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【主訴】体動時に増悪する腰部痛、側腹部痛 

【現病歴】80歳女性。 

受診3週間前より、誘因なく左側腹部と背部に疼痛が出現 

体動や深吸気で痛みが増悪、経過で疼痛が徐々に増悪 

体動困難となり当院外来受診 

【既往】骨粗鬆症、腰部脊柱管狭窄症、高血圧、糖尿病、 

脂質異常症、褐色細胞腫術後 

【生活歴】ADL：歩行はシルバーカーで自立、その他自立 

【身体所見】明らかな圧痛点なし、椎体叩打痛なし、 

神経学的所見なし、VAS(Visual Analog Scale)は 

安静時1-2/10、体動時8/10 

症例 



【CT】       【MRI】 STIR法 



入院後経過 

 

第9胸椎にMRIのSTIRで高信号を認め、新規の圧迫

骨折と診断、 

第12胸椎には陳旧性の圧迫骨折を認めた。 

入院し、薬剤で疼痛コントロールとともに、ベッド

上安静（ベッドアップ30度まで）、待機的にダーメ

ンコルセットを処方 

 

Clinical Question: 

椎体圧迫骨折に対して、コルセットをつけていた方

が疼痛コントロールは得られるのか・・・？ 



症例の疑問点のまとめ 

 

 

・装具によって、 

  疼痛コントロールは得られるのか？ 

 

・装具によって、 

  椎体の変形の進行は抑制されるのか？ 



Step1 疑問の定式化（PICO） 
 
Step2 論文の検索 
 
Step3 論文の批判的吟味 
 
Step4 症例への適用 
 
Step5 Step1-4の見直し 

EBMの実践 5steps 



Step1 疑問の定式化（PICO） 

P： 椎体圧迫骨折患者で 

I： 装具固定をすると 

C： 固定しなかった場合と比べて 

O： 疼痛改善効果、合併症の予防効果があるか 

 

  →治療に関しての疑問 



Step2 論文の検索 

・DynaMedにアクセス   ※2015/3/16 参照 
・ “compression fracture” を検索 
・“spinal bracing”の項を参照 

 



論文の決定 



・神経症状を伴わない、椎体前方成分のみの圧迫骨折に対して、

ベッド上安静、鎮痛薬、装具療法が行われてきた 

Neurosurg Clin N Am.1997 Oct;8(4):499-507 

・装具によって受傷部位が安定し、疼痛が軽快し、後弯変形の進行

を防ぐとされる 

Spine(Phila Pa 1976).1986 Oct;11(8):834-7, Spine(Phila Pa 1976).1986 Oct;11(8):838-42 

・呼吸のしにくさからコンプライアンスは悪く、装具の完成を待つ

期間はリハビリが開始できない。コストも高い。 

J Am Acad Orthop Surg.2010 Nov;18(11):657-67 

・装具の有効性を前向きRCTで検証した先行研究はなし 

 

・筆者らは、装具なしでも疼痛と身体障害は変わらないと予想 

論文の背景 



P :外傷後3日以内、背部痛で受診した50歳以上、1椎体で前方成分 

のみの圧迫骨折をMRIで診断された、神経障害のない患者 

Exclusion：新規の2椎体以上の圧迫骨折、悪性腫瘍による骨折、 

神経障害あり、受傷前に歩行不可、受傷部位の過去の外傷や手術の

既往 

 

I  : 硬性装具群（n=20）はthoraco-lumber-sacral 装具が到着する

までベッド上安静とし、到着後は臥床時以外は装着（8週間） 

軟性装具群(n=20)は診断後すぐにready-madeの装具を装着し、 

臥位時以外は装着 (8週間) 

 

C : 装具なし、安静度も制限しない（n=20） 

 

論文のPICO ① 



Primary Outcome： 

12週時点でのODI(Oswestry Disability Index)スコア 

 

Secondary Outcome： 

2，6，12週時点でのODIスコア、VAS（Visual Analog Scale） 

スコア、椎体圧迫変形の進行度（圧迫椎体の前方と後方の比）、 

0週と12週時点の全身健康状態(Short Form-36)の身体面（PCS）と

精神面（MCS）、12週時点での治療満足度 

 

→非劣性を証明するために、前向きRandomized Controlled Trialで検証 

 

論文のPICO ② 



・研究費はHanlim Pharm社からの提供である 

同社が研究デザイン、データ収集、解析、出版、原稿作成には関与

していないことが明記 

・病院内の倫理委員会で承認されたことが明記 

・全参加者から書面でのインフォームド・コンセントを取得 

・参加者に対して、治療費の補助や金銭的報酬が支払われていない

ことが明記 

・ClinicalTrials.govに登録された研究デザイン 

倫理面への配慮 



 

①介入群と対照群は同じ予後で開始したか 

 患者はランダム割り付けされていたか 

 ランダム化割り付けは隠蔽化(concealment)されていたか 

 既知の予後因子は群間で似ていたか=base lineは同等か 

 

②研究の進行とともに、予後のバランスは維持されたか 

 研究はどの程度盲検化されていたか(一重～四重盲検)  

 

