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生体内吸収性プレートを用いた尺骨遠位端骨折の
治療成績、.-.81 

vahAH，r むらいてっぺい さかいあ宮町り おおしげとしひさ め白書くにたか たかたまさかず もりたにしろう

村井哲平*酒井昭典*大茂喜久市，目貫邦隆大高田真一**森谷史朗***

院議鎗臨

… 一 一
検骨遠位端骨折に伴う尺骨遠位端骨折に対して，著者らは SuperFIXSORB-MXを使用しており，その臨

床成績をチタン製プレートと比較検討した.対象は2004年 11月より 2010年6月までに手術を行った20例

で.男性2例，女性 18例，平均年齢は 71.5歳，平均経過観察期間は8か月であった.2009年5月までの

12例はチタン製プレート， 2009年6月以降の 8例は吸収性プレートを使用した.評価項目は関節可動域，

握力.X線学的評価として叫narvari阻 ce. 臨床評価として QuickDASH scoreを検討した.術後4週.8逓，

12週，最終観察時において，いずれの評価項目でも両群問に有意差は認めなかった.尺骨遠位端骨折に対

する新たな内固定材料として，吸収性プレートは有効な手段と考えられた.特に粉砕が強い場合には，包み

込むように固定できる点は手技的に有利な点と考えられた.

【緒言】

榛骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治療

について，その治療については見解が統一されてい

ない.著者らは榛骨をロッキングプレートで闘定し

た場合に，尺骨を生体内吸収性プレート(タキロン

社製 SuperFIXSORB-MX)を用いて固定している.

この研究の目的は，榛骨遠位端骨折に合併した尺

骨遠位端骨折の治療について，チタン製プレートと

吸収性プレートを使用した場合の臨床成績を比較検

討することである.

【対象と方法】

対象は 2004年 11月より 2010年6月までに手術

を行った 20例で，男性2例，女性 18例，平均年

齢は 71.5歳，平均経過観察期間は 8か月であった

両群の平均年齢，男女比，経過観察期間は有意差を

認めなかった(表1).

全例.榛骨遠位端骨折に対しては掌側口、ソキング

プレートを使用した.尺骨については.2004年 11

月から 2009年5月までの 12例はチタン製プレー

トを使用し.2009年6月から 2010年6月までの 8

例は吸収性プレートを使用した.チタン製プレート

の内訳は conventiona1plate 4例. condylar plate 6 

受理日 2'01ν08/31 

平均年齢(歳)

男女比〔男女)

経過観察期間(か月)

表1 対象

i平均土標準偏差}

例.hook plate 2例であり.locking plateを使用した

症例はない.

術後4週.8週. 12週，最終観察時に，自動関節

可動域(背屈，掌屈，囲内，回外).健側との握力

比. Quick DASH score. X線学的評価として叫nar

varianceを評価したそれぞれの経過観察時点でt

検定を用いて統計解析した.

【結果】

全例.榛尺骨の脅癒合を認めた.神経・血管障害

や感染，無腐性腫脹などの合併症は認めなかった.

自動関節可動域について，背屈は術後4週. 8週

の時点ではチタン製プレート群が優位な傾向にあっ

たが.有意差は認めなかった掌屈は術後4週， 8 

逓. 12週，最終観察時の全ての観察時点でチタン

・産業医科大学 整形外科〒8'07・8555 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1・1
"日本銀管福山病院整形外科
柿$香川労災病院整形外科
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2 後尺脅遠位端骨折の治療
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図2 握力(%健側比，平均±標準誤差)

製プレート群が優位な傾向にあったが，有意差は認

めなかった.囲内，回外については.全ての観察時

点で両群聞に有意差を認めなかった(図1).

握力(%健側比)について，術後4週の時点では

チタン製プレート群が優位な傾向にあったが，最終

観察時には吸収性プレート群 89%，チタン製プレー

ト群 71%と逆転していた. しかしながら，いずれ

の時点でも両群聞に有意差は認めなかった(図 2).

Quick DASH scoreについても，いずれの時点で

も両群聞に有意差は認めなかった(図 3).

X線学的評価としての叫narvari釦 ceについて.

両群とも術前から術後に改善を認め，吸収性プレー

ト群では約O.5mmの矯正損失を認めたが，いずれ

の時点でも両群聞に有意差は認めなかった(図 4).
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図3 Quick DASH score (平均±標準誤差)
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図4 ulnarv副卸白(平均土標準誤差)

[症例]吸収性プレートの 1例を呈示する.

症例:67歳，女性

主訴:左手関節痛
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鏡尺宵遠位端骨折の治療 3 

図5 術前X線

図6 術前3D-Cf

現病歴-約 30cmの高さの椅子の上で作業してい

て転倒 ・落下して受傷左手関節の察痛 ・腫脹を認

め，同日当院に紹介となった.

身体所見 ・検査所見.左手関節の変形，腫脹，1客

痛を認め，尺側に pinhole状の創を認めた.X線，

CTでは榛尺骨遠位端に粉砕骨折を認め，骨折線は

関節内に達していた.榛骨は AO分類 typeC3，尺

骨は Biyani分類 typ巴4であった (図5)(図 6). 

手術所見:榛骨遠位端骨折に対し掌側ロッキング

プレー トを用いて観血的整復固定術を施行した続

いて手関節中間位で尺側縦切聞を加え，尺側手根伸

筋 (ECU)腿と尺側手根屈筋 (FCU)腿の聞から

展開し骨折部を整復した.吸収性プレー トを 1/3円

となるようにペンディングして形成し，粉砕した骨

片をまとめるようにして吸収性スク リューで固定し

た(図 7).

図7 術後3D-Cf

図8 最終観察時のX線

術後経過:術後は外固定を行わず，積極的なリハ

ビリは行わなかった.生活レベルは受傷前レベルま

で回復し，最終観察時(術後 9か月)では，背屈 70

度，掌屈 30度，囲内 901度，回外 90度，握力は健

側比 94.4%，ulnar varianceの矯正損失は ーO.lmm，

Quick DASH scoreは 31.8であった(図 8).

【考察】

榛骨遠位端骨折に合併した尺脅遠位端骨折の治療

については見解が統一されていない.難波1)は高齢

者.骨粗露症例，尺骨頭に至る多骨片を有する骨折

症例には尺骨は保存療法とし，早期運動療法を行う

ことで良好な結果を得ている.米国ら2)は 70歳以

上の高齢者に尺骨骨頭切除 CDarrach法)と早期運

動療法を行う ことで良好な結果を得ている.尺脅に

対して保存療法や骨頭切除が行われる要因として

は Ringら3)が報告しているように，榛骨を整復 ・

内固定することで尺骨も整復され安定化することが

多く ，また遠位骨片が小さく脆弱であるために強固

な内固定が難しいことが考えられる.内固定を積極

的に行う場合として，榛骨固定後に遠イ立楼尺関節

(DRUJ)の不安定性がある症例や DRUJが破綻して

-3一



4 筏尺骨遠位端骨折の治療

いる Biyani分類type2と旬pe4の症例には内固定

を勧める報告4)もある.内固定を行う際に，粉砕が

高度な場合や遺位骨片が小さい場合，骨質が不良な

場合などはプレート固定では難渋するケースがあ

る.従来の pinning法や tensionband wiring法を行

うこともあるが.最近では angularstab巡tyを特徴

としたロッキングプレートやcondylarplateが開発・

応用されている.それらを用いた報告が散見5)6)7)

され，いずれも満足な結果が得られている.

著者らが使用している吸収性プレートの利点とし

ては，半円状に形成することで骨折部を覆うことが

でき，粉砕した骨片を集めるように固定することが

可能である.また，遠位骨片が小さい場合や骨質が

不良な場合にも，プレートに聞けられた多数の穴の

中から固定性が得られる穴を選択して，複数のスク

リューを角度を変えながら持入することが可能であ

る.

問題点としては，チタン製のプレートと比較する

とプレートが覆う面積が広くなるため， ECU鍵や

FCU腫の断裂を来したり， DRUJにプレートが干渉

して田内外制限を来すことが考えられた.今回の結

果からは臆断裂や回内外制限は認めなかったが.掌

背屈の可動域についてはチタン製プレート群の方が

良好な傾向にあり，この点に関しては ECU健，

FCU躍の関与は否定できず，今後さらなる検討が

必要と考えている.

術中に気をつけていることとして，まず設置位置

の問題がある. ECU腫， FCU縫の障害とならない

ような位置とし，囲内外をさせても DRUJに影響の

ない位置を確認している.またスクリューについて

は，近位骨片に径2.7mm，遠位骨片に径2.0mmの

スクリューを使用し，場合によってはプレート側に

カウンターシンクを行いb叫kyにならないように工

夫している.

尺骨遠位に限らず SuperFIXSORB-l'iαを使用す

る際には，力学的強度を考えてν3円もしくは1/2

円プレートとなるようにペンディングする必要があ

るので.術中に骨の形状を確認してから湯煎しなが

ら専用のベンダーを用いて形成している.吸収性ス

クリューは径2mmと径2.7mmの2種類が使用可

能であり，挿入後にスクリューヘッドを電気メスな

どで焼灼することでプレートとスクリューを一体化

することができるので血.gularstabilityの獲得が期

待できる.コスト面では，吸収性プレートとスク

リューは高価であり.チタン製プレートと比較する

と経済性が劣るのが難点である.

【まとめ】

今回の研究結果から，榛尺骨遠位端骨折の治療に

おいて，榛骨を掌側ロッキングプレートで固定して

尺骨を吸収性プレートで固定した群の臨床成績は，

チタン製プレートで固定した群と同等であった.尺

骨遠位端骨折に対する内固定材料として吸収性プ

レートは有用であると考える.

【文献1
1)難波二郎.高齢者模骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位

端骨折に ORIFは必要か?骨折29:680・683，2007.
2) 米田英正ほか.機管遠位端骨折に合併する尺管遠位端

骨折の治療法 尺骨頭切除と尺骨骨接合.日手会誌
25:83・87，2008.

3)随時 D，et a1. Condylar blade plate fixation of unstable 

金百cturesof the distal ulna associated with会actureof由巳

dista1 radius. J Hand Surg Am 29: 103・109，2004.
4)行田義仁.榛骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨

折. B手会誌17:12・15，2000.
5)岡本雅雄ほか.尺脅遠位部骨折に対する lockingplate 

の使用経験.骨折29:66・69，2007.
6)福田祥二ほか.機骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端

骨折に対する Minicondylarplateを用いた整復固定法.
日手会誌24:641・646，却08.

7) 本城昌ほか.高度な尺骨遠位端骨折を伴う榛骨遠位端
骨折の治療.骨折29:676・679，2007.
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榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの
抜釘の必要性についての検討
いわた Lょうえい 吉たのようじ

岩田勝栄，北野陽二

榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの使用に伴い， FPL断裂等の合併症が報告されるように

なり，抜釘を勧める報告も多いが，一定の見解は得られていない.今回著者らはその抜釘の必要性について

検討した.2008年1月に FPL断裂を経験して以来，初回手術時に以下の3点に注意して手術を施行してい

る.1)プレート最遠位部を榛骨に密着させる， 2) VTが5度未満にならないよう注意する， 3) 関節包周囲

組識と方形囲内筋とを縫合し，プレート最遠位部を被覆する.上記に留意し手術を施行した 126例のうち，

抜釘を行い追跡可能だった 36例を対象としたプレート最遠位部を被覆できず， VTが5度未満の 1例で，

FPLの部分断裂を認めた.今回の調査から，プレート最遠位部を被覆できなかった症例では FPL等の屈筋

臆断裂のリスクを考慮し，抜釘が必要ではないかと考えている.

【緒言】

撲骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

の有用性は数多く報告されている.それに伴い，術

後合併症として長母指屈筋腫(以下 FPL)等の屈

筋腿損傷が増加してきている.そのためプレートの

抜釘を勧める報告が多いが，まだ一定の見解は得ら

れていない.今回著者らはプレート抜釘の必要性に

ついて検討した.

著者らは前駆症状のない FPL断裂を経験し，

2009年にその原因と予防策を発表した1) そこでは

FPL断裂の原因として，プレート最遠位部と榛骨

との適合性不良， Volar Ti1t (以下 VT) の矯正不

足， FPLとプレートとの接触の 3点が原因と論じ，

VTの矯正不足により手根骨が背側へシフトするこ

とにより， FPLへの機械的刺激が増大し，断裂の

ー要因になっていると考察した.それ以降，術中に

屈筋臆断裂の予防策を立てるべく，以下の 3項目に

留意して手術を行っている.1)プレート最遠位部

を榛骨に密着させ (lmm未満を目標とする)， 2) 

VTが5度未満にならないように注意し， 3)でき

るだけ方形囲内筋を温存し， Orba戸が intermediate

fibrous zoneと述べている関節包周囲組織と方形囲

内筋とを縫合し，プレートを被覆するという 3点で

ある.また，方形囲内筋の挫滅の状態によりプレー

受理日 201ν'09/01 

ト全体を被覆できない症例では，少なくとも FPL

が滑走するプレート遠位尺側部を被覆縫合するよう

に心掛けている.今回の目的は，これら 3項目に注

意して手術を施行した症例の抜釘の必要性について

検討することである.

【対象と方法】

2008年3月から 2010年 10月までに先に述べた

点に注意して，掌側ロッキングプレートを用いて手

術を行った症例の抜釘時所見を前向きに調査した.

126例手術を行い，抜釘についての同意が得られ，

追跡可能だった 36例を対象とした.そのうちわけ

は男 10例，女 26例，抜釘時年齢は 21歳から 83

歳(平均 59歳)，初回手術から抜釘までの期間は

3ヶ月から 13.5ヶ月(平均 6.8か月)， AO分類では

A2が 3例，A3が 13例， B3が 1例， C1が2例.

C2が7例， C3が10例であった全例Aα1・Locdis-

ta1 radius plateを使用した調査項目として以下4

点を挙げた.初回手術時に注意点3項目をどれだけ

満たすことができたかを検討し，抜釘時の FPL等

の屈筋腫の状態ならびにプレート上の軟部組織の状

態を確認し，脅癒合，矯正損失を調査し， Cooney 

の評価法を用い，臨床評価を行った.なお，単純X

線側面像は，プレートと榛骨に対し接線方向で入射

南和歌山医療センター 整形外科干646・8558 和歌山県田辺市たきない町 27・1
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するように撮影し，術直後は術者が透視下に撮影

し，術後追跡時は正確な像が得られるように放射線

技師に依頼し，プレー ト最遠位部と榛骨との間隙を

測定した.

【結果】

初回手術時，プレート最遠位部と榛骨との間隙が

1mm以上の症例が3例， VTが5度未満の症例が3

例 (VT平均 6.9度)，プレート最遠位部を被覆でき

なかった症例が 1例であった.また術中注意点 3項

目のうち 2項目以上を重複して満たさない症例が 1

例存在した.この症例は上記のプレート最遠位部を

被覆できなかった l例のことで， VTが5度未満で

あり， 3項目のうち 2項目を満たしていなかったこ

とになる さらにその抜釘時所見は，プレートが一

部露出し， FPLが部分断裂を呈していた.その他

の35例すべてにおいてプレートは軟部組織で覆わ

れ， FPL等の屈筋鍵損傷はなかった.全例骨癒合

が得られ，大きな矯正損失もなかった Coon巴yの

評価では巴X巴llent35 i9tl， good 1例と判定された

代表症例

73歳女性で，転倒により受傷した AO分類 C3

の骨折である(図 L 図2). Trans FCR approachに

て進入し，Acu・Locdistal radius plateで内固定した

が，方形囲内筋等の軟部組織の挫滅があり，プレー

トを被覆できなかった さらにプレート最遠位部は

榛骨に密着していたが， VTが O度と目標角度を下

回っていた(図 3).初回術後2か月で大きな矯正

損失はなかったが(図 4).初回術後 3か月で母指

運動時の違和感を自覚したため，その時点、での早期

抜釘を行ったー抜釘時の術中所見として， FPLの

部分断裂(図 5a) とその部分でのプレートの露出

(図 5b)が確認された わずかの部分断裂であり，

その部を切除して対応した. 抜豊了後，特に問題は生

じていない.

【考察】

近年模脅遠位端骨折に対する掌側ロッキングプ

レートの有用性は数多く報告されているが，それに

伴い FPL等の屈筋腿断裂が見られるようになって

きた.その断裂の原因も多く議論されており，掌側

ロッキングプレートの抜釘の必要性に関する報告が

散見されるが，一定の基準や見解は得られていな

い

-6  

図 la 受傷時正面 図 lb 受傷時側面

図2a 受傷時cr冠状断像 図2b 受傷時cr矢状断像

図3a 初回術直後正面 図3b 初回術直後側面

Drobetzらは 12%で屈筋臆断裂を経験し， 全例抜

釘を推奨している3) 太田らは方形回内筋が修復不

可能なこともあるため，抜釘を前提とした手術を計

画している4)

一方，抜釘を必要としないという報告もある.岡

本らはプレートを適切に設置し，方形囲内筋を修復

すれば，プレートは方形囲内筋と癒痕組織に覆わ

れ，腿損傷の可能性は低いと述べている5) ところ
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図4a 初回術後2か月正面 図4b 初回術後2か月側面

図5a 臆部分断裂部 図5b プレート露出部

が，方形囲内筋の修復困難例やプレー ト上の軟部組

織の縫合部離解も指摘されるようになり，彼らは第

2報を報告した6) そこでは， FPLはプレートの尺

側部上を通過するため，プレート全体を覆うことが

できなくとも，プレート尺側部を確実に被覆するこ

とが，屈筋鍵断裂予防のために重要と論じられてい

る.著者らは基本的には方形囲内筋を温存し，骨膜

下に剥離した関節包周囲組織と縫合することで，プ

レー ト全体を被覆するように心掛けている. しか

し，なかには軟部組織の挫滅が強い場合もあるた

め，その場合は少なくともプレート遠位尺側部を被

覆するようにしている.さらにこの際，方形囲内筋

の温存に回執せずに，プレート遠位尺側部の被覆を

優先させるため，方形囲内筋の榛側縁を切離し.そ

の部を尺側の関節包周囲綴織と縫合し，プレート遠

位尺側部を覆う場合もある.

最近では，症例により抜釘が必要である という報

告が最も多い.住浦らはプレート遠位部が wat巴r-

shed lineを越えた症例で 母指屈曲時に痛みや違

和感を訴える場合に抜釘が必要であると述べてい

る7) 多田らは母指 IP関節運動時に手関節掌側音li

での際音と違和感 ・終痛を自覚する例を陛滑膜炎と

診断し，これらが出現した場合には早期抜釘を勧め

ているが，抜釘が不要な症例もあると報告してい

る8) 中村らは軟部組織でのプレート被覆の重要性

を述べており.プレー ト設置位置が適切でも，プ

レートを軟部組織で覆いきれなかった場合は抜釘を

考慮する必要があるとしている9)

このように抜釘に関して様々な意見があるが，屈

筋腿断裂の予防策はまだ確立されていない 母指違

和感などの前駆症状を伴えば抜釘の目安にはなる

が，無症状で屈筋腿断裂を来たす場合もあるため，

著者らは術中の屈筋腿|新裂の予防が重要と考え.今

回の調査を行うに至った.屈筋鍵断裂の予防とし

て，先に述べた術中注意点 1)，2)によ り屈筋健と

プレートとの機械的刺激を減弱させるよ うに努力

し，注意点 3) に関しては先述の如く ，できる限り

プレート最遠位部を軟部組織で被覆することによ

り，屈筋腿とプレート との直接の接触を防いでい

る.屈筋鍵断裂の症例数が少ないだけに.何度の矯

正不足で屈筋臆断裂が危倶され得るかを論じること

はできないが，初回手術で 10度以上のVTを獲得

することは難しいことも多いため，今回は便宜的に

VT5度未満を矯正不足とした.実際，今回の結果

でも VTの平均は 6.9度であった.

プレート最遠位部を軟部組織で被覆できなかった

1例でFPLの部分断裂を来たした ことから，著者

らは術中注意点 3) が最も重要と考えている.ま

た， このFPL部分断裂症例では，術中注意点 3項

目のうち 2項目を満たさなかったことになる.断裂

症例数が少なく ，統計学的な検討ができていないた

め，術中注意点 1)， 2)のどち らが屈筋腿断裂のリ

スクを高めるかについては，厳密には議論できない

が，プレート最遠位部を被覆で‘きなかった疲例では

全例抜釘が必要になるのではないかと考えた.若年

者では抜釘を前提とした手術を計画すれば良いと恩

われるが.高齢者では 2回目の手術を受けるという

患者側の負担は少なからずあると思われ，その負担

を少しでも軽減させるために，抜釘の必要性につい

て議論することは意義のあることと考えている.今

後症例を重ねていけば，抜釘が必要な症例と不要な

症例の条件が明確になる可能性がある.
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【まとめ】

榛脅遠位端骨折に対し掌側ロッキングプレートで

治療し，抜釘を行った症例を調査し，抜釘の必要性

について検討した.著者らが考えた3項目に留意し

て手術を行った症例のなかで，プレート最遠位部

を軟部組織で被覆できず VTが5度未満の症例で

FPLの部分断裂を来たした.プレート最遠位部を

被覆できなかった症例では全例抜釘が必要となる可

能性がある.

【文献】
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52:1329・1330，2009.
2) Orbay J. Vol訂 plate宣羽tionof dista1 radius fractures. 

Hand Clin 21: 347・354，2005.
3) Drobetz H， et a1. Osteosynthesis of dis凶 radia1fractures 

with a volar locking screw plate system. Int Or出op27: 1・

6，2003. 
4)太田附ほか.榛骨遠位端骨折掌側ロッキングプレー

トにおける抜釘の必要性の検討.日手会誌 26:必3・

465，2010. 
5)岡本雅雄ほか.様骨遠位端骨折に対する隼側プレート

固定の合併症ープレート抜去は必要か?一.日手会

誌 22:387・390，2005.
6)岡本雅雄ほか.榛骨遠位端骨折に対する掌側フ.レート

の合併症(第2報). 日手会誌25:801・804，2009.
η 住浦誠治ほか.榛骨遠位掌倶~ロッキングプレート固定

後の長母指屈筋鍵断裂の 1例.骨折 30:738・741，
2008. 
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9)中村修ほか.榛骨遠位端掌側ロッキングプレート固

定術後に生じる長母指屈筋鍵損傷の危険因子の検討.

日手会誌26:129・131，2010.
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榛骨遠位端骨折における掌側プレート抜釘時所見の
検討

、 I -.. 

~~.it.4，;併がゆ やすおかひろみち なかのてっお むらかみなおや

安岡寛理，中野哲雄，村上直也

榛骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定術後の抜釘時所見について検討した 2008年"'2010年に抜

釘した 54例中，詳細な術中所見が記載された 43例を調査対象とした.調査項目は屈筋膿損傷の有無，使用

機種，骨接合術時方形囲内筋によるプレート遠位端の被覆程度，抜釘時期，抜釘前自覚症状の有無，方形回

内筋の抜釘時所見(プレート遠位掌側縁の露出，方形囲内筋の尺側への退縮)とした.長母指屈筋健部分損

傷を 4例で認め.全てACULOC使用例であった.国定術時および抜釘時共にプレート遠位の被覆程度は.

ACU LOCが他機穏より劣る傾向があった.屈筋縫損傷の発生率は術後1年以上経過例において統計学的に

有意に高かった.抜釘前自覚症状は健損傷を認めた 4例中 矯正損失例の 1例のみでわずかに認めた.遠位

設置型プレート，方形囲内筋修復困難例，術後矯正損失例，術後 l年以上経過例は抜釘を考慮した方がよい.

【緒言】

榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

固定術は，今日では一般的な治療法として広く普及

しているが，その使用症例数が増えるに従い指屈筋

腫，特に長母指屈筋膿皮下断裂の報告も増加してい

る1)2)3)4) 著者らは屈筋臆断裂予防のため，プレー

ト固定術後症状の有無に関わらず患者の同意が得ら

れれば積極的に同プレートの抜釘を行っている.今

回，抜釘時屈筋睦損傷を認めた症例を中心に，その

危険因子を後ろ向きに検討したので報告する.

【対象と方法】

対象は 2008年 1月から 2010年9月までのおか

月間に抜釘を行った 54例中，抜釘時の詳細な術中

所見が手術記録に記載されていた 43例で，男性 9

例，女性34例，年齢は 17"'82歳，平均 59歳，患側

は右 18例，左 25例であった.抜釘の適応条件は，

今回 82歳が一例含まれているが，基本的には 75歳

以下で全身状態が良く，活動性が高く，かつ手術の

説明を理解し本人が抜釘を希望するものとしてい

る.当然であるが患者が希望した時は， 75歳以上

であっても全身状態に問題がなければ抜釘を行って

いる.

調査項目は屈筋腫損傷の有無およびその程度，使

受理日 201ν09/08 
公立玉名中央病院〒865・0064 熊本県玉名市中 1950

用機種，骨接合術時方形囲内筋によるプレート遠位

端の被覆程度，抜釘時期，抜釘前自覚症状の有無，

方形囲内筋の抜釘時所見(プレート遠位掌側縁の露

出程度，筋腹の尺側への退縮の有無)とした

統計学的検討として，独立した2群の差の検定に

Mann-Whitney's U testを， 2方向の要因の関連性の

検定に Fisher's exact probability testを用い，危険率

5%以下で有意差ありとした.

【結果】

使用機種はいわゆる遠位設置型の ACULOCが全

43例中 27例，全体の約6割で，残りは SmartLock 

10例， APTUS 4例， DRV 2例であった.この内，

抜釘時明らかな長母指屈筋健の損傷を 4例に認め全

てACULOC使用症例であったが，屈筋躍の完全断

裂例は無かったその 4例の内訳は表層断裂と健表

面の不整が2例ずつであり，全例女'性であった(図

1).その他に ACULOCの3例， APTUSの2例で，

長母指屈筋腫周囲に明らかな滑膜の増生を認めた.

固定術時プレート遺位端の方形囲内筋による被覆

程度を，パーセンテージ(%)で示した(図 2).

因みに今回の検討に含まれた症例は全て，固定術の

際原則として方形田内筋は榛側より一旦切離・反転

し，閉創時再縫合している. 43例中 29例で記載が

-9一
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あった. ACULOCでは記載のあった 18例中 10例，

約半数が 0%，つま りプレート遠位端は完全露出で

あり ，50%被覆が 6例. 75%被覆と 100%被覆が

各々 1例ずつであった. Smart Lockでは全 7{9"u中3

例が 50%，4例が 100%被覆できた APTUSは全4

例中， 0%つまり完全露出が 1例， 25%被覆が 2

例， 50%被覆が l例であった DRVは記載が無かっ

た. ACU LOC， Smart Lock， APTUSのそれぞれ 2

群聞において統計学的検討を行うと， ACU LOCと

Smart Lockとの問に P= 0.003と有意差を認め，プ

レート遠位端の方形囲内筋による被覆は ACULOC 

DRV(2例)

女性4例(表層厳裂 2例、健表面の不整 2例)

図1 抜釘時，長母指屈筋健の損傷を4例Iz:認め，
全てACULOC使用例であった 4例の内

訳は表層断裂と縫表面の不整が2例ずつ

であった

でより困難であった.また ACULOCで長母指屈筋

腿損傷を認めた 4例中， 2例がプレー ト遠位端を全

く被覆できず， 1例が 50%被覆，もう 1例は記載が

なかった.

抜釘は長母指屈筋腫損傷例の存在した ACULOC 

全体で 5~15 か月.平均 8.5 か月で行われた. 抜釘

時 1年以上経過していたものは ACULOC 27例中 3

例，平均 14か月であり，その内の 2例 (67%) に

長母指屈筋鍵損傷を認めた.また残りの 1例でも.

長母指屈筋鍵周聞の明らかな滑膜のi者生を認めた

1年未満の症例は 24例，平均 8か月であり ，2例

(8%)に長母指屈筋腿損傷を認めた.抜豊I時 1年以

上経過例と l年未満例の 2群聞において P=0.04と

長母指屈筋鍵損傷の発生率に統計学的有意差を認め

た(図 3).

抜釘前自覚症状は長母指屈筋腿損傷のあった 4例

中 1例に，わずかな深部痛を認めるのみであった.

この症例はプレート最遠位のロッキングピンの 1本

に弛みを生じわずかにバックアウトし，術後に掌側

傾斜 +2度，榛骨短縮 1.5mmの矯正損失を生じた

例であるーそれ以外の 3例は全く無症状であった.

方形囲内筋の抜釘時所見は，尺側への筋腹の退縮

を全 43例中 6例に認め，全て ACULOC使用症例

であったプレート遠位端掌側の被覆程度は厚い癒

痕に覆われたものが 29'I9u，プレートが透けて見え

る程度の薄い膜が 11例，プレートの一部露出が2

例，完全露出が 1例であった.厚い癒痕に覆われた

もの 29例を除いた 14例は， APTUSの l例で薄い

ACU LOC Smart Lock APTUS 

P=O.003 N.S 

N.S 
( Mann-Whitney's U test) 

図2 固定術時プレート遠位端の方形囲内筋による被覆程度を，パーセンテー

ジで示したもの.ACU LOCとSmartLockとの聞に有意差を認め ACU
1βCはプレート遠位の被覆がより困難であった.

-10ー



機常遠位端骨折における掌側プレート抜釘時所見の検討 11 

• ACU LOC 全27例

5~15力月 (平均8.5カ月)

• 1年以上経過例

3例、平均14カ月吟 2例(67%)に損傷寸

-盟主遁創 I P = 0.04 

24例、平均8カ月 山 2例(8九)に損傷」

( Fisher's exact pro同制litytest) 

図3 1年以上経過例と1年未満例の2群間において腿損

傷の発生率に統計学的有意差を認めた

図4 73歳，女性の CoIles骨折に対し

ACU LOCを使用 術後矯正損失

を起こさず.14カ月で抜釘した.

膜程度であった症例を除くと，残り 13例全て ACU

LOCであった.

[症例呈示]

73歳.女性の右 Colles骨折に対し， ACULOCを

使用し骨接合術を行った(図 4)，術後矯正損失を

起こさず，患者本人の都合で術後 14か月での抜釘

となった抜釘前自覚症状は無かった抜釘時スク

リューの弛みは無かったが，プレート遠位部は最遠

位列の榛側2穴目のスク リューヘッドが完全に露出

し，長母指屈筋腿はスクリューヘッド露出部と後す

る面に表層断裂を認めた(図 5). 73歳ではあるが，

病気の姉を自宅で一人で介護し， 家事も一人でこな

していた抜釘時期が術後 14か月と遅かったこと

と，手の過度の使用が原因ではないかと推測した

抜釘後も特に症状なく経過している.

図5 抜釘時プレート遠位部は榛側2

【考察】

穴巨のスクリューヘッド部が完

全に露出し，長母指屈筋縫はス

クリューヘッド露出部と接する

面に表層断裂を認めた.

様骨遠位端骨折に対する観血的治療法として掌側

ロッキングプレート固定術は，その安定した良好な

成績のため手外科医のみならず一般整形外科医の問

でも現在急速に普及している.しかしその使用症例

数が増えるに従い，術後の重篤な合併症のーっとし

て屈筋腿，特に長母指屈筋鍵の皮下断裂の報告も

年々増加している1)2)3)4) その原因として現在注目

されているのがプレートの設置位置とOrbeyらが

報告した Watershedline) ，もしくは今谷らが報告

した SafetyLine)との関係である. これらの lineの

直上もしく はこれを越えて遠位にプレー トを設置す

ると屈筋腿断裂の危険性が上がるとのことからこれ

を越えない設置が推奨されているが1)2)3)4)5)6)7) 今

回著者 らが使用し屈筋腿部分損傷を生じていた

ACU LOCは，デザインコンセプトが他社のものと

比較して遠位に設置し，より掌側骨片を捉えるよ う

になっており，それ故術後の屈筋腫損傷の報告が多

いようである3)4)8) 土肥は超音波長軸像で健常者

30例の検脅遠位端掌側部の骨性隆起と長母指屈筋

腿の間隙を測定し，その距離は平均1.94mmであっ

た8) 八回らが ACULOC使用術後に行った CTを

用いた 25例の評価において， 矢状断像での榛骨遠

位最掌側端から， 設置したプレートの掌側端までの

距離は平均 3.0mmであった9) 共に平均値であり

一一 11ーー



12 榛脅遠位端骨折における掌倶tlプレート抜釘時所見の検討

個体差が存在するため単純比較はできないが.プ

レートの機穏選択および抜釘の必要性検討の際の参

考にはなるものと考える.屈筋腫皮下断裂を予防す

るため，設置したプレートと屈筋腫の直接の接触を

避けるよう方形田内筋修復・温存の重要性が指摘さ

れているが1)7)8)10) 著者らも同じ考えの下固定術

時に-j!切離した方形囲内筋は可及的に修復し.特

にプレート遠位掌側縁を被覆するように注意してい

る. しかし今回の著者らの結果にもあるように元々

遠位設置するようデザインされたプレートでは.プ

レート遠位縁の完全被覆は困難であった.抜釘のタ

イミングであるが，今回長母指屈筋曜の損傷を認め

た4例中，術前に何らかの自覚症状を訴えたのは 1

例のみであった.しかし この 1例はロッキングピ

ンが 1本パックアウトし矯正損失を来した症例であ

り，それ以外の 3例については屈筋腫損傷の存在を

疑わせる症状を認めなかった.従って適切に設置さ

れ，矯正損失やスクリューの弛みを起こさなかった

症例においては，自覚症状がないからといって屈筋

腫損傷を生じる危険性がないとは言い切れない.太

田らも 59例の抜釘例中 4例に長母指屈筋腫の変化

を認めているが，その内の 2例で抜釘前に違和感を

訴えるのみであった7) 著者らも現時点では屈筋腿

損傷を確実に回避するには骨癒合後早期に抜釘する

ほかないと考え，骨接合術時に抜釘の必要性の説明

も合わせて行っており，患者の同意が得られれば機

種はACULOCに限定せず，抜釘を積極的に行う方

針としている.抜釘の時期としては，著者らの症例

では最も短いもので術後5か月で抜釘時長母指屈筋

腫の表面に不整を認めたため，術後6か月前後を目

安としている.統計学的には 1年以上の経過で有意

差が見られたため，遅くとも 1年以内には抜釘する

ように患者には勧めている.骨接合術の術前説明の

時点で抜釘についての詳しい説明も合わせて行って

おくことが，特に比較的若い年齢層には長母指屈筋

健の皮下断裂を未然に防ぐためには重要であると考

える.

【まとめ】

1，榛脅遠位端骨折に対する掌側ロッキングプ

レート固定術後，抜釘を行った 43例の抜釘時所見

を検討した

2，4例の長母指屈筋腫損傷を認めたが，抜釘前の

自覚症状はロッキングピンの 1本が弛み矯正損失を

来した l例においてわずかな深部痛を認めるのみ

で，その他の症例では無症状であった

3，遠位設置型のプレート，方形囲内筋によるプ

レート遠位端被覆困難例，術後1年以上経過例は抜

釘を考慮した方が良いと考える
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榛骨遠位掌側プレート抜釘前後の手関節機能の変化

吉田淳へ 木 佐 貫 修* 清水隆昌*矢面川庄 平** 矢島弘嗣料*
awi 

締
ψ、

榛骨遠位端骨折に対する掌側ロ ッキングプレー トの銭釘前後の手関節機能の変化について検討した.対象

は 19例で，手術時年齢は平均 64歳，脅折手術から抜釘までの期間は平均 6.6か月であった.検討項目は

Hand20，掌背屈可動域，握力.終痛 VASとし，抜釘の術前 (術前群)と術後 2か月の時点(術後群)にお

ける各値を比較した.統計学的解析にはt検定を行い，p<0.05を有意とした.

Hand20 は術前群平均 8.8， 争t~後群平均 3 .5 であった 掌背屈可動域は術前群平均 125¥ 術後群 135'であっ

た握力は術前群平均 18kg，術後群平均 20kgであった また痔痛 VASは術前群平均 0.9，術後群平均 0.3

であり，すべての検討項目で有意差を認めた.

自然経過に伴う手関節機能回復をひとつの因子として考慮する必要はあるが，抜釘によりある程度手関節

機能の改善が得られる可能性が示唆された.

群) と術後2ヵ月の時点(術後群)における各値を

比較 した統計学的解析はt検定を行い，p<0.05 

を有意とした.

【結果】

H皿d20は術前群平均 8.8士11.2，術後群平均 3.5

:t4.2で，有意差を認めた (p=0.02)(図 1).掌背

屈可動域は術前群平均 125:t22'(対健側比平均 0.84

:t0.22) ，術後群平均 135土19'(対健側比平均 0.92

土0.31)で，有意差を認めた (p=0.007)(図 2).そ

の内訳は掌屈が術前群平均 58:t16'が術後群平均 64

:t12"に，背屈が術前群平均 67:t9"が術後群平均 71

【緒言】

榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレー ト

は，屈筋健断裂予防の観点から抜釘を推奨する論

文1)2)3)が散見されるが，抜釘に伴う手関節機能の

変化に関する報告4)は少ない.今回著者らはプレー

トの抜釘前後の手関節機能の変化について検討した

ので報告する.

