差はな
かった（p=0.58）。第 3 頚椎が頭側端の 17 例では、10 本の椎弓根スクリュー
および 24 本の外側塊スクリューにインプラント障害の発生はなかった。一
方、固定尾側端に関しては第 7 頚椎に挿入された椎弓根スクリュー101 本のう
ち、16 本（15.8%）でゆるみ、5 本（5.0%）で折損が生じ、第 1 胸椎に挿入さ
れた椎弓根スクリュー46 本のうち、17 本（37.0%）でゆるみ、1 本（2.2%）で
折損が生じた。インプラント障害発生率は頭側よりも尾側のスクリューで有意
に高かった（P<0.01）。
第 7 頚椎が固定の最も尾側端の場合、第 6 頚椎にスクリューが両側とも挿入
されていないときには第 7 頚椎の椎弓根スクリュー30 本中 12 本（40%）、第 6
頚椎の左右どちらかにスクリューが挿入されている場合は第 7 頚椎の椎弓根ス
クリュー18 本中 6 本(33.3%)でインプラント障害が生じたが、スクリュー（椎
弓根スクリューもしくは外側塊スクリュー）が第 6 頚椎の両側ともに挿入され
ている場合は第 7 頚椎のスクリュー12 本中にインプラント障害は発生しなかっ
た（p < 0.05）（図 6）。第 1 胸椎が固定尾側端であった場合、第 7 頚椎に挿入
された 45 本の椎弓根スクリューのうち 3 本（2 本にゆるみ、1 本に折損）
（6.7％）のみにインプラント障害が発生した。
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以上をまとめると、第 7 頚椎に隣接してスクリューを挿入した患者（第 6 頚
椎および/または第 1 胸椎）は、第 7 頚椎に隣接してネジを挿入しなかった患者
よりも、第 7 頚椎に挿入したスクリューのインプラント障害の発生率が有意に
低かった（p < 0.05）。

3.5 考察
本研究の結果より頚椎長範囲後方固定術では固定の頭尾側端、特に尾側端に
おいてインプラント障害の発生率が高いことが明らかとなった。
胸腰椎の固定術では固定椎間が多いほどインプラント障害の発生率が高いと
いう報告が散見される[14]。スクリューの挿入された頭尾側端でインプラント
障害の発生が多くなる作用機序としては、長範囲後方固定術ではレバーアーム
が長くなることにより固定範囲の端に応力が集中することが考えられている
[14]。本研究の結果では頚椎においても頭尾側端にインプラント障害が集中し
ており、胸腰椎長範囲後方固定術での先行研究の結果と一致する。
また、本研究では第 7 頚椎に挿入された椎弓根スクリューのゆるみや折損は
第 6 頚椎や第 1 胸椎にスクリューが挿入されていた場合に、同部位にスクリュ
ーが挿入されていない場合と比較して少ないことがわかった。第 6 頚椎や第 1
胸椎にスクリューを挿入することで、第 7 頚椎のスクリューに対する応力集中
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を分散させることができ、結果として第 7 頚椎のスクリューのゆるみや折損を
防ぐことができると考えられた。
本研究ではインプラント障害の発生した症例は全症例中の 49%に上ったが、
全ての症例でインプラント障害に起因するような症状は特になく、再手術を要
する症例はなかった。スクリューの折損やゆるみは偽関節の状態を示唆する
が、偽関節は痛みや神経脱落症状などの原因となることがあり、再手術を要す
ることもある[15]。過去のレビュー文献によると、頚椎後方固定術のインプラ
ント障害による再手術の割合は 0〜9%とされており[16]、インプラント障害の
発生を少しでも予防するためにスクリューの刺入方法やスクリューそのものの
加工、骨癒合率を高めるなどの工夫は必要である。
本研究の限界点としては、まず、本研究は後ろ向き研究であるため用いたコ
ホートは様々な疾患を含んでおり、手術の適応も様々であることがある。疾患
の違いによりインプラント障害の発生に寄与する因子が異なる可能性がある。
また、スクリューの挿入方法や挿入位置、径や長さ、ロッドの径が統一されて
いない点や骨密度、骨質や喫煙の有無なども骨癒合に関与するがこれらのデー
タを収集できなかったため考慮できていない点も挙げられる。
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3.6 結論
⚫

