
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

頚髄症における上肢操作能力の経
時的変化 -術前から術後6ヶ月まで
の変化-

酒井, 浩; 土井田, 稔

酒井, 浩 ...[et al]. 頚髄症における上肢操作能力の経時的変化 -術前から
術後6ヶ月までの変化-. 京都大学医学部保健学科紀要: 健康科学 2006, 2:
21-27

2006-03-31

https://doi.org/10.14989/39569



京都大学医学部保健学科紀要   005  

健康科学 第2巻 2  

原 著  

頚髄症における上肢操作能力の経時的変化  

一術前から術後6ケ月までの変化一  

酒井  浩＊，土井田 稔＊＊  

ThePostoperativeAbilityofHandManipulationoftheTimeSeriesRecovery  

OfCervicalMyelopathyPatient  

LChange丘・OmPre－OPerationUntilPostoperativeSixMonths－  

HiroshiSAKAI＊andMinoruDoITA＊＊  

Abstraci：Weinvestlgatedaboutthepostoperativerecoveryoftheupperextremltyinthe43caseswith  

CervicalMyelopathy．Thesub－teStitem（tenitems）ofthesimpletestfbrevaluatinghandfunction  

（STEF）wasusedastheindexoftheupperextremity・And，Spinalcorddeficiencysymptom（FES），  

muscular strength（grip）and muscle cooperation（ten－SeCOnd test）were measured together，tOO．  

Investigationtimewasapre－OPeratingandpost－OPerating（onemonth，threemonthsandsixmonths）・  

Asaresult，FESandtensecondstestshowedaremarkablyimprovementinpostoperativeonmonth，  

anditdidn’tchangeverymuchafterthat・Gripshowedslowrecovery，andrecognizedaslgni丘cant  

difftrenceafterthreemonths．Ontheotherhand，aSub－teStl－3（graspelement）improvedgentlywith  

STEFin three monthsfrom apostoperativeone month，however，aChangewasn，tseen after that  

though．Asub－teSt4－7（prehensionelement）improvedremarkablyinapostoperativeonemonth，and  

improvementfo1lowedit untilthree months・A sub－teSt8－10（manipulate element）improved  

remarkablyinapostoperativeonemonth，andanimprovementtendencywasshownafterthataswell・  

Asub－teSt8－10（manipulateelement）wasthoughttohavethepossibilitytoshowimprovementfora  

POStOPerativelongtimebytherecoveryofasenseandthefunctionaltrainlng・  

Keywords：Cervicalmyrlopathy，Timeserieschange，Fingerfunction，STEF  

指の動き（手指分離），総合的上肢機能のそれぞれの  

側面から，いつの時期にどのような機能要素が改善を  

示すのかについて詳細に検討した。その結果，FES  

（FingerEscapeSign）と10秒テストおよびFFT（Fin－  

gerFunctionTest），つまり頚髄脱落症状と協調性およ  

び手指の動きにおいては術後1ケ月間で顕著な改善を  

認め，その後の改善が認められなかった。一方，ピン  

チカ（手内筋筋力）やSTEF（簡易上肢機能検査：総  

合的上肢機能）は術後早期から改善を認め，その後も  

ある程度の改善傾向を認めた。また，握力（租大筋  

力）は術後1ケ月間ではあまり大きな変化は認めない  

が，その後3ケ月までに顕著な変化を認めた。   

また，STEFは術後6ケ月を超えても術後の機能改  

善を観察できる可能性があると考えられた。STEFは  

金子2）が開発し，脳卒中片麻痔後の上肢機能評価や時  

系列変化，整形外科疾患患者の上肢機能評価などに広  

く用いられている。STEFは10項目のさまざまな物品  

を把持運搬するのに要する時間を変数として用いてそ  

れを得点化している。通常は総合得点を指標とするこ  

とが多いが，サブテスト項目ごとの変化を観察し，サ  

は じ め に  

頚部脊髄症（以下，頚髄症）は頚椎椎間板ヘルニ  

ア，頚椎症性脊髄症，頚椎後縦靭帯骨化症などが原因  

で頚髄症状が出現する症状群である。頚髄症患者にお  

ける術後の機能予後を予測すること，つまり各機能要  

素がいつの時期から改善を示して，最終的にどの程度  

まで改善しうるのかを知ることは作業療法訓練種目と  

障害のプラトーを判断するうえで重要である。われわ  

れ1）は頚髄症の術前と術後3ケ月間における上肢運動  

機能の経時的変化について，頚髄脱落症状，協調性  

（反復運動速度），筋力（粗大筋力・手内筋筋力），手  
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える指標として一般的に用いられる握力，手指反復運  