E函
25 

20 

ω15 
』

o 
u 

'" 10 

【対象と方法】

榛骨遠位端骨折に対して掌側ロ ッキングプレー ト

(Acumed社Acu-Iocdistal radius plate ;以下 ACL)

を用いて観血的整復固定術を行い，単純X線像に

て骨癒合確認後に愁訴の有無にかかわらず全例に抜

釘を勧め，抜釘術を施行した 19例 (男性 4例，女

性 15例)を対象とした両側例や上肢の他の部位

の外傷を合併する症例，認知症などの理由により質

問に回答不可能な症例は予め除外した.右側 7例，

左側 12例で，利き手 7例，非利き手 12例であっ

た 手術時年齢は平均 64 歳 (42~78 歳) で，初回

骨折手術から抜釘までの期間は平均 6.6 か 月 (6~

10か月)であった.抜釘は全例局所静脈麻酔下に

同一術者が施行した.検討項目は Hand20，掌背屈

可動域，握力.終痛 VASとし，抜幸]の1;11前(術前

抜釘後

HAND20 

抜釘前

図1

奈良県大和高田市野口 136
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彼釘前 後釘後

図2 掌背屈可動域

|握力(対健側比)¥

抜釘前 後釘1圭

図3 握力

軍霊~
p=O.03 

後釘前 犠釘1圭

図4 ~痛VAS

土9"であった握力も術前群平均 18:t10kg(対健

側比平均 0.74:t0.22)，術後群平均 20土9kg (対健

側比平均 0.87:t0.18)で，有意差を認めた (p=0.003)

(図 3). また痔痛 VASも術前群平均 0.9士1.0，術後

群平均 0.3:t0.7で，有意差を認めた (p=0.03)(図

4) 合併症として，抜釘後 3例に正中神経領域に一

時的なしびれが出現したが， 全例約 1ヵ月以内に自

然回復した.

【考察】

榛骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定による

合併症として屈筋腿損傷，伸筋腿損傷，正中神経刺

激などが報告2)3)されている これらの文献におい

ては，プレート設置位置の不良例やスクリュー先端

の背側突出例など.プレートやスクリューが原因で

合併症の発生が危倶される場合は予防的にプレート

を早期抜去することが推奨されている.本邦におい

ても，特に屈筋鍵断裂は近年そのプレートの広まり

によ り多く報告されるようになり，これを回避する

ために抜釘を推奨する論文1)が散見される.著者ら

の施設においても，以前より屈筋臆断裂を回避する

ために抜釘を勧めているが，抜釘後に患者から 「手

が軽くなったJや「手首が動かしやすくなったJ等

の意見が多かったため，今回の調査を行った.

従来の客観的項目のみによる治療成績は必ずしも

患者の状態や満足度を反映しないと考え，患者立脚

型の機能評価も施行した.本研究で用いた Hand20

は， 20項目のイラスト付きの質問事項で構成され

た，理解しやすく簡単に行える上肢機能評価表であ

り， DASHと同等の妥当性を有しながら， 65歳以

上の高齢者においても使用可能である ことが報告5)

されているため， とれを使用した両手の爪を切

る」や 「両手でのシャツのボタ ンのかけはずし」な

どの指先の細かい動きを必要とする項目は抜釘前の

時点ですでに十分に改善していることが多く，抜釘

後もほとんどの症例で変化は認めなかったがタ

オルを聞く絞るJや「頭上の棚に両手で思い鞄をの

せるJr力仕事を精一杯出来るJなどの比較的大き

な力を必要とする項目で多くの症例で改善を認め

た.

手関節の可動域については掌屈 ・背屈ともに改善

を認めた 掌屈平均 6¥ 背屈平均 4"とわずかに掌

屈の方が改善する傾向にあったが，これは抜釘前の

時点ですでに背屈がより回復していたためと予想し

た 清 水 ら6)は榛骨遠位端骨折の治療に，近位設置

型プレートと遠位設置型プレートを用い，両群を比

較したところ，プレートの設置が関節面に近くなる

ほど.手関節可動域が不良になると報告し，関節包

の運動制限が原因と考察した.また古田ら4)は，遠

位設置型プレートを用いて榛管遠位端骨折を治療し

た24例のプレートを抜去したところ，違和感

VAS，手関節掌屈，様骨舟状骨角度，有頭骨月状骨

角度の有意な変化を認めたと報告した.彼らもまた

遠位設置型プレートが舟状骨と干渉，もしくは関節

包を抑え込むことが原因と考察し，プレー トの抜去

を推奨している 今回著者らが用いた ACLは遠位

- 14-
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設置型プレートであるため，同様の理由により機能

が改善したものと考えられた.

今回の研究の問題点として，抜釘を術後平均 6.6

か月と比較的早期に施行しているため，自然経過に

伴う手関節機能回復の可能性が否定できない.

MacDermid JCら7)は275例の鏡骨遠位端骨折患者

を前向きに調査し， PRWE， DASH， SF-36，手関節

可動域，握力について治療開始から 8週， 3か月，

6か月， 1年で評価したところ，すべての項目にお

いて 1年間で改善を認めたと報告した.しかし.彼

らは同時に 6か月""'1年での改善はごくわずかだ、っ

たと報告している.また Osadaら8)は掌側ロッキン

グプレートを用いて治療した榛脅遠位端骨折 49例

について握力と手関節可動域について経時的に調査

したところ.握力は術後1年間の経過観察中に徐々

に改善を認めたが.可動域は術後6ヵ月と 1年では

ほとんど変化はなかったと述べている.今回の著者

らの研究では，抜釘の前後の2か月間という短期間

で，すべての検討項目において有意な改善を認めて

おり，抜釘による影響が大きかったと推測した.

今後，抜釘群と非抜釘群での比較，遠位設置型プ

レート群と近位設置型プレート群での比較，また今

回症例数が少なかったため検討項目に含めなかった

男女の性差と年齢が改善度に与える影響など.さら

なる検討が必要と考える.

【まとめ】

1)榛骨遠位端骨折に使用した掌側プレートの抜

釘前後の手関節機能の変化について報告した.

2)調査したH叩d20，掌背屈可動域，握力， F客痛

VASのすべての項目で有意な改善を認めた.

3) 自然経過に伴う手関節機能回復をひとつの因

子として考慮する必要はあるが，抜釘によりある程

度手関節機能の改善が得られる可能性が示唆され

た.

【文献1
1)太田敬ほか.接骨遠位端掌側プレートによる長母指

屈筋臆断裂.骨折 30:573・576，2008.
2) Arora R， et a1. Complications folIowing intema1 fixation of 

unstable dis包1radius fracture with a pa1mar locking-plate. 

J Orthop Trauma 21: 316-322， 2007. 

3) Rampoldi M， et a1. Complication of volar plating of dis凶1

radius仕actures.Acta Orthop Belg 73: 714-719，2007. 
4)古田和彦ほか.携脅遠位端骨折術後の掌側プレートは

抜去すべきである 骨折 32:255・257，2010.
5)栗本秀ほか.H釦d20の信頼性および妥当性の検討.

日手会誌24:1・4，2007.
6)清水隆昌ほか.穣骨遠位端骨折に対する掌側ロッキン

グフ.レートの設霞位置と術後可動域の関係.骨折 31:

11・14，2009.
7) MacDermid JC， et a1. Dista1 Radius Fracture: A Prospec-

tive Outcome Study of 275 Patients. J Hand Ther 14: 154-

169，2001. 
8) Osada D， et a1. Prospective study of dis回1radius合司C旬res

住'eatedwi由avolar locking plate system. J Hand Surg Am 

33:691・700，2008.
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開臨調

平係
守'111"，...回参... 喰河「

掌側ロッキングプレート固定後に外固定を
用いなかった榛骨遠位端骨折における手関節尺側部痛
もりやこうじ ま吉 ゆたか っぽかわなおと なりさわひろこ よLづたかえ

森谷浩治，牧 裕，坪川直人，成揮弘子，吉津孝衛

【目的】榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定後に外固定を用いなかった症例における手

関節尺側部痛について検討した.【対象と方法】プレート固定後に徒手検査で遠位榛尺関節不安定性を認め

ない，または手関節鏡で遠位筏尺関節の不安定性を招来しうる三角線維軟骨複合体損傷がない 40例を対象

とした経過観察期間は 24-65週(平均 40逓)であった[結果】手関節尺側部痛は経時的に減少するも

のの，術後24週時でも 13%の症例に存在していた術後 12週時と術後24週時に手関節尺側部痛を認めた

症例では受傷時 ulnarvarianceが有意に大きかった術直後の叫n紅 varianceがプラス変異であると術後24

週時および最終診察時で有意に手関節尺側部痛が遺残していた. [考察】手関節尺側部痛の発生状況を考慮

すると掌側ロッキングプレート固定といえども，無条件に術後早期運動を推奨することは賛成できない.

【緒言】

榛骨遠位端骨折に合併する三角線維軟骨複合体

(仕i担割larfibrocartilage complex;以下 TFCC)損傷

の遺残は慢性手関節痛の原因に成りうるため，骨折

治療のみに囚われることなく，その損傷形態に応じ

た治療および後療法を選択することが望ましい1)

そのため著者らは掌側ロッキングプレート (pa1m紅

locking plate;以下PLP)固定時に必ず手関節鏡や徒

手検査法を行い，遠位榛尺関節 (dis匂1radio叫nar

joint;以下 DRU])の不安定性をきたすような TFCC

損傷がないか確認し，合併していれば修復してい

る.その一方で TFCC損傷がないものや DRU]に

著明な不安定性が生じないPalmer分類1Aや1D損

傷は，特に処置せず早期からの患肢使用を許可して

いる1)また， Palmer分類 1B損傷に該当する尺骨

茎状突起基部(叫narstyloid base;以下 USB)骨折

は引き寄せ鋼線締結法 (tensionband wiring;以下

TBW)で DRU]の安定性回復が可能であるため，

この場合も術後の外固定は用いていない1) 今回，

術後外国定を行わなかった PLP国定症例を調査

し，手関節尺側部痛の遺残状況について検討したの

で報告する.

受理日 2011/09/16 

【対象と方法】

2008年から 2010年の 3年間に TFCC損傷を評価

した後，術後外国定を用いなかった榛骨遠位端骨折

に対する PLP固定40例 40骨折を対象とした.男

性 13例，女性 27例，手術時年齢は 17-81歳(平

均58歳)であった.骨折型は斎藤分類で関節外

Colles脅折 14例，関節内 Colles骨折 20例，関節

外S凶白骨折 1例.関節内 Smi白骨折4例および掌

側 Barton. chau島 ur合併骨折 1例， AO/ASIF分類

ではA213例，A31例， B3 1例， C110例， C25 

例， C310例であった.受傷から手術までの期間は

2-31日(平均 8.6日)，使用した PLPはAO掌側

用Dista1Radius Plate (Syn也es，Ltd.， Paoli， PA， USA) 

2 ø-~，両面Dista1 Radius Pla出 gSystem (日本ユニ

テック社，東京，日本)19例，メイラ榛脅遠位端プ

レートシステム(メイラ社，名古屋， 日本)19例で

あった.なお，骨移植を行ったものはなかった.尺

骨遠位端骨折は 23例に合併していた.それらのう

ち，尺骨茎状突起先端から中央部の骨折3例は全て

放置した. USB骨折の 18例は全例 TBWで，尺骨

頚部骨折の2例はAOmini condylar plate 2.0 (Syn・

也es)で内固定した.

手関節鏡を施行した 35例中 29例 (82%)に

TFCC損傷を認め，内訳はPalmer分類1A損傷 2

財団法人新潟手の外科研究所〒950・8556 新潟県新潟市中央区新光町 1・18
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例， 1B損傷 18例，lD損傷 5例， 2C損傷 4例で

あった. このうち 1AおよびlD， 2Cの損傷は全例

放置し， 1B損傷 18例中 15例は USB骨折であるた

め全例 TBWで内固定した.18損傷の残り 3例は

USB骨折に尺骨小宮部からの TFCC三角靭帯剥脱

を合併していたが， USB骨折を TBWで内固定する

だけでDRUJが安定したため，三角靭帯の再縫着は

施行しなかった.また， Geissler分類 Grade11以下

の舟状月状骨靭帯損傷を 11例，月状三角骨靭帯損

傷を 1例に認めたが，いずれも特に処置は施さな

かった.月状脅をはじめ，いずれの手根骨にも外傷

性の軟骨損傷はなかった.手関節鏡を施行しなかっ

た5例ではX線透視下に DRUJの安定性を客観的

に評価2)し，全例不安定'性を認めなかった.経過観

察期間は 24--65週(平均 40週)であった

以上の症例に対し， X線評価として尺側傾斜 (ra-

dia1 incIination;以下 RD，掌側傾斜 (pa1mar凶t;以

下 PT)，ulnar variance (以下 UV) に加え，尺骨遠

位端骨折の癒合状態を調査した.また，手関節尺側

部痛の経時的推移およびuvや尺骨遠位端骨折の癒

合状態と手関節尺側部痛の関係についても検討し

た検定 にはM担任WhitneyのU検定やχ2検定を

用い， P<0.05を統計学的に有意差ありとした.

【結果】

1.X線評価

受傷時RIは 5--30'(平均 17.n，PTは・38--31"

(平均・10.8')，UVは・4--9mm (平均 2.4mm) ，術直

後の RIは 16--28'(平均 21.8')，PTは 0--15'(平均

10.8')， UVは -4--4mm(平均 0.4mm) ，最終診察時

阻は 15--30'(平均22.4')，PTは0--16'(平均 10.7')， 

UVは・4--5mm (平均 0.9mm)であった(図1).術

直後から最終診察時までの整復位損失は平均値で

RI 0.6¥PT 0.1¥UV 0.5mmとほとんどなく，榛骨

遠位部はほぼ解剖学的に骨癒合していた.尺骨茎状

突起先端から中央部骨折の 3例は全て偽関節になっ

ていた. USB骨折 18例中 16例 (89%) で骨癒合

が得られ，尺骨頚部骨折2例も全例癒合していた

2.手関節尺側部痛の経時的推移

術後2週時に全症例の 70%の症例は手関節尺側

部痛を訴え， 4週時は 56%，8週時は 28%，12週

時は 18%.24週時は全症例の 13%と経時的に減少

していくものの，最終診察時になっても 5%の症例

で認められた(図 2). 術後早期は握り動作や重い

{・1
25 uv 

2.4 
22.4 

(mm】
2.5 

RI 
15 

。 。

PT -IO.8 
-15 

図1X線パラメーターの経時的変化

府}

80 
70 

40 

20 

。
街御週 4週 S週 12週 24:遭 最鍵惨寮時

図2 手関節尺側部痛を訴える症例の経時的推移

物を運ぶ，前腕回旋および手関節尺屈運動の際に終

痛が生じていたが，次第に座位から立位への移動時

や労作時，腕立て伏せといった過負荷時痛に変わっ

ていった.術後初期になかった手関節尺側部痛が，

経過途中から出現する症例も 4例 (10%)認められ

た.

3. UVや尺骨遠位端骨折の癒合状態と手関節尺側

部痛の関係

術後 12週時と術後24週時に手関節尺側部痛が遺

残していた症例は同時期に痔痛の訴えがなかった症

例に比べて，受傷時 UVが有意に大きかった(図

3) .また，術直後の UVがプラス変異であると術後

24週時および、最終診察時に手関節尺側部痛が有意

に遺残していた(表1).尺骨遠位端骨折の有無と

その癒合状態は，最終診察時の手関節尺側部痛に関

係していなかかった(表 2).

【考察】

本研究の X線評価が示すように， PLPは榛骨遠
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* 受信時四

(mm) 

尺倒語痛なし{岡=33) 尺個都痛あり(n=η

(*:P<O.回， Mann-Whitn町のu償問

図3a 受{努時uvと術後12遡時の手関節尺似IJ部痛の関係

受傷時四 * 
9r (mm) 

尺側留痛なし(n:35) 尺側部痛あり(n=5)

(*: P<O.05， Mann-Whltneyのu犠定}

図3b 受傷時uvと術後24週時の手関節尺側部痛の関係

表 la 術直後uvと術後24週時の手関節尺側部痛の関係

ミボ1!? おり なし

プラス変異 4 7 

ゼロまたはマイナス変異 t 28 

(x'綾定，P<日日1)

表 lb 術直後uvと最終診察時の手関節尺側部痛の関係

ミボ? あり なし

プラス変異 2 9 

ゼロまたはマイナス変異 。 29 

(x'倹定IP<O防}

表2a 尺骨遠位端骨折の有無と最終診察時の手関節尺但IJ

部痛の関係

よ京? あり なし

あり 2 21 

なし 。 17 

(x'績定.P=日.21)

表2b 尺骨遠位端脅折の癒合状態と最終診察時の手関節

尺側部痛の関係

孟よ?! おり なし

骨窃合 2 16 

偽関節 。 5 

(x'検定，P=O.44) 

位端骨折治療の主眼であった変形治癒に関する問題

をほぼ解決させ，その優れた固定性から早期運動を

推奨する報告も多い3)4) しかし，この PLP固定で

あっても手関節痛が減点項目となり，全治療症例が

斎藤の治療成績評価基準で excellentになるわけで

はない5) 本研究は痔痛の遺残に繋がると思われる

軟部組織損傷がない，もしくは TBWによ りDRU]

の安定性が回復された症例を対象としたにも関わら

ず.術後4週時点で半数が手関節尺側部痛を訴えて

いた.このような手関節痛の発生状況を鑑みると.

終痛への思慮もなく無条件に早期運動を推奨するこ

とは賛成できないと思われた.

尺骨遠位端骨折の存在や癒合状態は，最終的に他

の報告と同様に手関節尺側部痛に関与していなかっ

た6) これは尺骨茎状突起部の骨折そのものより，

DRU]支持組織損傷の有無が手関節尺側部痛にとっ

ては重要なためと考えられる7) 一方で受傷時およ

び術直後のuvがプラス変異であると，有意に手関

節尺側部痛の遺残が認められた受傷時におけるプ

ラス変異の程度は軟部組織損傷の重症度を反映する

と推測され，この点からも受傷時uvにより，多少

なりとも軟部組織損傷に起因する尺側部痛の発生予

測が可能ではないかと思われた.また，術直後に
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uvがプラス変異であることはDRUJの適合性が十

分回復されていない，もしくはTFCCの緊張が低

下していると推測され8) PLP固定に際しでも手関

節尺側部痛の遺残を予防するため，榛尺遠位端等長

を極力目指したほうがよいのではないかと考えられ

た.

手関節痛の推移において，保存治療例を含む前向

き研究9)と本研究には大差がない. McDermidら9)

によると受傷後 1年を経過しても 6%の症例は重度

な痔痛を訴え，軽微なものまで含めると 68%に上

る.痔痛の改善傾向も本研究と似ており，受傷後2

か月では大部分の症例で終痛が認められ，受傷後3

か月噴になると劇的に改善してくるとされる.この

両者の類似性から，治療法の差違が手関節痛の経過

に及ぼす影響は少ないと推測される.従って， PLP 

固定だからといって痔痛が認められる術後早期から

患肢使用を許可するより，むしろ軟部組織の修復を

担保する外固定期間を設けたほうが適切ではないか

と考えられた

本研究の問題点としては後ろ向き研究であること

に加え，多岐にわたる手関節痛の原因10)をTFCC
損傷やuvに絞っていることが挙げられる.また，

本研究から推測された PLP固定における外固定の

必要性は無作為前向き試験から導き出された結果で

ないため，当然断定的なものではない.さらに，遺

残していた手関節尺側部痛がTFCC以外のDRUJ
支持組織や手根脅間靭帯損傷に起因している可能性

も否定できない.しかし，いずれにしても榛骨遺位

端骨折に伴う手関節尺側部痛の病態解明は治療成績

の改善に繋がるため，今後も継続的な調査・検討が

必要と考えられる.

【まとめ1
1)掌側ロッキングプレート固定後に外固定を用

いなかった榛骨遠位端骨折 40例における，手関節

尺側部痛の遺残状況について調査した.

2)術後2週時に全症例の 70%の症例は手関節尺

側部痛を訴え，経時的に誠少していくものの.最終

診察時になっても 5%の症例で認められた.

3)受傷時および術直後のuvがプラス変異であ

ると，有意に手関節尺側部痛の遺残が認められた
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榛骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート術後の
長母指屈筋臆障害についての検討
はやしばらまきこ たにだ 高官ら

林原雅子，谷田玲

ヨa-
接骨遠位端掌側ロッキングプレート術後の長母指屈筋臆 (FPL)障害についてX線計側および抜釘時の所

見から危険因子を検討することを目的とした.2007年1月から 2010年9月までに当院で行った榛骨遠位端

骨折のうち.Acu.・Locを使用した 51例 52肢，平均年齢61歳 (17-85)を対象とした.術後経過で FPLの

走行に一致した楳音，違和感，または癖痛が出現したものを腫障害ありとして，あり群となし群の2群に分

け.X線計側.抜釘時の所見について2群間で比較検討した.X線計側は RI(radial包dination).UV (凶nar

valiance). VT (volar泊。，正面像で関節面とプレートとの距離JPD(joint plate distance) .側面像で月状骨掌側

端とプレート掌側端との距離LPDOunate plate distance)を行った.障害あり群10肢，なし群42肢であっ

た.あり群では有意に LPDが有意に大きく.LPDとVTの聞に負の相関がみられた.抜釘は，あり群 10肢

中8肢で行い.抜釘時にプレート遠位端が露出していたものは3肢であった.プレートの不適切な設置に加

え，骨折の整復不良である VTの低下が.LPDの増大に関与していることが考えられた.整復不良によりプ

レートが榛骨に対し.矢状面で相対的により掌側へ位置すると，プレート直上を走行する FPLはプレート

が軟部組織で被覆されていても腫鞘炎などの障害が生じることが懸念される.腫障害を回避するためにはプ

レートの軟部組織による被覆だけでなく，骨折部を正確に整復し適切な位置にプレートを設置することが重

要であると思われた.

【緒言】

槙脅遠位端骨折に対して，掌側ロッキングプレー

トが広く用いられるようになった.それに伴って術

後の合併症の報告も散見されるようになり，そのー

っとして長母指屈筋腫(以下 FPL)の皮下断裂が

近年問題になっている.著者らも術後の FPL断裂

を経験してからは，多国らηが述べているように，

母指の痔痛，違和感，蝶音などを認める場合は，

FPLに滑膜炎など，なんらかの障害が生じている

と判断し，腫断裂を予防するため早期に抜釘を行う

ようにしている.掌側ロッキングプレート術後の

FPL障害について.X線学的検討および抜釘時の所

見から危険因子を検討した.

【対象と方法1
2007年1月から 2010年9月までにAcu-Locdistal 

radius plate system TM (Acumed， Oregon. USA) (以下

A叩・Loc)を使用した 51例 52肢を対象とした.内

受理日 201ν'09/11 

訳は男性17肢女性35肢，平均年齢61歳 (17-85)

であった.骨折型はAO分類でA210肢.A3 11肢，

B34肢. C110肱 C213肢.C33肢であった.

術後経過でFPLの走行に一致した蝶音，違和感，

または嬉痛が出現したものを障害ありとして，あり

群となし群の2群に分け，単純X線計側，抜釘時

の異常所見について検討した.

単純X線像では.radia1 inclination (以下RI).叫-

nar valiance (以下UV)I volar ti1t (以下VT)を計測し

た.また手関節正面像における榛骨遠位関節面とプ

レートとの距離をjointplate distance (以下JPD)3lと

し，手関節側面像における月状脅掌側最とプレート

掌側縁との距離を lunateplate dis包nce(以下LPD)

(図1)として計測した.抜釘時の異常所見はプレー

トの露出，インプラントの折損，あるいは腫断裂や

滑膜炎など腫の異常を観察した.

松江市立病院整形外科〒682・0881 島根県松江市乃自町32-1
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筏骨遠{出荷骨折術後の FPL障害についての検討

， 
右 JPD:X線正面像における機骨透位関節商とプレートとの距離
左 LPD:X線側面像における月状骨怠側縁とプレート掌側縁との距離

図1 単純X線計測におけるJPDGoint plate distance)と

LPD Ounate plate distance) 

表1 FPL障害の有無と単純X!iiQ計測値の比較

RI(mm) 23，2土4.0 24.1土4.3 0.55 

UV{mm) 0，95土2.14 1，23土2.05 0.71 

VT(mm) 3，72土4.58 6.30土6，27 0.24 

JPO(mm) 2，89i:0.94 2.43土0.9.3 0.18 

LPD{mm) 6，13i:1.60 4，65土1.60 0，02 

【結果】

結果は FPL障害あり群 10肢，なし群 42肢であっ

た.X線計測を比較すると， RIはあり群 23.2'，な

し群 24.1'，UVはあり群 1.0mm，なし群 1.2mm，

VTはあり群 3.7'，なし群 6.3¥ JPDはあり群 2.9

mm，なし群 2.4mmで，両群聞に有意差はみられな

かった.一方で， LPDはあり群 6.1mm，なし jj平

4.6mmと，あり群で有意に大きかった (P=0.02)

(表 1) また，それぞれの相闘を調べると， LPDと

VTの聞に負の相関がみられた (P=0.004) (図 2).

抜釘は，あり群 10肢中 8肢で行われていた.また

FPLの断裂は l肢であった.術中所見で異常がみ

られたものは 5肢であった.内訳は.重複もある

が.プレート露出が 3肢， スクリューの折損が 3

肢，FPL断裂，腿鞘滑膜炎がそれぞれ 1肢であっ

た.

[供覧症例] 57歳男性 右犠骨遠位端骨折 (AO

分類 C3)に対し，関節鏡下整復及び， Acu-Locに

よる固定を行った.術後 7ヶ月にて母指の屈曲が弱

21 

。且4

ー15 -10 -5 10 15 20(' I 

VT 

相関係数 -0.4010=0.004¥ 

図2 vr (volar凶O とLPDOunate plate 

distance)の相関

術後単純X*車像 依釘時の街中所見

図3 症例 57歳男性 右携骨遠位端骨折 (AO
分類C3)

くなり，その後自動屈曲が不能となった.FPLの

断裂を疑い，抜釘と長掌筋鍵を用いた腿移植を行っ

た 術中所見では.プレートは一部露出しており，

FPL は~痕でつながるのみであった(図 3) .術直

後と抜釘時の単純X線{象を比較すると，UVはOか

ら4mmと増大していたが VTはー2.7'から -3.0'で

あり，当初か ら矯正不足ではあったが変化はみられ

なかった.また LPDは 8.5mmと大きな値であっ

たが，術後の変化は 0.3mmと小さかった.

【考察】

焼骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

における屈筋健損傷の予防として， Watershed line 

を超えない位置でのプレート設置4) 形状を考慮し

たプレートの開発，方形囲内筋の修復あるいはプ

レートの軟部組織での被覆の必要性などが報告され

ている.また適切な位置でのプレート固定と方形回

内筋の修復で，プレートが被覆されていない場合

も，後に癒痕で被覆される5)との意見もある また

屈筋腿断裂の要因として，プレートと榛骨掌側面
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22 榛骨遠位端骨折術後のFPL障害についての検討

との隙間(泊.con郡 rity)の増大2) あるいは遠位設

置5)8)が断裂につながると報告されている.榛骨遠

位掌側面は遠位ほど掌側へ突出するため，より遠位

にプレートが設置されればプレートもより掌側へ突

出することになる.しかしながらJPDに明らかな

有意差を認めず.LPDとJPDとも相関はみられな

かった.すなわち，今回の研究ではプレートの遠位

設置が睦障害の直接の原因になるとは断定されない

結果となった.LPDが増大する原因について，ひ

とつには前述の報告aにもあるように，榛骨遠位掌

側面から浮いた状態での設置によって，プレートが

より掌側に突出することが考えられる.また.LPD 
とVTの聞には負の相関が認められ.VTの低下に

よっても睦障害が誘発される可能性が示唆される.

VTの低下は背屈転位の矯正不足を意味している.

背屈転位の矯正不足により，樟骨遠位端掌側面は，

より掌側へ突き出るため，プレートもより掌側へ突

出することにつながると考えた.以上の点から，骨

折部の整復不良やプレートの不適切な設置は，相対

的にプレートの掌側突出を誘起し，腫障害の原因と

なると推察された.当然，プレートの掌側突出は同

部の軟部組織での被覆も困難にする.プレートが軟

部組織で被覆されていても.屈筋躍の走向がプレー

ト部分で掌側へ偏位することによる物理的刺激で，

腫鞘炎が生じる可能性はある.屈筋腫障害を回避す

るためには，プレートの軟部組織による被覆だけで

なく，確実な整復.特に背屈転位の遺残防止及び適

切な位置でのプレート設置を行うことが重要である

と考えられた.

自験例では障害ありの 10肢中 2肢では抜釘を

行っていない. 1肢は，骨癒合がまだ十分完了して

おらず，痛みや筋力低下も見られないため骨癒合が

得られてから抜釘を行う予定である.他の 1肢につ

いては，楳音がみられていたが，痛みや筋力低下が

みられず，本人が抜釘を拒否したため，外来で経過

観察中である.また，手術を行った 8肢中 3肢に

は，術中所見で腫鞘炎やプレート露出など明らかな

所見は認めなかった.理由としては，韓音のみで察

痛が見られず症状が軽い場合は，プレートと腫が干

渉はしていても，腫が直接障害されるまでに至らな

かった可能性がある.また，諜音や違和感のみの場

合に，抜釘せず放置することで，臆断裂が生じると

いった報告はない.しかしながら腫断裂は術後 1年

以上経過してから生じている7)という報告もあり，

繰り返しの摩擦により，滑膜炎や腫断裂に移行する

可能性を留意する必要があると考える.

術後のFPL損傷に対する予防策は可及的早期の

抜釘である.12%のFPL断裂が術後4カ月で抜釘

することで防ぐことができた1) あるいは，全例術

後半年で抜釘を予定する6といった意見もある.し

かしながら，高齢化や抜釘術における合併症も考慮

すると，先に述べた手術手技上の注意点を厳守する

ことや，プレートのデザイン自体の改良を進めるこ

とで，将来的に抜釘が不要になる可能性があると考

える.

【まとめ】

1.様骨遠位端脅折の掌側ロッキングプレートに

おける FPL損傷の危険因子について検討した.2. 

腿障害あり群で有意にLPDが増大していた.LPD 
とVTとの聞には負の相闘がみられた.3.健障害

を予防するためには，軟部組織の修復だけでなく，

確実な整復固定が重要であると思われた.
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骨性マレット指に対する石黒法における extension
block pin刺入位置の検討
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骨性マレット指に対し石黒法を行った 18例 18指について， block pinの刺入位置，背側骨片の大きさ，

術後成績について調査を行った.全例で骨癒合を認め，骨癒合時期は平均 6.4週であった.末節骨背側骨片

の関節面に占める大きさは平均 47.2%，block pinの中節骨骨頭関節面への刺入部位は背側から 36.7%の位

置，中節脅軸に対する block pinの刺入角度は 6.8¥DIP関節固定角度は屈曲 24.4・であった蟹江の評価基

準では.優 12指，良3指，可2指，不可 1指であった.中節骨軸に対する blockpinの刺入角度が大きいほ

ど，末節骨背側骨片の大きさは小さく， block pinの中節骨への刺入部位は背側に近付き， DIP関節閏定角度

は小さかった (Pく0.05). block pin刺入部位と可動域，治療成績に有意な相関は認めなかった.石黒法では

背側骨片を掌側に引き下げ骨折部に圧迫力をかけて固定することが望ましいが，十分に引き下げられない症

例でもその位置で国定を行い，問題はなかった.
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【緒言】

骨性マレット指に対する石黒法において， exten-

sion blockの効果を得るためには，末節骨背側骨片

を十分掌側へ引き下げて，骨折部に圧迫力がかかる

ように固定することが望ましい. しかし，背側骨片

を十分掌側へ引き下げることができず，ほtension

block pin (以下 blockpin)を適切な位置に刺入する

ことが困難な症例が存在する.

著者らは，末節骨背側骨片の大きさ， block pinの

刺入位置および刺入角度 DIP関節固定角度，術後

成績について調査を行ったのでこれを報告する.

た.

術後単純X線側面像で以下のパラメータを計測

した. (1)末節骨背側骨片の大きさ:末節骨関節面

の前後長に対する背側骨片の前後長の割合(図1)，

(2) block pinの中節骨への刺入部位:中節骨関節

面の直径に対する中節骨背側縁から blockpin刺入

部までの距離の割合(図 2)，(3)中節骨軸に対する

block pinの刺入角度:中節骨軸と blockpinの成す

角度(図 3)，(4) DIP関節固定角度.

また，最終調査時の DIP関節可動域および蟹江

の評価基準2)による評価を調べた.

【対象と方法】

対象は，骨性マレット指に対し石黒法を施行した

18例 18指であり，男性 14例，女性4例，右8指，

左10指，母指 l指，示指2指，中指 7指，環指6指，

小指2指，受傷機転はスポーツ 9指，転倒2指，交

通事故2指，その他5指であった.平均年齢は33.4

才 (11・81)，平均経過観察期間は 22.7週 (12・112)

であった.

小西池の分類1)による骨折型は，乃pe1が5指，

苛pe2が3指，苛pe3が7指，苛pe4が3指であっ

神奈川県横須賀市緑が丘28
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24 石黒法における blockpin刺入位箇の検討

図2 block pinの中節骨への刺入部位 :巾節骨

関節面の直径に対する中節脅背側縁から

block pin刺入部までの距離の割合

つ二三

図3 中節骨輸に対するblockpinの刺入角度 :

中節骨軸とblockpinの成す角度

【結果】

手術待機日数は平均 14.2日 (3-30)であった

全例で骨癒合が得られた.骨癒合期間は平均 6.4

週 (4-15)であった. 手術から抜釘までの期間は平

均 4.6週 (4-6)であった.

術後単純X線側面像による計測では，(1)末節

骨背側骨片の大きさは関節面の 47.2:t9.7%，(2) 

block pinの中節骨への刺入部位は背側から 36.7:t

8.4%の位置， (3) 中節骨軸に対する blockpinの刺

入角度は 6.8:t7.5¥(4)DIP関節回定角度は屈曲

24.4士10.5'であった.

単純 X線像で計測したパラメータの相闘を調べ

たところ，中節骨軸に対する blockpinの刺入角度

が大きいほど， 末節骨背側骨片の大きさは小さく

(P<0.05， r=ー0.52)，block pinの中節骨への刺入部

位は背側に近付き CP<0.05，r=ー0.55)，DIP関節固

定角度は小さかった (P<0.0005，r=ー0.73). 

最終調査時の DIP関節可動域は，イ申展 -5.8:t8.6

度，屈曲 80.6:t15.2度であり，関節可lI!;Jl角度は 74.7

:t18.9度であった.蟹江の評価基準による評価で

は，優 12指，良3指，可 2指，不可 l指であった

単純X線で計測 したパラメ ータと，骨折型，骨

癒合期間，最終調査時の DIP関節可動域.最終成

績の聞には，有意な相関は認めなかった.

小西池の分類による骨折型ごとの DIP関節固定

図4 症例 1 17才男性 a:術前 b:術直後

図5 症例2 41才男性 a:術前 b:術直後

角度は，Type 1が屈曲 13.7:t10.3'，Type 2が 23.2

土2.6¥ Type 3が33.6:t5.4¥ Typ巴4が21.9:t6.3固で

あり， Type 3において， 他の骨折型と比較して DIP

関節固定屈曲角度は有意に大きかった (P<0.05)

感染.神経損傷，偽関節などの合併症は認めな

かった.

[症例供質]

症例 1: 17才男性，ラグ ビー中に受傷した.背側

骨片の大きさは関節聞の 62%， block pin刺入部位

は背側から 32% ， block pin刺入角度は 2¥ DIP固

定角度は屈曲 43'であった.背側骨片が大きい症例

であり，骨片を掌側へ十分引き下げる ことができ

た

症例 2:41才男性，交通事故により受傷した.背

側骨片の大きさは関節面の 29%. block pin刺入部

位は背側から 14%，block pin刺入角度は 12¥ DIP

固定角度は屈曲 18'であっ た 背側骨片は小さ く，

骨片を掌側へ十分引き下げるこ とができず.背側寄

-24ー



石黒法における blockpin刺入位置の検討 25 

りの位置で固定した.

【考察】

骨性Ma11et指に対する石黒法では，末節骨の骨

片聞に十分に圧迫力をかけて固定することが重要で

あり，圧迫力が不十分な場合は術後再転位や骨癒合

不全の原因となる.石黒法原法では， DIP関節屈曲

位で背側骨片を extensionblockにより安定化し，

末節骨を持ち上げるように整復して骨折面に適度な

圧迫力を加えて固定すると述べている3)

DIP関節を屈曲させ背側骨片を掌側に引き下げた

状態でblockpinを刺入した場合に， extension block 

が効果的に行われる. DIPを最大屈曲しでも背側骨

片を十分に掌側へ引き下げられない時は， K-wire 

により背側骨片を直接操作しているが，そのような

方法を行っても引き下げが不十分な症例が存在す

る. この場合， extension blockの効果が不十分とな

り，骨片聞に十分な圧迫力がかからない可能性があ

る.今回の症例では全例骨癒合が得られたが.

blockpinの刺入部が背側に近い症例では，圧迫力不

足が骨癒合不全の原因となるという報告もある4)

骨片の掌側への引き下げが不十分な場合は，

block pinの刺入部位も背側寄りにならざるを得ず，

必然的に，中節骨に対する blockpinの刺入角度も

大きくなり， DIPの固定角度は小さくなる.今回の

調査では，そのような症例では末節骨背側骨片のサ

イズが有意に小さかった.即ち，骨片が小さいもの

ほど，掌側への引き下げが困難であると考えられ

る.その原因としては，骨片が小さいものでは骨片

聞の骨膜が少なく連続性が断たれやすいため，十分

な牽引力が係らないことや，また，骨片が小さいた

めK・羽reによる骨片の操作を行うことが困難であ

るためと予想された.