頚椎の長範囲後方固定術においては固定の頭尾側端、特に尾側端においてス
クリューの折損が多く発生する。

⚫

第 6 頚椎にスクリューを挿入し応力を分散させることで第 7 頚椎に挿入し
たスクリューのゆるみや折損を防ぐことができる可能性がある。
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第 4 章 結論
4.1 本研究の成果
これまでまとまった報告のなかった頚椎長範囲後方固定術におけるインプラ
ントのゆるみや折損の発生率、特徴について、後ろ向き観察研究を行い、頚椎
後方固定術では固定尾側端のスクリューでゆるみや折損が多いことが明らかと
なった。

4.2 本研究成果の価値
本研究を行ったことで、最尾側端のスクリューでゆるみや折損が生じやす
く、そこに対する対策の一つとして我々が開発中の Ap-FGF コーティングスク
リュー（後述）を固定尾側端に挿入するという臨床研究プロトコールを決定す
ることができた。

4.3 今後の展望
現在までに椎弓根スクリューのゆるみを防止するために、スクリュー形状の
改良、挿入後にスクリューが膨大することで引き抜き強度を増強させる
Expandable screw[17]やスクリュー周囲にポリメタクリル酸メチル樹脂などの骨
補填材料を注入する方法[18]、術前に骨粗鬆症治療薬（PTH 製剤）を投与する
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[5]などの様々な工夫が報告されている。その中でも特にスクリュー表面を加工
することで骨適合性（osseointegration）を改善させる方法が数多く報告されて
いる[19]。
我々は、チタン合金製インプラントにハイドロキシアパタイト（HA）と線
維芽細胞増殖因子-2（Fibroblast growth factor; FGF-2）を担持させ、インプラン
トと骨との固着性を増強させるための研究を産業技術総合研究所と共同で行っ
ている。
ハイドロキシアパタイト（HA）は生体内の骨や歯の主要な無機構成成分の
一種であり、その優れた生体親和性や生体活性から人工骨などの代替用生体材
料として用いられるバイオマテリアルの重要な原材料である。
現在 HA コーティングは 5000-10000℃のプラズマ炎によって HA を吹き付け
て厚さが 30-200µm の HA をコーティングするプラズマ溶射コーティングが人
工関節や創外固定用ハーフピン、椎弓根スクリューに対して実用化されてお
り、骨固着強度が増大すると報告されている[20-28]。しかし、プラズマ溶射
HA コーティングは骨との固着強度が非常に強いため抜去が困難になる可能性
があるため、抜去を前提とするような創外固定ハーフピンのようなインプラン
トの場合には問題となる。また、薄膜 HA では金属の力学的特性を最大限に発
揮できることや、シグナル分子を担持させる場合、その局所作用を発揮させや
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すいという利点がある[29, 30]が、プラズマ溶射コーティングではコーティング
が厚膜であるため、それらが発揮できない可能性がある。
線維芽細胞増殖因子（Fibroblast growth factor; FGF）は、1973 年に脳下垂体
から線維芽細胞を増殖させる因子として発見され[31]、現在までに 23 のサブタ
イプが報告されている。FGF の生理作用として個体発生、特に中胚葉、神経外
胚葉由来の細胞に対する細胞増殖、血管新生作用が報告されているが、中でも
FGF−2 は血管、神経、骨格系の発達に重要な役割を果たしているばかりでなく
創傷治癒や組織修復にも深く関与している[32]。線維芽細胞増殖因子-2(FGF-2)
は線維芽細胞を創傷部に遊走・増殖させ、血管新生を促進する効果があり皮膚
軟部組織再生に寄与するタンパクである [33-35]とともに骨芽細胞の分化と増
殖を促進する効果もあり[36-40]、ナノグラムオーダーの極微量でも骨再生を促
進できることが in vivo で示されている [41, 42]。すなわち FGF-2 はスクリュー
と骨との固着性を強化させる成長因子であり、スクリューのゆるみを抑制でき