③研究完了時点で両群は、予後のバランスがとれていたか 

 追跡は完了しているか＝追跡率・脱落率はどうか 

 患者はIntention to treat解析されたか 

 試験は早期中止されたか 

 

④サンプルサイズは十分か 

結果は妥当か 



・患者はcomputer-generated randomized listに 

したがってランダムに割り付けされ、 

ランダム化の割り付け前は筆者には隠蔽化された。 

 

・baseline characteristics 

年齢、性別、BMI、骨密度、喫煙率、開始時のVAS、ODI、

椎体変形度、SF-36、圧迫骨折の高位、2，6，12週時点

でのオピオイドの使用率を調査 

→これらの項目に有意差があるかに関しては統計的に検

討なし 

介入群と対照群は同じ予後で開始したか 



・割り付けの段階で隠蔽化 

・研究の性質上、患者と介入実施者への盲検化は行えず、 

患者も医療者も割りつけについて明白 

・データ解析者はBlindedであったと明記 

・Outcome評価者は介入実施者と同一であると考えられる。 

 

→隠蔽化、1重盲検試験 

研究の進行とともに、予後のバランスは維持されたか 



・rigid-brace群では20人中3人、soft-brace群では20人中

5人、no-brace群では20人中3人が脱落。 

デザイン時に20％の脱落率を予想、予想範囲内の脱落率 

 

・intention-to-treat研究されており、 

追跡期間中にcrossoverは発生しなかった 

 

・追跡は12週の予定で開始され、予定通り完遂 

研究完了時点で両群は、予後のバランスがとれていたか 



・ODIスコア（100点満点）の10点以内の差であれば非

劣勢であると仮定 

α=0.05、β=0.10とし、平均のODIスコアの差を3.5点、

標準偏差を6.5点と想定 

pilot studyの結果より、n=20であれば非劣性を証明する

ために適切な標本数と見積もってデザイン 

サンプルサイズは十分か 



・12週時点でのODIスコアの差 
no-brace群 対 soft-brace群 -7.02～9.38(95%CI) 
no-brace群 対 rigid-brace群 -7.86～9.27(95%CI) 
→10点以内 

Primary Outcome 



・ODIスコアに有意差なし （p=0.260） 

・VASスコアに有意差なし （p=0.292） 

・椎体変形度に有意差なし （p=0.237） 

・SF-36 PCSに有意差なし（p=0.716） 

・SF-36 MCSに有意差なし（p=0.889） 

・治療満足度に有意差なし （p=0.421） 

Secondary Outcome 



Step4 症例への適用 

・本症例患者は50歳以上、1椎体のみ、後方成分の変形な

し、神経障害なし、受傷前に歩行可能であった点で本文献

の患者群と類似 

 

・本患者では3週前より疼痛が出現しており、 

受傷後3日以内ではない点で本文献の患者群と相違 

 

・装具到着までの安静度はベッド上とし、ダーメンコル

セット（軟性装具）を臥位時以外は装着するように指導

（硬性装具群の介入方法と同じ方法） 



Step1-4までの評価 

STEP 5 

Step1 疑問の定式化を適切に行った 
 
Step2 論文の検索をSpecificに行った 
 
Step3 妥当性の高い論文であると判断できた 
 
Step4 本文献をもとに治療方法を選択することができた 



論文のまとめ 

・前方成分のみの椎体圧迫骨折に対して、装具を用いな

いことは、装具を用いることと比較して、受傷後12週時

点では非劣勢 

・12週の追跡期間で、3群間でODIスコア疼痛、椎体の

変形度、全身健康状態、患者満足度に差はなし 

・装具によって、脊椎の動きに制限をかけられる 
Spine(Phila Pa 1976).1986 Oct;11(8):834-7, Spine(Phila Pa 1976).1986 Oct;11(8):838-42, 

Br Med Bull.2012 Jun;102:171-89.Epub 2011 Nov 29. 

・椎体の動きに制限をかけることが、後弯変形を防ぐ結

果とはならなかった 

・12週以降の変化に関しては言及されていない 



研究デザインへの疑問 

・Study期間は2012年12月から2013年10月までである

が、ClinicalTrials.govでNCT02049931を参照すると、

研究デザインの登録が2014年1月であり、また、統計解

析方法の明記がない 

→非劣性を10点と設定したのが、データ収集後であった

可能性があり、恣意的な操作が行われた可能性は否定出

来ない。 



今後の展望 

・圧迫骨折の高位毎の結果についてさらなる研究が望ま

れる 

→機械的な負荷がかかりやすいレベルでは変形が起こり

やすい可能性がある 

・骨粗鬆症群でさらなる研究がのぞまれる 

→骨粗鬆症群では機械的負荷で変形が起こりやすい可能

性がある 

・偽関節形成にともなって、遅発性に起こる神経障害の

有無を評価するためのさらなる研究が望まれる 

・圧迫骨折に対して、新たな治療として、バルーン椎体

形成術が期待されており、バルーン椎体形成術との比較

した研究が望まれる。 



 

・装具装着時のほうが疼痛が軽減したため、装具

装着でのリハビリを進めた。 

 

・骨粗鬆症を背景とした圧迫骨折があり、遅発性

の後弯変形の進行と神経障害を防ぐ目的で装具を

装着とした。 

症例への適応 