小西池の分類乃pe3は，中節骨頭の圧迫力と伸

筋曜の牽引力で生じる split-avu1siontypeであり，

長軸方向に力が加わり軟部組織が損傷されやすい

が，骨片が比較的大きいという特徴がある1) 今回

の症例では，乃pe3では他の骨折型と比較して DIP

関節固定屈曲角度は有意に大きく，背側骨片は十分

掌側に引き下げられていた. これは，骨片が大きい

ため K"討reで操作しやすく，掌側へ引き下げやす

かったためと考えた.

今回の調査では，背側骨片の大きさ， block pinの

刺入部位および刺入角度， DIP関節固定角度は，骨

癌合期間，最終調査時の DIP関節可動域，治療成

績と有意な相関はなかった.背側骨片を十分掌側に

引き下げられない症例では 骨片聞の圧迫力が不十

分になると思われたにもかかわらず，良好な骨癒合

が得られた.その理由として，今回の症例の平均年

齢が33.4才と若年であることや，掌側骨片を十分

持ち上げることにより対処できたのではないかと考

えられたまた， DIP固定角度が大きい症例では術

後伸展制限が起こる可能性があるが，なるべく早期

にK-wireを抜去し，適切なリハビリテーションを

行うことにより，良好な可動域を得ることができ

た.松山らも，骨片の大きさ， DIP関節目定角度

は.最終成績との相関は認められなかったと報告し

ている5)

以上の結果より，背側骨片を十分掌側に引き下げ

られない症例でも，その位置で固定することで良好

な成績が得られることが分かつた. しかし背側骨片

を十分引き下げられた疲例に比べて，骨片聞の圧迫

力が弱い可能性もあり，今後慎重な検討を要する必

要があると考えた.

【まとめ1
1.骨性マレット指に対し石黒法を施行した

2.背側骨片の小さい症例では，骨片を十分掌側に

引き下げることが出来ず， blockpinの刺入部位が背

側に近く，中節骨に対する blockpinの刺入角度が

大きく， DIPの固定角度が小さかった.

3. 背側骨片の大きさ， block pinの刺入部位およ

び刺入角度， DIP関節固定角度にかかわらず，良好

な成績をおさめることができた.

【文献】

1)小西池泰三ほか.骨性マレット指の骨折型の検討.日
手会誌泊:496・500，2006.

2)蟹江純ーほか.最近 14年間に治療したma11etfingerに
ついての検討.繋形外科34:1499・1501，1983.

3)石黒隆.槌指変形(マレット骨折)Extension blockを
利用したc10sedreduction. OS NOW 28: 2ι29，1997. 

4)戸羽直樹ほか.骨性マレット指に対する石黒法におけ
る，整復位獲得と骨癒合に影饗を及ぼす因子の検討.

日手会誌20:664・666，2003.
5)松山嘉彦ほか.若年者の骨性槌指の石黒法を用いた治

療経験.東日本整災会誌21:85・88，2009.
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陳|日性骨性槌指の治療方法は一定の見解がえられていない.著者らは受傷後6・7週位までの陳旧例には，

骨折部を新鮮化して石黒法を試み，骨折部が整復できない場合は鋼線を用いた観血的整復固定を施行してい

る.今回鋼線を用いた観血的整復固定の治療成績を検討した.

症例は9例9指，年齢は平均33歳，術後経過観察期聞は平均23ヵ月.受傷から手術までの期間は平均9

週であった.検討項目は，最終診察時でのX線での骨癒合， DIP関節の OA変化の有無， DIP関節の痛みの

有無，関節可動域，蟹江の評価である.

結果:骨癒合，痛みの消失は全例で得られた.1例でDIP関節の OA変化がみられた.蟹江の評価は優4
例，良4例，不可 1例であった.

考察:本法では直視下に骨折面や関節内の十分な掻眼・新鮮化および確実で強固な整復固定が可能で

あった.骨癒合は全例に得られ，蟹紅の評価も 1倒をのぞき優，良であった.受傷から手術までの経過が長

い症例では骨癒合はえられでも DIP関節の OA変化が生じる可能性が示唆された.

盗塁""'"

性 1例，手術時の年齢は 14-69歳，平均33歳で

あった.受傷から手術までの期間は4-24逓，平均

9週，術後経過観察期間は 12-108週，平均33週

であった.指の内訳は示指 4，中指 3，環指 1，小

指1であった(表1).手術は全例，同一術者，ま

たはその指導のもとに行った.

術式はまず背側H型の度切.掌側は斜め直線皮

切を用いた.骨折部を十分に掻腿・新鮮化し， 21G 

針を用いて骨片ではなく鍵に 0.3mm鋼線をかけ

た.末節骨に骨孔をあけ.鋼線を引き込み，骨片を

整復し， 1.1mmキルシュナー鋼線(以下， K-W)で

DIP関節を伸展O度で仮固定した.その後，掌側小

皮切で鋼線の出ているところをつかみ，持針器で回

【緒言】

骨性槌指新鮮例の石黒法による治療成績は良好で

あるが.陳旧例においては議論のあるところであ

る.著者らは，受傷後6・7週くらいまでの陳旧例に

対してはまず，骨折部を21G針で新鮮化してから，

石黒法の経皮ピンニングを試みて，骨折部が整復で

きない場合は鋼線を用いた観血的整復固定を施行し

ている.今回.鋼線を用いた観血的整復固定の治療

成績を報告する.

【対象と方法】

対象は鋼線を用いて観血的整復固定を施行した陳

旧性骨性槌指9例9指である.内訳は男性8例，女

OA由有恒国民I:~摺

ー良
+ 不可
ー優

ー優

・優
・優
ー良
ー良

=-----.....1包

表1 症例の内訳
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陳旧性'自性槌指の治療経験

図1 術式
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蟹江の評価

図2 蟹江の評官Iti

して締結した K-Wは6-8週で抜釘，銅線は骨癒合

後，掌側に症状があれば抜釘した(図 1)，

検討項目は最終診察時点、での 1)レントゲンにお

ける骨癒合， 2) DIP関節の OA変化の有無，3) 
DIP関節の痛みの有無，4)関節可動域，5)蟹江の

評価1)とした(図 2)， 

【結果】

全例に脅癒合がえられた， 1例で DIP関節の OA
変化がみられた DIP関節の痛みは全例で消失し

た， DIP関節可動域は伸展平均 -1度，屈曲平均 43
度，蟹江分類は優 4，良 4，不可 lであった(図 3).

症例を供覧する 症例 6:24歳.男性， 右中指.

受傷後4週で手術となった.まず，骨折部を新鮮化

して石黒法を試みるも，骨折部に間隙が遺残し，う

まく 圧迫がかからなかった.そのため，観血的治療

とした，K-Wは6週で抜去した.術後 107週で来

院し，骨癒合を認めたが，掌側の鋼線の痛みを訴え

ていたため，術後 108週で抜釘した最終診察時点

宮
司
関
節
可
動
域
(
度
)

症例

図3 結果

症例6 24歳男性右中指

d 
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最終診察時術後

図4 症例6・24歳男性の右中指である.受傷後4週で石

黒法で盤復されず，鋼線を用いた整復固定を施行し

た， 6週でK-W抜釘，その後，来院されず，術後107

週で掌似1)の痛みで来院された.銅線は断裂してい

た.術後108週で鋼線を抜釘した.蟹江評価で優で

術前

あった.

で，蟹江評価で優であった(図 4)，

症例 2:16歳男性，右中指， 受傷後 24週で手

術となった.術前に DIP関節は軽度の掌側亜脱臼，

骨折部の骨吸収のための関節面の変形をみとめた.

術中，亜脱臼はもどり，肉眼状は骨片は整復される

もレントゲン上は，骨片と母床の間の間隙は埋まら

なかった 5週で K-W，14週で銅線を抜去した

最終診察時，痛みはなく，骨癒合をみとめたが，

DIP関節に OA変化を認めた.蟹江評価で不可で

あった(図 5)

【考察】

陳IEI性骨性槌指の治療に関しては種々の報告がな

されている.石黒ら2)は受傷後 1カ月までの陳旧例

で骨折部の可動性がまだ認められる症例は石黒法の

適応と述べている.また， 豊山らめは 6週以上経過
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28 陳旧性情・性槌指の治療経験

症例2 16歳男性右中指

O O 

術前 術後 最終診察時

図5 症例2・16歳 男性の右中指である.受傷後24週で

手術となった.術中，彊脱臼はもどり，肉眼状は骨

j十は整復されるもレントゲン上は.骨Hと母床の間

の間隙は埋まらなかった.5週でK-W，14週で銅線

を抜去した.最終診察時，痛みはなく，骨癒合をみ

とめたが， DIP関節にOA変化を認めた.蟹江評{州

で不可であった.

した例でも石黒法で良好な成績がえられるとしてい

る.田崎ら4)は，陳|臼例では 4週までは通常の石黒

法(経皮ピンニング)を試み，整復不能と判断され

れば，観血的に骨折部を展開してから石黒法を施行

するとしている.一方，陳旧例においては石黒法術

後の骨片再離開，偽関節の報告も散見される5) 福

田ら6)は，陳旧性において Hookplate固定を推奨し

ているが.末節骨背側に plateを置くにはある程度

の展開が必要であり，皮弁の血行障害や爪の変形の

可能性が考えられる.

著者らは. 6~7 週 くらいまでの陳!日例には新鮮

化と通常の石黒法を試みて.整復できない症例には

骨折部を展開して鋼線を用い観血的整復固定(鋼線

で引き寄せ締結)を施行している受傷後の経過週

数によって最初から骨折部を展開して鋼線を用いて

いる報告もあるが，陳旧例でも 6~7 週くらいまで

は新鮮化と通常の石黒法で整復できる症例もあるこ

とから，重要なのは経過週数ではなく，石黒法で整

復可能か否かである.

本法の利点としては，1)直視下に骨折面や関節

内の十分な掻限 ・新鮮化が可能， 2) 鋼線を骨片で

はなく ，終止躍にかけることで確実な整復固定が可

能(骨片が割れない，骨片が小さくても固定可能)， 

3) DIP関節は伸展位での固定となる.陳旧性の場

合は， DIP関節の伸展不全が主訴であることが多い

ので.術後から DIP関節が伸展位で同定されてい

るのは利点である 前田ら7)は.同様の鋼線を用い

た観血的整復固定の報告をしているが，術前掌側脱

臼が存在した症例以外は鋼線による引き寄せのみで

DIP関節仮固定をしていない.著者らは，陳旧例で

は，骨片整復後骨癒合が得られるまでは末節骨は掌

側へ転位しようとするため DIP関節を回定するこ

とで，より強固な固定性が得られると考え，全例で

DIP関節固定を施行している.

本法では，疲例 2のみ不可であった.長期間放置

された陳|日例では，術前 DIP関節の掌側亜脱臼，

関節面の変形があった.つまり，長期間の放置に

よって末節骨は屈筋縫に牽引され.掌側亜脱臼の方

向へ転位し，さらに骨折部の骨吸収のための DIP

関節面の変形も生じていた.また， DIP関節と周囲

の拘縮も生じた このように受傷からの期間が長い

場合，骨癒合がえられても，DIP関節の OA変化が

生じる可能性があり，受傷後早期の治療が望まれ

る

【まとめ】

陳旧性骨性槌指に対し，鋼線を用いた観血的整復

回定を施行した.本法では直視下に骨折面や関節内

の十分な掻!限 ・新鮮化及び確実で強固な整復固定が

可能であった骨癒合，痛みの消失は全例に得ら

れ，最終診察時での機能評価もおおむね良好であっ

た.受傷後の経過が長い症例では成績が劣ってい

た
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4) 田崎窓ーほか.骨片を伴う槌指の治療経験.日手会誌
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3D-CTを用いた骨性マレッ
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【目的]骨性マレットフィンガーに対し，

した.

骨片の大きさ， 局在，腫付着位置の偏位を， 3D-CTを用い評価

【症例と方法】症例は男性2例，女性 6例で，平均年齢29.3歳，受傷指は母・示指各 1指，中・環・小

指各2指であった.評価方法は単純X線と volumerendering法を用いた 3D・CTにて骨の描出，躍の描出を

行った.

{結果】単純X線正面像で骨片の大きさ，位置は評価できなかった.側面像では小商池分類で乃pe1bが

1指，苛pe2が2指，苛pe3が3指，可pe4が1指.分類不能が 1指であった 3D・CTでの骨片の位置

は， 7例が正中， 1例は片側であった.また 4例で伸筋鍵付着部まで躍の描出ができた.骨・曜の二重損傷

例はなかったが，臆付着部が末節骨骨片の中央が3例，片側に位置しているものが 1例あった.

[まとめ]3D-CTは骨片の位置，大きさを評価するのに優れた方法であった.骨片は決して中央だけでな

く，片側で折れていることもあり，付着する伸筋腫も必ずしも骨片全てと繋がっていないことが予想された.

【緒言】

骨性マレットフィンガーに対して，自tension

block pinを用いた石黒法は有用な治療法である1)

しかし，整復・固定不良例や術後の骨片転位例など

成績不良となることがあるため，石黒法に工夫を加

えた方法も報告されている2)3) そこで，成績不良

の原因として，骨片の大きさ，局在，また躍付着位

置の偏位，骨・躍での二重損傷等が関係しているの

ではないかと考え，骨性マレットフィンガーの末節

骨近位骨片の大きさ，位置，臆付着部の位置，臆断

裂を 3D-CTを用いて評価，検討を行った2)3)4)5)

【対象と方法】

症例は男性2例，女性 6例，平均年齢は 29.3歳

(11 '"'-'51歳)で，受傷機転は，軸圧損傷6例，圧挫

損傷2例であった.受傷から初診まで，および CT

撮影までの期聞はそれぞれ平均で3日(0'"'-'14日)， 

4日 (0'"'-'16日)であった.受傷指は母・示指各 1

指，中・環・小指各2指であった(表1).

評価方法は，単純X線正面像で骨片が把握でき

受理日 201ν'09/07 

表 1 症例の内訳

症例 年齢地別 受傷機転 受傷指 受傷目からの期間(日)I 
(歳) 初診 CT 

16F 軸E 左示指 3 8 1 

2 31M 庄挫 右母指 O 

s 36F 圧挫 左小指 14 16 

4 40F 軸庄 左環指 l 1 

5 16F 軸圧 右小指 1 

6 51F 軸庄 左環指 O 2 

7 llF 劫圧 右中指 。 O 

8 34M 軸圧 右中指 6 6 

29.3 3.1 3.8 

るかどうか，側面像では小西池の分類を用いた4)

小西池の分類は， fl申筋の牽引力と中節骨骨頭の圧迫

力の関係から， X線側面像を用い，考案された骨性

マレットフィンガーの骨折型の分類法である.乃pe

1は牽引力生じるもの avulsionで，躍損傷に近いも

の (a)とやや骨片が大きいもの (b)とし，乃pe2は

中節骨頭を支点として伸筋躍の牽引力で生じるもの

rotate avulsion，苛pe3は中節骨頭の圧迫力と伸筋

*筑波大学大学院 人間総合科学研究科
糾つくばセントラル病院整形外科

臨床医学系整形外科〒305・8575 茨城県つくば市天王台 1・1-1

***キッコーマン総合病院整形外科
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30 3D-CTを用いたマレットフィンガー損傷部位の評価

隠の牽引力で生じるもの splitavulsion， Type 4は中

節骨頭の圧迫力によって生じるもの splitcompres-

slOnとしている.

CTは PHILIPSBrilliance CT 64，画像ソフトとし

て AZEvirtua1 plus lexusを使用した.また volume

rendering法を用いて 3D-CTを作成し.骨の摘出，

鍵の描出を行った.骨片の大きさは， CT任意多断

面再構成 (multiplaner reconstruction，以下 MPR)

にて最大積径，および骨片長として骨折部ー関節面

問，関節面，骨折部の距離を測定した(図 1).CT 

の撮影条件は， 初期の 4例に対しては.砂川らの報

告を参考に ，管電圧 120kV，管電流 150mA，出ick-

ness 1.0 mm， collimation 64 x 0.625， pitch 0.798，回

転速度 0.5rls，再構成関数 standard(B)とした6)7)

図 1 CTによる骨)-'iの評もlIi法
A: 3D-CT像.

B:車由写像.骨片の検径の誤1)定.

C:矢状断像による骨)'i長の測定.

後者 4例に対し，伸筋腿用のプロトコールとして管

電流 230mA，回転速度 1.0rls，再構成関数 smooth

(A)に変更した

【結果】

単純 X線正面像では骨片の大きさ， 位置は評価

できなかった側面像では小西池の分類で Type1b 

が 1指， Type 2が 2指，可rpe3が 3指， Type 4が

l指，分類不能 l指であった(表 2).

3D・CTで骨片の粉砕例はなく ，横径は最小のも

のでも 4.6mmで， Kワイヤーで抑えることが困難

と思われるほど微小な骨片もなかった.骨片の位置

は， 7例が中央にあり， 1例のみは片側にあった

(表 2，図 2). 

伸筋鍵付着部については はじめの 4例では，伸

筋腿は遠位の鍵の描出が悪く，腿の付着部の評価が

できなかった.後者4例で撮影の条件を変更した結

A・園田..- B 

a)骨折部ー関節面問.b)関節面 図2 3D-CT画像.

c)骨 折商A)骨)'iの位置.B)鍵の付着位置

表2 結果 EB : Extension block pinによる石黒法 *Extensionblock 
pinを尺似1)にずらして刺入.Screw:スクリュー固定

単純X線{皐 CT(MPR) 3D.CT 

症 正面f皐骨 小西池 骨片の大きさ(皿n) 骨片の 鍵の 鍵の付 治療法

伊l 片の位置 分類
横f圭 b 位置 描出 着位置a c 

1 不明 1b 6.2 2.2 2.4 2.7 尺側 × EB* 

2 不明 10.4 7.9 4.6 9.0 中央 × Screw 

3 不明 3 8.7 3.0 2.6 2.9 中夫 x Screw 

4 不明 2 6.3 2.4 3.4 3.2 中失 × EB 

5 不明 2 4.8 2.1 2.4 2.5 中失 O 尺側 EB 

6 不明 3 4.6 1.5 :!.o 2.1 中夫 O 中央 EB 

7 小明 3 7.2 2.4 2.3 4.4 中夫 O 中央 EB 

8 小明 4 10.8 4.4 4.6 2.7 中失 O 中央 Screw 
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3D-CTを用いたマレットフィンガー損傷部位の評価 31 

図3 症例 1 A， B 受傷n寺単純X線像.

C: 3D-Cf像点線は正中を表す.骨j十

は尺側に位置(左側が尺似IJl.
D，E:術後単純X線像.DにてExtension

block pin (EBP)は尺側に刺入.

F:術中写真.線は正中を示す.それよ

り尺側より EBPを刺入.

果，伸筋鍵付着部まで描出できた.付着部が摘出で

きた症例のうち，骨と腿の二重損傷例はなかった

が，腿の付着部は 31;;Uが末節骨骨片の中央に， 1例

が片側に位置していた(表 2，図 2). 

これらの結果を参考に，骨片が偏位していた痕例

lに対しては extensionblock pinの刺入位置を正中

ではなく，骨片の中央に来るように尺側にずらして

刺入し，良好に整復固定することができた(図 3).

また骨片が大きいと判断した症例 2，3， 8は，スク

リューにて固定した(図 4). 

【考察】

骨片の評価法として，単純X線では，小西池ら

は側面像で骨折型を分類している4) 単純X線では

骨片の大きさはある程度推察できるが，位置の評価

図4 症例3 A， B:受傷時単純X線像.

C: 3D.Cf像骨片は正中に位置.

D，E:術後単純X線像.骨片は比較的大

きく， SYNTHES Modular Hand 

System 1.3 mmスクリューにて固

定.

はしていない 戸羽らは軸位 X線像で評価を行っ

ており，中には粉砕例や骨片の latera1tiltを示す例

があり，石黒法におけるブロックピンの刺入位置の

術前計画に有用としているおお しかしながら約

18%に骨片の見えない例があり，すべてに有用では

ないようである.

一方， 3D-CTを用いた本報告では，すべての症

例で骨片の位置，大きさ，形状が把握可能であっ

た.撮影時間は短時間で特別な患指の姿位も必要な

く患者の負担は少ないが，被曝量が増加することが

問題である. しかし，この画像を参考に手術方法や

Pin刺入位置を検討するのに有用であった.

3D-CTには立体的に表示する方法として， shaded 
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32 3D・CTを用いたマレットフィンガー損傷部位の評価

surface disp1ay (SSD)法と volumerendering (VR) 

法がある. SSD法は描出したい対象の表面の闇値

を選択し，その範囲の CT値を示すものとそれ以外

のものの2種類に分け闇値内のものだけを取り出し

て影をつけ立体表示する方法で.骨など単一組織を

立体表示するのに適している.一方 VR法は， vol-

ume (3次元データ全体の集まり)に「しきい値J，

r opacity (不透明度)J， r色と明るさ」という 3つの

道具を用いて，対象を立体的に表示するテクニック

で， CT値の異なる複数の組織を同時に描出するの

に優れている6)7) 今回は骨と躍の CT値の不透明

度を上げることで両者の描出を行った.これまで

VR法による軟部組織の描出は，手指屈筋腫6)7)10)

足関節周囲の臆組織的，膝前十字靭帯再建時のド

ナー鍵や再建靭帯9)10) などの報告がある.理論

上， CT値の差が認識できるレベルであれば三次元

像として表現できる可能性があるが， ~申筋腫に関

しては.MP関節までの描出は良好であるが， MP 

関節より末梢では健の確認が不可能と報告されお

り7) その報告のプロトコールを参考に行った初期

の4例では.末梢の躍は描出が困難であった.屈筋

腫とその周囲に存在する筋組織の CT値はそれぞれ

70-100 HU  (Hounsfield unit)， 55.......65 HUで，その

差は平均値で約 30HUであるが，伸筋腫は屈筋躍

と異なり，瞳自体が薄く， CT値も 40.......S0HUと，

さらに筋組織との差が小さくなるため.しきい値を

低めに設定しなければならない10) 末梢になれば

さらに腫は薄くなるため， VR法での描出はより困

難となり，末梢{申筋膿組織の評価を行うには，より

CNR (con位ast-to・noiseretio) を高く. SD値(標準

偏差)を低くするような撮影条件の設定が必要で

あった.当院では，放射線科技師の協力のもと，管

電流，回転速度，再構成関数の検討を行い，伸筋健

撮影プロトコールを作製した.同じ条件でも個体差

があり，描出の程度に差はあるが， 4例とも伸筋瞳

付着部の描出が可能であった.

骨と腿の二重損傷例の報告もあるが5) 本報告で

は認めなかった.また， 3D・CTで骨片はほとんど

が中央であったが， 1例は尺側に位置しており，伸

筋躍は， 3例は中央， 1例は片側性に骨片に付着し

ていた.このような解剖学的差異が，石黒法におい

て成績不良をきたすー原因となる可能性もあると考

えられた.

本結果から， 3D・CTは骨性マレットフィンガー

の骨片の大きさ，位置の評価に有用であると考えら

れたが，腫付着部に関しては描出率が 50%で，伸

筋健付着部の状態の評価にはまだ有用といえる段階

ではない.症例は少なく，今後，さらなる条件の検

討重ねていくことで安定した結果が得られる可能性

があると考えられた.手術所見を goldstandardと

して比較しない限り，本法の信頼性，妥当性を論ず

ることはできず，今後の検討を要すると思われた.

【まとめ】

3D・CTは骨性マレットフィンガーの骨片の大き

さ，位置を評価するのに有用であった.また，健付

着部の状態を観察するのに有用な手段となる可能性

がある.骨片は決して中央で折れているわけでな

く，片側で折れていることもあり，また付着する伸

筋健も必ずしも骨片全てと繋がっていないことが予

想された.
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34 PIP関節背側脱白骨折に対する掌側プレート回定術

Stryker Profile Combo 1.2mm I Stryker Protile Combo 2.3mm 
2例 1例

A.O. Modular Hal1d 1.3mm I A.O. Modulal' Hal1d 1.5mm 
2例 2例

図2 使用したプレートの内訳。

図3 70歳以上の高齢者2例で陥没骨片の再転位と関節面

前後径の圧演を認めた，図は84歳の症例.

a 術直後，b. 骨癒合時，C. 抜釘後.

【結果】

全例術後3か月までに骨癒合し再脱臼例はなかっ

たしかしながら 65歳以上の高齢者 2例で陥没骨

片の再転位と関節面前後径の圧潰を認めた(図 3). 

可動域は PIP関節伸展平均 -6.4¥屈曲平均 95イ，

DIP関節伸展平均 2.4'，屈曲平均 56.1'であった.

%TAMは平均 86.6%であったが(表 1)，陥没骨片

の転位を生じた高齢者2例を除くと 93.6%と良好

な成績であった.

代表症例 :25歳男性，バスケッ トボールの試合

中にボールで右環指を突き指し受傷した.単純 X

線像および CT矢状断では中節骨関節面中央やや掌

側寄り の陥没骨片を有した PIP関節背側脱臼骨折

表 1 症例の内訳平均%TAMは86.6%

年齢受信指 MP関節 PIP関節 DIP関節 %TAM 
伸塵. 111:曲ー

症例1 15 京指 30/84 ~/102 11庁6 95.2 

2 41 示信 25/80 5/105 6/62 95.3 

3 25 環F旨 10/96 14/100 OfT2 92.4 

4 17 環指 27/96 91106 0/84 100.0 

5 23 小指 30/90 -10/95 0125 85.2 

6 70 環指 14fT8 ミ351!犯 0/40 67.8 

7 84 環指 10fT5 -20庁O 。β4 70.1 

を認めた(図 4.a).受傷 5日後に観血的内固定術を

施行した 掌側アプローチで展開し陥没骨片を整復

後にできた空隙に s-TCPを充填した.A.O. modular 

hand 1.3 rnmのス トレートプレー トを必要な長さで

切り，近{立端をフ ック状として用いた (図 4.b).術

後転位なく管癒合し，術後 8か月時の %T品4は

92.4% (図 4.c)と良好な可動域を得ることができ

た

【考察】

PIP関節背側脱臼骨折の治療法は，Robertson牽
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図4 症例 :25歳男性.a. 初診時単純X線像およびcr
関節商の陥没骨Hを有した背側脱臼骨折

図4 b.術後X線像，陥没骨片を鐙復

後s-TCPを充填し，掌似IJからプ

レート固定.

図4 c. 最終p寺X線像と可動域. %TAMは92.4%.

引3) extension block splint4)， extension block pin-

ningS)および静的 ・動的創外固定法など多種ある

が，手術術式の種類の多さが本脱臼骨折の治療の困

難さを表していると考えられる.Robertson牽引は

装置が大きく骨癒合までの長期間を装着するには困

難があり，現在ではあまり見られない extension

block pinningは脱臼の整復位維持には有効である

が，{I中筋1建中央集'を貫いて銅線を刺入するため術後

満足できるだけの可動域訓練はできない.静的創外

固定では当然ながら術後 PIP関節の可動域訓練は

行えず，抜釘後から訓練を行っても良好な成績は期

待できない 動的創外固定は各種報告2)6)7)があり，

術後早期訓練が可能で有用であるが，中指や環指の

例では隣接指に創外固定が干渉し訓練に支障がある

ことや pin刺入部感染の問題もある.巴xtenslOn

block splintはそれだけで整復し治療できる例は少

なく，適応できる症例が限られる.

また，関節内陥没骨片の整復法を考えた場合，経

皮的経骨髄的整復法8)は低侵襲で良い整復法である

が，骨片整復により生じた空隙に十分な補填を行え

ず.さ らに整復後なにかしらの牽引装置を用いなけ

れば整復位維持は困難である.また側正中切開から

の展開法的では損傷を免れている側副靭帯を切離し

なければならないという問題がある

掌側支えプレート固定10)は側副靭帯の切離を要

さずに骨片を直視下に整復でき，整復により生じた

空隙に十分な補填が行える.また術後訓練も支障な

く行え pinの露出もないので術後管理が容易であ

ることから，優れた治療法であると考えられる.

本術式の問題点としては DIP関節伸展拘縮が残

存する例が見られることと 骨組露例では整復位維

持が困難であることが挙げられる. これらの問題は

本術式にのみ生じる問題ではないが，解決するため

には DIP関節の屈曲改善を意識した術後訓練を行

うことや，骨粗露例に対しては創外固定を併用する

などの整復位維持をさらに強固にする工夫が必要と

考えられる.

【まとめ1
1) PIP関節背側脱臼骨折に対し掌側プレート 固

定術を施行した 7例 7指についてその成績を報告し

た

2)比較的良好な成績が得られたが.術後DIP関

節伸展拘縮の予防と，骨粗懸例への適応に問題が

残った.

【文献】

1)森谷浩治ほか 陥没骨片を有した手指近位指節間関
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Locking fingerに対する徒手整復の治療経験
じん ひろみち とう

神 裕 道ヘ藤

[目的JLocking fingerは， MP関節が急に屈曲位に固定され伸展不能になる比較的稀な疾患である.著者

らは，徒手整復を行い良好な結果を得ているので，発症機序と整復方法を考察し報告する.

[対象J2007年 7月か ら2009年 10月までに当院で治療した母指を除く 6例を対象とした.内訳は，男 3

例 ・ 女 3 例，年齢は 17~89 歳(平均 59.8 歳).躍J患指は中指4例 ・小指 2例だ、った.

[徒手整復法JMP関節を基節骨にiji，!J圧を加えながら他動屈曲し 指の偏位方向に応じて榛側偏位なら榛

屈 ・回外，尺側偏位なら尺屈 ・囲内へストレスをかけて伸展し整復する.

[結果]全例 l 回の操作で整復され合併症はなかった若年者1{:V~で再発し観血的に治療した

[考察]高齢者は変性による骨腕に副靭帯が捕捉され生じたと考えた 若年者は強い外力で発症し，中手

骨骨頭掌側の突出や生来の可動域制限といった先天性因子を背景としてもっと推測した.

【緒言】

示指から 小指に発生する Lockingfingerは， MP 

関節が急に屈曲位に固定され伸展不能になる比較的

稀な疾患である.徒手整復に失敗し観血的治療を要

したとする報告が多いが，徒手整復の方法や成績に

関する報告は少ない 著者らは，徒手整復を行い良

好な成績を得ているので，発症機序と整復方法を考

察し報告する.

【対象と方法】

麻酔は必ずしも必要ではないが，希望であれば局

所麻酔剤の関節内投与を行う.介在物があった場合

はそれを押し出すこと，副靭帯を弛緩させることを

イメージしつつ，基節骨に唱1，圧を加えながら MP関

節を他動屈曲する.その後 援側偏位なら榛屈 ・回

外， 尺側偏位なら尺屈 ・回内へストレスをかけつ

つ，愛護的に MP関節を伸展すると，副靭帯が|新裂

または摩擦したようなグスグスという際音が生じ

ロッキングは解除される.外固定は行わず，自動運

動を励行する(図 1).

【結果】

中指 4例はすべて中高齢者で骨練を伴っており

Harvey分類の degenerativegroupに属すと考えた.

図 1 徒手整復法 MP関節を基節骨に軸圧を加えなが

ら他動屈曲し，指の偏位方向に応じて様側偏位な

ら榛屈 ・回外，尺側偏位なら尺屈・田内へストレ

スをかけて伸展し鐙復する.

小指2例は若年者で中手骨骨頭の平坦化と掌側の突

出や健側 ROMの制限があることから先天性因子を

誘因 とする Miscellaneousgroupと判断した前者

は，ロープを引っ張る，草取り，ビンの開栓，浴槽

の絵抜きなどの軽微な動作により.後者は，転倒，

バレーポールのスパイクなど大きな外力が誘因と

受理日 2011/09/06 
事大自富市立総合病院整形外科 干017-0855 秋田県大E富市豊町 3-1
本*弘前大学大学院医学研究科整形外科
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38 Locking finger に対する徒手整復

なっていた.受傷から当科初診までの期間は 0~21

日(平均 6日)だ‘った.伸展制限は， 40~50 度(平

均 56度)だ、ったが， 1 (j~で非常に稀な 90 度の垂直

位固定だった.全例 1回の操作で整復され骨折など

Harvey分類の degenerativ巴groupだった(図 2)

〈症例 2>29歳.女性.転倒により右小指 MP関

節を過屈曲し，MP関節が 90.屈曲位となり同 日受

診したー通常のロッキングでは IP関節の可動域制

の合併症はなかった.若年者の小指に生じた l例で 限を伴わないが PIP関節 10.過伸展位， DIP関節

は再発したため観血的治療を行った(表1)

[代表症例]

〈症例 1>82歳，女性.栄養ドリンクの蓋をあけ

た際に左中指 MP関節が尺屈・屈曲位とな り50.の

MP関節伸展障害を生じた. 近医を経て発症 6日後

に紹介となる.関節内麻酔をかけ徒手整復を行うと

際音とともに整復され自動伸展が可能となった

表 1 対象の内訳と結果

年齢 羅患指 受j~機転 固定角度 治療

62 右中指 ロープをヲ|つ張った 屈曲50. 徒手整復

80 右中指 草取り 屈曲50. 徒手登復

82 左中指 ドリンクの蓋を開けた 屈曲50. 徒手整復

89 右中指 浴槽の栓訟き 屈曲50. 徒手整復

29 右小指 転倒し屈曲強制 屈曲90
0 徒手整復

17 右小箔 バレーポールのスパイク 屈曲45. 徒手整復※

※3遇1まにラタピーで再発し手術

全例， 1回の操作で整復され合併症なし

伸展時

a 

伸展時

b 

a 

図2 症例1，82歳，女性，左中指 栄養 ドリンクの蓋を

あけ発症

屈曲時

a:鐙復前は MP関節は屈曲 ・尺屈位をとり 50。の

伸展制限あり

b ・整復後は自動伸展が可能となった

垂直位固定

屈曲時

図3 症例2，29歳，女性，右小指転倒し屈曲強制を受け受傷

a.整復前.MP関節は垂直位に固定され， IP関節も動かせない

b:盤復後.IP関節の自動運動は可能となったが， MP関節の伸展/屈曲

はーゲ/75
0
であり，健側 (00/800)と同様に屈曲制限がある
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20"屈曲位でロックされ自動運動が不可能だ、った

Xpでは小指基節骨が中手骨骨頭の関節面を越えて

掌側に亜脱臼していた.無麻酔で MP関節に報l圧を

加えつつ伸展すると繰音とともに全ての関節のロッ

キングが解除され自動運動が可能となった 健側の

MP関節の他動屈曲が 80"程度であり，単純X線で

も中手骨骨頭の平坦化と掌側の突出を認めたため.

先天性因子が関与する Harvey分類の miscellaneous

groupと考えた(図 3). 

く症例 3>17歳，男性. 3週間前にバレーボール

のスパイクボールを右手に受け右小指MP関節に痔

痛と腫脹が出現した 2週経過し MP関節に他動で

伸展0¥屈曲 45"の制限があるため他医を経て当科

へ紹介となる PIPとDIP関節の可動域制限はな

かった.一般的に見られる MP関節の伸展制限では

なく，屈伸がともに制限されていたが脱臼はなかっ

た関節内麻酔をかけ，他の症例とは整復方法が異

なるが，母指ロ ッキングの場合と同様に基節骨へ制l

圧をかけながら屈曲したと ころ繰音とともにスムー

ズに屈伸できるよう になった(図 4-a，b). しかし，

3ヶ月後，ラグビー中にMP関節に痕痛が出現し.

伸展ぶ，屈曲 45"と可動域制限が再発した 掌側を

展開すると掌側板線維部が尺側副靭帯と連続性を

保ったままめくれ上がるように尺側頼部を超えて緊

C 

d 

図4c，d， e 3週後，ラグビー中に再発

張し，同時に榛側副靭帯は volarlipに引っかかり癒

痕状の索状物となっていた 背側からエレパトリウ

ムを挿入し尺側副靭帯と掌側板を原位置に戻したと

ころ他動屈曲が 70"に改善した.癒痕状の榛側副靭

帯と榛側volarlipの軟骨成分を切除し再発を予防し

た 術 後 6ヶ月現在，自動伸liV屈曲は 15"/75"(健

側は 30i80")，握力 48Kg (健側 47Kg)と若干の可

a 

b 

図4a，b 症例3，17歳，男性，右小指バレーボールの

スパイクを受けで受傷
a:MP関節は他動で伸展/屈曲00/45。
b:母指の場合と同様に，基節骨へ軸圧をかけ

ながら屈曲すると， 線音を生じ屈曲がスムー

ズになった

e 

c:術前可動域は他動で伸展/屈曲一50/45。
d:術中所見 掌似1)板線維部が尺側副靭帯とともに尺側頼部を超

えめくり上がり屈曲を制限していた.また，榛俣1)副靭帯がvoJ-

ar Jipに引っかかり伸展を制限していた 掌側板を楚復したと

ころ他動屈曲が改善した様似1)副靭帯と榛側voJarJipの軟骨成

分を切除し伸展制限の再発を予防した.

e:術後6ヶ月現在，自動伸展/屈曲は150

/750 (健側は30
0

/80
0

)， 
採力 48Kg (健側47Kg) と若干の可動域制限を認めるがADL

上の支障はまったくない.
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動域制限を認めるが，終痛はなく ADL上の支障も

ない(図ιc，d， e).健側の MP関節の他動屈曲が

80.程度であり，中手骨骨頭掌側の突出も強いため.