る可能性がある。
同様に骨形成を促進する成長因子として骨形成因子（bone morphogenetic
protein-2; BMP-2）やトランスフォーミング増殖因子（Transforming Growth
Factor-β; TGF-β）などがあるが、本邦で使用可能な医薬品として承認されてい
るのは FGF-2（商品名フィブラストスプレー、リグロス歯科用液キット、一般
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名トラフェルミン, 科研製薬）のみであることから我々は FGF−2 を選択し研究
を行っている。
37℃以下の低温で HA をインプラント表面上にコーティングする手法とし
て、無機イオン組成が体液のそれとほぼ同等である擬似体液（simulated body
fluid; SBF）を用いる方法が知られている[43, 44]。この方法の場合、市販の医療
用輸液を混合することにより、SBF に類似の溶液を作製可能であり、それを用
いて低結晶性の HA コーティングが可能である[44]。さらに我々は、医療用輸
液を用いた溶液法を発展させ、加熱により容易に分解する物質（タンパクな
ど）をアパタイト(apatite; Ap)に取り込む共沈担持法を開発し[45] 、FGF-2 を担
持したアパタイトコーティングチタンピン（Ap-FGF チタンピン）を作製する
ことに成功した（特願 2007-184312, 特開 2009-18086）。そして最低でも 7 日間
FGF-2 を徐放し、NIH3T3 細胞（マウス胎児由来線維芽細胞）の培養試験で活
性を有することがわかった[47-49]。Ap-FGF インプラントは成長因子を担持し
た骨固定用インプラントであり、医薬品と医療機器を組み合わせたコンビネー
ション製品として全く新しい機能を有した革新的医療機器となりうる。
我々のグループの過去の研究では日本白色家兎を用い脛骨近位骨幹端内側に
経皮的にピンを挿入し、術後 4 週で肉眼的感染評価、ピンの抜去時ピークトル
クの測定と組織評価を行ったところ、Ap-FGF チタンピンはコーティングなし
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のチタンピンと比較し、約 1.4 倍の抜去時ピークトルクを有し骨固着力が高く
骨組織においてはピン刺入部の骨被覆率を FGF-2 が向上させることがわかった
[50]。 FGF(-)群と FGF(+)群の 2 群に分けて骨被覆率を測定し FGF-2 を含む ApFGF コーティング層には安定した骨形成作用があり、ピン周囲の骨形成不良の
リスクを低減できることが示された[50]。
First in human の臨床試験として、橈骨遠位端骨折に対する Ap-FGF 創外固定
チタンピンを用いて安全性と実現可能性を検証した[51]。創外固定の適応とな
る不安定で転位の大きい橈骨遠位端骨折に対し、Ap-FGF コーティングを施し
た創外固定ピンおよび非コーティングピンを使用して治療した。両群でピンの
ゆるみやピン抜去困難はなく、周囲の細菌培養検査は、コーティング群と非コ
ーティング群のそれぞれ 5％、25％で陽性であった（p=0.059）。コーティング
群において手術後 2 年以上の経過観察期間で腫瘍形成などの有害事象は観察さ
れなかった。以上より橈骨遠位端骨折の創外固定に Ap-FGF チタンピンを使用
することの安全性と実現可能性を明らかにすることができた。
今後の展望として、Ap-FGFチタンインプラントのfirst in humanとしての臨床
研究において創外固定としての使用、すなわち短期埋植する場合の安全性は示
されたものの、椎弓根スクリューのようにヒトの体内に長期埋植する場合の安
全性については未だ明らかとはなっていないため、現在Ap-FGF椎弓根スクリュ
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ーを用いた頚椎後方固定術の安全性についての第1相臨床研究（「頚椎疾患に
対する長範囲後方固定術におけるAp-FGFコーティング頚椎椎弓根スクリューの
安全性評価のための探索的試験」（UMIN000026771））を倫理審査委員界の承
認を受けた後に開始している。