動スピード（手指協調性）は手指握り離しの10秒テス  

表1対象者の特性（術前）  

ブテストに用いられる「つかみ」や「つまみ」などの  

手指動作要素の経時的変化を詳細に分析することは機  

能予後を予測する観点からも，訓練方針を決定するた  

めの材料としても有用である。   

今回われわれは，STEFにおける10項目のサブテス  

トについて，「つかみ要素」「つまみ要素」「巧赦要素」  

の3要素に分類し，術後6ケ月間までの変化について  

フォローアップを行ったのでその結果について報告す  

る。  

対象 と 方法   

1．対 象   

対象はK大学附属病院において頚髄症の診断を受  

け，何らかの手指巧赦運動障害を呈し，手術療法を行  

い術後6ケ月間追跡可能であった43例であり，対象の  

集団特性は表1に示すとおりであった。年齢は平均  

63．5±10．6歳（40～80歳），性別は男性33例，女性10  

例であった。また，測定に支障を及ぼすような理解の  

障害や視力・聴力の障害，あるいは経時的変化の分析  

において鑑別が困難なRA症状や脳血管障害後遺症，  

または近位筋に明らかな萎縮のみられた症例は除外し  

た。   

術前における身体障害の程度については，頚髄症状  

の指標と言われているFESの重症度分布を表1に示  

す。表在感覚障害は術前評価において軽度から中等度  

と判断され，術後6ケ月間をとおして緩徐で継続的な  

改善を示した症例を対象とした。深部感覚障害は術前  

から術後6ケ月までの期間をとおして軽度かあるいは  

障害を示さない症例を対象とした。表在感覚障害の重  

症度分布は表1に示すとおりであった。   

本研究の対象者全症例に対しては作業療法を術後  

6ケ月までの期間について実施しており，その訓練内  

容は前腕屈筋群リラクセーション，筋力増強訓練，手  

指巧赦運動訓練，知覚再教育訓練，手工芸活動などで  

あった。なお，手術手技や術後訓練開始時期などの要  

因において本研究に明らかな影響を及ぼすような変化  

は認められなかった。  

2．方 法   

術前1週間と術後1ケ月および術後3，6ケ月時に  

おいて，頚髄脱落症状，筋力，協調性，総合的上肢機  

能の側面に関する経時的変化を調べ，術後の機能回復  

について検討した。   

頚髄脱落症状の評価にはFESを用いた。FESは脳  

血管障害後に生じる錘体路症状のひとつである「小指  

離れ現象」を起源として頚髄脱落症状の重症度変化を  

表すために開発された評価方法である。評定はグレー  

ド0（正常）からグレード4（最重度）までの5段階  

であり，頚髄症には広く一般的に用いられている評価  

方法である。筋力については上肢筋群の粗大筋力を捉  

「脊髄脱落症状」  

FES  Grade4  

Grade3  

Grade2  

Gradel  

Grade O  

手
1
1
6
1
5
2
1
 
左
 
 

手
1
1
3
1
4
2
4
 
右
 
 