Harvey分類の nllscellaneousgroupと考えた.

【考察】

手指MP関節目ッキングは. 1949年に L回g悶-

skioldS)が初めて報告し，本邦では山内ら1ωが最初

に報告した.その原因は，掌側振の損傷によるも

の，種子骨が関節内に依頓したもの，側副靭帯が中

手骨骨頭頼部に引っかかったもの，国l靭帯の断裂に

よるもの，中手骨頭の形成不全などが提唱されてき

たが，副靭帯が中手骨骨頭の骨性隆起や骨腕に捕捉

されものが原因の 7割を占めるω.
母指を除く手指MP関節目ッキングの本邦での報

告は.2009年の岩田ら4)のまとめによると 193例

197指であり，手術例が 153指(約 77.7%). 自然

整復を含めた徒手整復例が44指(約22.3%)だっ

た.初期治療の原則は徒手整復とされており，安全

で確実な整復法の習熟が必要であるが，整復法に関

する報告は少ない.これまで，引っかかった榛側の

副靭帯が1番ゆるむMP関節屈曲，榛屈，回外位か

ら他動的に伸展し副靭帯の引っかかりを外す3) 患

側が榛側なら尺側へ，尺側なら榛側へ曜患指を偏位

させて患側の側副靭帯を緊張させた状態でゆっくり

とMP関節を伸展し f皿・likeportionを断裂させる9)

などの報告がある.我々の方法の特徴は，介在物が

あった場合にも対応できるように，介在物を押し出

す気持ちで軸圧を加えながら MP関節を屈曲し，偏

位する方向へ榛屈・国外(尺屈・回内)しながら伸

展することにある. これにより.volar lipにcord-

likepぽtionが引っかかっていた場合に危慎される

骨折の危険性を減らすことができると考えている.

1974年に Harvey2)は. degenerative goup (変形性

変化による骨腕形成が主因となるもの). spont回・

ous group (示指中手骨骨頭の解剖学的変位である

骨，軟骨の隆起によるもの).nllsce1laneous group 

(関節内遊離体・種子脅や中手骨骨頭関節面の変形

によるもの)に分類した.degl回悶tivegroupでは

骨腕に副靭帯が引っかかり生じるが，本報告の高齢

者4人に見られたように軽微な動作で発症すること

が多く整復も容易である. spontenous groupは比較

的若年者に多く，榛側に張り出したvo1arlipに危n-

like portionが引っかかり生じるものであり，内外

の報告の 98例中 90例 (91.8%)に手術を要したと

の報告9)があるが，基本的には同じ操作で整復でき

るものも多いと思われる.nllsce1laneous groupの報

告は少なく，どの程度までの中手骨骨頭の変形を含

めるか詳細は不明であるが，介在物を原因とした場

合には，牽引するよりも著者らの軸圧を加える方法

が有用と思われる.

小指のloc凶 gの報告は少なく.VIぽ6国110必ngと

なると会議録などの症例報告が散見されるものの，

われわれが検索しえた文献としては. 1961年に

Flattら1)が1例. 2006年に田島らηが5例を報告し

たくらいで非常に稀である.Flaはらは，この原因

を中手脅頭の異常隆起が基節骨基部背側に引っかか

り.伸展を阻害したものと述べている.当科の小指

発症の2例はともに健側も 80.程度の屈曲しかでき

ず先天性の素因が示唆され，単純X線と手術所見

でも中手骨骨頭掌側の突起が大きく先天性の素因が

あるものと考える.MP関節が屈曲強制されたこと

で中手骨骨頭掌側の突起を基節脅が乗り越え亜脱臼

となり，横側頼部の Volarlipに副靭帯だけでなく側

副靭帯も捕捉され垂直位に固定されたと推測した.

パネ指のロッキングとの鑑別は.10必ngfingぽでは

E関節の運動制限はなく急に MP関節の制限が発

症するのに対し，バネ指ではE関節の運動が最初

に障害されることから容易である@とされるが，本

報告の垂直位固定された例ではE関節の運動も制

限されていた.骨性因子の他に，掌側板・深横中手

靭帯・腫鞘を含めたユニットの破綻.intrinsic mus-

cleの国民魁ngなどが生じた，と推測した.

【まとめ】

手指MP関節ロッキングの6例に対し，軸圧を加

える整復により，安全で合併症がなく治療すること

ができた.高齢者では容易に整復可能であり手術を

要する症例は少ないと考えた.若年者で強い外力を

受けて発症した場合は原因が多彩なこともあり，整

復には病態を考慮した工夫を要すると思われた.

【文献1
1) F1att AE， et a1. A locking litt1e finger. J Bone Joint Surg 

43-A:24ふ242，1961.
2) Harvey FJ. et a1. Locking of the metacarpo回pha1angea1

joints. J Bone Joint Surg 56・B:156・159，1974.
3)井上五郎ほか.Lock泊gfinger-ー自験例 90il(11指)
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Locking fingerに対する徒手整復

と現在までの報告例57例 (58指)の検討.臨床整形

外科 15:61・67，1980.
4)岩田勝栄ほか.手指MP関節ロッキングの徒手整復

による治療経験. B手会誌25:718・720，2009.
5) Langenskiold A， et a1. Habitua110cking of a me匂〈紅po・

pha1angea1 joint by a collatera1ligament， a rare cause of 

位iggerfinger. Acta Chir Sαnd 99: 73・78，1949.

6) Martin A， et a1.ηle locked metacarpopha1angea1 joint: 
Diagnosis and treatment. ]. Hand Surg llA: 249・253，
1986. 

7)田島康介ほか.中手指節関節垂直位固定 (vertiα1

loc凶ng)の7例.整形外科57:635必39，2006.
8)高越秀和ほか.ロッキング指発生機序に関する一考

察.中部整災誌29:2340・2342，1986.
9)田名部誠悦.徒手整復による lockingfingerの治療経

験.東北整形災害外科紀要35巻2号:319・321，1991.
10)山内裕雄ほか.両示指MP関節障害による弾発指の 1

例.整形外科 17:749・754，1966.
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特発性手根管症候群患者における擢病期間と
内視鏡手術後の短母指外転筋筋力回復

、ι.-." 
唱靴、A:$!f"''''. はまなかいっ吉 お〈ついちろう よしだ 晶や

浜中一輝*奥津-Hs*，吉田綾**

擢病期間と，短母指外転筋に代表される母指球簡による母指掌側外転筋筋力(以下，短母指外転筋筋力)

回復の関係について UniversalSubcutaneous Endoscope systemを用いて.内視鏡下手根管開放除圧術を行っ

た特発性手根管症候群 117手(男性20手，女性97手)を検討した.手術時平均年齢は 59.1歳であった

117手のうち躍病期間が 1年以内の短期擢病期間群は32手(男性4手，女性28手)，擢病期間が短期擢病

期間群より長い長期擢病期間群は 85手(男性 16手，女性69手)であった.術後52週において，術前短母

指外転筋筋力が [0]から術後 [4，5]まで回復した率は短期群20%(1/5手)，長期群0% (0/13手)であり，

術前短母指外転筋筋力が [1，2]から，術後 [4，5]まで回復した率は短期群 50% (3/6手)，長期群 33% (5/15 

手)であった.いずれも擢病期間と短母指外転筋筋力回復に有意差が無かった.

【緒言】

絞拒性末梢神経障害の運動神経回復影響因子とし

て，擢病期間，術前の神経障害の程度，術後の神経

除圧状況，年齢等が考えられている1)今回，特発

性手根管症候群症例に対して， Universal Subcutane-

ous Endoscope (USE) systems>を用いた屈筋支帯と

dis匂1holdfast曲ersof the fIexor retinacu1um (DHF-

FR)6>を切離する手根管の完全開放・完全除圧術ω
を行った症例における擢病期間と，術後の，短母指

外転筋筋力回復率について検討した.

【対象と方法】

検討対象は 2007年 7月から 2008年8月までの

聞に， epinephrine入りの1.5% Iidocaine 10 mIの局

所麻酔下に，空気止血帯を用いず， Universal Sub-

cutaneous Endoscope (USE) systemを用いて屈筋支

帯と distalholdfast fibers of也ef1回orre'出a四】um

(DHFFR)を切離する内視鏡下手根管完全開放・完

全除圧術を行った特発性手根管症候群症例の 117

手/90症例である.手根管症候群の診断は，臨床所

見(正中神経領域におけるしびれ惑と感覚障害，短

母指外転筋筋力と筋萎縮)，各種臨床症状誘発テス

ト(Ti血d様徴候， Phalen test (wrist fIexion test) ， 

wrist出回siontest， Okutsu tese>)，電気生理学

受理日 201ν'09/11 

的検査(異常値:distal sensory latency (DSL) >3.4 

msec， distal motor Iatency (DML) >4.2 msec) ，手

根管内圧測定検査(安静位異常値注目mmHg，指最

大自動屈曲位異常値孟135mmHg) の結果を総合的

に評価して行った2)

手根管内圧測定は con出uous血血，siontechnique 

で，安静位と指最大自動屈曲位において，術前，術

後の手根管内圧を測定した.

短母指外転筋に代表される母指球筋による母指掌

側外転筋筋力(以下，短母指外転筋筋力)の回復評

価は，術前と術後52週までの期間で，筋力を m担-

ual muscle tes也gω町T)で評価した.

患者の訴えによる発症から手術までの擢病期聞が

1年以内の短期擢病期間群とそれより長い長期擢病

期間群の2群に分けた.脱神経された神経終板は 1

年間存続する可能性があり，したがって 1年以降は

神経終板8>の働きが障害されるので，たとえ，運動

神経が回復しでも筋機能回復は望めないことから，

発症後1年で2群に分類し，さらに，術後52週ま

での期間で評価したの.術前短母指外転筋筋力が[0]

であった症例のうち，筋力が [4，固まで回復した率

と，術前短母指外転筋筋力が [1，2]であった症例の

うち，筋力が [4，5]まで回復した率について， Fish-

er' s exact testを用いて2群問で比較検討した (pく

・おくつ整形外科クリニック〒106-0047 東京都港区南麻布5・10・，24第二佐野ピル3F
帥取手北相馬保健医療センター医師会病院整形外科
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0.05). 

2群間の背景因子のばらつき (bias)がない事を

証明するために，平均手術時年齢，術前短母指外転

筋筋力 [0]の出現率および [1，2]の出現率，術前，

術後の手根管内圧と，術前 DMLとDML測定不能

例の出現率について2群間で比較検討した.有意

差検定はWi1coxon'srank-sum testとFisher's田 act

旬stで行った (p<0.05). 

【結果】

擢病期聞が1年以下の短期擢病期間群は 32手/23

症例で，内訳は男性4手3症例(両側2手 1症例，

右 1手 1症例.左 1手 1症例)，女性 28手20症例

(両側 16手 8症例，右 10手 10症例，左2手2症

例)であった.平均擢病期間:l:SDは 7.1土3.4ヶ月

(2・12)で，平均手術時年齢:l:SDは， 56.3:1: 12.5歳

(21・82)であった.擢病期間が 1年を含まずそれよ

り長い長期躍病期間群は 85手/68症例で，内訳は

男性 16手 12症例(両側8手 4症例，右 6手6症

例，左2手2症例)，女性 69手 56症例(両側26

手 13症例，右31手31症例，左 12手 12症例)で，

平均躍病期間:l:SDは65.9:1:50.8ヶ月 (13・325) で

あった平均手術時年齢土SDは， 60.1土11.4歳 (25・

95)であった.

2群聞の平均手術時年齢に有意差はなかった

また，術前における短母指外転筋筋力 [0]の出現

率は短期曜病期間群で 15.6%(5手β2手)，長期擢

病期間群で 15.3% (13手/85手)，同様に短母指外

転筋筋力 [1，2]の出現率は短期擢病期間群で 18.8%

(6手β2手)，長期擢病期間群で 17.6% (15手/85

手)であった.術前における短母指外転筋筋力 [0]

および [1，2]の出現率において短期擢病期間群と長

期擢病期間群の2群間で有意差はなかった.さら

に，術後52週において，術前短母指外転筋筋力が

[0]から術後 [4，5]まで回復した率は短期擢病期間

群 20%(ν5手)，一方，長期羅病期間群は 0%(0/13 

手)であった.短期擢病期間群と長期擢病期間群の

2群間で有意差はなかった(図1).術前短母指外転

筋筋力が [1，2]から術後 [4，5]まで回復した率は短

期擢病期間群50% (3/6手)，長期擢病期間群 33%

(5/15手)であった.短期擢病期間群と長期擢病期

間群の2群間で有意差はなかった(図1).

術前安静位における平均手根管内圧:l:SDは，短

期羅病期間群69.1士31.5mmHg (27.......151)，長期擢
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図1 短母指外転筋筋力の回復率

術前MMT[Q]から術後[4，5]に回復した症例と.術

前[1，2]から術後[4，5]に回復した症例において短期
擢病期間君事と長期擢病期間群の2群聞に有意差がな

かった

病期間群 66.1土38.3mmHg (4.......209)であった.術

後安静位においては，短期擢病期間群 2.5土2.2

mmHg (0.......8)，長期擢病期間群2.3土2.6mmHg(0 

-16)であった.術前指最大自動屈曲位では，短期

擢病期間群243.4土39.1mmHg (159.......300)，長期擢

病期間群 223.6土56.2mmHg (92.......299)，術後指最

大自動屈曲位では，短期擢病期間群8.4土5.9mmHg

(0.......20) ，長期擢病期間群 9.7:1:8.3mmHg (0.......33) 

であった.術前の安静位と指最大自動屈曲位で短期

擢病期間群と長期曜病期間群の2群聞に有意差がな

かった.また，術後安静位と指最大自動屈曲位でも

2群聞に有意差がなかった.

また.術前に DMLが測定できた症例の平均値土

SDは，短期擢病期間群で 5.5土2.1msec (3.15・12.5)

(n=31) ，長期擢病期間群で 5.4:1:2.4mesec (3.0・

16.8) (n=82)で2群聞に有意差はなかった.

短期擢病期間群では術前 DML測定不能例の出現

率が3.1% (1β2手)，長期擢病期間群では 3.5%

(3/85手)であった.術前の DML測定不能例の出

現率は， 2群聞に有意差はなかった.

【考察】

窪田らは，母指対立不能であった症例の治療成績

を評価し.運動機能回復の予後不良国子は，術前擢

病期間が4年以上，術前知覚脱失の自覚，術前

2PD estで 16mm以上であるとした.また，電気

生理学的検査でM波の導出可能例，あるいは，筋

電図での槌意収縮例の 80%で術後母指対立運動が

回復したことから，これらを予後良好因子であると

報告している.さらに，術後短母指外転筋筋力が
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44 躍病期間と内視鏡手根管開放除圧術後短母指外転筋回復

MlVlTで [2]以下の群の擢病期間が [3]以上の群の

擢病期間に比べて長かったと報告している3) 一

方， Nobutaらは，虫様筋の遠位潜時が 10msecを

超える重症例は予後不良と報告しているものの，術

前擢病期間は術後の筋萎縮改善の予後予測因子とは

なりえなかったと報告している4) この理由として

は，術前擢病期間と神経変性が正比例して進行して

いくものではなく，ある病気の一時期に短期間に急

速に悪化する症例，長期間でゆっくりと症状の悪化

をみる症例と，これら 2者の混合型等が存在する可

能性があると考えている.

今回の検討では，術前母指外転筋筋力が [0]から

術後 [4，5]まで回復した率は短期擢病期間群 20%

(ν5手)，長期擢病期間群は 0% (0/13手)，術前

[1，2]から術後 [4，5]まで回復した率は同様に 50%

(3/6手)， 33% (5/15手)であったが，症例数が少

ないために短期擢病期間群と長期擢病期間群の2群

間で有意差が認められなかったと考えられたこれ

らの症例における術前手根管内圧と術前 DMLにお

いて，短期擢病期間群と長期擢病期間群の2群問で

有意差がなく，術後手根管内圧でも 2群間で有意差

がなかったことから，運動機能を司るとされる Aα

線維が，術前，術後共に，両群において同様な圧迫

を受けていたと考えられた.したがって，今回の結

果からは.手術で同様に除圧を行っていれば.平均

擢病期間が 7.1ヶ月の短期擢病期間群でも.平均擢

病期間が5年を超える長期擢病期間群でも，同様の

運動機能回復を示す可能性があった

【まとめ】

今回の検討結果では，特発性手根管症候群症例に

おいて，術前 1年以内の短期擢病期間群と，それよ

り長い長期擢病期間群の母指外転筋筋力回復率には

有意差を認めなかった.

【文献1
1)浜中一輝.手根管症候群鏡視手術術後の手根管内圧と

臨床症状回復期間. 日手会誌 18:24・27，2001.
2) Hamanal也 Iほか. Evaluation of carpal canal pressぽ ein 

carpal tunnel syndrome. J Hand Surg 20A: 848・854，
1995. 

3)窪田泰浩ほか.手根管症候群重症例の治療成績につい

て. 日手会誌 16:587・592，1999.
4) Nobuta Sほか. Cliniα1 resu1ts in severe car開1tunnel 

syndrome and motor nerve conduction studies. J Orthop 

Sci 10: 22・26，2005.
5)奥津一郎ほか.Universal endoscopeの関発と皮下鏡視

手術の試み.日整会誌 61:491-498， 1987. 
6) Okutsu 1ほか. Complete Endoscopic Carpal Tunnel De ・

∞mpression. Am J Or出op25:365剖 8，1996.
7)奥津一郎ほか.手根管症候群に対する oneporta1法.

関節外科27:186・195，2008.
8) Seddon H. Surgiα1 disorders of the periphera1 nerves. 

first edition. Edinburgh and London. Churchi11 Living-

stone. pp25・28，1972.
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重度手根管症候群に対する長掌筋一短母指伸筋健移行
を用いた母指対立再建術(木森法)の治療成績、.-.It 

4句人自.，.".，.+-~ にむらあ吉もと わかばやしよしあ吉

二村昭元*若林良明料

滋窃お滋磁" 醐滋蝿総務総総務総糊錨蹴

一
鏡滋滋援滋器諸

母指対立障害を呈する重度手根管症候群に対して Camitz法が広く用いられているが，対立時の回内不良，

移行曜の浮き上がりや母指MP関節の屈曲傾向なども指摘されている.これらに対し木森らが報告したPL
をEPBに移行する対立再建法を手根管症候群7例8手を対象に追試したので報告する.手根管開放後に切

離した EPB末梢端を前腕掌側に誘導し.手首皮線より 2.5cm近位で切離した PL中枢端と縫合して躍移行

を行い，その際PL末梢端と FCUで作成した滑車に移行躍をくぐらせた.術後移行躍のうきあがりや母指

MP関節の屈曲傾向を呈する症例はなかった.DASHスコアは術前平均36.7から術後 10.6へ， CTSI重症度

スコアが術前3.0から術後1.4へ そして CTSI機能的状態のスケールが術前2.7から術後1.6へと有意に改

善した木森法は Camitz法にともなう問題点を払拭する方法としてその有用性が示された

【緒言】

母指対立障害を呈する重度手根管症候群に対して

Camitz法が広く用いられ良好な成績が報告されて

いる1)その一方対立時の間内不良，移行鍵の浮き

上がりや母指MP関節の屈曲傾向などの問題点も指

摘されている2)3)

これらの問題点を払拭すべく，過去に木森らは長

掌筋臆(以下PL)を短母指伸筋腫(以下EPB)に

移行する対立再建法(以下木森法)を考案・報告し

た4) 本研究の目的は木森法を追試し，その治療成

績を検討することである.

【対象と方法】

対象は2008年6月以降に本法を施行した手根管

症候群 7例8手とした適応は母指球筋の萎縮が著

明で，術前運動神経伝導速度測定時に電位が導出さ

れないか著しく遅延し，患者自身が対立機能の障害

を愁訴として自覚しており再建術を希望する症例と

した.男性 1例女性 7例，右5手，左3手，手術時

平均年齢は 61歳 (35-85歳).平均術後経過観察

期間は 14ヶ月 (12-20ヶ月)であった. 1例は患側

中指臆鞘炎.3例は反対側手根管症候群を合併して

いた.

以下に木森らの報告に準じて行った手術手技の詳

受理日 201ν08/17 

細について述べる.術前に EPBとPLが皮下に触

知できることを確認する.まず手掌部2cmの縦皮

切よりKnifeLight™ (S位yker社)を用いて屈筋支帯

を末梢から中枢に向けて切開し，手根管を開放した

(図1A).その際に手掌健膜の尺側を切開し.PLと

手掌腿膜の連続した構造を可能な限り温存したつ

ぎに母指MP関節背側に 2cmの弧状皮切，様骨茎

状突起部に 3cmの横皮切を加えた(図 1B).EPB 
を中枢の筋健移行部で切離し，末梢のMP関節背側

の創に引き出した(図 2A).手くび皮線より 1cm中

枢で約3cmの縦皮切を尺側手根屈筋(以下 FCU)
とPLの聞に加え.EPB末梢端を皮下トンネルを経

由してこの創へ誘導した(図2B).PLを手くぴ皮

線より 2.5畑中枢で切離し，末楠断端はFCUへ端

側謎合し，移行躍の滑車とした誘導しておいた

EPB断端を先の滑車にくぐらせて，前腕遠位部に

てPL中枢端と編み込み縫合して膿移行を行った

(図 3). 術後は2週間母指対立位にてギプスシーネ

固定とした.

術前と術後1年時に指腹つまみ筋力，上肢障害評

価表臼手会版(以下 DASH)スコアおよび CTSI-
JSSH (以下 CTSI)重症度スコアおよび機能的状態

のスケールを評価した.また術後移行臆のうきあが

りの有無，母指MP関節の屈曲傾向の有無について

場東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科臨床解剖学分野〒113・8519 東京都文京区湯島1ふ45
柿東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科整形外科学分野
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46 木森法の治療成績

図1 皮切

A:手掌部における手線管開放の皮切(遠位)と滑

草作成と腿縫合のための皮切(近位)• 
B:手背後側におけるEPB確認のために皮切(遠位)

とEPB切離のための皮切(近位)

図2 EPBの切離，誘導 EPBを確認後切離し仇上前

腕掌似IJの創に誘導した(B) 矢頭 :EPB 

も調査した統計学的検討は Wi1coxonの符号付順

位検定を用いて行い，危険率 5%未満を有意差あり

とした.

【結果】

指腹つまみ筋力は術前平均 1.9::t0.9kgから術後

3.8土1.6kgへ (P=0.03)と有意に増加していた.

DASHスコアは術前平均 36.7::t19.0から術後 10.6土

8.1へ (P=0.02).CTSI重症度スコアが術前平均 3.0

図3 滑車の作成と移行縫の縫合 PL 

遠位断端を FCUへ端側縫合し，

移行健の滑車を作成 EPB末梢

端を作成した滑車にくぐらせて，

PL中枢端と編み込み縫合して腿

移行を行った.矢頭:移行鍵，

矢印 滑車

::t 0.9から術後 1.4::t0.6へ (P=0.03).そ して CTSI

機能的状態のスケールが術前 2.7土1.0から術後 1.6

::t 0.7へ (P=0.03) と有意に改善した 術後移行鍵

のうきあがりや母指 MP関節の屈曲傾向を呈する症

例は認めなかった

【考察】

母指対立機能障害を呈する重度手根管症候群に対

する治療として Camitz法は手術手技が比較的容易

であること. PLを用いることにより健常組織の機

能損失があまりないことなどの利点により普及して

いる術式である1) その一方，以下のような問題点

が指摘されている.Camitz法は主には掌側外転を

機能とする短母指外転筋の再建であるために，対立

運動時の囲内が不良で、あるとされる5)6) さらに滑

車がないことや移行髄走行の方向によると考えられ

る移行鍵の浮き上がりや母指 MP関節の屈曲傾向な

ども指摘されている2)3)

これらに対して停止部の改良やプーリーの作製な

どの工夫が報告されているが，本法では PL遠位断

端を FCUに端側縫合して作成した滑車により，移

行腿のうきあがりを防止できる.また移行した PL

が榛側を走行する Camitz法と比較して，本法では
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滑車の存在により移行腫が尺側方向へと走行するた

め母指はより囲内方向へと室長引される.さらに MP

関節伸展を司る EPBは切離されるものの末梢端は

移行健と縫合されて用いられるためその伸展機能は

温存される.今回の対象においては上記の問題点を

呈する症例は認めなかったことから木森法の有用性

を示すことができた.また本法は手掌部の手掌臆膜

を挙上しないため，手根管開放術後に母指対立運動

の機能回復が悪い例に二期的に対立再建を行う際に

も有用な術式であると考えられる.

本研究の問題点としては症例数が8例と限られて

いること，後ろ向き研究であることにより母指対立

機能の客観的評価が指腹つまみ力のみに限られるこ

となどが挙げられさらなる検討を要する.

【まとめ】

重度手根管症候群に対して木森法による母指対立

再建の治療成績を検討し良好な成績を示した.移行

障のうきあがりや MP関節の囲曲傾向を呈する例は

なかった.
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手根管開放時の正中神経掌側皮枝の温存と治療成績の

相関
かなやこうへい わだた〈ろう いばこうす吋 おお宮ごうすけ やましたとしひこ

金谷耕平，和田車郎，射場浩介，大木豪介，山下敏彦

手根管開放時に直視下に皮神経を確認し温存が可能であった群 (P群)と確認できなかった群倒P群)

で，術後創痛や piIlarpainの発症および自覚評価との相聞を検討した.対象は，特発性手根管症候群の 18

例20手であり，年齢は平均 61.5歳 (49-80歳)であった.P群は 20手中 13手 (65%にNP群は 7手

(35%)であった.術後創痛またはpiIlarpainは20手中5手 (25%)に発症し， P群は 13手中 1手 (8%)，

NP群は7手中 4手 (57%)であった.P群のDASHscoreは術前 27.2から術後 7.8，NP群は術前32.1から

術後 17.1であり， P群で有意に改善した. CTSIに統計学的に有意な改善は認められなかった.手根管開放

時の皮神経の温存は術後創痛やpiIlarpainの発症だけでなく，自覚評価にも影響を与えることが示唆された.

【緒言】

正中神経掌側皮枝(以下，掌側皮枝)は遠位手く

び皮線の 3-8cm近位部で正中神経の本幹から分岐

し，手掌に至るとさらに 2本から 3本の分枝とな

る3) 太い樟側の終末枝は母指球部の皮膚に，細い

尺側の終末枝はさらに数本に分岐して手掌中央に分

布する4)8)1ω.DaSilvaらは，新鮮遺体を用いた解剖

学的研究から掌側皮枝の分枝様式に2つのパターン

があることを報告した4) すなわち，手掌内で分岐

した終末枝が肉眼で観察できる Aのパターンと，

細い無数の終末枝となるため肉眼ではっきり確認で

きないBのパターンである.DaSilvaらは，手掌中

央への終末枝が最終的に横手根靭帯の表面に分布す

ることを組織学的に確認した4)

一方，手根管開放術の際の掌側皮枝の温存と pil-

lar painの発症との相関に関する多くの臨床研究が

ある1)2)5)ηω. それらの多くは，掌側皮枝の展開の

有無と p温紅 pain発症との棺闘を検討している.

DaSilveらも述べているように，展開しでも掌側皮

枝が肉眼で確認できない症例は少なからず存在して

おり，そのような症例と piIlarpainの相聞について

述べた報告はない.

本研究の目的は，手根管開放術の際に肉眼で掌側

皮枝を確認し温存できた群と確認できなかった群に

おいて，術後創痛やpiIlarpainの発症に差があるか

受理日 2011/09/02 

どうかを検討することである.さらに，それらの症

例と術後の自覚評価との相関についても検討する.

【対象と方法】

対象は，手根管症候群の 18例20手である.性別

は女性が 16例 18手で男性が2例2手，年齢は 49

歳から 80歳で平均 61.5歳，患側は右が 13手で左

が7手であり，両側例は2例であった.浜田の病期

分類では， grade 1が9手， grade 2が 10手， grade 

3がl手であった.擢病期聞は4か月から 60か月

で平均24.1か月であった.合併疾患は，高血圧が

6例，乳癌と大腸癌，腎不全，関節リウマチ，神経

線維腫症がそれぞれ 1例であった経過観察期間は

3か月から 19か月で平均 5.2か月であった.

術式は， 5倍の拡大鏡を使用し，遠位手くび皮線

から 1cm遠位の手掌中央に 3cmの縦皮切を加え

る.皮下脂肪を展開して術野を横切る神経を確認す

る.神経があればそれを温存する.横手根靭帯を縦

切した後，覗き込むようにして前腕筋膜を遠位手く

び皮線から近位に 3cm切離する.神経の絞拒が完

全に解除されたことを確認する.神経剥離は行わな

い.後療法は，固定は行わず術翌日より自動運動を

許可した.

調査項目は，術野を横切る皮神経の有無および術

後創痛またはpillarpainの発症の有無である.さら

札幌医科大学病院〒060・8543 北海道札幌市中央区南 l条西16丁目
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に， 自覚評価として Disabilitiesof出巴Arm，Shoulder 田 本:1:

and Hand (DASH) scoreおよび手根管症候群質問表 団

(CTSI)の SymptomscoreとFunctionscoreを術前

と最終観察時に調査する.

検討方法は，すべての症例を皮神経が確認できた

群と確認できなかった群の 2群に分類する. 2群問

の術後創痛と pillむ pamの発症の有無および自覚評

価を比較する.

統計学的解析には Wilcoxonsigned-ranks testおよ

びStudent'st test， Mann-Whitney's U testを用い，

P値が 0.05未満の場合を有意差ありとした.

【結果}

皮神経の確認が可能であった群(以下， P群)は

20手中 13手 (65%) であった. 2手の皮神経は，

尺側近位から権側遠位に走行しており，尺骨神経の

掌側皮神経と思われた 他の 11手では撲側近位か

ら尺側遠位に走行しており，掌側皮枝と考えられ

た確認できなかった群(以下， NP群)は 20手

中7手 (35%)であった. 術後創痛または pillarpain 

は20手中 5手 (25%)に発症した. DASH scoreの

‘。
30 

20 

10 

4 

l1r柑 最E客観毘時

(岬:p<O.Ol) 

図1 術前および最終観察時の平均DASHscore 

** 「一一寸

IfS 
「一一「

平均は，術前が 28.9で最終観察時が 11.0であった 口
術前最終 術耐震終

(図 1). CTSIの平均は， Symptom scor巴で術前が

2.3で最終観察時が 1.3，Function scoreで術前が 3.0

で最終観察時が1.2であった(図 2). DASH scor巴

とCTSIのSymptomscoreは，それぞれ術前と最終

観祭時で統計学的に有意差が認められた CTSIの

Function scoreは術前と最終観察時で有意差が認め

られなかった.

すべての症例を P群または NP群に分類し比較検

討した両群の年齢，擢病期間，病期に有意差はな

かった 術後創痛および pillarpainの発症は， P群

が 13手中 l手 (8%)で NP群が 7手中 4手 (57%)

であった両者に統計学的有意差が認め られた(表

1). 

関節リウマチで手関節固定術が行われていた l例

を除いた 17例の自覚評価を検討した. P群は 12例

でNP群は 5伊U.両手権患例がそれぞれ l例ずつ含

まれていた 経過観祭期間は P群が 5.8か月 でNP

群が 4.0か月であり有意差は認められなかった

術前の DASHscoreはP群が 27.2で NP群が 32.1

であり有意差が認められなかっ たが，術後は P群

が 7.8でNP群が 17.1であり有意差が認められた

術前の CTSIの SymptomscoreとFunctionscore は

8'j宜収血nsc冊 F¥mctユαn日置宅
〔中市:p<O.OI) 

図2 術前および最終観察時の平均CTSI

表 1 皮神経が温存された群とされなかった群の症例の

概要

Pl平 NP!平 pil直
症例 (例) 12 B 
怠股(手) 13 7 
年齢 (歳) 60.7 63.2 liS 
怪病期間(か月) 27.0 18.6 NS 
病期(浜 田分類) 1: 6， 11: 6，111: 1 1: 3，11: 4 NS 
JJ'l1盲・ p;llar悶 ln 4 p=0.02 

P群が 2.1/3.6(Symptom score/Function score，以下

同様)で NP群が 2.8/2.0であり，術後は P群が1.3/

1.2で NP群が 1.5/1.3であった.統計学的な有意差

は認められなかった(表2)

【考察】

手根管開放術で掌側皮枝の尺側線維を損傷する可

能性は以前より報告されており，多くの解剖学的研

究がある1)3)4)6)8)10) Tal巴isnikは 12手の解剖学的検

討を行い，掌側皮枝が環指長il!lllより尺側に分布する
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表2 皮神経が温存された群とされなかった群の自覚評価

P詳 tfp詳 p値

症例(伊n 12 5 
両側(例) tfS 
経過観察期間(か月) 5.8 4.0 tfS 
DASH 術前 27.2 32.1 tfS 

術後 7.8 17.1 p<0.05 
CISI S/F↑ 術前 2.1/3.6 2.8/2.0 tfS/tfS 

術後 1. 3/1. 2 1. 5/1. 3 tfS/tfS 

t S/F:Symptom 6core/Function 6core 

ことはないと報告した8) したがって，手根管開放

術の際に掌側皮枝の損傷を避けるためには，皮切を

環指長軸より尺側に置くべきであるとした. Watch-

makぽらは新鮮遺体25手の掌側皮枝の分布を調査

し，皮切を球間陥凹の 5mm尺側に置くことを推奨

した10) Cheungは掌側皮枝が長掌筋躍の 1cm尺

側を超えて尺側に分布することがないとし，皮切の

メルクマールとして重要であることを述べたお.一

方Ah~らは，環指の権側縁の延長上の皮切で，

73%に創を横切る神経線維が存在すると報告し

た1) Mar也らは，新鮮凍結遺体25手中 16手に環

指の長軸上を横切る神経を確認し，手根管症候群の

手掌内皮切では安全域が存在しないことを指摘し

た?
手根管開放術を行う際に，術野を横切る皮神経を

肉眼的に確認できる頻度は 46--93%と報告されて

いる1)5)別著者らは手掌内 3cmの皮切で手根管

開放術を行い. 20手中 13手 (65%)で皮神経を確

認した.そのうちの 2手(15%)では神経線維が尺

側近位から権側遠位に走行しており，尺骨神経の掌

側皮神経と考えられた.残りの 11手 (85%)では

榛側近位から尺側遠位に走行しており，掌側皮枝と

考えられた.本研究では皮神経の術野を越える剥離

などは行っていないため，正中神経と尺脅神経のど

ちらの由来かについては神経の走行のみで判断し

た.また.2種類の神経はとくに区別せず.皮神経

が確認された症例はすべて P群とした.自験例で

は，術野を横切る皮神経を確認できる頻度は 65%

であり，過去の報告と同程度であった.

1972年に Carrollらは，手根管開放後の pillarpain 

が掌側皮枝の損傷により発症することを報告し

た2) それ以後，多くの臨床的・解剖学的研究がな

されたが，掌側皮枝の損傷と p迦紅 p血1の発症との

相関については一定の見解は得られていない.

Ah回nらは手根管開放術を行う際，皮神経の確認を

せずに手術を行った 216手と確認した 200手との

比較を行った1) 皮神経は200手中 146手 (73%)

に確認され.131手 (66%)で温存が可能であった.

術後の創痛やpillarpainの頻度は.確認できなかっ

た群で 11%.確認できた群で 3%であり.有意差が

認められた (pく0.001).τbmainoらは34手で皮神

経を確認した後に手根管開放を行った9) 度神経は

34手中 16手 (47%)で温存することが可能であり，

すべての症例で術後に創痛やp迎arpainを訴えたも

のはないと報告した.一方 Siegmethらは，手根管

症候群の両側擢患42例 84手で，一方は皮神経を展

開し，他方は展開せずに手根管開放を行ったの.術

後6週， 3か月. 6か月の創痛や pillarpainは両者

で有意差がなく，皮神経は展開する必要がないと結

論付けた.

過去の報告の多くは皮神経を展開した群としな

かった群の比較であり，皮神経の確認の有無による

検討はなされていない.すなわち，展開した群には

皮神経が確認できた症例とできなかった症例が混在

するはずであり，実際に皮神経が確認できた群とで

きなかった群を区別した場合の創痛や pillarpainの

発症率は不明である.

自験例では. p群で 13手中 1手に.NP群で 7手

中4手に術後創痛またはp泊紅 painが発症した.両

者に統計学的有意差が認められた.従って，術後創

痛やp出.arpainの発症は皮神経の温存の有無に相関

すると考えられた.また 度神経が確認できなかっ

た症例は. DaSilvaらが述べるように皮神経が肉眼

で確認できない細い終末枝となっており，その損傷

が創痛やpillarpainの発症に関与している可能性が

推測された.