研究を開始する前段階として実際に頚椎固定用スクリューに対するコーティ
ングが再現性をもって可能かどうか確認するため予備浸漬実験を行ない、さら
に浸漬方法による品質の違いを確かめるための浸漬実験を行い検討した。チタ
ン合金製頚椎固定用スクリュー（径4.0mmおよび4.35mm）にFGF-2（トラフェ
ルミン）を4μg/mLの濃度で混和した過飽和リン酸Ca溶液に48時間浸漬する方法
（1回法），FGF-2の入っていない過飽和リン酸Ca溶液に3時間浸漬後、FGF-2
を4μg/mLの濃度で混和した過飽和リン酸Ca溶液に45±3時間浸漬する方法（2回
法）の2つの方法でインプラントを浸漬し、Ap-FGFコーティングを行った(各径
3本、2回ずつ)。コーティングの品質はクエン酸溶液にAp-FGF層を溶解し、タ
ンパク担持量 (Bradford法)、Ca/P比(元素分析:誘導結合プラズマ(ICP))、FGF-2
活性 (バイオアッセイ法)で評価した。その結果、表面積あたりのタンパク担持
量は、1回法で0.0021μg/mm2、2回法で0.0019μg/mm2で有意差はなかった
（p=0.49）。Ca/P比は1回法で12本中10本、2回法で12本全てで基準値（1.601.80）を満たした。FGF-2活性は1回法で12本中11本、2回法で12本全てで認め
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た。どちらの方法でも有効なFGF-2活性を持つAp-FGFコーティングが可能であ
ったが、方法の違いによりCa担持量やCa/Pモル比、FGF-2活性の違いがあり2回
法の方が安定した結果が得られたことから、今回の臨床研究では2回法でコー
ティングを行ったスクリューを用いる方針とした。また、本学位論文の結果よ
り、特にゆるみやすい固定尾側端に2本使用するというプロトコールを作成し
た。

また、さらに今後、治験を経て薬事承認・製品化を目指す場合、最終滅菌方
法の確立が必要となるため、コーティング後の貯蔵方法と滅菌方法を改善する
ことによりFGF-2の生物学的活性を維持するガンマ線照射滅菌技術を開発し、
この滅菌技術による滅菌を施したコーティングスクリューの生体内における安
全性を検証するための実験を行った。Ap-FGF椎弓根スクリュー6本を25kGyの
線量でガンマ線滅菌を行なった群（3本）と無菌保管した群（3本）に分け、2
頭のメスのカニクイザルの3椎体ずつに12週間埋植するランダム化比較試験を
行い安全性と有効性を検証した。安全性評価のために、生理学的、組織学的、
および画像検査を実施した。その結果、ガンマ線滅菌による有害事象はなく、
生理学的反応および組織学的反応（骨被覆率、骨形成率、線維組織被覆率）に
2群間に差がないことを示し、本滅菌方法は臨床的に使用できると考えられ
た。
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今後、実際に製品化を目指すにあたっては、現在行なっているヒトにおける
安全性試験の後にその有効性を検証するためにランダム化比較試験を含む研究
が必須であると考える。
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第 5 章 付録 用語集
•

脊椎インストゥルメンテーション

spinal instrumentation

ワイヤー、テープ、スクリュー、プレート、フック、ロッド、メッシュなどで
内固定し、脊椎固定を行う手術で脊椎の変形、脱臼や骨折によく用いられる。

•

椎弓根スクリュー

pedicle screw

椎弓根にスクリューを挿入してプレートあるいはロッドを連結固定し、脊椎イ
ンストゥルメンテーションと骨移植を行う手術。

•

外側塊スクリュー

lateral mass screw

環椎外側塊・頚椎外側塊に挿入するスクリュー

•

椎弓スクリュー

lamina screw

椎弓の棘突起基部から椎弓内を外側に挿入するスクリュー。軸椎では横突孔か
ら離れて挿入するので椎骨動脈の損傷の危険性が少ない。

(脊椎脊髄病用語辞典（改訂第 5 版）（日本脊椎脊髄病学会編）より引用)
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第 7 章 図表