「感覚障害の程度」※全対象が術後6ケ月間で徐々に改善  

表在感覚   なし  0  0  

軽度  29  29  

中等度  15  15  

重度  0  0   

FES：FingerEscapeSign   

トを用いた。総合的上肢機能の指標としてはSTEF  

を用い，変数には10項目のサブテストの得点を使用し  

た。   

STEF2）のサブテストは1から順に大球（運搬），  

中球（運搬），大直方（運搬），木円板（運搬），小立  

方（運搬），布（裏返し），金円板（運搬），小球（運  

搬），ピン（運搬：差し込み）が設定されており，左  

右の手に対して別々に測定する。運搬する物品は規格  

が統一された物が用意されており，運搬方向や個数も  

定められている。被験者は「スタート」の合図で指定  

された物品を指定された方向に素早くかつ正確に運搬  

する。指定された個数の物品を運搬する際の所要時間  

を記録し，あらかじめ標準化処理された得点指標をも  

とに10点満点で評定を行う。一般的指標としては10項  

目のサブテスト点数を合計した総合得点（100点滴点）  

を使用することが多いが，サブテスト得点やサブテス  

トの所要時間が指標となる場合もある。STEFの項目  

が記載された評価記入用紙を図1に示す。サブテスト  

の実施方法については文献2，3）を参照していただき，  

ここでは省略する。   

今回の研究ではSTEFのサブテストにおける手指  

動作の特徴をもとに「つかみ要素」「つまみ要素」「巧  

敵要素」に分類し，サブテスト項目1～3を「つかみ  

要素」，4～7を「つまみ要素」，8～10を「巧赦要  

素」項目とした。   

測定値のバイアスを統制するために全対象者に対し  

て，測定は椅子座位姿勢で行い，FESと10秒テスト  

に関しては肩関節00，肘関節900屈曲位，前腕回内位  

で測定し，握力測定は肩関節00，肘関節完全伸展位  

で行った。STEFの測定にあたっては昇降テーブルを  

用い，椅子座位の対象者が上肢を下垂した際の肘関節  

部の位置にテーブルの高さを設定した。測定は全症  

例，全期間について同一の検査者によって行われた。  

－22－   
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術前  1ケ月   3ケ月   6ケ月  

Grasp Lt  

術前  1ケ月   3ケ月   8ケ月  

Grasp Rt  

術前  1ケ月   3ケ月  8ケ月  

10’test Lt  

術前  1ケ月   3ケ月   6ケ月  

10’test Rt  

図2 筋力・協調性要因の時系列変化  

た。  3．10秒テスト  

10秒テストは左右ともに術前と1ケ月の間（p＜  回数の変化は図2に示すように，術後1ケ月以後に  

0．01）および術前と3，6ケ月の間（p＜0．01）で有  ついては変化が認められなかった。  

意差が認められ，術後1ケ月までの改善が顕著であっ  

表3 STEFサブテスト得点の術後変化  （得点／10点満点）  

サブテスト   Pre   
平均値の差  

項目  
1M   3M   6M  

Pre－1M  Pre－3M  Pre－6M  1M－3M  1M－6M  3M－6M   

Rt  l  9．5±1．1  9．8±0．5  9．9±0．3  9．8±0．4  ＊   ＊   ＊  

2  9．5±1．0  9．8±0．5  9．8±0．5  9．8±0．5  ＊＊   ＊＊   ＊＊   

3  9．2±1．7  9．6±0．7  9．8±0．5  9，8±0．5  ＊   ＊＊   ＊＊   

4  9．3±1．5  9．6±0．7  9．8±0．6  9．8±0．6  ＊   ＊＊   ＊＊   

5  8．8±1．7  9．5±0．7  9．6±0．7  9．6±0．7  ＊＊   ＊＊   ＊＊   

6  8．7±1．8  9．3±0．9  9．6±0．7  9．6±0．7  ＊＊   ＊＊   ＊＊   

7  8．7±1．6  9．3±0．7  9．6±0．6  9．7±0．6  ＊＊   ＊＊   ＊＊   

8  8．2±2．5  9．0±1．2  9．4±1．2  9．7±0．8  ＊＊   ＊＊   ＊＊   ＊  

9  7．6±2．6  9．0±1．9  9．4±1．0  9．6±1．0  ＊＊   ＊＊   ＊＊   