神経の温存の有無が自覚評価に与える影響を調査

した報告は少ない. Siegmethらは一方の皮神経を

展開し，他方を展開しなかった 42例 84手の術後の

自覚評価を調査したの. 自覚評価は，左右差が反映

されるPatientEva1uation Measure質問表が用いら

れた皮神経は 42手中 39手に確認された.術後6

週. 3か月および6か月の自覚評価は，展開した群

としなかった群との問に有意差は認められなかっ

た著者らは，神経を温存できた群とできなかった

群の自覚評価を DASHscoreとCTSIを用いて検討

した.術前の DASHscoreは両群で有意差はなく，

術後は神経を温存できた群でスコアが有意に改善し
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ていた. CTSIは術前後において有意差が認められ

なかったが，温存できた群でやや術後の改善度が高

い傾向が認められた.従って著者らの研究では，手

根管開放時の皮神経の温存は術後創痛やpillarp血1

の発症だけでなく，自覚評価にも影響を与えること

が示唆された.

本研究の問題点は，症例数が少ないこと，経過観

察期聞が短いこと.両側例が含まれることである.

今後も症例を重ねて検討する予定である.

【まとめ】

手根管開放時に直視下に皮神経を確認し温存が可

能であった群と確認できなかった群で，術後創痛や

pillar painの発症および自覚評価との相闘を検討し

た術後創痛またはpill紅 painは20手中 5手に発

症し，温存できた群は 13手中 1手，できなかった

群は7手中 4手であり有意差が認められた.術後の

DASH scoreは.確認できた群で有意に改善してい

た手根管開放時の皮神経の温存は術後創痛や pi1-

1紅 painの発症だけでなく，自覚評価にも影響を与

えることが示唆された.
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末梢神経損傷の診断における脱神経筋MRI
やまベえいこう なかむらとしやす き〈ちよしと 古とうかずき とやまよしあき いけがみひろやす

山部英行竺中村俊康ぺ菊地淑人料，佐藤和毅竺戸山芳昭事，池上博泰*

現在，末梢神経麻療の補助診断として筋電図検査を行うことが一般的であるが 侵襲的検査であり検者の

技量に依存するという欠点はある.一方で， MRIにおける脱神経簡の T2強調画像は非侵襲的で，その経時

的変化により予後を予測できることが動物実験レベルで明らかになっている.今回著者らは接骨神経麻痩お

よび後脅間神経麻痩患者の脱神経筋の T2強調画像における経時的変化を n位。spectiveに検討した.

24例の脱神経筋MRIではTl強調画像で全例等輝度変化を， T2強調画像では麻療の程度に応じでほぼ等

輝度から高輝度変化を呈した.特に，麻痩発症後 13週以降に輝度の改善傾向がなく，明らかな高輝度変化

を維持している症例に関してはその後の麻療の改善の可能性はなく.早期に神経剥離術等の手術的治療を検

討するべきと思われた

【緒言】

現在のところ，脱神経の客観的評価として末梢神

経伝導速度や針筋電図といった電気生理学的検査が

行われている.しかし，この検査は侵盤的であり，

患者に負担を与える.また，小児や複合性局所痔

痛症候群 (Complexregiona1 pain syndrome:以下

CRPS)の患者には検査の施行そのものが困難であ

る.そして，検者の技量に大きく影響を受けるた

め.深部の筋の検査では正確性や再現性に疑問が残

る.そのため，著者らは電気生理学的検査に代わり

うる非侵襲的な画像評価として脱神経筋の MRIに

着目してきた.今回，この脱神経筋客観的評価にお

ける MRIの有用性について retrospectiveに検討し

た.

【対象と方法】

2∞2年4月以降，慶鹿義塾大学病院およびその

関連病院において槙骨神経麻療もしくは後骨間神経

麻療と診断され，前腕の MRI検査が施行された 24

例(男性 14例，女性 10例)を対象とした.受診時

年齢は24-74歳(平均48.5歳)であった症例の

内訳は榛骨神経麻痩 18例(うち，外傷性 10例，特

発性 8~J/完全麻痩 13 例，不全麻痩 5 例/全て急性

発症)，後骨間神経麻痩6例(うち，外傷性2例，

特発性4例/完全麻痩3例，不全麻痩3例/急性発症

4例，慢性発症2例)であった MRI装置は GEメ

デイカルシステム社製1.5T臨床機 (SignaExcite 

HD， version 12) を使用した撮像法はTl強調画

像:Sp泊echo法，T2強調画像:Fast spin echo法を

用いた.パラメータとしては主に，繰り返し時間

(TR:問 petitiontime) とエコー時間 (TE:echo 

time) は T1強調画像で TR/I'E=350-4Q0/16-20

msec， T2強調画像で TR/I'E=3200-4800/90-110

msecであった視野サイズ(FOV:field ofview)は

1Ocm， ma'位ixは256X256，スライス厚は 5-7mm

であった前腕の腕接関節より約羽田末梢での

axia1像を撮像し.治療に関与しない同ーの検者が

脱神経筋(前腕伸筋群)の輝度変化を独自の評価基

準句ade1:正常な筋肉と比較して等輝度(図 1

(a) ) ， grade 2 :中等度高輝度(図l(b))，grade 3 : 

明らかな高輝度(図 1(c))を用いてre'凶 spectiveに

評価した.本研究では発症から 4週以内を急性期，

5-12週を亜急性期，そして 13週以降を慢性期と

定義し，発症からの時期と輝度変化の関係を検討し

た.

【結果】

今回，神経麻痩を発症した 24例全例において，

受理日 201νωm 
'慶慮義塾大学整形外科〒160・8582 東京都新宿区信渡町35

H きくち整形外科
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図1 脱神経筋の輝度変化の分類.

(a) Grade 1:前腕の仲筋群が他の筋肉と比較して

等輝度変化(輝度変化なし)，

(b) Grade 2 :中等度高輝度変化，

(c) Grade 3 :明らかな高輝度変化.

図2 榛骨神経麻痩における前腕のT1強

調画像. 伸筋群の明らかな輝度変

化は認めない.

初回撮像時に脱神経筋はTl強調画像で等輝度変化

(Grade 1) (図 2) を呈した.一方で T2強調画像で

は，それぞれの病期，損傷程度に応じて Grad巴 lか

ら3と多様な変化を呈した.様骨神経麻痩，後骨問

神経麻療ともに前腕で伸筋群の高輝度変化を認めた

が，後骨閑神経麻療の MRIでは榛側手根伸筋(以

下 ECR)の高輝度変化は認めなかった.

全 24例の麻痩発症から最終MRI撮像までの期間

とT2強調画像における輝度変化，およびその後の

転機の関係を表 1に示す. 撮像時期にかかわらず，

Grade 1であったものは全例保存的治療で治癒し

た 急性期に Grad巴 2であったものは全例保存的に

治癒したが，亜急性期に Grade2であったもののう

ち 16.7%が神経剥離術(発症後 24週)を要した

慢性期に Grade2であったものは 50.0%が保存的に

治癒し， 50.0%が後に神経剥離術(発症後26週)

の手術を要した 急性期に Grade3であった l例

は，撲骨神経断裂直後に神経縫合手術を施行したも

のであったため，その後は保存的に経過観察をする

表 1 )点療発症から初回M悶J最像までの期間とT2強調岡
像における輝度変化， およびその後の転機の関係 W
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結果となった.亜急性期に Grade3であった症例の

うち保存的に治癒したものは 50.0%にすぎず，

25.0%は神経剥離術(発症後 21週)を，25.0%は神

経剥離術(発症後 22週)後に腿移行令指を要した.慢

性期に Grade3であったものは全例が神経剥離術

(発症後平均 24.7週)のみでは治癒せず，後に陛移

行術を追加する結果となった.

代表症例を供覧する.

症例 1・43歳，男性.

主訴 :右手関節，手指の自動伸展制限および母

指，示指背側の知覚鈍麻.

現病歴 :他人の腕まくらをして寝た翌朝より主訴

を自覚し，大学病院を受診した.

身体所見 ・検査所見 :初診時， ECR， 尺側手根伸

筋(以下 ECU)，長母指伸筋(以下 EPL)および総

指伸筋(以下 EDC)の徒手筋力検査 (Manua1Mus-

c1e Testing:以下 MMT)はそれぞれ2であった発

症後 4週の段階で{申筋群の T2強調画像では Grad巴

2であった(図 3(a)). 

経過 ・保存的治療により徐々に改善し， 8週で全

ての筋肉は MMT5と完治した.知覚鈍麻も徐々に

改善し. 4週で自覚しなくなった T2強調画像で

は 12週で Grade1と正常化していた(図 3(b))ー

症例 2・32歳，男性.

主訴 ー左母指から小指の伸展制限 知覚障害は認

めず.

現病歴:高所より転落して Monteggia脱白骨折

(尺骨近位骨幹端部骨折と榛骨頭脱臼骨折)を受信

し骨折観血的手術を行ったが，手術i直後より主訴を

自覚した.
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図3 症例 1.榛骨神経麻痩発症後 (a)4週，および (b)

12週における前腕のτ'2強調axial像.症状の改善に

伴い (a)Grade 2から (b)Grade 1へ輝度変化は

改善している。 R:榛骨， U 尺骨.

図4 症例2.後骨問神経麻痩発症後 (a)5週および (b)

24週における前腕のτヨ強調axial像.症状の改善

に伴い， (a) Grade 3から (b)Grade 2へ輝度変化

は改善している.榛側手線{中筋(矢印)は高輝度

変化をきたしていない.R:榛骨， U:尺脅.

身体所見 ・検査所見:骨折の手術直後， EPL， 

EDCの筋力は h品1T2であり，小指固有伸筋(以下

EDQ)の筋力は MMT3であ った.発症後 5週の

T2強調画像では伸筋群は Grad巴 3と明らかな高輝

度変化を呈した(図 4(a)). 

経過:その後保存的に経過観察し，16週で EDQ

のMMTは5まで改善したものの， 24週の段階で

EPLおよび EDCはMMT4程度と自動伸展の障害

を残した T2強調画像では 24週で Grad巴 2と輝度

の正常化傾向はあったものの，依然として中等度高

輝度であった(図 4(b)). 

【考察】

末梢神経損傷において，脱神経筋が Tl強調画像

ではほぼ等輝度変化を呈すのに対し， T2強調画像

では等輝度から高輝度変化を呈す1)5) 通常 Tl強

調画像では脂肪が高輝度に摘出されるため筋肉の脂

肪変性を描出できるのが.脂肪変性や筋委縮のない

急性期から亜急性期にかけての脱神経筋ではその変

化をと らえにくい.一方で， T2強調画像における

高輝度変化は筋細胞膜の水の透過性冗進により細胞

外液が培加する状態，すなわち細胞外の浮腫による

ものと報告されており3) 比較的早期よりその変化

を感知できる.また，脱神経簡の再神経支配により

経時的に T2信号が正常化し，それは筋肉の機能的

回復と並行して起こる こと も知られている1)5)ー今

回の臨床例での retrospectiveな調査においても，

症例 2に示すように症状が改善しているものに関し

ては T2強調画像での輝度変化も正常化にむかって

いたため，脱神経筋の T2強調間像は臨床において

も再神経支配を知る指標になりうることが判明し

た.

輝度変化とその後の転機の検討においては，慢性

期に Grad巴 3であるものは全例後に陛移行の手術と

なっていることから，それよりも前の亜急性期に

Grade 2もしくは 3である症例に対し，必要に応じ

て早期に神経剥離手術を施行する必要がある と考え

る.今後は prospectiveに同一患者で複数回 MRIを

撮像することで神経剥離手術の適否を判断する時期

を明確化する必要があると思われた.

脱神経筋の M悶 は神経損傷部位よりも末梢で変

化が表れるため.外傷や手術に伴う神経損傷部位周

囲の軟部の炎症等の影響が画像に現れにくい利点が

ある.ただし，現時点では本検査法は電気生理学的

検査に完全に代わりうる万能な検査法とは言いきれ

ない.本法の問題点として二つの要因が考えられ

る.第 1に評価の段階で検者の主観が介入してしま

うため，Gradingが微妙な場合その判断に困る乙と

で，第2に受傷直後の急性期では脱神経筋の T2強

調画像にその輝度変化が表れにくいことである.第

1の問題では T2値は画像上で見た目の影響を受け

ない絶対値のため， T2値を直接測定する ことで解

決可能である.第 2の問題点には脱神経筋の急性期

の変化を鋭敏に検知できる linescan di血Is10nspec-

trum6)や神経そのものの走行異常を検知する diffu-

sion tensor tractographl)などといった拡散強調を
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用いた診断法の有用性が動物実験レベルで報告され

ている.今後のヒトへの応用が待たれる.

【まとめ】

M阻 T2強調画像による脱神経筋の経時的観察は

臨床の現場で容易に再現できる検査であり，末梢神

経損傷の新たな客観的検査となりうる.今後は，末

梢神経損傷に対する prospectiveなMRI撮像での検

討が必要である.

【文献1
1) Kikuchi Y， et al. MR irnaging in the diagnosis of denervat-

ed and reinnervated skeletal rnusc1es:田 perirnentalstud-

ies in rats. Radiology 229 (3) : 861・867，2003.
2) May DA， et al. Abnorrnal signal intensity in skeletal rnus-

c1e at MR irnaging: pa此erns，pearls， and pi也l1s.Radio-

Graphics 20: 5295-5315， 2000. 
3) Polak JF， et al. Magnetic rosonanace irnaging of skeletal 

rnusc1e: prolongation ofT1 and T2 subsequent to denerva-

tion. Invest Radiol23 (5) : 365・369，1988.
4) 11法agiT， et al. Visualization of peripheral nerve degenera-

tion: rnonitoring wi出 diffusiontensor位置ctography.Neu-

roirnage 44: 884-892， 2009. 
5) Yarnabe E， et al. Peripheral nerve injury: diagnosis wi出

MR irnaging of denervated skeletal rnusc1e-experirnantal 

study in rats. Radiology 247 (2) : 409・417，2008.
6) Yarnabe E， et al. Line scan di血lsionspectrurn of出ede・

nervated rat skeletal rnusc1e. J Magn Roson Irnaging 26: 
1585-1589， 2007. 
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末梢神経軸索内輸送を介したラット骨内への
遺伝子発現、.-~. 

............:....，..' おかばやしとしたか っちはらとよかず 晶り田ひろし ねもとこういち

岡林俊貴*土原豊一円有野浩司代根本孝一料

【目的】今回， luciferase plasmid vectorを組み込んだHVJ-E(Hem唱glu出a出g吋rusof Japan-envelope)を

用いて，末梢神経の軸索内輸送を介した骨代謝制御法の可能性を検討した.【方法】 HVJ-E∞Implexvectorを

ラットの前腔骨筋に注入した.【結果】遺伝子を注入した前腔骨筋，坐骨神経， DRG，腔骨で 1，3日後に lu-

ciferase活性の上昇を確認できた.免疫組織化学では，遺伝子導入側の前腔骨筋，坐骨神経，後根神経節，

腔骨でluciferaseを検知できた.坐骨神経切断モデルでは.切断していない群と比較して.腔骨でluciferase

活性が有意に低かった (p< 0.05) . R1平CRでは，遺伝子導入後3日後，導入側の前腔骨筋，坐骨神経，後

根神経節，大腿骨，腔骨でluciferasemRNAを認めた.【考察】脅疾患への新たなアプローチとして，前腔骨

筋肉内にプラスミドを注射することで軸索内輪送を介して腔骨骨内神経へ遺伝子発現ができるととを示し

た.

【緒言】

末梢標的組織である筋に遺伝子組み込みベクター

を投与すると，軸索内輸送を介して神経組織内へ

導入できる.後根神経節{以下， DRG)内神経は

分岐し，多器官を支配していることが報告されてお

り1}2} 同一感覚神経が筋と骨とに分岐していても

おかしくない.これらが連関するならば，筋肉への

遺伝子導入により，軸索内輸送を介して骨内に遺伝

子をもたらす可能性が考えられ，非侵襲的で簡便な

新たな治療法が確立し得る.

今までに，泊 vivoや exvivoでのさまざまな骨組

織内への遺伝子導入が報告されてきた.しかし，神

経独特の輸送システムである軸索内輸送を介した骨

内への遺伝子発現について検討した研究は存在しな

われわれは，末梢神経の軸索内輸送を介する安全

かつ簡便な drugdelivery system (DDS)を確立し，

新たな遺伝子治療の可能性について検討した.

なお，本研究は防衛医科大学校実験動物倫理委員

会(承認番号 06072，07076)と紐換え DNA実験安

全委員会(承認番号 2007-24)の承認を受け実施し

た.

受理日 201ν09/15 

【対象と方法】

1 Luciferaseプラスミド DNAの精製

ベクター(In吋凶'gen，CA， USA)とpGL3プロモー

ターベクター(Promega，WI， USA)を用いて pcDNN

GL3 luciferaseプラスミドベクターを作製した

pGL3プロモーターベクターのlucifer百se遺伝子を，

サイトメガロウイルスプロモーターを含むpcDNA3

ベクター (5.4kbp)のHindmとBamHIサイトの

聞に挿入した.

2 遺伝子組み込みhemagglutinatingvirus of Ja-

pan-enve1ope (HVJ-E)ベクターの作製

HVJ Enve10pe VECTOR KIT (GenomOne-Neo) 

(石原産業，大阪， 日本)を用いて， luciferase遺伝

子組み込みHVJ-Eベクターを作製した.

3 遺伝子導入

体重 150-170gのWis凶系雄ラット 88匹を用

いた.R回 tobarbita1sodium腹腔内麻酔下 (30-50

m俳g)に 100μgのluciferaseプラスミドを含んだ

HVJ-Eベクター (HVJ-E/luciferase)100μ1 :を前腔

骨筋の近位 1β の筋肉内に 27G針を用いて経皮的

に注射し導入した.

4 導入効率の定量評価

56匹のラットに HVJ-E/lucifぽ冨seを用いて遺伝子

事防衛省海上幕僚監部〒162・槌03 東京都新宿区市谷本村町5・1
"防衛医科大学校整形外科学講座
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図1 遺伝子導入実施要綱 HV]-E/luciferaseをラッ トの右後肢の前腔骨筋に

注入し，遺伝子導入後 1，3， 5， 7， 10， 12日に前腰骨筋，坐骨神経，脊

髄後線神経節 (dorsalroot ganglion: DRG) (IA， L5)，大腿骨，大腿骨骨

髄，腔骨， /J雫骨骨髄のluciferase活性を測定した (n= 7). また，連続導

入することにより luciferase活性を高値に維持できるかを評制するために，

初回導入後7日自に2回目の導入を同様に行い， 2回目の導入後3，5日に

各組織のluciferase活性を測定した (n=7).骨に筋が一切付着しないよ

うに，筋は骨膜と-塊にして骨から完全に剥ぎ取った.

導入を行い，導入後 1，3， 5， 7， 10， 12日に，坐骨

神経，脊髄後根神経節 (dorsa1root ganglion，以下

DRG) (U， L5)，大腿骨，大腿骨骨髄，腔骨，腔

骨骨髄の luciferase活性を測定した (n=7) 骨に筋

が一切付着しないように 筋は骨膜と一塊に して骨

から完全に剥ぎ取った(図 1).次に連続導入する

ことにより luciferase活性を高値に維持できるかを

評価するために，初回導入後 7日目に 2回目の導入

を同様に行い.2回目の導入後 3.5日に各組織の

luciferas巴活性を測定した (n=7). 陰性コン トロー

ルとして，12匹のラッ トに対して PBSをHVj-E/

luciferaseの代わりに注射し，それぞれの検体を採

取した.骨髄は PBS溶液で洗い出し，骨膜は脅か

ら完全に剥ぎ取った各組織は採取後直ちに液体窒

素下に凍結し均質化 した.骨に関しては，均質化す

る前に C巧lo-Press(マイクロテックニチオン，千葉，

日本)を用いて粉砕 した.その後 Luciferaseassay 

system (Promega， WI， USA)および LumatLB9501 

(Berthold Technologies， Bad Wildbad， Germany)を

用いて luciferas巴活性を測定した. とれに各組織の

57 

蛋白量で補正を加えたものを最終的な luciferas巴活

性として評価 した

5 遺伝子発現の局在評価(免疫組織化学)

導入した lucif，巴rase遺伝子の蛋自発現の詳細な分

布を評価するため， HVj-E/luciferaseを用いて遺伝

子導入後 3日目 に，前腔骨筋，坐骨神経，DRG 

(L4. L5)，大腿骨，腔骨を採取して免疫組織化学に

より遺伝子発現の局在評価を行った (n=9).骨は

直ちに carboxymethylcel1ulose (CMC) compound に

封入して -80
0

Cに凍結した. トリミングした後，

Cryofilm (ファインテック，東京， 日本) で表面を

覆い，タングステンの刃を用いて 10μmの切片を

作製した 骨以外の組織は，直ちに optima1cutting 

temperature (OCT) compoundに封入して -80
0

Cに凍

結し，6μmの切片を作製 した. それぞれの切片は

30づ士間j重し乾した後:，4 % paraforma1dehyde (PFA) / 

0.1 M phosphate buffer (pH 7.4) で 10分間固定し

た洗浄後，2% bovine serum a1bumin (BSA)加

PBS溶液でブロッキングし， 抗 recombinantfirefly 

luciferas巴抗体 (Promega，WI， USA) (1:100)ととも
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に40Cで一晩反応させたその後，回ti-goatIgG 

FITC (fluorescein isothiocyanate)・conjugated二次抗

体にhemicon，CA， USA) (1:50) と室温で2時間反

応させた PBSで洗浄後， diamidinoふ phenylindole

(DAPI) (S四句 Cruz，CA， USA)で核を染色した後，

蛍光顕微鏡で観察した

骨内神経を同定するため，抗 recombinantfirefly 

luciferase抗体で免疫染色した腔骨の連続切片を抗

calcitonin gene-related peptide (CGRP)抗体 (Biomol，

PA， USA)を用いて免疫染色した. 10μmの切片を

10分間風乾した後， 4 % paraforma1dehyde (PFA) / 

0.1 M phosphate buffer (pH 7.4)で 10分間固定し

た.洗浄後， 3 % H202/90 % me白血01荷 5分で浸

して内因性ペルオキシダーゼを失活させた. PBS 

で洗浄後， 2% bo吋neserum a1bumin (BSA)加 PBS

溶液でブロッキングし，抗 CGRP抗体 (1:500)とと

もに 4tで3日間反応させた.その後， PBSで洗浄

し，ヒストファインシンプルステインラット MAX-

PO (R)(ニチレイ，東京， 日本)と 40Cで24時間反

応させた. PBSで洗浄後， pぽ'oxidasesubstrate wi也

3，3-diaminobenzidine (DAB) chromogenに漫し発色

させた.

6 Luciferaseおよびmyosinheavy chain (MHC) 

2bmRNA発現の評価 (RT-PCR)

遺伝子導入後3日目の各組織における luciflぽ ase

mRNAの発現を RT-PCRで評価した (n=4). To匂I

RNAはISOGEN(ニッポンジーン，東京，日本)

を用いて抽出した pcDNNGL3luciferaseプラスミ

ドを制限酵素Xho1で切断したものを陽性コント

ロールとして用いた. TaqMan EZ R'下PCRkit (Ap-

plied Biosystems， CA， USA)を用いて R下PCRを施

行した.ホタル luciferaeに特異的な senseprimerと

して 5'-ACTGCCTGCGTGAGATTCTC-3'，回.ti-sense

primerとして 5'-CAGAGTGCTTTTGGCGAAGA・3'を

使用した(増幅サイズ， 261 bp). 内因性コントロー

ルとして glycera1dehyde3・phosphatedehydrogenase 

(GAPDH) を使用した GAPDHに特異的な sense

primerとして 5'-CTTCACCACCATGGAGAAGGC・3'，

anti-sense primerとして 5'-GGCATGGACTGTGG下

CATGAG-3'を使用した. PCRはアニーリング60t，

40サイクルで行った PCR産物は 3% agarose gel 

中で電気泳動した後e也idiumbromideで染色した

Image J software (Nationa1 Institutes of Hea1th， MD， 
USA)を用いて luciferaseの相対的発現量を GAPDH

で補正し定量化した.

また，前傾骨筋の混入の有無を調べるため，速

筋に発現する阻iC2b mRNAの発現の有無を，

RT-PCRにより上記のサンプル全てにおいて調べ

た.阻iC2bに特異的な senseprimerとして 5'-

CTGAGGAACAATCCAACG TC-3'， anti-sense primer 

として 5¥.TTGTGTGATTTCTTCTGTCACC下3'を使

用した(増幅サイズ， 197 bp). PCRはアニーリン

グ590C，25サイクルで行った. PCR産物は 3%

agarose gel中で電気泳動した後ethidiumbromideで

染色した.

7 坐骨神経切断モデルでの luciferase活性

次に.今回の骨内への遺伝子発現における神経軸

索内輸送の果たしている役割を明確にするために，

坐骨神経切断の効果を調べた. 7匹のラットに対し

て片側(右側)の坐骨神経を切断し，その翌日に右

の前腔骨筋の近位 1β の筋肉内に HVJ-町luciferase

を経皮的に注射し導入した.導入3日後に前腔骨

筋，坐骨神経， DRG (U， L5)，腔骨の luciferase

活性を測定し，坐骨神経非切断群の各検体の lucif-

erase 活性と比較した.

8 統計学的検討

全ての測定値を平均値土標準誤差として表した.

遺伝子導入と対照群との多重比較には Dunnett's

testを用い統計学的有意差の有無について検討し

た. 1回投与群と 2回投与群との間と，坐骨神経切

断群と非切断群との間のデータ解析には， unpaired 

student' s t testを用いた. p値が 0.05未満をもって

有意差ありとした.

【結果1
1 H可-E!1uciferaseの筋肉内導入による骨内への

遺伝子発現

遺伝子導入をおこなった前腔骨筋より採取した筋

肉からは導入後 106relative light unit (RLU) /mg 

protein以上の高い luciferas巴活性を認め，この筋肉

を支配する坐骨神経， DRGにおいても 104RLU/mg

protein以上の高い luciferase活性を認めた.同側の

腔骨において 105RLU/mg protein以上の高い lucif-

erase活性を認めた(図 2A).一方，腔骨骨髄や反

対側の腔骨では luciferase活性の上昇を認めなかっ

た(図 2B).

腔骨において， 1回目の遺伝子導入後， luciferase 

活性は徐々に低下していったが， 1週間後におこ
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図2 Luciferase活性 遺伝了・導入制11の膝骨において 105RLU/mg protein以上
の高い luciferase活性を認めた (A).一方，腔骨骨髄や反対側の膝骨で

はluciferase活性の上昇を認めなかった(B).腰骨において，1回目の遺

伝子導入後，luciferase活性は徐々に低下していったが， 1週間後におこ

なった2回目の導入により再び1回目同様の高いluciferase活性を認める
ことが出来た (C)

なった 2回目の導入により再び l回目同様の高い

luciferase活性を認めることが出来た(図 2C).

2 免疫組織化学

注射した筋のみならず， 同側の坐骨神経，DRG 

(L4， L5)にも luciferase蛋白の発現が認められた

(図 3A-E).同側の腔骨内にも luciferase蛋白が認め

られ(図 3F)，強拡大像では骨皮質内の Haverse

管， Volkmann管として知られる管腔構造に一致し

て発現が認められた(図 3G，H).抗 CGRP抗体に

よる免疫組織化学(図3G)により， luciferase蛋白

は骨内の神経に沿って発現していると考えられた

3 神経制l索内輸送を介した骨内への遺伝子発現

前腔骨筋へ投与した luciferas巴遺伝子がその支配

領域である末梢神経で発現するという事実により，

骨内への遺伝子発現に神経軸索内輸送が関与 して

いる可能性が示唆 された.その場合， luciferase 

mRNAは腔骨だけでなく 大腿骨にも発現している

のではないか と考えた.実際，ホ タル luciferase

pnmersを用いた RT-PCRにより，同側の大腿骨に

もluciferasemRNAを検知できた(図 4A，B) し

かしながら， luciferase蛋白は同側の大腿宵で検出

できなかった.蛋白の発現がごく微量であったため

と推祭される.筋以外の検体に筋が混入している可

能性も考え，速筋に特異的に発現する MHC2bに特

異的な pnmerを用いて RT-PCRを施行したが，全

ての筋以外の検体において MHC2b mRNAは認め

られなかった(図 4C).

坐骨神経切Ijj)i群(図 5A)において， HVJ-E/lucif-

eras巴を注入した前腔骨筋では坐骨神経非切断群と

変わらず luciferase活性を認めたが，腔骨，坐骨神

経，DRG (L4， L5)において luciferase活性は有意

に低減した(図 5B).

【考察】

脅組織内への遺伝子導入は m VIVOや exVlVOで

の報告があるが，硬組織であるため投与方法が限ら

れており未だ前臨床段階である3)4) 骨欠損部が

あればそこに遺伝子を注入することができるが，そ

うでなければ骨に ドリルで骨孔を作製して注入する

か，近傍の関節!佳や滑液包内に注入していた.血管

内投与も試みられているが， 全身に投与することに

なり副作用の閣で問題であり，また局所の骨への遺

伝子発現は投与量に比して少量である.今回の実験

結果から，遺伝子組み込み HVJ-Eベクターを筋肉
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(A)前鹿骨筋 (6)輩骨持経 (C) DRG 
(F) I!骨 E珂帽
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図3 免疫組織化学およびHematoxylin・Eosin(HE染色) 注射した筋，同側

の坐骨神経，脊髄後線神経節 (dorsalroot ganglion: DRG) (U， L5)に

luciferase蛋白の発現が認められた (A-E). 同側の腔骨内にもluciferase

蛋白が認められ (F). 強拡大像では骨皮質内のHaverse管， Volkmann 

管として知られる管腔構造に一致して発現が認められた (G.H).抗

CGRP抗体による免疫組織化学 (G) によ り.luciferase蛋白は骨内の神

経に沿って発現していると考えられる.
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図4 1λlciferase mRNAの発現 (RT-PCR) Luciferaseプライマーを用いた RT-

PCRによ り，同側の大腿骨にも少量ながら luciferasemRNAを検知でき

た (A).Image Jを用いて仇)の結果を GAPDHで補正後，定量化した

(n = 4) (B) 速筋に特異的に発現する MHCrbに特異的なprimerを用

いて，上記の検体全てに RT-PCRを施行した. 全ての筋以外の検体にお

いて.MHC rbm悶'IAは認められなかった (C).

内に経皮的に投与すれば， 支配神経組織(坐骨神

経， DRG)のみならず，近傍の骨内にも遺伝子が

-60-

高く発現することが確認できた.加えて，低下した

遺伝子発現は繰り返し導入を行うことにより再び高
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本法による遺伝子導入では，反対側の前腔骨筋，

坐骨神経， DRGや腔骨に遺伝子の発現が全く認め

られなかった.このことから本法による遺伝子導入

は血行などを介した全身的なものではなく，支配神

経の軸索内輸送を介して行われたことが示唆され

た.骨内への遺伝子発現において神経軸索内輸送が

果たしている役割を明らかにするために，坐骨神経

切断モデルを作製し同様の遺伝子導入を行ったとこ

ろ.骨内への遺伝子発現は坐骨神経や DRGと同じ

く有意に低下した.少量の遺伝子が血管やリンパ管

を介して骨内で発現している可能性は否定できない

が，これらの結果は遺伝子が主に神経軸索内輸送を

介して発現していることを強く示唆している.筋肉

内にも筋紡錘や筋膜に感覚神経は多く存在する.

DRGに存在する単一の神経が別々の組織に軸索を

伸ばしているということが報告されており1)2)

DRG内の同一の神経から出た軸索が筋と骨とに側

枝を出していれば，軸索内輸送を介して筋から骨内

へと遺伝子が発現されることも可能であると考えら

れる(図 6). 非ウイルスベクターを用いて筋に注

入したリポーター遺伝子が逆行性軸索内輸送を介

して DRG内で発現されるという報告がある5)6) こ

れらの報告と，今回の実験において腔骨内での lu-

ciferase蛋自発現のピークが導入後3日であること

から，プラスミドベクターは，速い逆行性軸索内輸

送により DRGまで運ばれ，蛋自発現した後，順行

性軸索内輸送により骨まで輸送された可能性が推察

される.しかしながら，遺伝子導入の翌日にすでに

腔骨において lucifi町田e活性を認めている(図 2A).

速い軸索内輸送で運ばれたとしても，その速度は

100-410 mm/dayであるの8)9)ことから，全ての遺伝

子がDRGまで運ばれた後に末梢の骨まで運ばれる

ことは考えがたい.従って，筋に注入された遺伝子

あるいは遺伝子産物は逆行性軸索内輸送によって軸

索が分枝しているところまで運ばれ，そこから順行

性軸索内輸送により末梢の骨内神経まで輸送される

可能性も推察される.

末梢神経軸索内輸送を介したラット骨内への遺伝子発現
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坐骨神経切断モデルでの遺伝子発現片側(右側)
の坐骨神経を切断し，その翌日に右の前厩骨筋に

HVJ・E/lucueraseを経皮的に注射した.導入3日後
に前腔骨筋，坐骨神経，脊髄後根神経節 (dorsa1
root ganglion: DRG) (IA， 1..5)，腔骨のluciferase
活性を測定し，坐骨神経非切断群の各検体のluci-
ferase活性と比較した(A).坐骨神経切断群にお
いて，前腔骨筋では坐骨神経非切断群と変わらず

遺伝子発現を認めたが，腔骨，坐骨神経， DRGαA， 
15)において遺伝子発現の効果は有意に減少した(8).

DfIG 虫膏待値

図5

【まとめ】

非ウイルスベクターである HVJ-Eを用いて遺伝

子を筋肉内注入することにより，骨内神経への有効

な遭伝子発現が認められ，繰り返し注入することで

遺伝子発現を維持することができた.また，この遺

伝子発現が主に神経軸索内輸送を介していることを

-61一

められることを確認した.また，遺伝子導入後のど

の時点においても腔骨内に炎症性細胞の浸潤を認め

なかった.この事実と遺伝子の再導入により腔骨内

の遺伝子発現が再上昇することから， HVJ・Eベク

ターではウイルスベクターで認めるような免疫応答

を起こさず，定期的な投与により長期間の安定した

発現が可能であると考えられた.

免疫組織化学の強拡大像では，腔骨骨皮質内に

luciferase蛋白が線状に認められた.皮質骨は管腔

構造のオステオンの集合体であるが，このオステオ

ンの中心部を Haverse管が走っており， Volkmann 

管はそれに直行する形で Haverse管と連結してい

る.これら Haverse管， Vol凶血n管内には細動静

脈，リンパ管.末梢神経が走行している.連続切片

の抗 CGRP抗体による免疫組織化学より， lucifer-

ase蛋白は骨内の神経に沿って発現していると考え

られた
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E亙亙回

ハザ昌Iま盆骨神経の切断稲盛示す.
切断簡よ噌遺位哩i主輸濡拘蛤還は存在しない.

函6 推測される遺伝子発現機序髄後根神経節 (dorsalroot ganglion: DRG) 

内の悶ーの神経細胞から出た軸索が筋と脅とに側枝を出していて主とし

て軸索内輸送を介して筋から管内へと遺伝子が輸送されて発現したもの

と推測される.

示した.経皮的に筋肉にベクターを投与するだけで

軸索内輸送を介して骨内神経に遺伝子を発現でき，

非侵襲的で簡便な骨内神経へのドラッグデリバリー

システム (drugdelivery system : DDS) となる可能

性を有している.
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一

おくだよしき く 1.としかず

奥田良樹***久保俊一*

保存療法に抵抗する母指 CM関節症 22例24手を対象とした性別は男 4例，女 18例，手術時年齢は平

均61.4歳であった Eaton分類では. StageIIが1手. Stageillが 13手. StageIVが 10手であリ，術後経過

観察期間は平均1.8年であった.手術は Weilbyらの方法に準じ.大菱形骨を全摘出後，機側手根屈筋健

(FCR)の半裁躍を長母指外転筋腫と残りの FCRに8の字状に巻きつけ suspensionslingを作製して大菱形

骨を摘出した空隙に挿入した.痔痛点数，握力，母指外転可動域を，術前術後で比較した.痔痛点数は術後

全例で改善し，握力，母指掌側外転可動域，母指標側外転可動域も術前に比べ有意な改善を認めた.合併症

としては，第 1コンパートメントにおける健鞘炎を 1例，小菱形骨・第 1中手骨間の関節症性変化を 1例，

母指 MP関節過伸展の残存を 2例 および、 CRPSを1例に認めた.本法は 除痛，握力の改善と母指可動域

の温存に優れた方法であった.

【緒言】

母指回中ometacarpal(CM)関節症は中年以降の

女性に好発する変形性関節症である.病初期には滑

膜炎を認め，進行するにつれて軟骨破壊と関節不安

定性をきたし，痔痛と機能障害をもたらす.

保存療法に抵抗する症例に対して，関節形成術，

靭帯再建術.関節固定術，人工関節挿入術，第 1中

手骨骨切り術などの手術療法が報告されている.著

者らは Weilbyら1)の方法に準じて，榛側手根屈筋躍

(FCR)を用いた suspension紅白roplastyを行ってお

り，治療成績と治療上の問題点について報告す

る.