図 1 頚椎（第 7 頚椎）各部の名称を示す模式図（上段）と頚椎後方固定術で用
いられる各種スクリュー挿入法（CT 水平断画像）（下段）
a：椎弓根スクリュー（第 2 頚椎）、b：外側塊スクリュー（第 4 頚椎）、c：椎
弓スクリュー（第 2 頚椎）
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図 2 頚椎後方除圧固定術の術中写真
図の症例では第 2 頚椎から第 7 頚椎にスクリューが挿入されている。スクリュ
ーのクラウン部分にロッドを通し、さらにセットスクリューを締結して固定す
る。また、第 4 頚椎から第 7 頚椎では椎弓切除による脊髄の除圧が行われ背側
の硬膜が確認できる。
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図3

椎弓根スクリューのゆるみ（上段）と折損（下段）

CT の（a）第 7 頚椎水平断像および（b）矢状断像でスクリュー周囲に 1mm 以
上の放射線透亮像（矢頭）を認める。（c）第 7 頚椎水平断像および（d)矢状断
像でスクリューの折損（矢印）を認める。
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PS,椎弓根スクリュー ; LMS, 外側塊スクリュー ; LS, 椎弓スクリュー

図4

挿入されたスクリューの高位と種類の分布
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PS,椎弓根スクリュー ; LMS, 外側塊スクリュー ; LS, 椎弓スクリュー

図 5 スクリュー挿入高位別のインプラント障害発生率
インプラント障害は特に固定レベルの両側端で観察された。発生率は、C2、
C7、および T1 椎弓根スクリューでそれぞれ約 10％、20％および 40％だった。
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図6

第 6 頚椎にスクリューが挿入されているか否かによる第 7 頚椎のインプ

ラント障害の発生率の違い

第 7 頚椎が固定尾側端の場合、第 6 頚椎にスクリューが挿入されていない場合
には約 40％で、片側に挿入されている場合には約 33%でインプラント障害が起
こり、両側にスクリューが挿入されている場合はインプラント障害が発生しな
かった。
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表 1 症例の一覧

表 2 固定椎間数ごとのインプラント障害発生率

固定椎間数

4 椎間

5 椎間

6 椎間

患者数（人）

9

27

15

2 (22.2%)

14(51.9%)

9 (60%)

79

254

166

ゆるみ（本）

4 (5.1%)

24 (9.4%)

20 (12.0%)

折損（本）

0

4 (0.8%)

2 (1.2%)

合計

4 (5.1%)

28 (10.2%) 22 (13.3%)

1 本以上のゆるみまたは折損
があった患者数（人）
スクリュー本数（本）
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表 3 疾患ごとのインプラント障害発生率
疾患名

患者数

スクリュー

(人)

(本)

後縦靭帯骨化症

28

アテトーゼ型脳性麻痺
頚椎症性脊髄症
透析性脊椎症
ジストニア
頚椎部屈曲性脊髄症
合計

ゆるみ

ゆるみ（本）

折損（本）

268

13 (4.9%)

3 (1.1%)

16 (6.0%)

9
8
3
2
1

95
80
25
21
10

13 (13.7%)
8 (10.0%)
9 (36.0%)
5 (23.8%)
0

0
1 (1.3%)
0
0
2 (20.0%)

13 (13.7%)
9 (11.3%)
9 (36.0%)
5 (23.8%)
2 (20.0%)

51

499

48 (9.6%)

6 (1.2%)

54(10.8%)

＋折損（本）
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