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超音波ガイド下頸椎神経根ブロックの有用性
〜整形外科外来での新しい活用法〜
橋口直史
広島市立安佐市民病院 整形外科・顕微鏡脊椎脊髄センター

はじめに
従来の整形外科診療において、頸椎神経根ブ
ロックは X 線透視下で施行されることが一般的で
あったが、解剖知識に長けた高度な技術が必要で
あること、神経・血管損傷などの合併症が問題で
あった。しかし超音波診断装置は、目的とした神
経が確認できること、針先が見えること、注入し
た薬液が見えることが利点であり、この 3 つをき
れいに描出することができれば、目的とする組織
に安全に薬液を注入することが可能である 1）。
近年の超音波診断装置の小型化に伴い、超音波

図 1 筆者が使用しているコニカミノルタ社のポータ
ブル超音波診断装置（SNiBLE yb）

ガイド下頸椎神経根ブロックはより一般的になり、
X 線透視下と比較した鎮痛効果についてはほぼ同
等であるとの報告が多い 。
2）

てもらうことができる。
また、筆者は、コニカミノルタ社のポータブル

本稿では、2018 年から当科外来で導入した超

超音波診断装置（SNiBLE yb）、プローブは表在

音波ガイド下頸椎神経根ブロックについて紹介す

用の 11 MHz リニアプローブを使用している。超

る。

音波ガイド下ブロックで最も重要なポイントは、
ブロックをする際の立ち位置である。無理な体勢

ブロックを行う際の体位と注意点
体位については、一般的には、頸椎神経根を同

でブロック行うことは、目標にブロックできない、
針を描出できないだけではなく、神経・血管損傷
などの重篤な合併症を引き起こしかねないため、

定し、後方から針を進めるためのワークスペース

超音波診断装置の画像が見えやすい位置、空間作

を保つために、患者に患側を上にした半側臥位（10

りを行うことが大切である。

〜 15 上向き）になってもらう 3）。当院では、患者

理想としては、針の刺入方向、術者の目線、超

に仰臥位になってもらい、頸椎を健側方向に回旋

音波診断装置を一直線上に配置したい。狭い診察

してもらってワークスペースを確保している。患

室で行う際は、理想の配置を作ることは難しいた

者には、
「注射を打つ側とは反対の方向に、首だ

め、SNiBLE yb のような小型ポータブル超音波

け向けてください」と言えばスムーズに体位をとっ

診断装置は、使い勝手が非常に良い（図 1）
。
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図 2 腕神経叢レベル（黄色）の肉眼的位置と超音波画像。鎖骨下動脈を確認する。
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斜めに走行する神経根を確認できる。
③結節レベル（図 4〜6）
超音波ガイド下頸椎神経根ブロックにおいて、
特に注意しなければならない点は、X 線透視下ブ

ら、斜角筋レベルを通して椎間孔まで遡っていけ

ロックと違って頸椎の全体像を捉えることができ

ば、比較的容易に頸椎神経根を同定できる。

ないため、ブロックを行う頸椎高位を間違えてし

①腕神経叢レベル（図 2）

まう危険性があることである。そのため、頸椎高

まず鎖骨に沿ってプローブを置き、円状に低エ
コー像を呈し、拍動する鎖骨下動脈を探す。その

位を同定する際は、頸椎の骨性ランドマークを活
用する必要がある。

鎖骨下動脈のすぐ外側に蜂の巣状に見える組織が

頸椎横突起には前結節、後結節があり、神経根

腕神経叢である。不安な場合は、パワードプラ

はこの前結節、後結節の間を走行している。前結

モードにすると、鎖骨下動脈はドプラが乗るが、

節、後結節の間は超音波診断装置では蟹爪様であ

腕神経叢はドプラが乗らないため、確認できれば

り、そこから神経根が出現する。第 3 頸椎から第

より安全である。

6 頸椎は前結節、後結節が存在するが、第 7 頸椎

②斜角筋レベル（図 3）

のみ前結節が存在しないため、蟹爪が確認できな

先ほど同定した腕神経叢を近位に追ってプロー
ブを動かしていくと、前斜角筋と中斜角筋の間を
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い。その第 7 頸椎の解剖学的特徴を骨性ランドマー
クとして、頭側にプローブを動かしていく際に、

77

技術

ことは難しいため、まずは腕神経叢を同定してか
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頸椎神経根の同定方法

甲状腺

図 3 斜角筋レベルの肉眼的位置と超音波画像。前斜角筋（写真左）
・中斜角筋（写真右）の間を斜めに列をなして
構成する神経を確認する（黄色）。

図 5 第 6 頸椎神経根
前結節、後結節が蟹爪様に観察できる（A：前結節、P：後結節、
黄色：神経根）。

図 4 第 7 頸椎神経根
前結節がないことが解剖学的特徴である。また椎骨動脈
が第 7 頸椎神経根の側を走行するため、ブロックで針先
を進める際は、十分に注意が必要である（VA：椎骨動脈、
P：後結節、黄色：神経根）。