【対象と方法】

母指 CM関節回定装具の使用やステロイド製剤

の関節内注入などの保存療法を 3ヵ月以上行っても

症状の持続した母指 CM関節症 22例24手を対象

とした.性別は男 4例，女 18例，手術時年齢は 45

歳から 83歳，平均 61.4歳であった手術側は右 10

手，左 14手であり.Eaton分類では.StageIIがl手，

StageIIIが13手.StageIVが 10手であった術後経

過観察期間は 0.5~5 年(平均1.8 年)であった.

受浬日 201ν09/12 

術式は Weilbyらの方法に準じ，大菱形骨を全摘

出後.FCRの半裁睦を長母指外転筋健 (APL) と

残りの FCRに8の字状に巻きつけ suspensionsling 

を作製して第l中手骨を外転位に保持しながら大菱

形骨を摘出した空隙に挿入した.また，この操作で

弛緩した短母指伸筋健 (EPB)の縫縮を行った術

後は母指対立位で 4週間のギプス固定を行ったの

ち，可動域訓練を開始した.

評価項目として痔痛点数(高度3点.中等度2点，

軽度 1点，なし O点).握力，母指外転可動域を，

術前術後で比較した.有意差検定は. ~奪痛点数には

Wilcoxon検定を，握力および可動域には pairedt-

testを用いて行った.また合併症についても検討し

た.

【結果】

葵痛点数は術後全例で改善し荷前平均3点が術後

平均 0.54になった (p<O.OO1)(表1).握力は術前

平均 20.1kg (10-42.5) kgが術後平均24.6kg (11・47)

kgに有意な改善 (p<O.OO1)を認めた.母指掌側外

転可動域は術前平均 52.3'(30・65)"が術後平均 60.4'

(40・80)"に，母指榛側外転可動域は術前平均 48.1'

*京都府立医大大学院運動器機能再生外科学(整形外科)〒602・8566
柿京都地域医療学際研究所附属病院整形外科

京都府京都市上京区梶井町 465

ホ**京都第二赤十字病院整形外科
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表 1 術前後における第痛点数

fき痛点数 術的(手) 術後(手)

O O 15 

l O 5 

。】 O 4 

3 24 O 

表2 母指CM関節形成術における合

併症

自殺例 諸家の報告
感染 O~也 0-6~も

神経障害 O~も 0-11号も
腿鞘炎(第1区函)4.2% 0-7Q也
健;員傷 O~も 0-3<;も
MP関節過伸展 84<;告 0-4~も

関節拘縮 0<;も 0-5~も

CRPS 4 .2~也 0-6<;也
関節症性変化 42% 0-8% 
{小1%骨ー;0"中鼠骨官}

(35-65) 0が術後平均 59.2
0

(45-70) 0 にそれぞれ有意な

改善 (p<O.OOl)を認めた.合併症としては，第 1

コンパートメントにおける健鞘炎を 1例，小菱形

骨・第 1中手骨問の関節症性変化を 1例，母指 MP

関節過伸展の残存を 2例 および CRPSを1例に認

めた(表 2).

【考察】

母指 CM関節症に対する，関節形成術の一般的

な術式の 1つ として Burtonらの Ligamentrecon-

struction with tendon interposition arthroplasty 

(LRTI)が報告されているが，第 l中手骨基部に骨

孔を作成する必要があること，大菱形骨切除術後の

空隙に長掌筋鍵を採取して鍵球を充填する必要があ

るなどやや操作が煩雑である2) 著者らの用いた

W巴ilby法では，第 1中手骨基部に宵孔を作成する

ことな く，FCRで作成した suspensionslingで第 l

中手骨の安定性を保ち，さらに新たな腿を採取する

ことなく ，大菱形骨切除後の空隙を充填できる利点
がある1)3)

第 1中手骨の suspenslOnに使用する鍵は著者ら

の用いている FCR1)3)4)以外に APL5)6)，十発側手根イ中

筋健 (ECR)7)などが報告されている. APLを用い

た報告では，母指列の沈み込みが少ない点や，

LRTIと比較して手術時間が短い点を利点としてあ

げている.また ECRを用いた報告では， ECRが浅

図1 第1コンパートメント開放部における EPB縫縮部

層に存在する乙とによる手術の容易さを利点として

あげている.しかし，それぞれの術式を直接比較し

た報告はなく，いずれの躍を用いるのが良いかにつ

いては議論の分かれるととろである.

合併症については，睦鞘炎を 1例に認め，縫縮し

た EPBが第 1コンパー トメ ントを通過すること に

よって生じたものであった.症状は第 lコンパー ト

メントを開放することで軽快した(図 1).Weilby 

らは 7%に de Quervain膝鞘炎を認め，手術時に第

1コンパー トメントを開放することを推奨してい

る1)著者らは第 1コンパートメントの開放は行

なっていないが， EPBの縫縮部位が母指伸展時に

第 lコンパー トメン トに入らないよう，遠位で縫縮

すべきであると考える.また l例で，第 l中手骨と

小菱形骨の聞に関節性変化を認めた(図 2).Siro-

takovaらは APLを用 いた susupensionarthroplasty 

で 104例中 8例に第 1中手骨基部の脅線を認め，

これが第2中手骨基部や 小菱形骨との聞にインピ

ンジメントを生じて痔痛を引き起こしており. sus-

pension slingで第 1中手骨をつり上げる他の術式に

も共通する問題であると報告している8)

母指 CM関節症は stageの進行ととも に掌側の

anterior oblique ligamentがゆるみ.第 1中手骨基部

の背側，榛側への亜脱臼とそれに伴う内転変形が生

じて代償性に MP関節が過伸展することが多い.著

者らも MP関節の過伸展が残存した症例を経験した

(図 3).術前から著しい MP関節の過伸展を認める

症例では， MP関節の関節包固定術， K-wireによる

MP関節仮固定術や EPB停止部の中手骨骨幹部へ

の移行術などを併用すべきとの報告もあ り2)9) 今

後の検討を要する.

犠骨神経浅枝の一過性および持続性の障害につい

ては，比較的多くの報告があるが著者らの症例にお

いては認めなかった.また CRPSを 1例 (4.2%)
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図2 第 1巾手骨 ・小菱形骨問の関節性

変化

図3 母指MP関節過伺l}長

において認めたが，諸家の報告でも Oから 6%発生

する合併症であった1)3)4) 5)10) 

術後経過観察期間についてであるが，著者らは平

均1.8年で比較的短期間であった .W巴ilbyらは，術
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後 3か月の時点で満足のいく結果が得られていれ

ば，それ以上成績の悪化は認められないため最近で

は短期のフォローアップしか行っていないと報告し

ている.一方，大菱形骨切除後の空隙が経時的に狭

くなっていく問題を指摘した報告もあり，著者らも

今後さらなる経過観察が必要であると考える.

【まとめ】

1.母指 CM関節症に対し， Weilby法を行い，手

術成績を検討した

2.本法は，除痛，握力の改善と母指可動域の温

存に優れた方法であった.

3.術前に著しい MP関節の過伸展を認める症例

に対する処置については今後の検討を要する.
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母指 CM関節症に対する熱可塑性プラスチック

スプリントの治療成績、......1昭b
tdhA;Hr まっきひろ申き なかっちゅ吉右

松木寛之，中土幸男

母指 CM関節症に対し著者らは病期の進んだ症例も含めてスプリントによる保存的治療を第一選択として

行ってきた.今回，直接検診で臨床成績評価を行った 2008年以降の 18例の治療成績を検討した.平均年齢

は68，5歳.Eaton分類の Stage3が9例，Stage4が9例であったスフリン トは軽量耐水性のある熱可塑

性プラスチック材による Staticsplintで， 当院の作業療法士が作製した.評価項目として， VAS， DASHを評

価した.スプリント装着により 78%の症例で VASの改善を認め， 83%の症例で DASHの改善を認めた. 熱

可塑性プラスチック材による母指 CM関節症用スフリントは，耐水性なため水仕事中も使用することがで

き，使用者の希望に合わせて形状を調整できる利点がある.また.除痛， 日常生活動作の改善に効果があ

り，ステージの進んだ症例に対しでも十分適応があると考えられた.

【緒 言】

母指 CM関節症は中年以降の女性に好発する変

性疾患であり，その治療法は関節内ステロイド注

射，装具療法を主とする保存療法や，関節形成術，

関節固定術，人工関節置換術などの手術療法と様々

である我々は 2002年より母指 CM関節症に対し

病期の進んだ症例も含めてスプリントによる保存的

治療を第一選択として行ってきた.今回それらの追

跡調査を行いスプリント療法の有効性を検討した

【対象と方法】

2008年から 2010年までの聞に装具療法を行った

母指 CM関節症のうち， VAS， DASHを用いた評価

を6か月以上行えた 18例 18手を対象とした.症

例の内訳は，平均年齢 68.5議 (50-84蔵)，男性 5

例 ・女性 13例， 右 12関節 ・左 6関節，Eaton分類

1) のStage3が9例 Stag巴4が9例であった.スプ

リントは軽量，通気性 ・耐水性のある熱可塑性プラ

スチック材(アク アプラスト)による Staticsplint 

で，当院の作業療法士が作製した.固定肢位はつま

み，握り動作を妨げない範囲で掌側外転位とし，固

定範囲は手関節の遠位から MP関節の遠位または近

位までとした(図 1). スプリント作成に要した時

間はおおよそ 20~30 分であった スプリント装着

受理日 2011/09/14 

図 1 著者らが考案 ・使用しているスプリント

前後で， Visua1 ana10gue scale (以下 VAS) とDASH

(JSSH版)を用いて評価を行った.さらにスプリ

ントの装着状況を追跡調査した.

【結果】

経過観察期間は平均 19.2 か月(1O~41 か月 ) で

あった.VASはスプリン ト装着前 57.5mmが，装

着 1か月， 3か月， 6か月でそれぞれ 42.5，32.1. 

29.4 mmと減少し，78%の症例でスプリント装着に

よる痔痛の改善を認めた.DASHはスプリント装着

前が 37.6，装着 1か月， 3か月，6か月 でそれぞれ

28.7， 23.1， 23.0であり，83%の症例でスプリント装

着によるスコアの改善を認めた Stage別で比較し

抱生会 丸の内病院 〒390-8601 長野県松本市渚 1丁目 7番 45号
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表 1 発症後6か月未満(A群)と 6か月以上 (B群)と
の比較

AB宇 日群
年齢 67.7歳 7Q最

性患月側11 男性3例，女性日例 男性2例，女性5(911

右I閏i15，左空閏M 主E閏豊百仁左Z関節
Eaton分類 3:7伊11，4:4伊l 3:2伊11，4:5伊!
発症後経過期間 4.8力、月 25.9b、月
|装着時間 1か月 12.9 132 

3か月 112 12.3 
自由、月 9.5 12.1 

VAS (mml 装着前 64.7 46.1 
1力、月 46.6 36 
3か月 30.9 34 」
6か月 28.1 31.5 
6か月改善率 57% 235弘

DASH i装着前 36.7 38.8 
1か月 27 31.4 
13か月 20.4 27 

16か月 17.8 一三段一一J

た結果では， Stage3で VASはスプリント装着前

62.6mmが，装着 1か月， 3か月， 6か月でそれぞれ

47.0， 29.0， 26.0 mmと減少し， 89%でスプリント装

着による疾痛の改善を認めた. DASHはスプリント

装着前が 36.9，装着 1か月， 3か月， 6か月でそれ

ぞれ27.19.7， 16.2であり， 89%でスプリント装着

によるスコアの改善を認めた. Stage4では VASが

スプリント装着前 52.5mm，装着 1か月， 3か月，

6か月でそれぞれ 38.6，35.0， 33.0 mmと減少し，

78%でスプリント装着による痔痛の改善を認めた.

DASHはスプリント装着前が 38.2，装着 1か月， 3 

か月， 6か月でそれぞれ30，26.2， 28.5であり， 89%

でスプリント装着によるスコアの改善を認めた.発

症後経過期間別で比較した結果では，発症後6か月

未満 (11例)では， VASはスプリント装着前 64.7

mmが，装着 1か月， 3か月， 6か月後でそれぞれ

46.6， 30.9， 28.1 mmであり全例で改善を認めた.発

症後6か月以上 (7例)では，それぞれ46.1，36.0， 

34.0， 31.5 mmであり改善を認めたのは 57%であっ

た.スプリント装着6か月経過後の VASの改善率

は前者が 57%であったのに対し，後者では 23.5%

であり両群聞に有意差を認めた (Mann-WhitneyU 

検定:p<0.05). 一方， DASHは前者がそれぞれ

36.7， 27， 20.4， 17.8に対し，後者はそれぞれ38.8，

31.4， 27， 29.9であった(表1).スプリントの 1日

の平均装着時間は装着後 1か月， 3か月. 6か月で

それぞれ 13，11.6. 10.5時間であった. 18症例中

15例で仕事中スプリントを装着していた.また， 18 

症例中 9例で水仕事中スフ。リントを装着していた.

スプリント装着にて症状が改善しなかった Stage3

の1例と Stage4の3例では，装着 6か月経過以降

に関節形成術を施行した.非手術施行群と手術施行

群との比較では，前者の VASはスプリント装着前

59.3mmが，装着 1か月， 3か月， 6か月後でそれ

ぞれ44.0，31.1， 28.4 mmに対し，後者の VASはそ

れぞれ51.3，37.5， 35.8， 39.6 mmであった装着 6

か月経過後の VASの改善率は前者が48.8%であっ

たのに対し，後者では 17.3%であった.一方， DASH 

は前者がそれぞれ 37.2，29.3， 20.7， 18.7に対し，後

者はそれぞれ38.7，26.7， 31.1， 36.2であった.

症例呈示

症例 1:78歳，男性.

主訴:右母指 CM関節部痛.

現病歴 :4か月前より右母指 CM関節部痛が出現

してきたため当院受診.

検査所見:単純X線像にて， Eaton分類の S也ge4

の母指 CM関節症を認めた.

経過:スプリント装着により VASが装着前の 44

mmから，装着 1か月， 3か月， 6か月後でそれぞれ

27， 12， 7mmと改善した. DASHは装着前が22.5，

装着 1か月， 3か月， 6か月後でそれぞれ22.5，10， 

10であった.

症例 2:69歳，女性

現病歴 :3年前より右母指 CM関節部痛を自覚.

他医にて保存的治療をうけていたが，察痛が徐々に

増強してきたため当院受診.

検査所見:単純X線像にて， Eaton分類の S句ge4

の母指 CM関節症を認めた.

経過:スプリント装着により装着前の VAS40mm， 

DASH 36.6が装着後 1か月で VAS8 mm， DASH 12 

と改善したが，装具装着下での右手の使用頻度が多

くなるにつれて症状が再び増悪し，装着後3か月で

それぞれ 12mm，15.7，装着後6か月でそれぞれ

36mm， 36.1であった.スプリント装着 1年経過後

に手術を希望したため，関節形成術を施行した.

【考察】

母指 CM関節症の治療法に関して，手術療法の

報告は数多くあるが，装具療法の治療成績について

検討した報告は少ないの3)4)初日7) S羽田氏ら5)は， 6 

"'8週間の長対立型装具の装着により S匂ge1，2で

は76%，Stage3， 4では 54%の症例で症状の改善を

認めたと報告している.今回の結果では， Stage3 
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では 89%，S匂ge4では 78%の症例で箆痛の改善を

認め，スプリント装着 6か月後の VASの平均は

Stage3で 26.0mm， Stage4で 33.0mmであった.

Weissら6)7)は短対立装具と長対立装具の比較では，

疫痛の改善において両者で差はなかったが短対立装

具の方が好まれる傾向にあったと報告している.さ

らにネオプレン，熱可塑性プラスチック製の短対立

装呉の比較では，両者ともに有意に終痛が改善した

が，ネオプレン製の装具の方がより除痛に有効で満

足度が高かったと報告している.

著者らは 2002年より本スプリントを用いた保存

的治療を行っている.母指 CM関節装具はいくつ

か市販されているが，非耐水性である，耐水性のタ

イプでも柔軟な素材で固定力が劣る，通気性がなく

むれる，第 1中手骨基部の突出に対し形状が適合し

ない.装具がかさぼる，美容的にも目立つ等の理由

で著者らの施設では作業療法士がスプリントを作製

している.著者らが考案し作成したスプリントは，

ベージュ色の熱可塑性フ。ラスチック材を用いており

軽量で通気性もあり，耐水性であるため水仕事中も

使用することができる.実際は女性で 62%が水仕

事中もスプリントを装着していたが，耐水性で濡ら

してもよいことをしっかりと伝えればもう少し使用

率が高くなると思われた.また手掌部をまたがない

コンパクトな形状であるが，手関節部遠位から MP

関節部前後までの範囲で母指球部を掌背側部から広

い範囲でつつみ込むことにより，母指 CM関節を

十分固定することができると考えている.さらに使

用者の希望に合わせて形状を調整できる利点があ

り，高度に突出した第 1中手骨基部がスプリント部

にあたらないように一部をくり抜いたり，使用状況

に合わせて固定肢位を調整したりすることができ

る.

今回の検討では，スプリント装着後に手術を行っ

た症例は 18例中 4例のみで多くの症例で手術を回

避できた.スプリント装着にて Stage3では 89%，

S匂ge4でも 78%で蒸痛の改善を認めた.発症後経

過期間別で比較した結果では，発症後6か月未満で

は，スプリント装着 6か月経過後の VASは全例で

改善を認め改善率が 57%であったのに対し，発症

後6か月以上では，改善を認めた症例は 57%で改

善率は 23.5%であった.また， VAS， DASHはスプ

リント装着後3か月までである程度改善し，その後

の3か月では変化は少ない傾向にあった.

以上の結果より今回著者らが使用したスプリント

による保存的治療は，病期の進行した症例において

も除痛に有効であり，発症後6か月未満であればよ

り効果が期待できると考えられた.スプリント装着

による保存療法を治療の第一選択として積極的に行

ない，少なくとも 3か月間はスプリントを装着し治

療効果を判断することが望ましいと思われた.

【まとめ】

1.今回著者らは熱可塑性プラスチック材を用い

たスプリントを考案し， 78%の症例で症状の改善を

認めた.

2.日常生活動作の改善にも効果があり，ステー

ジの進んだ症例に対しでも十分適応があると考えら

れた.
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Kienback病に対する榛骨遠位での coredecompression 
の治療成績

、ー陶.
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岡田充弘て大井宏之帥，高松聖仁*上村卓也ぺ中村博亮*

幅

一

Kienbeck病に対し， radius and u1na metaphyseal core decompressionにscaphotrapezo位apezoidaljointまたは

scaphocapitate jointの仮固定を追加し，経時的に画像および臨床症状を追試した.短期成績において，画像

上の構築性はほぼ維持され 除痛効果を含めた臨床症状の改善が認められた.手術も簡便であり， Kienbeck 

病の治療の選択肢になりえると思われた.今後更に長期成績について検討を行っていく.

【緒言1
2001年にKienbeck病に対する治療法として， II-

larramendiら1)により radiusand ulna metaphyseal 

core decompressionが報告された.この方法は，従

来使用されている各種骨切り術や血管柄付き骨移植

などと比較し，榛骨および尺骨を聞窓し海綿脅を骨

掻把するだけという単純なものである.

今回我々は，この原法に scaphotrapezotrapezoidal

joint (STT)または scaphocapitatejoint (SC)の仮固

定を追加し，その成績を経時的に画像および臨床症

状を追試したのでその結果を報告する.

【対象と方法】

2009年から 2010年に本法を施行し，術後1年以

上経過をみた 10例を対象とした.男性6例，女性

4例で手術時年齢は 17歳から 74歳(平均 41.5歳)， 

右手 4例，左手 6例であった術後経過観察期間

は，ロから 28ヵ月(平均 20.5ヶ月)であった術

前の Lich出血 Stageはstage2が1例， 3Aが2例，

3Bが7例であったUlnarv紅t阻 ceはnullが5例，

plusが1例 minusが4例であった.麻酔は局所静

脈内麻酔6例，全身麻酔4例を施行した.手術は駆

血下に， Lister結節より中枢側に 3cmの皮切を加

え榛骨骨幹端に開窓部を作成した開窓部より，

鋭匙等で遠位の海綿骨を掻把し，掻把した海綿骨

は，骨外に取り除くことなく圧入した.同レベル

で，尺側手根伸筋と尺側手根屈筋の間に 2cmの皮

切を作成した.尺骨骨幹端に開窓部を作成し，機骨

受理日 201ν'08/21 

と同様の手技を行った.創閉鎖後に手関節尺屈位で

STTもしくは SCの仮固定をKirschner鏑線にて

行った.最近では SCの方が手技的に容易なため，

主に用いている.これら仮固定のKirschnぽ鋼線は

術後 3~6 ヶ月で抜去した術後より手関節装具を

6ヶ月使用した.装具は適宜外し，拘縮予防の自動

運動を指導した.いずれの症例にも，叫narv出血ce

に対する短縮骨切り等の手術は行っていない.

検討項目は，握力，掌背屈可動域， Carpal height 

ratio (CHR) ， Stahl' s index， Radioscaphoid angle (RS 

担 gle)， Hand 204) ，察痛の有無である.

【結果】

術前および術後の握力は健側比で 58/87%，掌背

屈可動域は 9ν108.5度と改善を認めたが， CHRは

0.5ν'0.49， Stahl' s indexは40/37%，RS angleは63/67

度と軽度進行を認めた.しかし，これらは統計的有

意差を認めなかった. Hand 20は23.3/8.6と統計的

有意差をもって改善した (p=O.01). 終痛は全例と

も術前の痔痛は消失し安静時の痛みも消失した. し

かし 4例に労作時に軽度の痛みを認めた.

(症例提示)

22歳男性.左Kienbock病， Stage3B.発症後 13ヶ

月で紹介受診となり， radius and叫nametaphyseal 

core decompressionおよび STTの仮固定を施行し

た.術前および術後 15カ月の握力はそれぞれ53/82

%，掌背屈可動域は 105/105度， CHRは0.53/0.51，

Stahl' s indexは33/40%，RS angleは62/65度， Hand 

*大阪市立大学医学部整形外科〒545・8585 大阪府大阪市阿倍野区旭町 1・4-3
柿塑隷浜松病院 手の外科・マイクロサージャリーセンター
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図lA 術前レントゲン

図1B 術後レントゲン

3mos 6mos 9mos 15mos 
図2 M悶T1強調画像

20は49/2.5であった(図 1Aおよび1B).術前認め

た終痛は消失していた.継時的 MRIでは月状骨の

輝度の増加を認めた(図 2).

67歳女性.左Kienbりck病 Stag巴3A.radius叩 d

ulna metaphyseal core decompressionおよびSCの仮

固定を施行した(図 3) 術後 3週目に施行した骨

シンチでは遠位挟尺骨と手根骨に集積を認めた(図

4) . 

-70 

術前 術後

図3 術前後レントゲン

固 回

図4 骨シンチ

【考察】

Illarramendiら1)は， Radius and ulna metaphyseal 

core decompressionを22症例において施行し，術

後平均 10年間の術後観察を行い.16症例に実痛の

消失と 4症例に軽度の痛みの残存を認めたと報告し

た.更に，画像評価では 19症例で stageの進行を

認めなかったと報告している.この臨床成績は，接

骨骨切り術等の他の術式と比較しでも， 同程度の効

果が得られることを示唆している 我々の症例にお

いて， CHR， StahJ' s indexや RSangleの画像評価に

おいては，軽度進行を認めたが.ほぽ構築性は維持

されていた 臨床成績においては.握力，掌背屈可

動域， Hand 20や痔痛の改善において良好な成績を

得られた.また， radius and ulna metaphyseal core 

decom pressionは容易な術式であると同時に偽関節



core decompr官ssionの治療成績

等の他の術式では起こり得る合併症の可能性もな

く， Kienbock病の治療の選択肢となりえると考え

る麻酔に関しても，局所静脈内麻酔で施行可能な

手術であり，患者負担も低いと思われる.

術式名には“decompession" と入っているが，

biomechanica1 studyでは，月状脅に対する圧軽減効

果は認められなかった3) このことから， radius and 

叫nametaphysea1 core decompressionの主な効果は，

Dlarramendiらと我々の術後の骨シンチが示す通り，

“decompession"ではなく骨掻把による 2次的な血

流増大にあるのではないかと推測するお.今後MRI

等を用い画像評価を行う予定である.

我々 は， l11arramendiらの原法に除圧の効果を加

えるために， S町、または SCの仮固定を追加し，短

期成績においでほぼ満足のいく結果を得ることがで

きた.今後さらに長期経過を観察し， STTまたは

SCの仮固定の効果と臨床成績について検討を行っ

ていく.

【まとめ】

Kienbock病に対する治療法として， radius and 

u1na metaphysea1 core decompressionにSTTまたは

SCの仮固定を追加し.その短期成績を報告した.

手術は簡便であり，除痛効果を含めた臨床症状の改

善が認められた.今後は更に長期成績について検討

が必要である.

【文献】

1) Dlarramendi AA， et al. The surgical trea旬1回 tof Kien・
bock's disease by radius and u1na me飽physeal∞rede-
com戸国sion.J Hand Surg 26A: 252・260，2001.

2) Dlarramendi AA， et al. Radius decom戸essionfor treat-
ment of Kienbock disease. Tech Hand Up Ex住町nSurg 7: 
110・113，2003.

3) Sherman GM， et al. Core decom戸崎sionof白edis包lradi・
us fiぽ血e位四国entof隠enbock'sdisease. J Hand Surg 

33A: 1478-1481，2008. 
4) S四 ukiM， et al. Development and validation of an illus-

位置tedquestionnaire to e羽 lua惚 disabi1itiesof血.eupper 
limb. J Bone Joint Surg 92B: 963・969，2010.
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関節リウマチと鑑別を要した手関節部非結核性

抗酸菌症
、一 .--'" VQhA;Hr ゃながわてつじ つじむらとも申き

柳川|哲司，辻村知行

43歳男性，左手関節部のびまん性の腫脹と鈍痛を主訴に来院した.朝のこわばりを自覚し血清抗 CCP抗

体， RFともに陽性で， 2010ACR/EULARのRA新診断基準は 6/10点であり早期 RAと診断した.徐々に手

部から前腕遠位背側部の腫脹が治大したため手術を行った手術所見は伸筋鍵にそって黄白色の滑膜組織の

異常な増生がみられたが，関節内に病変はなく RAは否定された細菌検査は一般細菌，抗酸菌ともに陰性

であったが，病理組織検査で周囲のリンパ球浸潤を伴う Langhans多核巨細胞の結節形成がみられ非結核性

抗酸菌症と診断した.当初は健治膜炎を関節炎と判断していたので RAと診断したが.手術時に確認すると

実際は関節内に病変はなく. 20l0ACR/EULARのRA新診断基準は 3/10点であり RAにはあたらなかった.

本症例のように治療に抵抗する RA様の炎症症状があれば非結核性抗酸菌症も念頭におくべきである.

【緒言】

非結核性抗酸菌 (nontuberculousMycobacterium， 

以下 NTM)は自然界に広く 存在する病原性の低い

菌であるが，近年日和見感染症の原因菌として注目

されている1) NTM症が健常人の手関節部に生じ

ることは比較的まれではあるが，発症すると慢性炎

症の様態を呈し関節リウマチ(以下 RA) と鑑別が

困難な場合がある 今回 RAと鑑別を要した手関節

部NTM症の 1例を報告する目

【対象と方法】

症例:43歳.男性

主訴:左手関節部の腫脹感と鈍痛

現病歴.特に誘因なく上記主訴が出現し，約2か

月間経過をみていたが改善しないため当院を受診し

た.

既往歴 :痛風

家族歴 :特になし

職業:鮮魚庖員

身体所見:左手関節背側部にびまん性の腫脹と熱

感があり，同部に軽度の圧痛があった.朝のこわば

りを軽度自覚するもその他の関節の腫IJ長はなく ，全

体的に重篤な印象はなかった

受理日 201ν'09/06 

検査所見

単純X線像:手関節から手部に特に異常はなかっ

た.

末梢.rfo.一般生化学検査:白血球数，赤沈値， CRP 

値は陰性であるが尿酸値は 7.5rng/d1と軽度上昇し

ていた RF定量値は 99U/rnl，抗 CCP抗体値は

66.6 U/rnlとともに上昇していた.

MRI像 :伸筋臆周囲の臆滑膜炎様の所見がみら

れた(図 1)ー

鑑別診断:身体所見からは健区画症候群などの非

図1 手関節部MRIT2強調図像

{中筋鍵周囲にhighintensityの腿滑膜炎様
の所見がみられる

晋真会ベリタス病院整形外科 干666-0125 兵庫県川西市新田 1-2-23
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図2 手部と前腕遠位部背側に膜癒形成あり

図3 手から前腕部MRIτ2強調画像

仲筋健に沿って結節状の陰影が手から前

腕部背側にみられる.

特異性健鞘炎や何らかの関節炎が疑われたが，朝の

こわばりの存在や血清 RF定量値と抗 CCP抗体値

の上昇などから 20l0ACR!EULARのRA車Ir診断基

準2)を用いて早期 RAと診断し MTX投与を開始し

たその後も症状は改善せず，初診から約 5か月後

には手部と前腕遠位部背側に腫癒が出現した(図

2)， MRIを再検すると関節内に病変はなさそうで

あったが，伸筋鍵に沿って結節状の陰影が手部から

前腕部背側にみられ(図 3)，手術を行った.

【結果】

手術所見:黄白色の滑膜が伸筋腿周囲に著明に増

生しており(図 4)，NTM症などの細菌感染による

腿滑膜炎が疑われた健法Jr裂はなく(図 5)，MRI 

の所見どおり手関節と交通する病変はなく(図 6)， 

RAは否定された.

細菌検査:分離細菌培養検査は一般細菌，抗酸菌

とも陰性であ ったー PCR法でも TBを含め抗酸菌

は陰性であった.抗酸菌培養が陰性であったため

DNA-DNA hybridyzation法は行えなかった.

病理組織検査・ Langhans多核巨細胞からなる結

節とその周囲のリンパ球浸潤がみられた(図 7)，

術後経過.細菌検査で起炎蘭の同定には至らな

一 73

図4 黄白色の滑!撲が伸筋腿周囲に著明に増生
している

図5 病巣切除後 {中筋鍵の断裂はない.

図6 手関節と交通する病変はなく RAは否定さ
れる

かったが，手術所見，病理組織所見より非結核性抗

酸菌による陛滑膜炎と診断した.職業が鮮魚店員で

あり Mycobacterium marinumの感染と推測しミノ

サイクリンを中心とした多剤併用化学療法を行い術

後約 1年の現在再発はない.

【考察】

本症例は手関節部に限局する腫脹と朝のこわばり

があり，単関節型の初期 RA様の様態を呈してい
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図7 病理組織所見.

Langhans多絞巨細胞からなる結節とその

周囲のリンパ球浸潤がみられる

①関節炎の分布と数③関節炎の持続時間

。点:1力所の中~大関節 O点:6週間未満

1点:2-10力所の中~大関節 1皐~退盟且」二

2直:1-3ヵ所の小園箇

3点:←1伽所の小脚 ④急性期反応物質

5点:>10ヵ所の関節 0点 : C~およびESR正常

②Jfn.育 1 点 : C~およびESR異常

。点.抗CCP銑体←)，剛(ー)

主点銃刀cPtIi体何回剛(+)

3直ー続CCP続 休(++lー剛(++l

図8 201OACR/EUlAR RA新診断基準.

4つの群をそれぞれ点数化して10点満点で

6点以上をRAと診断する 当初は臆滑膜

炎を関節炎と判断していたので計6点(下

線)でRAと診断していた.実際は3点で

あり診断基準を満たさない

たが，結果的に RAではなく NTMによる鍵滑膜炎

であった. RAを早期に診断する目的で提唱された

2010ACR!EULAR RA新診断基準では， 1.関節炎の

分布と数， 2.抗 CCP抗体などの血清データ， 3 関

節炎の持続時間， 4. CRPなどの急性期反応物質の

4つの群をそれぞれ点数化して 10点満点で 6点以

上を RAと診断するが，当初は膿滑膜炎を関節炎と

判断していたので計 6点で RAと診断していた(図

8). 実際は手術時に確認すると関節内に病変はなく

3/10点であり RAにはあたらなかったが，その判断

は術前には困難であった.本症例のように治療に抵

抗する RA様の炎症症状があれば NTMも疑う必要

がある.

NTMはひろく土壌，水中に存在する弱毒菌で呼

吸器感染が一般的である3) 呼吸器感染では Myco-

bacterium avium-intracellular巴が約 7害リを占めるが，

今回のように四肢を侵すものは Mycobacterium

mannumが約 6割といわれている3) 確定診断が困

難で一般的な抗酸菌培養で陽性率は 10%程度であ

り，病理組織検査では Langhans多核巨細胞か らな

る結節と周囲のリンパ球浸潤がみられ特徴的ではあ

るが疾患非特異的であり菌の同定には至らない4)

現在 PCR法は誰もが行う検査と思われるが Myco-

bacterium avium-In仕acellulareしか診断できないた

め整形外科的にはほとんど有用ではない.一方，

DNA-DNA hybridyzation法を行えば 18種類の薗の

同定が可能であるが. これは一旦途中まで培養した

コロニーから DNAを抽出して培殖させる方法であ

り今回のように培養不可能な症例には利用できず.

また増殖させるのに約 1ヵ月間要すことなど問題点

も多い5)6) 本症例は鮮魚店員という こともあ りお

そらく Mycobacteriummarinumの感染と推測され

る.Mycobacterium marinumは淡水と海水中に存在

し至適発育温度は 30-32
0

C で， 37
0

Cではほとんど発

育しないため慢性の経過をたどることが多い1) こ

の薗穫を疑い培養する場合にはあらかじめ 30
0

Cの

低温培養を行うべきである.治療法に擁立されたも

のはないが外科的切除後に ミノサイクリンを中心

とした多剤併用化学療法を行うのが効果的であると

の報告があり 1)7) 今回も有用であった.

【まとめ】

RAと鑑別を要した手関節部非結核性抗酸菌症の

1例を報告した.健滑膜炎を関節炎と判断すると，

感染などによる睦滑膜炎を誤って RAと診断してし

まう可能性がある.

【文献}

1)溢谷修一郎.非結核性抗君主菌症 MB derma 127: 52-58， 

2007. 

2) Aletaha D， et aJ. 2010 rheumatoid 紅白ritisclassification 

criteria: an American College of RheumatologyAuropean 

League Against Rheumatism collaborative initiativ巴.Ann 

Rheum Dis 69: 1580-1588， 2010. 

3) Runyon EH. Anonymous mycobacteria in pulmonary dis-

巴ase.Med Clin North Am 43: 273-290， 1959. 

4)石井則久ほか.抗殴菌症に対する検査 MB derma 41: 

140-146，2000. 

5)福西邦素ほか.Mycobact巴numsz叫gaiによる示指健鞘
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炎の 1例.日本骨・関節感染症研究会誌 13:86・89，
2000. 

6)伊藤燕.非定型抗酸菌症.MB derma 29: 33・38，1999.
7)谷脇祥通ほか.上肢における非定型抗酸菌感染症.日

手会誌23:520・523，2006.
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de Quervain病に対する痔痛誘発テスト
ごとうけいこ うすいま古みち いLd"吉宮みひで いけだきよひで いしいせいいち

後藤佳子*薄井正道*制，石崎仁英車場，池田清豪柿，石井清一判事*

de Quervain病における痔痛誘発テストは一般に Finkelsteintestとして広く知られているが， 2004年

Ah吋aらは.このテストは実際に Eichhoffによって報告されたものであることを明らかにした. Finkelstein 

の原法はこれとは別の[検者が患者の親指を握り 手関節を尺屈する』というものである.さらに痔痛誘発

テストには Brunellitestが存在し.今回我々は deQuぽ V血病の診断に Eichhofftest， Finke1stein test， 

Brunelli testのいずれが有用であるかを検討した.最終的に deQuぽvain病と診断された 124人の陽性率は

Eichhoff test 116人 (93.5%) ， Finkelstein test 32人位5.8%)，Brunelli test 114人 (91.9%)であり Finkel-

stein testが低率であった. Finkelstein testとEichhofftestの取り違えの原因を Elliottは文献の孫引きにあ

るとしている.今回我々はこれらの原著を入手し，取り違えの原因を確認した.又， Finkelst白 testでは，

第1コンパートメントにおける腫の滑動距離が最も少ないことが，陽性率の低い原因と考えられた.結論と

して， de Quervain病において真の Finkelsteintestの陽性率は低く， Eichhoff testとBrunellitestが高い陽

性率を示す.又.一般に知られていたF泊kelste泊 testはEichhofftestと名前を改めるべきである.

【緒言1
1895年スイスの外科医である Fritzde Quervain 

は， APLとEPBが通る手関節第一背側コンパート

メントでの狭窄性臆鞘炎をはじめて報告した.de 

Qu町四血病における痔痛誘発テストは一般に Fin-

kelstein testとして広く知られているが.2004年

Ah吋aらは， Finkelstein testとして知られている手

技はEichhoffによって報告されたものであることを

明らかにした実際に， 1927年Eichhoffが報告し

ており. 1930年Finkelsteinは現在広く知られてい

る方法とは別の狙自の方法を報告している.それに

もかかわらず，アメリカ手外科学会をはじめ我が国

の多くの成書において，現在でも患者自身が母指を

握ったまま手関節を尺屈するという Eic凶 offが報告

した痔痛誘発テストを図示し，これを Finkelstein

testとしているω(図1). 1992年E凶o仕は， Finkel-

stein testとEichhofftestの取り違えがなぜ起こった

かについて，原因は文献の孫引きにあるとしてい

る.今回我々は，原著を入手しこの点を確認した.

