












































Ulnocarpal Abutment Syndromeに対する尺骨短縮術

Fig. 3 A: So-called ulnocarpal abutment syndrome 

Aft巴r3 years. OA change (ー)

B: Post radial head resection 

After 6 years. OA change (+) Pain recurred 

HlA， 4)Wafer法，5) Wedge osteotomyなどが挙げ

られる.2)S-K法は Proximalulna stumpの painful

instal】ilityの問題や OA変化のない関節を関節固定

するという Overtreatmentのきらいがありへ 3)HIA

は遠位機尺関節障害の治療法として用いられる方法で

あるが UASの治療法としては不適切である.また 4)

Wafel法は骨髄が露出することに問題があると思わ

れぺ 5)Wedge osteotomyはまだ安定化した治療法で

はない.1) Ulna short巴ningは解剖学的に正常化する

ζ とで Ulnaloadingを減弱させることができ，病態

改善の点、で理にかなっていると思われる 2)5) 損傷をう

けた TFCCに対しては放置して尺骨短縮術のみでよ

いとする意見もあるがやはり UVの解剖学的正常化

のみならず断裂した部分は 2次損傷を防ぐ意味でも切

除するのが望ましいと恩われる.いわゆる UASは痔

痛，握力，可動域に関して十分に満足する成績が得ら

れ，Ulna shorteningの合理性が証明されたが，機骨末

端骨折変形治癒後，焼骨頭切除後の 2例は術後それぞ

れ I年6ヵ月 2年経過した時点で遠位榛尺関節に痔

痛を再燃し x-Pでも OA所見がはっきりしている

(Fig.3)，その原因として，1) 2例とも外傷後で穣骨

末端骨折例は関節内骨折であり遠位穣尺関節にも骨折

線が及んでいたと思われ，犠骨頭切除後例 も受傷後 30

年経過しており遠位機尺関節に変性が生じていた可能
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性がある，2)もう 1つはこの 2例とも Varianceの矯

正が 10mm， 6 mmとかなり大きかったために関節

に歪みを生じた可能性があるのではないかと推測した.

結 雪互
関目

1) UAS 9例に対して尺骨短縮術を施行した.

2) いわゆる UASは非常に満足する成績であった.

しかし外傷後の 2例は術後しばらくは終痛軽快してい

るのがのちに熔痛再燃しやや不満足であった.
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質問 奈良医科大学整形外科小野浩史

1. Milchを行う手術前に DRUJの適合性を調べ

る目的で CTを撮影してはどうでしょうか.

回答 九州、防災病院整形外科猪原史敏

CTその他による DRU]の incongrencyの術前評

価は行っていません.

質問 慶t主義塾大学整形外科中村俊康

尺骨短縮術の際，disc properの切|徐を行っておられ

ますが，必要でしょうか.私は discの切除をするなら

ば損傷部の最小限の部分切除が stabilityの点か らも

良いと思います.

回答 九州労災病院整形外科猪原史敏

TFCC損傷を合併している場合，尺骨短縮術単独で

よいのか，TFCCの部分切除を併用すべきかはわかり

ませんが，proper部分のみの切除ではその後に悪影響

することはないと思われるので予防的ということも含

めて併用している.
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Fig. 2 Rates of positive findings 

で異常所見が得られる.従って診断特異性は低いが異

常の存在と部位を鋭敏に示す特徴がある.施行した 17

例で 1例を除き手関節尺側に異常集積が認められたと

とは症例に何らかの病変が存在することを示す.uト

nocarpal stress test陽性例の MRIにT，強調像で月

状骨尺側近位に低信号が認められるときは進行した

ulnocarpal abutment syndromeが強く疑われる.陽

性例が少なかったことは進行した ulnocarpal abut一

ment syndrome例が少ないことを反映したと考える.

関節鏡では TFC，月状三角靭帯，月状骨近位尺側に異

常が認められるのが常で，尺側手関節の異常が確認で

きなかったのは関節内の線維化による 1例のみであっ

た

これら諸検査の陽性率は X線写真，MRIで低く ，骨

シンチグラフィー，関節鏡で高い (Fig.2).従って

ulnocarpal stress testは骨シンチや関節鋭で異常が

明らかになる病変にも十分対応して陽性を示す検査法

と言える.一方これら諸検査の結果は検査法問に共通

性がありまちまちの結果となることは少なかった.

確定診断はこれら諸検査の結果を総合的に検討し得

られたが，関節鏡所見が最も有力な情報を与えた例が

多かった.

以上より ，ulnocarpal str百 stestはTFC，月状三

角靭帯損傷，ulnocarpal abutment syndromeなどに

鋭敏に反応して陽性になると考えられ，診断的に極め

て有用な徒手検査方法と言える.またこれら病変の経

過判定においても治療により testが陰性化すれば治

療効果があったと考えられ，有用性が高い.
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質問 南大阪総合病院整形外科大坂芳明

1. 月状三角靭帯のみの断裂ではたして手関節尺側

部痛が出現するのでしょうか.

回答 名古屋大学分院整形外科中村琴吾

月状三角靭帯損傷では急性時の外傷性痔痛，慢性期

では三角骨の異常運動にともなう関節面不適合や続発

性の滑膜炎が痔痛の原因となると考えています.

質問

広島県身障者リハビリセンター整形外科

水関隆也

u+v例で，TFC損傷が確認されれば ulnocarpal

abutment syndrom巴と診断名をつけるか，TFC 損傷

とつ付るかつ

回答 名古屋大学分院整形外科中村琴吾

両者の鑑別には関節鏡での TFC損傷所見が最も有

用と考えています.

-20ー

























































































64 日高康博 ・他

tive arthritis. J. I-lancl Surg.， 9A: 358-365， 1984 

質問 北海道大学整形外科 三浪 明 男

① 早期 から 3DCTでOA変化を認めるとのこと

ですが，骨癒合が得られたあとはこれらの変化は改善

するのでしょうか?

回 答 神野整形外科病院日高康1噂

偽関節の治療に際して舟状骨の形態を骨移植により

回復し，DISI変形を矯正すればそれ以上の OA変化の

進行をコントロールできると考えている.

質問

済生会神奈川県病院整形外科佐々木孝

舟状骨折関節の OAが 3DCTを使えばより早期に

見つかるということですが，断層撮影ではいかがで

しょうか?

回 答 神野整形外科病院日高康博

単純 X線では遼位骨片骨車!tを初期で見出すことは

困難であるが，正面像で健側と椀骨茎状突起レベルで

の舟状骨像を比較するとわずかに突出しているのがわ

かることもある.断層 x-pの検証は行っていない.単

純 CTでは診断できない.
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