10  8．1±3．0  9．0±2．2  9．3±1．9  9．6±1．1  ＊   ＊＊   ＊＊   

Lt  l  9．9±0．4  9．8±0．6  9．9±0．5  9．9±0．3   

2  9．6±0．8  9．8±0．5  9．8±0．5  9．9±0．4   

3  9．6±1．2  9．6±1．1  9．8±0．5  9．9±0．4   

4  9．4±1．1  9．5±1．1  9．8±0．5  9．8±0．5   ＊   ＊  

5  9．2±1．0  9．5±1．1  9．8±0．5  9．8±0．6  ＊＊   ＊＊   

＊＊  ＊＊   ＊＊   

7  9．1±1．0  9．6±0．8  9．6±0．6  9．8±0．5  ＊＊   ＊＊   

＊＊  ＊＊   ＊＊   

9  7．7±2．9  8．9±2．3  9．2±2．3  9．6±1．2  ＊＊   ＊＊   ＊＊   

10  8．5±2．6  8．9±2．4  9．2±2．3  9．4±1．9  ＊   

＊p＜0・05，＊＊p＜0・01  
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一 右 手 －  

一 左 手 一  

国3 STEFサブテスト項目の得点変化（つかみ要素）  

4．STEFのサブテスト   

STEFのサブテスト10項目における術前と術後6ケ  

月までの成績を表3に示す。   

特徴的なのは左右の手で改善傾向が異なることであ  

り，右手の改善が左手に比べて良好であった。また，  

左手はサブテスト3までの粗大なつかみ要素を特徴と  

する項目では術後に有意な改善を認めなかった。   

次にサブテスト項目を3つの動作特徴で分・類して改  

善傾向を示すことにする。まず租大な「つかみ要素」  

項目（サブテスト1～3）の結果を図3に示す。これ  

らの要素の改善は術後に比較的緩徐な変化を示し，術  

後3ケ月以降はあまり変化が見られなかった。また，  

統計学的には右手で術後3ケ月程度まで有意な改善を  

示すがその後の変化は認められなかった（表3）。左  

手では術後に有意な差が認められなかった。   

次にサブテスト4～7「つまみ要素」項目の改善傾  

一 右 手 －  

岬 左 手 一  
国4 簡STEFサブテスト項目の得点変化（つまみ要素）  

－25－   
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一 石 手 －  

ー 左 手 一  
回5 STEFサブテスト項目の得点変化（巧赦要素）  

ADL動作訓練や障害程度によって両手をターゲット  

にする巧赦運動訓練，知覚訓練などの機能訓練を実施  

している。   

これらの要因（機能要素ごとの術後変化の特徴，対  

象期間に実施した機能訓練内容）をもとにSTEFサ  

ブテスト項目の術後変化について検討する。   

STEFのサブテスト項目のなかで「つかみ要素」は  

右手に選択的に有意差が認められ，術後1ケ月間で改  

善を示し，その後は変化が認められなかった。  

「っまみ要素」は右手では術後1ケ月間，左手では  

術後3ケ月間における変化が大きく，その後はあまり  

変化しない傾向があると考えられた。   

また「巧赦要素」は左右ともに術後1ケ月間の変化  

がもっとも大きく，統計学的な有意差は認められない  

ものの，その後6ケ月まで変化が継続している可能性  

が示唆された。  

「っかみ要素」は粗大なつかみ動作，もしくは3点  

つまみ動作などの粗大な把持形態で物品を運搬する課  

題であり，素早い把持動作の反復に手指屈曲・伸展動  

作の切り替えに関する筋協調性を必要とし，運搬動作  

には近位筋の協調性を必要とするが，今回の対象は近  

位筋に明らかな筋萎縮などがなく，脊髄症状全般が比  

較的軽度なのであまり頚髄症状により顕著な支障を受  

けない可能性があるものと考えられた。このために術  

前からすでに得点が高く，術後の上肢・手指の粗大動  

作の改善にともなって得点が増加するとすぐに天井効  

果を示すものと考えられた。また，左右差については  

術直後から行うADL動作主体の機能訓練が利き手中  

向を図4に示す。右手では術後1ケ月までの変化，左  

手では術後3ケ月までの変化が比較的大きく，3ケ月  

以後はあまり変化が見られず，統計学的にもその傾向  

が認められた（表3）。   

最後にサブテスト8～10「巧撤要素」項目の改善傾  