糧自証指伸筋
&加盟or仰lIiCiSbnr由

Abduc旬rpo枇抱

長=~

図1 手の診察マニュアル(アメリカ手の外

科学会編)

de Quervain病に対するF'mkelsteintest 
(文献 8より引用)

受理日 2011/08/10 
吋t海道大学スポーツ医学診療科干060・8臼8 北海道札幌市北区北 15条西7丁目

柿東北海道病院
柿$羊ケ丘病院

柿帥北海道スポーツ・手の外科研究所
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Eichhoff test Finkelstein test Brunelli test 

図2 我々が実際に行った各テスト

Eichhoff test :患者が親指を振りこぶしの巾に撮り検者が手関節を尺屈
させる

Finkelstein test :検者が患者の親指を採り手関節を尺屈する

Brunelli test :患者が母指を外転させたまま手関節を様屈する

時 1"此出図画、岡山..""，山h帥"""阿国11<..... 
‘国岡'"凶剖同...

Figure 2. Finkelslein's I田t:Ihe patienl'S Ihumb is Rrasped 
and lhe wrisl is placcd in ulnar deviation，臼usingpain dt-the 
radial 5tyloid process. 

図3 Elliott (左図)とAhuja(右図)が紹介している Finkelsteintest 
(文献 1，4より引用)

さらにAhujaらは， 2003年に Brunel1iが報告 した

別の痔矯誘発テストを紹介しており，このテストを

含むと痔痛誘発テス トにはEichhofftest. Finkel-

st巴intest， Brunelli testの3法が存在することにな

る.我々はこれらの 3法における誘発テストの陽性

率を調査し，いずれの誘発テストが deQuervain病

の診断に最も有用であるかについて調査した.

【対象と方法】

我々が行った各テストの実際は，それぞれの報告

者の原著を元に再現し行った(図 2). Eichhoff test 

は「患者が親指を握りこぶしの中に握り.検者が手

関節を尺屈させるJ，Finkelstein testは「検者が患

者の親指を握り，手関節を尺屈するJ， Brunelli t巴st

は「患者が母指を外転させたまま手関節を榛屈す

る」という方法である. しかし，真の Fi叫ce1st巴m

testは原著による図示がないため，母指をどう握る

かが不明であった.そこで彼の方法を紹介している

El1iott4)とAhujal)の文献を参考に，今回 Ahujaの方

法を採用した(図 3).終痛誘発テス トは，各方法

を図示した調査用紙を外来に常備し，これをもとに

第一コンパートメン トの蕗痛を主訴とする患者に対

し外来担当の整形外科医が行った.期間中に検者と

なった整形外科医は 5名である.対象は 2005年 11

月 ~2009 年 8 月に当院の外来を受診したj患者のう

ち，第一コンパートメントの痔痛を主訴とし， 1客策

誘発テストのいずれかが陽性である患者に，阿部へ

のステロイ ド注入を行い，終痛が消失したことで最

終的に deQuervain病と診断した患者 124人(男性

26人，女性 98人)，年齢 14~72 歳(平均年齢 43.7

歳)である これらの患者の調査用紙を回収し集計

した

【結果}

各テス トの陽性率は Eにhhofftest 116人 (93.5%)， 

Finkelstein test 32人 (25.8%)，Brun巴llitest 114人

(91.9%)であり， Finkelstein testが最も低率であっ

た.

【考察】

Eichhoff testと真の Finkelst巴intestには，母指の

握り方に明らかな違いがある. しかし， Eichhoffの

方法が Finke1st巴intestとして知 られてきた.なぜ

この様な取り違えが起きたのだろうか. Fi凶cel-
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図4 上段:Eichhoffが報告したEichhoff缶st

中段:Fmkelsteinが報告したFinkelstein俗説

下段 :Fi泊kels飴泊がEichhoffの方法を英訳した文(文献3，5より引用)

ste祖母の原著を確認すると，彼自身の痔痛誘発手技

を“ongrasping也.epatient's thumb and quickly ab-

ducting the hand u1narward ，也epain ovぽ也estyloid 

匂 isexcrucia.出g."と記してあり，翻訳すると「患

者の母指を握り手関節を素早く尺屈すると，茎状突

起に痛みが誘発される』という検者が母指を握る方

法である(図 4). ところがアメリカ手外科学会を

はじめ我が国の多くの成書では，検者ではなく患者

が自身の母指を握ったまま手関節を尺屈するものが

図示されている肪(図1).教科書的に ~inkelstein
testと呼ばれている患者が自身の母指を握るこの方

法は， 1927年EiC凶off3)によってドイツ語で“Sch諸gt

man den Daumen in die Hand点語ぽt也nmit den ubri-

gen ~ingern，und beugt nun die Hand stark叫narw紅ts，
so verspむtman einen intensiven Schmerz an dem 

島町.styl.rad." と記され，さらにその後 ~üikelstein5)

により英訳され紹介されている(図 4). これを日

本語で訳すと「患者自身が親指を手の中におき，そ

れを他の指でしっかりと握り強く手を尺屈させると

痛みが誘発されるJというもので，つまり現在F泊・
kelstein testとして知られている手技は，実はEich-

hoff>により報告されていたということがわかる.

一方， Brune1li2)の原著による別の痔痛誘発テスト

は lamain est maintenue en deviation radiale et on 

SRUNEIιι， 
嶋田・日・ーー一一曲目白圃・由，由hEZ詑怠Zh蜘噛由晴

図5 Brunelli test (文献2より引用)

demande au pati，回.tdモtendrele pouce en abduction 

avec force. par cette manoeuvre on provoque la dou-

leur (parfois avec un αi) dll au frottement des 2 forma-

tions anatomiques enflammees:les tendons et la pou-

HeJ'と記されており，日本語で要約すると「患者

自身の手関節を援側に偏位させたまま母指を外転さ

せると，縫に痛みを生じるJというものであった

(図的. 1992年 Elliott4lは，それまで報告されてき

た文献の中に ~üike1stein testを正しく引用したも

のと誤って引用したものが混在し，この始まりは

Leaoの誤った記載であることを指摘した.Leap

は“h 児 ality，F1泊ke1stein仕組scnbed也.etest de-

sαibed by Eichoff in 1927"と記し，この方法を“F泊・

kelstein sign"として誤った解釈をしている様であ
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In 1930， Fi此el融，inre吋ewedもbeIiterature and reportedもW官ntyイoura雌i-
tional casω. Hefclもも，hatchronic trauma sbould be considered the prII!唾坦h塑堕

延主l!.esyndrome. From his work， the author derived the well knownlFink百五百
重型1which is co凶 ider吋 pathognomonicof the dis飽se.In reali'生y，Fi函逗I扇面
4ranscribed th岬 testdescribed by EicholJ in 1927. 

図6 Leaoの rFinkelsteinはEichhoffが報告した誘発テストを複写

したJという誤って解釈をした記載(文献7より引用)

る(図 6). Finkelstein testを正しく引用した文献

は， Loomis (1951年)， Watson (1983年)， Na1ebuff 

(1984年)， Cameron (1985年)， Milford (1987年)

であり， Eichhoff testをFinkelsteintestとして誤っ

て引用した文献は， Lipscomb (1959年)， Kelly and 

Jacobson (1964年)， Pha1en (1975年)， Field (1979 

年)， Conolly (1980年)， Urbaniak 血 d Ro也(1982

年)， Louis (1984年)， Hooper (1989年)， Witt et 

a1 (1991年)である.以上のことから， Finkelstein 

の原著を読まずに Leaoの文献を引用した文献が原

因となり，誤って Eichhoffの方法がFinkelsteintest 

として知れ渡ったことがわかる. Elliott4)はこれに

対し，文献を引用する時には“quo出.ga quote" (引

用を引用する)ではなく原著論文の全てを読むこと

が重要で，さもないとこのような誤りは永久に続く

であろうと警告している.

次に，なぜ Finkelsteintestにおける陽性率が低

いかについて考察する. Eichhoff testでは母指の

MP関節は屈曲， CM関節は内転，手関節は尺屈と

なり， APLとEPBは他動的に遠位に移動する.

Brunelli testでは母指の MP関節は伸展， CM関節

は外転，手関節は榛屈となり APLとEPBは自動的

に近位へ移動する.一方， Finkelstein testでは母指

MP関節は軽度屈曲， CM関節は軽度内転.手関節

は尺屈となる.この時，患者の第一指聞に検者の指

が入り患者の母指の内転が制限されるため， APL 

とEPBの遠位への他動的滑走移動距離は Eichhoff

testより少ないことが予測され，このため疫痛誘発

の陽性率が低かったと考えられる.しかし，これは

関節の可動の大きさから予測したものであり，解剖

学的実験に基づくものではない. 2005年Kutsumi

らωは，凍結屍体の母指の各関節を完全屈曲にし，

手関節の肢位を変化させた場合の膿の滑走距離や抵

抗を調べ， EPBの滑走距離は尺屈 30.で有意に大き

く容積抵抗も高いということを報告した. Eichhoff 

testにおける母指の各関節の完全屈曲と手関節の尺

屈肢位は.痔痛誘発テストに重要な要素であると考

えられた.

【まとめ】

de Quervain病における痔痛誘発テストである

Eichhoff test， Finkelstein test， Brunelli testの3法

の陽性率を 124例で検討した.その結果， Eichhoff 

test 116人 (93.5%) ， Finkelstein test 32人 (25.8%)，

Brunelli test 114人 (91.9%)であり， Finkelstein test 

が最も低い陽性率であった. Eichhoff testとFi叫rel-

stein testの取り違いの原因，各テストにおける陽

性率の違いの機序について考察した.

従来の Finkelsteintestという名称は，今後 Eich-

hofftestとすべきである.

【文献1
1) Ahuja NK， et a1. Fritz de Quervain，MD (1868-1940) :ste・

nosing tendovaginitis at the radia1 styloid process. J Hand 

Surg Arn 29 (6): 1164-1170，2004. 
2) Brunelli G. Finkelstein's versus Brunelli's test in De 

Quervain tenosynovitis. Chir Main 22 (1) : 43-45， 2003. 
3) Eichhoff E. Zur Pathogenese der Tendovaginitis steno-

sans. Bruns' Beitrage Zur Klinischen Chirurgie 139: 746・

755，1927. 
4) Elliott BG. Finkelstein's test:a desσiptive e町or出atαn

produce a false positive. J Hand Surg Br 17 (4) : 481・482，
1992. 

5) Finkelstein H. Stenosing tendovaginitis at the radia1 sty-

loid process. J Bone Joint Surg 12: 509・540，1930.
6) Kutsumi K， et a1. Finkelstein's test:a biome氾hanica1ana1y-

sis. J Hand Surg Arn 30 (1) : 130-135， 2005. 
7) Leao L. De Quervain's disease;a cliniα1 and anatomiα1 

study. J Bone Joint Surg Arn 40・A(5):1063-1070， 1958. 
8) .....手の診察マニュアル(アメリカ手の外科学

会編)山内裕雄・井上久共訳.第3版南江堂:80・80，

1991. 
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肘部管症候群に対して ThomasKingが行った真の
King法、.-.. 

匂~A;S."'.'" たにぐちゃす目。

谷口泰徳

本邦ではKing法は内側上頼切除のみを行う術式King変法とは内側上頼切除に神経剥離を追加する術

式とされている.しかし，その術式の定義に混乱が見られている.今回は， Thomas Kingが報告した肘部管

症候群に対する真のKing法ついて検証した， 1950年の Kingの論文では，尺骨神経を内側上頼の中枢から

末梢に完全に剥離し.内側上頼切除を行う方法を詳細な図を用いて紹介している.この操作において. fi-

brous bandの切離後，尺骨神経を完全に遊離し神経テープを掛け神経を保護している.阻ngが報告した真

のKing法は，自brousbandの切離，尺骨神経の神経外神経剥離そして内側上顎を切除する手技である.今

後.肘部管症候群の治療において，内側上頼切除.fibrous bandの切離.そして神経外神経剥離を行った術

式はKing変法ではなくKing法と呼ぶべきである.

【緒言】

τnomas Kingが考案した肘部管症候群に対する内

側上頼切除術は安定した治療成績が得られるため.

現在ではスタンダードな術式となっている.しかし

本邦では，そのThomasKingが行った真のKing法

の定義に混乱がみられている1)2) その理由は，

King法は上腕骨内側上頼切除のみを行う術式.King 

変法とは内側上頼切除に fibrousbandの切離，神経

剥離を追加する術式とされているが，術者により

その術式の解釈が異なるためである1)2)3)4) またそ

のKing法では.尺骨神経を展開しないため症状の

回復が良くないと報告されている4) 今回著者は

Thomas Kingが報告した真のKing原法について検

証した.

【対象と方法】

Thomas Kingによる尺脅神経麻痩のための上腕骨

内側上頼切除術の論文は. 1950年に Au世話ian阻 d

New Zea1and Journa1 of Surgery5)に，そして 1959年

にJourna1ofBone andJoint Surgery6)に掲載された.

このThomasKingの二つの英論文をもとに阻ng原

法を検証した.

今回は(1)Thomas Kingは内側上頼切除のみを

行い.fibrous bandの切離，神経剥離を行っていな

受理日 2'01ν'08/16 

かったか'? (2)阻ng法は治療成績が良くないとさ

れるが.Thomas Kingの行った内側上顎切除術の術

後成績は良くなかったか?以上の2点を検証した.

また，手術時に施行される尺骨神経剥離につい

て，その定義が同一ではないと考えられたため.

Frykman分類をもとに神経外神経剥離術と神経内

神経剥離術にわけたの8) Flη凶回らの定義では神

経外神経剥離術は，神経を癒痕癒着あるいは外的圧

迫から遊離するが，神経上膜，神経束などの神経構

成組織に一切侵襲を加えない.絞拒性神経障害であ

る手根管症候群の手根管開放術などは神経外神経剥

離術の範鴎に入る7) そして，神経内神経剥離術で

は.神経構成組織に手術操作を加え，神経上膜切開

術，神経上膜切除術，神経周膜切開術の3つの手技

に亜分類されるの8)

【結果】

(1) Thomas Kingは1950年の論文めで，尺骨神

経を内側上頼の中枢から末梢に剥離し内側上穎切除

を行う方法を.6枚の詳細な図を用いて紹介してい

る(図1)，この操作において，尺骨神経を完全に

遊離し，神経テープを尺骨神経に掛け神経を保護し

ている.その後骨膜下に内側上顎を露出し切除して

いる(図 2)5)，この図2が示す如く，内側上頼の末

和歌山県立医科大学整形外科〒641・851'0 和歌山県和歌山市紀三井寺 811・1
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図1 文献5より引用

尺骨神経は内側上穎の中枢から

末梢に十分に剥離されており，明

らかにfibrousbandは切離されて

いる.

図2 文献5より引用.
尺骨神経は完全に遊離され神経

テープが掛けられ，内側上頼は

骨膜下に剥離されている 明ら

かにfibrousbandは切離され，神

経外神経剥離が行われている

梢から十分に神経を剥離しており，明らかに fibrous

bandを切離している すなわち， Thomas Kingは

fibrous bandの切離と神経外神経剥離を行っていた

1959年の論文めでは 1950年の論文と異なり，彼

は尺骨神経を内側上頼の後方で完全に遊離していな

い 1959年の論文 54ページの Fig.1と1950年の

論文の 37ページの Fig.14(図 1)とは同一であり

尺骨神経の中枢から末梢の剥離範囲は同じである.

彼は明らかに内側上顎の中継から末梢に尺骨神経を

神経外神経剥離し， fibrous bandを切離し，その後

内側上頼を切除していた これらの操作により尺骨

神経は内側上頼の前方の位置に移動すると述べてい

る.

そして， 1959年の論文では以下の記述が見られ

る. "The nerve and sheath usually need not be fur-

ther disturbed， but if the nerve and shea出訂巴 thick-

ened the shea白 shouldbe split after出eepicondyle 

has been excised so白巴 nervemay be inspected." (原

文のまま)と記述している6) すなわち「神経と鞘

はこれ以上処置する必要はないが.もしその神経と

鞘が肥厚しているときは，神経が観察できるように

内側上頼を切除した後にその鞘は切開すべきであ

る.Jとしている このように尺脅神経の肥厚部で

は，神経が観察できるように肥厚した神経を覆う組

織を切開し，神経絞拒部を神経外神経剥離すべきで

あるとしているー

(2) Thomas Kingの行った症例の術後成績は 1950

年の報告5)では， 10例に行いその結果は満足できる

ものであったと述べている.軽度の尺骨神経障害は

完全に治癒し， 重度の障害も改善し悪化した症例は

なく，痔痛も消失したと記載している. 1959年に

はThomasKingとFrancisMorganは20例の長期治

療成績を調査し報告6)している 感覚障害の完全回

復を 55%，不完全回復を 35%，未回復を10%に認

めたと述べている.運動障害の回復は 50%，不完

全回復 44%で，来回復は 1例のみであったとして

いる.彼らの治療成績の結果は，現在の肘部管症候

群の一般的な治療成績と同等の成績を得ていた

【考察】

今回の ThomasKingの論文の検証の結果から，

彼は fibrousbandの切離，尺骨神経の神経外神経剥

離を明らかに行い，その後上腕骨内側上顎を切除し

ていたそのため King法は神経剥離を行わず内側

上頼切除のみを行う術式であると定義するのは適切

ではない.

1950年の報告5)と1959年の報告6)では，尺骨神

経の剥離範囲は同じであるが，唯一の違いは，尺骨

神経を完全に全周性に遊離するかしないかの一点で

ある.1959年の報告では尺骨神経を全周性に遊離

しないが，その剥離範囲から推察して fibrousband 

の切離.神経外神経剥離を明らかに行っている.さ

らに尺骨神経と「鞘」の肥厚した症例には，肥厚

した「鞘j を切開し神経絞拒部の剥離を行ってい

る6) この「鞘j とは尺骨神経を覆う筋膜を指すも

のと考えられる.
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82 Thomas隠ngが行った応ng法

また実際τnomas臨時は，内側上頼切除術の成

績は良好であったと報告している.このような良好

な治療成績は，尺骨神経絞拒の主原因である ι
brous bandを切離せずに，内側上頼切除のみでは

得られない.この治療成績から判断しでも，彼は

fibrous bandを切離していたことは明らかである.

本邦における阻ng変法の呼称の起源は不明であ

る.赤堀は. 1984年の論文ωで f昭和 54年噴より

第 1選択を内上頼切除に神経剥離術を併用する

阻ng変法に変更した.J (原文のまま)と記述し.

阻ng変法の呼称が見られている.この神経剥離に

ついて，赤堀は. 1982年の論文10)で「われわれは

神経内血行改善を目的として，主要血管を傷つけな

い範囲で神経外膜を縦に切開展開している.J (原文

のまま)と記述している.赤堀の阻ng変法におけ

る神経剥離とは神経上膜切開術すなわち神経内神経

剥離のことである.

長野はKing法を「上腕骨内側上頼の切除J.臨時

変法を「線維性腫弓の切離と上腕骨内側上頼切除の

合併手術Jと記述している心.長野のKing変法の

神経剥離とは，赤堀の神経内神経剥離でなく，神

経外神経剥離のことであり，すなわち，長野の

King変法はKingの原法そのものである.現在の本

邦における阻ng変法とは，ほとんど長野の定義す

る手術手技のことである1)3)4) この様に当初K却g

変法で行う神経剥離とは，神経内神経剥離を意味し

ていたが，いつからか，現在の神経外神経剥離のこ

とと解釈されるようになったと推察される.そのた

め現在のKing変法と呼ばれている術式のほとんど

はThomas臨時のおこなったKing原法である.

【まとめ】

(1) Thomas阻ngは尺骨神経障害に内側上顎切除

のみを行ったのではない.

ω彼はfibrousbandの切離と尺骨神経の神経外

神経剥離を行っており，その術後成績は満足できる

ものであった.

(3)現在本邦で阻ng変法と呼ばれている術式の

ほとんどは， τnomasKingが行ったKing原法のこ

とである.

(4)今後，肘部管症候群の治療において，内側上

頼切除.fibrous b血 dの切離，そして神経外神経剥

離を行った術式は臨時変法ではなく，阻ng法と呼

ぶべきである.

【文献】
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変形性肘関節症に対する内外側の両側進入による
肘関節形成術の治療成績

告手美柔，瀧京1Z2

変形性肘関節症に対し行った内外側の両側進入による関節形成術 18例 20関節の治療成績について検討し

た平均可動域は伸展が術前一24.8'(::!::7.5)から最終経過観察時一17.0'(士6.6)，屈曲が術前 103.0'(::!:: 

10.4)から最終経過観察時 122.0'(土6.9)，アークが術前 78.2'(土13.0)から最終経過観察時 105.0'(士10.8)と

改善した終痛は 10関節で消失し 10関節で軽度の動作時痛が残存した.Mayo Elbow P，ぽformancescoreは

術前 58.5(::!::8.2)点から最終経過観察時 90.5(::!::8.3)点へ改善し回cellent:7例.good : 13例であった.円

囲内筋榛側縁から肘関節前面に到達することで屈曲制限の原困となる骨臓を切除でき外側アプローチを追加

することで十分な骨親切除が可能であった

【緒言】

変形性肘関節症に対する関節形成術は様々な方法

が報告されているが当科では内外側の両側進入によ

る関節形成術を行っている.特に肘関節前方の処置

は内側より皮下を展開し円囲内筋樟側縁からアプ

ローチし行っている.今回その治療成績について検

討したので報告する.

【対象と方法】

過去5年聞に行われた 18例20関節を対象とし

た.その内訳は男性 14例 16関節，女性4例4関

節で手術時年齢は平均 65.2歳 (50-83歳)，右 16

関節・左4関節であった. 18関節に肘部管症候群

を合併していた.術後平均経過観察期間は 13.9カ

月 (6カ月-4年)であった.これらの手術前後の可

動域・痔痛の有無・ MayoElbow Perlormance score 

について調べた.

手術方法

まず内側アプローチにて尺骨神経を剥離し，内側

側副靭帯後斜走靭帯を切除したのち腕尺関節内側

面・肘頭寵の骨稗を切除する.次に同じ皮膚切開部

から皮下組織を前方へ剥離し円囲内筋榛側縁と上腕

筋尺側縁の間より肘関節前方に到達し鈎状突起・鈎

突禽・榛骨禽の骨臓を切除する.さらに外側より進

入し後外側アプローチにて腕尺関節外側面・肘頭嵩

受理日 201ν'09/01 

の骨腕を切除する.尺骨神経には皮下前方移行術を

行った.術後3日目より外固定を外し可動域訓練を

開始した.

【結果】

平均可動域は伸展が術前-24.8'(::!::7.5)から最終

経過観察時一17.0'(::!::6.6) 屈曲が術前 103.0'(土

10.4)から最終経過観察時 122.0・(::!::6.9)，可動域の

アークが術前 78.2'(::!:: 13.0)から最終経過観察時

105.0' (土10.8)と改善した.痔痛は 10関節で消失

し10関節で軽度の動作時痛が残存した.Mayo El・

bow Perlormance scoreは術前58.5(::!::8.2)点から最

終経過観察時90.5(土8.3)点へ改善しほ，cellent:7 

例・ good:13例であった.術後に合併症を生じた

症例はなかった.

症例提示

64歳男性.主訴:右肘痛・可動域制限，右環小

指しびれ現病歴:3年前より誘因なく主訴出現し

徐々に悪化し仕事(大工)や洗髪などの日常生活動

作に支障をきたすようになった.身体所見:動作時

痛あり右肘可動域は屈曲 105'伸展・30'と制限されて

いた.Mayo Elbow Performance scoreは65点であっ

た.単純X線像では関節裂隙の狭小化あり特に鈎

突寵・肘頭禽周囲に骨腕形成著明であった(図1).

変形性肘関節症・肘部管症候群の診断にて肘関節形

特定医療法人新生病院〒381・0295 長野県上高井郡小布施町851
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図 1-2 術前単純X線 側 面 像

図 1-1 術前単純X線正商像

図2 術巾所見 ①円囲内筋②鈎状突起③骨腕で埋まった鈎突務④尺骨神経

成術を行った(図 2) 術後 6ヶ月の時点で痔痛は

消失し可動域は屈曲 130.伸展 ー15"と改善した.

Mayo Elbow Performance scoreは 100点で excellent

であった 術後の単純 X線像では鈎突禽・肘頭禽

周囲の骨臓は充分切除されている(図 3)

【考察】

肘関節は伸展制限が障害となることは少ないが屈

曲が 105~1l0.以下になると日常生活での支障がで

るようになるため1)患者の希望があれば関節形成術

を行っている.

可動域制限の主因となる骨鯨の発生部位は・鈎状

突起内側縁 ・肘頭内側縁とされる2) 関節形成術に

は様々な方法が報告されている3)4)5)6)が，我々は円

四内筋の榛側縁と上腕筋尺側縁より肘関節前面に到

達することで鈎状突起内側 ・鈎突簡の良好な展開が

えられ充分な骨蘇切除が可能となると考え，この方

法で行っている.また円囲内筋は正中神経支配，上

腕筋は筋皮神経支配であり神経支配界面より進入す

るため侵襲も少ないと考えられる. 1方向進入法と

比較し内外側進入法が良好な成績であったとの報

告7)もあり内側からのアプローテのみでは外側の骨

赫切除は困難なため外側アプローチを追加してい

る.

肘関節形成術の長期成績に関しては， 術後 10年

以上経過した全肘に骨臓の再形成がみられたが術後
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図3・1 術後単純X線正面像

l年と比べ屈曲は 92%の症例で維持され伸展は

81%の症例で維持された8)との報告や，術後 10年

以上経過した症例において術後 1年と比べ平均7'

伸展が悪化していたが屈曲は保たれ9) 骨献の碍形

成は肘頭禽 43.8%に比べ鈎突織は 18%と低かっ

た10)との報告があ りおおむね良好であるが，屈曲

は保たれ伸展がやや悪化する傾向にある.本研究で

は経過観察期間が短く今後も経過観察が必要であ

る.

【まとめ】

当科で‘行っている内外側の両側進入による関節形

成術の治療成績について報告した.

円囲内筋榛側縁から肘関節前面に到達することで

屈曲制限の原因となる骨練を切除でき.外側アプ

ローチを追加することで十分な骨赫切除が可能で

あった長期成績では伸展がやや悪化するとの報告

あり今後の経過観察が必要である
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吉津 1法による臆縫合後に早期自動運動療法を

施行した手指屈筋健断裂症例の検討
もりやこうじ よしづたかえ ま宮 ゆたかっぽかわなおと 抱りさbひろこ

森谷浩治，吉津孝衛，牧 裕，坪川直人，成揮弘子

【目的】吉津 1法施行後に早期運動療法を行った新鮮手指屈筋腫断裂症例の治療成績に影響を及ぼす因子

について検討した.【方法】 2005年-2009年の 5年聞に加療した 35例37指を対象とした損傷指は示指

13指，中指 11指，環指7指，小指6指で.損傷部位はzone1 13指， 11 23指， m 1指であった治療成績

に影響を及ぼす因子として年齢，性別.損傷指，損傷部位，指神経損傷，浅指屈筋腫の損傷および修復を挙

げ.最終診察時の総自動運動域 (TAM) との関係を調査した【結果】最終診察時の TAMは192.-286.で

あった.TAMは年齢と負の相関を有し，その原因は屈曲可動域の護得不足であった.手指が著明に腫脹す

るPre-RSDを3例に認め， 40歳以上で有意に出現していた.その他の因子は治療成績に影響していなかっ

た【結論】加齢はTAMの減少だけでなく， Pre-RSDの発症にも関係し，唯一治療成績に影響していた.

【緒言】

新鮮手指屈筋膿断裂に対する治療は 20世紀初頭

の遊離自家膿移植から， 1960年代後半になると断

裂腫の一次縫合へと移りかわった著者らも 1976

年から一次修復早期運動療法(阻e泊ert法)を開始

し1) 1986年からはKleinert法の腫滑動距離不足を

補うために阻e凪e託変法を取り入れた2) 1993年か

らは強い張力を有した吉津1法の開発・応用と並行

して，早期自動運動療法を導入した3) 今回，現行

の治療方針下で加療した新鮮手指屈筋腫断裂症例を

調査し，治療成績に影響を及ぼす因子について検討

したので報告する.

【対象と方法】

最初に現行の治療方針4)について述べる.両腫断

裂の場合，浅指屈筋(FDS)膿は8字縫合または津

下法で修復し，深指屈筋 (FDP)腫は吉津1法で縫

合する.鍵鞘は腫滑走の障害となれば切除するが，

最低限A1かA2の一方，A4か C1・M・C2(C1・A3

やA3・C2の組合せでも可)のいずれかを残すよう

にしている.術翌日から背側シーネ(手関節掌屈0.，

中手指節 ωfi>)関節 30-60・屈曲位，近位指節間

(PIP)関節および遠位指節間 (DIP)関節屈曲伸展

0.)を装着して早期自動運動療法を開始する.日中

受理日 201ν'091回

は患指を含む全指をゴムで牽引し，手指伸展訓練時

はゴム牽引を外す，または健側手でゴムを遺位に引

き張力を弱めるとともに，基節部背側に枕を挿入し

て伸展が十分できるようにする.最初の 1週間は健

周囲の浮腫による健滑走抵抗の増大を考慮して，他

動屈曲自動保持運動を中心に行うが， 1週以後はハ

ンドセラピストの監視下にゴム牽引を外して手指の

自動屈曲も開始する.また，自動運動以外に PIP

関節と DIP関節の囲曲拘縮を予防するため，町立祖

法に準じた他動伸展運動も術翌日からハンドセラピ

ストに行わせる.術後1週から FDS腫単独の鍵滑

走訓練を始め，術後4週からゴム牽引を中止すると

ともに手指を軽く握らせての手関節自動屈伸を許可

する.術後6週以後から Bunnellのwoodblockを用

いて DIP関節のみ屈曲させる FDP健の分離運動や

MP関節を伸展位に保ったまま woodblockを握るこ

とで指節間 (IP)関節の屈曲促進を図る.背側シー

ネは術後6週まで訓練時以外も装着させ，術後8週

までは指先からの夜間スプリントを継続する.ま

た，手関節と手指の同時他動伸展訓練は術後8週以

後から開始する.

本研究は 2005年から 2009年の 5年間に上記の

治療方針下で加療した新鮮手指屈筋腫断裂35例37

指を対象とした男性 26例，女性 9例，受傷時年

財団法人新潟手の外科研究所〒950・8556 新潟県新潟市中央区新光町 1・18
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齢は 9~68 歳(平均 33 歳)，損傷指は示指 13指，

中指 11指，環指 7指，小指 6指であった国際区

分に基づく損傷部位は zone1 13指， zone 11 23指，

zone田 1指，術前状態1)は良好31例，不良4例で

あった合併損傷は FDS臆断裂を 21指， PIP関節

掌側板損傷を 2指，指神経損傷を 13指に認めた.

経過観察期間は 13~51 週(平均 24週)であった

以上の対象症例に対し，再断裂や反射性交感神経性

ジストロフィーの前駆症状 (Pre・RSD)などの合併

症と最終診察時の総自動運動域 (TAM) を調査し

た外傷後の急性期を過ぎても痛みと腫れが続く，

いったん軽快した痛みや腫れが再び強くなった，痛

覚過敏が出現したなどの兆候が術後経過中に認めら

れたときに Pre-RSDと診断した.また， TAMに影

響を及ぼす因子として年齢，性別，損傷指，損傷部

位，合併損傷を挙げ， TAMとの関係を検討した

なお， PIP関節掌側板損傷は例数が少ないため.こ

の検討からは除外した.検定には Pearsonの相関係

数や Fisherの直接確率計算， Mann-WhitneyのU検

定を用い，Pく0.05を統計学的に有意差ありとした.

【結果】

1.総合評価

再断裂は2例(示指 zone1，中指 zone11の1例

ずつ)に生じ，自動屈曲不全に対する腫剥離術が2

例に施行されていた. Pre-RSDは4例に認められ，

40歳以上で有意に発症していた(表1).

全対象症例の最終診察時TAMは192........286. (平

均2400
) ，%TAMは74%.......100% (平均 92%)で

あった日手会指屈筋鍵機能評価法(日手会評価)

では優 26指，良 8指，可 1指，不可2指， S出ck-

land評価では優27指，良 7指，可 1指，不可2指

であった.なお，再断裂の 2指はいずれの評価でも

不可とした

2.年齢

TAMおよびMP関節以遠の自動屈曲角の総和で

ある tota1active f1exion (TAF) は年齢と負の相闘を

有していたが， {I申展不全角の総和である ωta1ex-

tension lag (TEL) と年齢に相関は認められなかっ

た(図1).

3.性別

男性 29指の最終診察時 TAMは192........286. (平

均239.)，女性8指は205........285・(平均 24nであ

り，性別と TAMに有意な関係はみられなかった

表 1 年齢とPre-RSDの関係 40歳以上で有意に発症し
ていた.

(+) 4 
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斗三三;;t三

。
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加曲町@直祭醤率計'''P<O.01)

TAM (0) 
290 

280 

270 

260 

250 

240 

230 

220 

210 

200 

190 。

@ 

10 

@ 

働
ro w ~ W 00 m 
隼諦(p<O.O聞 1，R2 = 0.436) 

図1 a:年齢とTAMの関係負の相関を有していた.
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図1 b:年齢とTAFの関係負の相関を認めた.
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TAM (") 
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。
示翁(13錆} 中指(11指} 環箔(7錯} 小指(6錨}

TAM (0) 

250 
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。
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なし(16指} あり(21指}

開50M酬・抽出町制後定 (N5o蜘nn--WhftneyのU後定}

図2 損傷指とTAMの関係損傷指問において獲得した 図3 a: FDS腿損傷の有無とT品 4の関係有意な関係は

TAMの有意差は認められなかった. 認められなかった

(M担任Whitneyの U検定， P>0.05). TI馴 (0)

4.損傷指7]IJ 250 

示指 13 指の最終診察時 T品4 は 192 " ~286' (平

均 234" ) ，中指 11 指は 207" ~267" (平均 242")，環

指 7 指は 214" ~285 " (平均 24n，小指 6指は 205" 150 

~272" (平均 242")であり，

損傷指聞において有意差は認められなかった(図

2) 

5.損傷部位別

FDPの単独損傷であるが靭待性健鞘最狭窄部の

A4と の癒着が問題になる zone1と両腿断裂が多

く， FDSとFDP聞の相互癒着が必発の zon巴IIを単

純に比べることは難しいが，例数 1のzoneIIIを除

いた zone1とzoneII問で最終診察時の TAMを比

較した Zone1 13 指の T品4 は 192"~265" (平均

231")， zone II 23 指は 205" ~286" (平均 245')で有

意な差はみられなかった (Mann-Whitn巴yのU検定，

P>0.05) . 

6.指神経損傷の有無

指神経損傷を合併していた 13指の最終診察時

TAM は 192" ~286" (平均 237")，損傷がなかった 24

指は 205" ~285" (平均 241")であり，指神経損傷の

有無も T品 4に影響していなかった (Mann-Whitney 

のU検定. P>0.05). 

7. FDS鍵損傷の有無

FDS臆損傷がない 16指の最終診察時 T品 4は

192" ~252" (平均 232")，損傷が認められた 21指は

205 " ~286" (平均 245")であり，有意な差はなかっ

たさらに， FDS健損傷合併の 21指を処置方法別

で検討すると，修復を行った 16指の T品4は 214"

~286" (平均 246")，半切除または放置した 5指は

242 

。
修復(16箔} 半切除+1i!U.(5指}

{純S，Mann.WhIln町のU償定}

図3 b: FDS鍵損傷に対する処置方法とTAMの関係

処置方法の遠いもTAMに影響していなかった

205"~272" (平均 242")で有意差は認められなかっ

た(図 3).

【考察】

現在，新鮮手指屈筋臆断裂に対しては強い張力を

有した腿縫合法と早期運動療法を組み合わせた治

療が主流になっている5) 著者らも，手技が他の

6-strand法に比し簡便，かつ十分な張力を有する吉

津 1法施行下に早期自動運動療法を行い，良好な治

療成績を得てきた3)4) 本研究においても日手会ま

たは Strickland評価で良以上は 92%にのぼり，経年

的に治療成績が向上しているだけでなく，他の報告

と比較しでも遜色がない5)6)7) (表 2). これには後療

法の改良並びにその手技の安定化の寄与4)だけでな

く，加療した症例を詳細に検討3)してきたことも大

きく影響していると思われる.