斜角筋間レベルで分かれていた神経根が順番に、
前結節、後結節の間に入っていくので、第 6 頸椎
神経根、第 5 頸椎神経根と数えていく。第 8 頸椎

図 6 第 8 頸椎神経根
第 1 肋骨上を走行する神経根を観察できる（青：第 1 肋骨、黄：
神経根）。

神経根については、解剖学的には第 7 頸椎を同定
してから遠位にプローブを動かすと、第 1 肋骨上
を走行する第 8 頸椎神経根を確認できるが、深度

症と診断し、除痛、責任高位診断目的で超音波ガ

や体格の問題で、同定しにくい症例も多い。

イド下頸椎神経根ブロックを施行した（図 7）
。
ブロックによる神経・血管損傷やホルネル徴候

上記の方法で頸椎神経根を同定していけば、頸

などの合併症は認めなかった。ブロック直後より

椎高位を間違えることはない。またこの方法で同

左肩甲部痛は改善傾向を認めた。施行後 1ヵ月の

定できるようになれば、腕神経叢、斜角筋レベル

外来受診時には、左上肢の痺れは残存していたが、

の神経の描出もできるようになり、さまざまなレ

VAS0 にまで改善していた。

ベルでのブロックに対応できるため、筆者は勧め
ている。

症例提示

超音波ガイド下ブロックの問題点
従来の頸椎神経根ブロックは、先述した通り、
頸椎の後方から針を刺入する後方アプローチが一

58 歳男性。3ヵ月ほど前から誘因なく出現した

般的である。しかし、X 線透視下ブロックと比較

左肩甲部痛、左上肢の痺れを主訴に、近医より当

して針先の位置が外側であるため、責任高位の頸

科外来へ紹介となった。Jackson test、Spurling

椎神経根のみを狙ったつもりでも、実際はより末

test がともに陽性であり、頸椎 MRI を撮像し、

梢の神経幹レベルをブロックしてしまい、責任高

第 6 / 7 頸椎椎間板の膨隆による左第 7 頸椎神経根

位の頸椎神経根だけではない領域もブロックされ
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図7

a：注射前、b：注射後。第 7 頸椎神経根ブロックの注射前後。神経根の周囲に薬液が広がっている。
甲状腺

てしまう可能性がある。

ほとんど見られなかった。
超音波ガイド下ブロックにおいて、後方アプ

ド下頸椎神経根ブロックを施行し、その際、刺入

ローチは安全性が高いことから一般的な手技と

した針先の位置を、X 線頸椎正面像で確認した 8

なっているが、頸椎症性神経根症の責任高位を診

例（女性 1 例、男性 7 例）
、平均 51 .8 歳と、X 線透

断するための選択的ブロックとしては疑問が残る

視下頸椎神経根ブロックを施行した 13 例（女性 1

問題点が考えられた。

透析

頸椎症性神経根症と診断し、透視室で超音波ガイ

皮膚科

実際に当院で 2018 年 4 月から 9 月の 6ヵ月間に、

やすいため、椎間孔内へ造影剤が流入する症例は

例、男性 12 例）
、平均 59.6 歳の針先の位置につい
て比較検討した。超音波ガイド下ブロックでは平

考察

X 線透視下ブロックは平均 3 .83 mm 外側塊よりも

X 線透視下ブロックでは、責任高位の頸椎神経

内側に位置していた。超音波ガイド下ブロックで

根のみをブロックするために、外側塊より内側を

は、X 線透視下ブロックと比較して、針先が外側

目指して針を前方から刺入しているため、針先は

に位置している可能性が示唆された（図 8）
。

外側塊より内側に位置する傾向にある。一方で、

本来、頸椎症性神経根症では、ブロック効果を

超音波ガイド下ブロックは前・後結節を指標に、

確かめるために、薬液が狭窄部位を超えて椎間孔

針を後方から刺入する方法である。超音波ガイド

内から硬膜外腔へ入ることが望ましい。X 線透視

下ブロックでは、患者は頸椎を回旋したり、側臥

では、椎間孔を確認しながら、頸椎正面から針を

位になることがあるため、肢位によって針先の位

刺入するため、造影剤が硬膜外腔に入る症例を認

置が変化する可能性がある。

めたが、超音波診断装置では針先が外側に位置し
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さらに神経根が観察できるが故に、針先を神経
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均 3 . 13 mm 外側塊よりも外側に位置していたが、

a

図8

b

a：透視下ブロック。針先が外側塊でより内側に位置している。
b：超音波ガイド下ブロック。針先が外側塊より外側に位置している。

根に当てないようにするために若干手前に置いて

ク効果が変わってしまったり、有用性のエビデン

しまうことで、X 線透視下ブロックと比較して、

スが他の検査と比較して不足していることが問題

外側塊より外側に針先が位置する可能性が示唆さ

点である。運動器疾患による痛みに悩む患者を笑

れた。

顔にするために、日々鍛錬を行い、超音波診断装

超音波ガイド下ブロックでも X 線透視下ブロッ
クのように、針先をできるだけ内側に寄せて、正

置のさらなる発展に寄与できるよう日々努力して
いきたい。

確な高位診断を行うための手技として確立するた
めに、今後も手技の改良をしていかなければなら
ない。

おわりに
超音波診断装置を用いたブロックやインターベ
ンションは、日進月歩で発展しており、整形外科
領域では、レントゲン、CT、MRI に続く診断、
治療のツールとして、脚光を浴びている。一方で、
使用者の手技のレベルによって、再現性やブロッ
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