向を図5に示す。左右ともに術後1ケ月間の変化が  

もっとも大きく，その後も改善傾向が継続した。しか  

し，統計学的には術後1ケ月以降には有意な差は認め  

られなかった。  

考  察  

近年，STEFは頚髄症患者における上肢機能の術後  

変化を捉えるための指標として使用され始めており，  

橋本らは頚髄症患者56例を対象とした研究4）をもとに  

サブテストの8～10について特に術後の機能回復を鋭  

敏に捉えられる可能性があるとしている。   

今回の研究結果からSTEFの得点変化に影響を及  

ぼす要因である頚髄脱落症状（FES）と手の協調性  

（10秒テスト）については術後1ケ月間で顕著な改善  

を認め，その後の改善が認められなかった。また，私  

大筋力（握力）は術後1ケ月間ではあまり大きな変化  

は認めないが，その後3ケ月までに顕著な変化を認め  

た。これらの術後変化は先行研究2）の結果と一致し，  

これは頚髄症における一般的な改善の特徴と考えられ  

た。   

また，表在感覚障害は術後6ケ月まで緩徐かつ継続  

的な改善を示していた。一方，今回の研究対象に対  

しては術前および術直後より，利き手を中心に行う  
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変化を示し，その後も平均値上では改善傾向が認めら  

れたが，術後1ケ月以降では有意な差は認められず，  

先行研究で行ったSTEf’の総合得点の変化と同様の  

結果となった。   

左右差は他の要素に比べると少なかったが，これは  

ADL動作訓練では利き手を用いた訓練が主体である  

のに対して，巧緻運動訓練は左右差なく機能的訓練を  

実施するのであまり左右差が生じないと推察する。   

また，「巧赦要素」では平均値の推移が他の変数に  

比べて術後1ケ月以降の時期についても改善傾向を示  

しており，症例数を増やすことによって統計学的有意  

差が生じる可能性が示唆される。このようなことから  

「巧赦要素」は感覚障害の改善や筋力の改善およびさ  

まざまな種類の機能訓練による手指操作の熟達によっ  

て緩徐ではあるが術後6ケ月を超えても改善を示す可  

能性があると考えられた。   

この点については今後さらに症例数と追跡期間を増  

やし，可能な範囲で条件を統制し，そのうえで検討を  

加えていく所存である。  
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心となるために生じたと推察する。   

改善傾向の左右差は「つまみ要素」の改善でも認め  

られた。「つまみ要素」の課題は3点もしくは2点の  

指腹つまみが中心動作となり，正確なつまみと運搬の  

ためには手指の分離機能と指先の圧覚が重要である。  

また，素早い反復動作には筋や臆の正常な緊張にとも  

なう素早い動作の切り替え（手指協調性）が不可欠と  

なり，このような要因に頚髄症状が大きく影響するも  

のと考えられた。右手は脊髄脱落症状や手指協調性の  

改善時期である術直後からADL動作訓練において検  

査で扱う用具と同等な大きさの物品操作を行う頻度が  

高く，このような機能訓練を実施することで機能的回  

復が素早く動作能力に反映されるが，左手ではその頻  

度が低いために反映されにくいことが一要因と考えら  

れた。  

「巧赦要素」については指尖部を用いた精密なつま  

み動作と巧赦な物品操作が必要であり，指尖部の知  

覚，手指の筋協調性など多くの要因が関与し，頚髄症  

状がもっとも大きく影響しやすく，術前にもっとも低  

値を示す項目である。また，われわれの行った研究に  

おいて，FESや10秒テストと同様にFFTにおける3  

要素（集団運動，分離運動，つまみ）は術後1ケ月間  

の改善がもっとも大きかったことからSTEFの「巧赦  

要素」も術後1ケ月間で大きな改善を認めると予測さ  

れた。しかしながら，STEFは道具を介在するので，  

継続的に起こる知覚の回復や術後ADL動作訓練より  

も少し遅れて開始され，長期間継続される手指巧赦運  

動訓練や手工芸作業訓練の影響を受けて，術後6ケ月  

を超えても変化を観察できる可能性があると考えられ  

た。   

しかし，サブテスト8～10は術後1ケ月間で大きな  
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