今回 T品 4に関わる因子を調査したが，年齢のみ

T別 に関与し，それは TAFの減少に影響されてい
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表2 著者らの経年的な治療成績と他の早期自動運動療 れた.後療法中に突然患指だけでなく手部全体が腫

法との比較 脹する Pre-RSD の発症時期は術後 1~9 週と決まつ
目手会惇錨 平均 S制制and野筒 再衝製

(E+畠} %官糊 (E+白}

盲窓{締倒，Jω軍司奇功 81鳴 2倒

核 (19側兵舗崎司勾 術協 島蹴 。倒

事融問倒，2G1J句りトい~ふ同書智也 ペ町…、ん自2ー%吋云むど
j，2倒

大葬 (37指，2側由年}司 鍋嶋

S肘依脂Id(34倒，1銅 7年刊 711% 2倒

割蜘町S魁副d(鋪倒，1鈎4年}句 96% 2倒

るという結果であった.治療成績をさらに向上させ

るためには，この加齢に伴う屈曲可動域の獲得不足

を改善する必要がある.しかし，健常者であっても

『年齢とともに手指の屈曲可動域は減少している.n8)

ことを踏まえると，年配者の手指屈筋健断裂では受

傷前から TAFの低下が既存し，それが治療成績に

反映されている可能性も否定できない.従って.年

配者では TAFの増加よりも，むしろ年紛に支配さ

れない TELの軽減，つまり IP関節の屈曲拘縮予防

に努めたほうが，結果として TAMの改善に繋がる

のではないかと考えられる.また， TAMが年齢に

影響されることを考慮すると，治療成績の評価法も

S出ckl担 d評価のように獲得した可動域のみを単純

に判定する方法より，健側や年齢を加味したほうが

個々をより適切に評価している方法と思われる.

狭い範囲に靭帯性腫鞘と想像した以上に広い滑膜

性膿鞘が存在する zone1ではA4との癒着や縫合部

の通過障害が問題となり9) 治療成績も良くないと

する報告がある10) 本研究では損傷部位による

TAMの差はなく， zone 1の治療成績自体も平均

TAM 231'と良好であった.これには，著者らの

zone 1の屈筋腫縫合においては WC1-A3・C2のいず

れかが残存すればA4を残す必要はないJとする治

療方針紛が影響したと思われる.また，損傷部位以

外の性別，損傷指，合併損傷も TAMに関与してい

なかった.著者らの現行の治療方針で加療するかぎ

り，これらの因子も治療成績に影響しないといえる

が，他指に比べ小指 3)の治療成績がよくない可能性

や合併する FDS健断裂に対する処置2)など，未だ

解決されていない問題も実際は存在するため，さら

に症例数を重ね，検討を続けていくつもりである.

本研究において，年齢は TAMだけでなく Pre-

RSDの発症にも関係し. 40歳以上で有意に認めら

たのもではなかったが，運動訓練内容や装具の変更

または追加を契機に発症することが多かった.その

治療としては短期間のプレドニン 5-10mgの投与

が行われ， RSDへの移行はなかった.いずれにし

ても TAMに影響を及ぼすことが十分予測されるた

め， 40歳以上の手指屈筋腫断裂では Pre-RSDの発

症に注意しながら後療法を進めていく必要があると

思われる.

【まとめ1
1)吉津 1法による腫縫合後に早期自動運動療法

を施行した手指屈筋鵬断裂 35例 37指の治療成績を

検討した

2) 最終診察時の T品 4と年齢は負の相闘を有し

ていた.

3) 40歳以上の手指屈筋臆断裂では Pre-RSDに

注意しながらの後療法が必要と思われる.
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関節リウマチ以外に起因する臆皮下断裂の治療経験
たかせかつみ こう白りょうへい ぱんぱやす L しんむらこうたろう やまもとけんご

高瀬勝己，河野亮平，番場泰司，新村光太郎，山本謙吾

手関節部における腫皮下断裂は様々な原因により発生する.今回.関節リウマチ以外の原因で発生した瞳

皮下断裂を検討したので報告する.

症例は 14例.内訳は男 4例・女 10例，羅患側は右 9例・左5例，手術時平均年齢は 67.5歳であった

擢患腫は重複を認めるが，長母指{申筋臆(以下EPL)6例，長母指屈筋臆(以下 FPL)2例.仲筋支帯第4

コンパートメントでの中指伸筋腫1例.環指伸筋膿6例，小指伸筋腫5例に臆断裂を認めた.原因疾患とし

ては.榛骨遠位端骨折保存治療後4例.撹骨遠位端骨折観血治療術後3例.Kienbock病2例，変形性手関節

症5例であった.

腫皮下断裂の原因は様々である.今回の結果では犠側健断裂は榛骨骨折後に発生し，尺仰l伸筋臆断裂は変

形性関節症性変化に続発していた.治療法に関しては 個々の病態を把握し選択すべきである

【緒言】

手関節部における鍵皮下断裂は様々な原因により

発生する.特に関節リウマチでは，手関節病変に伴

い腫皮下断裂を生じ易いことがよく知られている.

一般的には，腫皮下断裂は手関節背側の伸筋支帯部

で発生することが多く，主に伸筋腫断裂を起こしや

すい.しかし，近年では榛脅遠位端骨折のために開

発された Lockingplateによる屈筋健断裂も報告さ

れるようになった.今回，関節リウマチ以外の原因

で発生した腫皮下断裂を検討したので報告する.

【対象と方法】

症例は 14例.内訳は男性 4例・女性 10例，擢

患側は右側 9例・左側5例，手術時年齢は 54-79

(平均 67.5)歳であった.擢患鍵は重複を認めるが，

長母指伸筋腫(以下EPL)6例.長母指屈筋腫(以

下FPL)2例，伸筋支帯第4コンパートメントでの

中指伸筋腫1例，環指伸筋臆6例，小指伸筋腫5例

に臆断裂を認めた.原因疾患としては，樟骨遠位端

骨折保存治療後4例，接骨遺位端骨折観血治療術後

3例，町田bock病2例，変形性手関節症5例であっ

たこれらの症例の術中所見および手術方法を検討

した術後経過観察期間は 1年から 9年10ヵ月

(平均3年2ヵ月)であった.

受理日 201ν09/06 
東京医科大学〒160-0023 東京都新宿区西新宿6・7・1

【結果】

擁骨遠位端骨折保存治療後に発生した腫断裂4例

は，全例がEPL断裂であった.対象症例は，骨折

部の転位が軽度のため，整復操作は施行されずにギ

プス固定を3から 4週施行されていた.受傷直後お

よび外固定除去後は，全例で擢患母指E関節の自

動伸展が可能であった.しかし，受傷後最短で2ヶ

月から最長で 10年経過した時点でE関節自動伸展

が不能となり， EPL断裂と診断されたいずれの

症例においても断裂部位は伸筋支帯第3コンパート

メント内であったが，接骨手根関節包あるいは榛骨

遠位端背側骨膜の破綻はなく，コンパートメント内

の接骨背側の脅隆起をわずかに認めるのみであった

(図1).この4症例に対し固有示指伸筋腫移行術を

施行した阻ddell7)の治療評価では全例偲cellentで

あった.

榛骨遺位端骨折観血治療後に発生した臆断裂3例

は，他院でLo必ngplateを使用された症例であり，

2例がFPL断裂， 1例がEPL断裂であった. 3例と

も術後7ヶ月以降に運動障害が出現したが，最長で

も1年3ヶ月であった.前者(図 2)はWatershed

lineを越えた plate，後者は手関節背側に突出した

Sぽ'ewが原因であった.内固定材料を抜去後に

FPL断裂には長掌筋健移植術， EPL断裂には固有
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症例 1 (手|菊節単純X線およびCf).

53歳女性，榛骨遠位端骨折保存治療施行 10年後に左長母指仲筋鍵皮

下断裂を発症.CT綴断面にて第3コンパートメントに一致する接骨背

側部の不整像を認める(白矢印，黒矢印はLister結節)• 

症例2 (手関節単純X線).

69歳女性;榛骨遠位端骨折観血治療後

11ヶ月にて右長母指屈筋腿皮下断裂を

発症.PlateがWatershedlineを越えた

位置に設置されている(矢印).

示指伸筋臆移行術を施行した. FPL断裂 2例の治

療成績を IP関節自動運動(伸展/屈曲)で評価す

ると， 0"/30"および 0"/45"であったが，EPL断裂

の治療評価ではRiddellの評価で巴xcellentであった

Kienbock病の 2例3)は.Lich出血 分類 stage4の

変形性手関節症に進行した症例で，環指伸筋腿断裂

l例，環 ・小指{中筋鍵断裂 1例であった断裂部位

は第 4コンパー トメン ト部内であったが，機骨手根

関節包断裂，分節化した月状骨の背側突出および変

症例3 (手関節単純X線).

71歳女性;Kienback病StageIVで分節

化した月状骨(矢印)は背側に突出し，

環 ・小指仲筋鍵皮下断裂を発症.

形性遠位様尺関節症を認めた(図 3). 両者に対し

長掌筋腿を用いた!雌移植術を施行し，小 ・環指の伸

展制限は消失した.

変形性手関節症の 5例は，EPL断裂 1例.中-

環 ・小指伸筋健i新裂 l例，環 ・小指伸筋健断裂3例

であった. EPL断裂の 1例は Lister結節部に骨赫

形成，他の 4例は遠位検尺関節の高度の変形性変化

および尺骨の背側斑脱臼を認めた(図 4，5).いず

れの症例でも断裂部は，第3あるいは 4コンパート

メン トの伸筋支帯内であった.腿再建術として，

EPL 断裂には国有示指伸筋縫移行手r~ ， 他の 4 例に

は長掌筋腿移植術を施行した術後評価では， EPL 
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92 関節リウマチ以外に起因する腿皮下断裂

症例4 (手関節単純X線)• 

68歳女性;遠位榛尺関節の高度の変形

性変化を認め，中・環・小指仲筋腿皮

下断裂を発症.

断裂は Ridd巴11の評価で excellentであったが，中 -

環 ・小指伸筋腿i新裂は中 ・環指の伸展制限は消失し

たが小指は手関節中間位で MP関節 10'の伸展制限

が残存した 環 ・小指伸筋腿断裂 3例では環指の伸

展制限は消失したが.1例に手関節中間位で 5'の小

指伸展制限が軽度残存した

合併手術として，著明に突出した骨腕切除した後

にKienback病 2例には Graner変法8) 高度の変形

性遠位榛尺関節症 4例には Sauv邑-Kapandji法 CS-K

法)を追加した.

【考察】

腿皮下断裂は様々な原因で発症する 撲骨遠位端

骨折に合併した EPL断裂に関して. Helalら2)は転

位が高度な症例よりも転位のない症例に EPL断裂

をきたしやすいと報告している つまり，転位のな

い骨折では伸筋支帯の基本的構造が維持されるた

め. List巴r結節と伸筋支帯の内径が狭小化し縫の較

拒が発生し，鍵断裂の原因になりうるとしている.

実際，我々が経験した榛骨遠位端骨折後保存治療後

に発生した健断裂は.EPL断裂のみで第3コンパー

トメン ト内部で発生していた.

近年，楼骨遠位端骨折の観血治療法として患者の

骨11危弱性を考慮し掌側 Lockingplat巴が広く用いら

れている. しかし，プレートの設置位置あるいはプ

レートと一体となったスクリュー尖端が原因で鍵皮

下断裂を起こすことが報告されている Orbayら6)

は，榛骨遠位部の Watershedlineに着目し，同部よ

り遠位設置されたプレー トでは屈筋鍵断裂が発生し

やすいと報告した.Drobetzら1)は Lockingplat巴施

症例5 (手関節cfおよび3DCfl
逮位榛尺関節の背側亜脱臼が確認できる

行例 50例中 6例に長母指屈筋臆断裂が認めたこと

を報告し，本邦ではまとまった報告はないが三宅

ら4)がLockingplateによる長母指屈筋腿断裂を報告

している.自験例でも Watershedlineを越えたプ

レートによる長母指屈筋鍵断裂を 2例経験した.ま

た，背側に突出した遠位スクリユーにより長母指伸

筋腿!新裂を経験した. これらの発生予防として， 直

視下でのプレートの適切な設置位置の決定，榛骨遠

位背側骨皮質を貫通しないように実測値より2mm

短いスクリュ一挿入を現在心掛けている.

Kienback病あるいは変形性手関節症では，健 -

腿鞘の血行障害.Lister結節部あるいは遠位榛尺関

節に発生した骨赫および背側脱臼した尺骨頭による

機械的刺激5)が原因として考えられる.また， 関節

包の破綻によって伸筋健健鞘に波及することによる

間接的原因10)の可能性も指摘されているが， 11四 aka

ら9)は関節包断裂のない症例を報告し必須条件では

ないとしている. しかし，自験例では，当該疾患で

EPL単独断裂 1例を除く 6例に遠位模尺関節にお

ける関節包の破綻が認めら 周囲躍に強い滑膜炎が

認められた このため，腫再断裂の予防を考慮し，

伸筋支帯を用いた関節包補強を行い，基礎疾患に対

しては Gr回 er法あるいは S-K法の合併手術を追加

したこれらの操作により，終痛，腿滑走障害，鍵

再断裂は現在のところ認めていない.

【まとめ】

手関節周囲に発生した健皮下断裂 14例を報告し

た断裂原因は様々であったが，接骨遠位端骨折の

転位が軽度であっても雌断裂が起こる可能性がある

ことを十分認識すべきであり，発生時期も受傷後長

期を要する場合がある.
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グロームス腫蕩自験例の検討
うるしさきあや こじまあらた なかむらまさや いいだひろかず さかいだのりこ、.-.~ 
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漆崎亜弥*児島 新*中村誠也*帥，飯田寛和**坂井田紀子料**
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グロームス腫療は比較的希な手指に好発する良性腫療であるが，その診断は難しく，治療までに長期間を

要することもある.また，手術アプローチは難しく，完全に切除しなければ再発の可能性がある.2005年1

月から 2010 年 6 月まで‘に手術を行った 14 例で，男性 4例.女性 10 例，手術時年齢は 23 才~72 才であっ

た発生部位は母指 5 例，示指 3 例.中指 2 例，環指 4 例で，発症から診断に要した期間は 1 年~10 年で

平均 46か月であった.自発痛と圧痛は 14例全例にあり 寒冷刺激による終痛は3例にあった.爪の変形や

変色は 4例にみられ.X線画像で 1例に末節骨圧排像をみとめ.MRI画像で異常所見を 9例中 7例にみられ

た.手術は全例顕微鏡下に腫湯摘出した全例で術前の終痛は消失し，爪の変形のあった症例では変形は改

善し，新たな爪の変形を生じたものはなかった.術後平均観察期間は20か月で.再発はみとめていない.

【緒言】

グロームス腫擦は手指に好発する良性腫擦である

が，その発生頻度は低い.また，確定診断から治療

に至るまでに長期間を要することもある.また，手

術アプローチも難しく，完全に切除しなければ再発

の可能性もある.今回著者らは手指に発生したグ

ロームス腫蕩 14例を経験したので若干の考察を加

えて報告する.

【対象と方法】

対象は 2005年 1月から 2010年6月までに手術

を行った 14例である.男性 4例，女性 10例で，

手術時年齢は 23 才~72 才，平均年齢は 46 才であっ

た.発生部位は母指5例，示指3例，中指2例，環

指4例であった.発症から診断に要した期間は2か

月~1O年で平均 46 か月であった.他の医療機関で

診断がつかずに放置されていたり，他病名として治

療されていた症例もあった.自覚症状として自発痛

と圧療は 14例全例にあり，寒冷刺激による痔痛は

3例21%にあった.爪の変形や変色は 4例28%に

みられた.X線画像で1例に末節脅の圧排像をみと

めた.MRI検査を術前にされたのが9例でそのう

ち腫第性病変をみとめたものが 4例 44%で，輝度

受理日 201ν'08/30 

変化をみとめたものが3例33%であった.手術は

全例指神経伝達麻酔下，顕微鏡下で行ったキシロ

カインにて指神経ブロックを行い，輪ゴムを用いて

指基部で止血を行った.爪甲と爪上皮にコの字状の

flapを作成し，爪を近位側へ翻転した.爪床に縦切

開あるいは.z切聞を加え，腫療を確認し，可及的

に摘出した.境界部が不明瞭な箇所や.流入出血管

がはっきりしている箇所はバイポーラーで焼灼し

た創洗浄の後，爪床は 6・0吸収糸で可及的に縫合

し，爪を戻して，皮膚と爪甲を 4・0ナイロン糸で鑓

合した(図1).

【結果】

病理組織診断は全例グロームス腫療で，グローム

ス細胞が血管を取り囲むように存在し，周皮細胞由

来の平滑筋細胞が増殖していた(図 2). 術前にあっ

た痔痛は全例で消失し，爪の変形のあった症例では

変形は改善あるいは消失した.手術により新たな爪

の変形を生じた症例はなかった.術後平均観察期間

は20ヶ月で，再発はみとめていない.

[症例呈示】

症例 1:38歳，男性.

主訴:右母指痛

事関西医科大学香里病院干572・8551 大阪府寝屋川市香里本町通8・45
材関西医科大学附属枚方病院整形外科

柿象巽病院整形外科

材料関西医科大学附属枚方病院病理学教室
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グロームス膝湯白験伊jの検討 95 

図1 a爪を近位側へ翻転 b爪床に縦切開

c爪床を縫合 d爪を縫合

図2 病理組織 a HE染色弱拡大 b HE染色強拡大

cCD31染色 da-SMA染色

現病歴 :5年以上前から右母指痛を自覚し，改善

しないため当院受診.

身体所見・検査所見:母指の爪には線状変形がみ

られ(図 3)，圧痛を阿部にみとめた.単純 X線画

像では明らかな異常みられず， MRI検査では臆場

性病変をみとめた(図 4).

手術所見:指神経伝達麻酔下に腫疲摘出術を行っ

た病理学的診断はグロームス腫療であった.

術後経過:術後5年経過し，爪変形は改善し，再

図3 症例 l 術前写真

図4 症例 1 a X線画像正面像

bX線i亙i像側面{象 c， d MRIi亙i像

発はみとめていない(図 5). 

症例 2: 38歳，女性

主訴右示指痛

現病歴 :6年前から誘因なく右示指に定痛が出現

し，前医で X線画像上異常なく経過観察されてい

たが，強い刺激痛が続くため当院受診された.

身体所見 ・検査所見:爪根部に限局的に圧痛をみ
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96 グロームス経務自験例の検討

図5 症例1 術後写真

図6 症例2 術前写真

とめ.寒冷刺激での痔痛があり，爪の変形変色はみ

られなかった(図 6).MRI画像では腫湯性病変を

みとめた(図 7).

手術所見 ・前述と同様の手技で，腫湯摘出術を

行った.病理組織診断はグロームス腫療であった.

術後経過:術後終痛は消失し，爪変形はなく，再

発も認めていない(図的.

【考察】

グロームス腫療は末梢循環を調節するグロームス

体から発生する良性腫壌であるが.診断までに長期

間を要することがある.今回の症例でも 2例は発症

から診断までに 10年を要しており，その問他の医

療機関で異常なしといわれたり，神経痛や関節炎と

診断されていた.グロームス腫療の理学的所見とし

ては，終痛部位を鈍な金属のピンで押すことで強い

、
毛 《 世 ~

司~‘ 
れ

、' liiI! ・輔自陣

b a L 

急事伊
c d 

図7 MRI画像所見

図8 術後3か月写真

痛みを引き起こして 被検者が指を引っ込めれば陽

性となる Love's test，指の基部に駆血帯を装着す

ることで Love'stest による痔痛誘発が消失すれば

陽性となる H江むe出'stest，態、指を冷水につけ病変

部と周囲に強い圧痛を生じれば陽性となる cold

sensitivityなどがある1)画像所見では単純X線画像

で骨圧排像をみとめる場合があり， MRI検査では

腫湯性病変や輝度変化が観察される.M. M. AL-QA-

TTANらはその sensitivityは90% specificityは50%

と報告している 2)また，超音波検査のカラード ッ

プラ一法が有用であるとの報告もある 3)また腫揚

を完全摘出しなければ，再発する可能性がある4)5)

が，爪下に発生した腫擦を摘出する際のアプローチ

は容易ではない.手術アフローチも様々報告がある

が， 1.]. LEEらは経爪甲的アプローチにて 17例6)

K. BHASKARANANDらは側方アプローチで 14例1)

沢辺らは経爪甲的アプローチで 13例のグロームス
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グロームス腫痕自験例の検討

腫第摘出術をおこなったおと報告している.経爪甲

アプローチでも今回我々の行った近位へflapを起こ

す方法や.側方に flapを起こす方法が報告されてい

る6)経皮的な側方アプローチは爪や爪床を損傷しに

くいのは利点であるが，腫療の発生部位が側方に偏

位していない場合は視野が得られにくく.容易には

摘出できないと考える.今回自験例では限局性の強

い自発痛と圧痛が全例にみとめられ， X線検査や

MRI検査を施行しでも画像所見がない症例に対し

て，グロームス腫療の存在を疑い手術を行った結

果，全症例に腫蕩の存在をみとめた.しかしグロー

ムス腫痕を疑って手術を行った結果， epidermoid 

cystであった症例が1例あった.その症例はグロー

ムス腫療に比べ圧痛が少なかったが， MRI画像で

腫癒性病変をみとめたため，手術に踏み切った症例

であった.強い自発痛と限局性の圧痛，寒冷刺激を

みとめるなど，臨床的にグロームス腫第を疑う症例

では，患者に十分なインフォームドコンセントを

行った上で，積極的に手術を検討しでもよいと考え

る.

【まとめ】

グロームス腫療は比較的稀な腫療であるが，診断

に長期間要することもあり，常に念頭におき診療に

あたる必要がある.術前に腫療の局在を評価し，適

切なアプローチで完全摘出することが重要である.

【文献1
1) BHASKARANAND K， et a1. Glomus旬morof血eh組 d.

27 J Hand Surg: 229・231，2002.
2) AL・QATTANM， et a1. Magnetic resonance imaging in the 

di噂 losisof g10mus旬mour冒 of也.ehand. 30 J Hand Surg: 
535・540，2005.

3)沢辺一馬ほか.手指爪下グロームス腫癒症例の検討.
26日本手外科学会雑誌:431-434， 2010. 

4)相木比古乃ほか.手指グロムス腫揚の検討.27日本手
外科学会雑誌:422-424， 2011. 

5) DAILIANA Z， et a1. A glomus t叩 10urwi血 fourrecur・

rence. 24 J Hand Surg: 131・132，1999.
6) LEE 1， et a1. Subungua1 glomus旬moursof白eh釦 d:Di-

agnosis and outcome of白e仕組sun思Ia1approach. 34 J 
Hand Surg: 685・688，2009.
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多発性骨軟骨腫および、多発性内軟骨腫による

前腕変形に対する尺骨仮骨延長術
すず量まさひろ ゆかわまさひろ と号 さとし いわき宮こうえい じん ひろみち

鈴木雅博事，湯川昌広大藤 哲*岩崎弘英帥，神裕道料*

多発性脅軟骨腫および多発性内軟骨腫による尺骨短縮を伴う前腕変形に対し尺骨仮骨延長術を施行した7

例について報告した対象は男児 1肢，女児 6肢，手術時平均年齢は 8.3歳だった.手術は尺骨仮骨延長に

加え，腫癖切除.榛骨矯正骨切，榛骨延長などを行った尺骨延長量は平均29.3mm. Healing indexは平均

68白血mであった治療成績はX線評価で叫narv紅 凶ceとcarpalslipが有意に改善していた前腕可動域

に有意な改善は得られなかった.尺骨仮骨延長術は前腕変形の矯正に有効だった.

【緒言】

多発性骨軟骨腫および多発性内軟骨腫は全身に骨

腫癒を多発する疾患であり，高度な前腕変形が生じ

ることにより上肢の機能や外観が大きく障害される

ことがある.当科では尺脅短縮を伴う前腕変形に対

し，仮骨延長法による尺骨延長術を施行したので，

その治療成績を報告する.

【対象と方法1
1996年から 2008年にかけて当科にて手術を施行

した 6例7肢を対象とした.男児1肢，女児6肢.

多発性骨軟骨腫が3肢，多発性内軟骨腫が4肢だっ

た.変形の重傷度は， Masadaらにより報告された

分類。を使用して評価し，可pe1が3肢，句碑IIb

が4肢だった手術時年齢は3歳から 18歳，平均

8.3歳，術後経過観察期間は 7か月から 5年11か

月，平均42.6か月だった.術式は腫癖切除を 5肢，

尺骨仮骨延長と榛骨矯正骨切りは全例に施行した.

3例で健側の榛骨長を目標とし樟骨延長も施行し

た.Wai血.gperiod約 7日間の後. 1日0.5mmで延

長した尺骨延長量は叫narvari血 ceOmmを目標

とした犠骨矯正骨切り術は，術中，透視下に変形

中心を確認し，その近位と遠位にそれぞれの骨軸に

垂直となるように創外国定器のピンを刺入した後に

変形中心で骨切りした.近位と遠位のピンが平行に

なるようにM・100創外固定器を装着して一期的な

受理日 201ν09/13 

矯正とした.前腕短縮の改善も希望した3例では樟

骨延長も施行した.榛骨延長量は健側との前腕長の

差を目標とした.術前計画で尺骨延長量を決定した

後に，前腕長差の分の延長量を梶骨と尺脅それぞれ

に追加し両骨の延長量を計算し.最終的に尺骨が過

度の延長にならないよう延長量を調整した.延長速

度は尺骨と同様に 1日0.5mmとしたが，尺骨に比

べ榛骨の延長量は少ないので予定延長量に達した時

点で尺脅より早期に延長を終了とした.治療成績

は，前腕可動域と.X線評価の叫narv紅訟nce(以

下uv)と radialarticular angle (以下RAA)，田中al

slip (以下 CS)を手術前後で比較して評価した.測

定値の解析には.paired 下testを使用した.

【結果】

尺骨延長量は平均29.3mm (15-45 mm)であり.

全例に脅癒合が得られた. Healing indexは平均 68

日/mm(56-129日/mm)であった.X線評価では，

uvとcsが有意に改善していた(図 1). 前腕可動

域は囲内が術前平均29.2・から術後平均 50'となり改

善傾向が認められたが有意ではなかった.国外は術

前後で変化が認められなかった(図2). 合併症と

して. 1例に創外固定器のピンの破損，旬peIIbの2

例に榛骨頭の再脱臼，句碑 Iの1例に前腕尺屈変形

の残存を認めた.偽関節や神経麻痩の症例は認めな

かった.

事弘前大学医学部附属病院 整形外科干036・8563 青森県弘前市本町53
‘青森市民病院襲形外科

帥$大館市立総合病院盤形外科
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図2 前腕可動域

[代表症例]

症例 1:4歳，女児.多発性骨軟骨腫，Masada分

類 type1 尺骨は短縮変形しており遠位部に腫湯性

陰影を認めた.携骨は轡曲し，前腕は健側に比べ

短縮し内反変形を生じていた.前腕可動域は回内

田 45¥回外 80.，UV 11 mm， RAA 42¥CS 81.8%だ、っ

た(図 3).腫擦切除術，尺骨仮骨延長術，機管の

矯正骨切り術と延長術を施行 し，榛骨を 10mm，尺

骨を 37mm延長した.術後 4年，囲内 60.，回外 90.，

UV 3.2 mm， RAA 32¥ CS 45%であり，前腕変形と

回内可動域に改善が得られていた(図 4)

症例 2:9歳，女児.多発性内軟骨腫， Masada分

類 type1. 尺骨は短縮変型しており遠位部に腫癌性

陰影を認めた.榛骨は脅曲し内反変形を生じてい

た.前腕可動域は囲内 20.，国外 90.，UV 8.5 mm， 

RAA 45¥ CS 77.7%だった(図 5). 腫擦切除術，

尺骨仮骨延長術，検骨矯正骨切り術を施行したが，

榛骨は矯正が不十分だった尺骨は 26mm延長 し

た術後2年，間内 30.，聞外 85.UV2.5 mm， RAA 

38¥ CS 58%.前腕可gyJ域に明らかな変化はなく前

腕の尺間変形の残存を認めるが，術前と比べ前腕変

形は改善が得られており本人と家族の満足度は高い

99 

術前

術後

図3 症例1. 4歳，女児 多発性骨軟骨腰.

術前の臨床写真とX線写真

図4 症例1 手術後 (左)， 術後4年(右)

(図 6).

【考察】

多発性骨軟骨腫は骨軟骨腫が多発する疾患であ

り，長管骨の骨幹端，特に上腕骨近位部，大腿骨遠

位部，腔骨近位部に好発し，それらに次いで前腕に

も発生する 本症による前腕変形は 30~60 % に合

併 し， 変形の主因は尺脅の相対的な短縮と報告され

ているの3) 多発性内軟骨腫は内軟骨腫が多発する

稀な疾患、であり，単骨性の多発病変から全身の骨に

病変を有するものまで様々である.長管骨の骨幹か
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図5 症例2. 9歳， 女児ー 多発性内軟骨膜
術前の臨床写真とX線写真

図6 症例2. 手術直後(左).術後1ヶ月(中)• 

術後2年(右)

表 1 症例の内訳

症例性)lIJ
胸骨由!手術E寺年宣言 経明観察期間 |

手術;ま
i尺骨延長霊 i術前可動域 IWi後可動域

tv田歳) (月 (mm) IIQJ内 回外 iIQJ内 回外

1 I女性 1 1日 3日 ULRO 15 I 70 90 ! 60 90 
2 |女性 1 4 53 ! TR UL RαRU i 30 I -45 日0丁 目。 90 
3 |女性 9 24 i 丁目UL RO 26 I 20 90 I 30 85 
4 男性 2b I 10 47 ! TR UL RD<RU ! 45 I 0 70 10 70 
5 女性 2b I 3 71 ! TR UL RD<Rリ g 35 ! 40 80 ! 60 90 
6 女性 2b I 5 58 ! TR UL RO I 24 I 60 90 75 75 
7 |女性 2b I 自 7 UL RO 23 I 60 65 55 75 

平均 8.3 426 283 I 29.3 80.7 i 50 82.1 
丁目・turror用語cton.Uじ ulr百r陰ngt同 mn2

RO: r割自Iosteotomy. Rじr剖繭Ilengtt官 n1ni

ら骨幹端部に好発し骨端線を侵すことにより，強い

骨変形や成長障害を生じることがある4)

腫療による前腕変形の機序は. 1堕蕩により尺骨の

growth plateが障害され.成長障害が生じることに

よる尺骨の相対的な短縮が生じる.さらに腫痕によ

る直接的な圧迫も加わることにより榛骨の轡曲や榛

骨頭脱臼が出現し，前腕変形や可動域制限が生じる

と報告されているの.

治療法として種々の矯正術が報告されているが尺

骨延長術は，前腕変形の主因である尺骨短縮を改善

するものであり最も重要な手技である 他にも腫蕩

のmasseffect を解消する目的に腫1裏切除Vl~. 榛骨

の管曲変形を矯正する目的に榛骨矯正骨切り術など

が報告されている.当科では榛骨延長術を 3肢に施

行した本疾患は;僕骨に対する尺骨の相対的短縮が

前腕変形の主因なので，変形に対する治療とは逆行

するように思われるかもしれない. しかし尺脅との

延長量を調整することにより前腕変形は十分に矯正

可能であり，上肢短縮の改善による満足度も高いの

で，上肢短縮が著明な症例には有効な選択肢と考え

ている.

手術による治療効果に関しては，前腕の可動域，

変形ともに改善しなかった5)という報告や，可動域

は改善しなかったが変形の改善が得られた6)など

様々な報告がされている.今回の症例では，前腕変

形は改善が得られたが，前腕可動域は有意な改善が

得られなかった 尺骨仮骨延長術は機能的改善目的

ではなく，整容面での改善を期待する手術法と恩わ

れた. しかしながら今回. 1例のみ術後に大きく囲

内可動域が改善した症例が存在した. この症例では

尺骨遠位部の骨腫蕩が突出し榛骨に接触することに

より回旋可動域を障害していたと思われる このよ

うな症例では腫蕩切除により回旋可動域の改善が期

待できると思われるが，症例数が少ないためさらな

る症例による検討が必要である.

変形の再発に関して，術後に尺骨の相対的短縮が
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多発性骨腫蕩による前腕変形に対する尺骨延長術

再発した報告5)もあるが，脅端線閉鎖後の症例では

尺骨短縮が再発しなかったとの報告もある7) 今

回，尺骨短縮と榛骨頭脱臼が再発した 2症例はいず

れも骨端線閉鎖前に手術を施行されており，術後

11ヶ月と術後 12ヶ月に再発を認めた.変形再発の

危険性を減じるために骨端線閉鎖後に手術するとい

う選択肢もあるが，当科では榛骨頭のリモデリング

効果を期待するために，骨端線閉鎖前の早期に手術

を施行している.そのため少なくとも骨端線が閉鎖

するまでは変形の再発に関して経過観察が重要であ

る.

【まとめ】

多発性骨軟骨腫および多発性内軟骨腫による前腕

変形に対し尺脅仮骨延長術を施行した.同手術法は

前腕変形の改善に有効であった.変形の再発に関し

て長期に渡る経過観察が重要であった.

【文献】

1) Masada K， et a1. Operation for forearm deformity caused 

by multiple osteochondromas. 71 J Bone Joint Surg Br: 

24-29， 1989. 
2)政田和洋ほか.多発性骨軟骨腫による前腕変形に対す

る治療. 22臨整外:943・950，1987.
3) Burgess RC， et a1. Deformities of the forearm in patients 

who have multipleαrtilaginous exostosis. 75 J Bone Joint 

SurgAm: 13・18，1993.
4)宮脇剛司ほか.多発性内軟骨腫症の手病変の検討. 24 

日手会誌:174・179，2007.
5) Fogel GR， et a1. Management of deformities of the forearm 

in multiple hereditary osteochondromas. 66 J Bone Joint 

SurgAm:670・680，1984.
6)岳原吾ーほか.多発性遺伝性骨軟骨随における尺骨延

長術. 25日手会誌:915・919，2009.

7) Matsubara H， et a1. Correction and lengthening for defor・
mities of the forearm in multiple cartilaginous exostoses. 

llJOr白opSci: 459・466，2006.
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榛骨遠位骨端線早期閉鎖に対する治療経験
〈らもちだいすけ しみずひろゆき いずみやま こう よLだのりゆき あんどう りょう ベつぷもろえ

倉持大輔*清水弘之料，泉山公*料，吉田典之**安藤亮**別府諸兄料

小児の榛骨遠位骨端線閉鎖の治療は，成長の影響を受けるため 単純な矯正骨切りだけでは不十分なこと

もある.今回我々は，矯正骨切り術，仮骨延長法およびLangenskiold法を併用した症例を経験したので報告

する.

症例 1:13歳男児.穣骨遠位端骨折に対し保存治療を受けた 6年後，榛骨遠位骨端線閉鎖による変形を認

め当科受診となった.矯正骨切り術，仮骨延長法を行い，術後3年の現在日常生活に支障は認めていない.

症例2:11歳男児榛骨遠位端骨折に対し，当科で経皮的銅線刺入を施行した 5年後に手関節痛を自覚し

当科再診となった.再診時，榛骨遠位骨端線閉鎖による変形を認め.矯正骨切り術，仮骨延長法に Langen-

s凶old法の併用を行った.術後 10か月で再癒合を認めており経過観察中である.

症例3:13歳男児.榛骨遠位端骨折に対し保存治療を受けた 4年後に，手関節痛を自覚し当科紹介受診と

なった榛骨遠位部の変形を認め，矯正骨切り術および仮骨延長法を行った.術後3年榛骨の変形は残存し

ているも野球での投球が可能となった

考察:骨端線早期閉鎖後の変形に対する治療は，長期成績や合併症の報告は少ない.今回我々は治療選択

のアルゴリズムを作成し術式選択について検討した

【緒言】

外傷後の穣骨遠位骨端線早期閉鎖は，比較的まれ

でありその発生率は 1""'7%とされている1)2)3) 榛

骨遠位骨端線の成長障害に伴い，相対的な尺脅のプ

ラスバリアントを来し，遠位榛尺関節の不適合や脱

臼のため，手関節の終痛や可動域制限などを来すこ

とがある.小児の榛骨遺位骨端線閉鎖に対する治療

は，成長の影響を受けるため，単純な矯正骨切りだ

けでは不十分であり，治療法の選択は容易でない.

本研究では，当科で経験した榛骨遠位脅端線損傷

後の骨端線早期閉鎖に対し，矯正骨切り術，仮骨延

長法およびLangenskiold法を行った3例の治療経

過について報告し，術式の選択法について文献的考

察を加え検討したので報告する.

【対象と方法】

2005年から 2010年の聞に.外傷後の榛骨遠位骨

端線早期部分閉鎖を認め手術加療を行った3例3手

について検討した.手術時平均年齢は.12.3議 (11・

13歳)であり，全例男児であった.平均経過観察期

間は.35.3か月 (10・60か月)であった.

【結果】

症例 1:13歳，男児.

主訴:右手関節の変形と痔痛.

現病歴:8年前に右榛骨遠位端骨折を受傷し，他

院にて徒手整復および経皮的ピンニングによる治療

を受けた.治療後日常生活に支障はなく部活動での

サッカーも可能になっていた.13歳になりサッカー

中に右手をついて転倒した後より右手関節痛が持続

するため前医を受診した.前医での単純X線で右

手関節の変形を指摘され，当科へ紹介受診となっ

た.

身体所見・検査所見:外観上右手関節榛屈変形が

あり，運動時の右手関節痛と運動後に持続する葵痛

を認めた.手関節可動域は，掌屈右40¥左90・，背

受理日 201ν'08/26 

事国際医療福祉大学病院〒329・.2763 栃木県那須塩原市井口 537-3
柿聖マリアンナ医科大学整形外科講座

***医療法入社団永生会南多摩病院整形外科
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a b Tl強調象 T2強調象

図1 症例1. 13歳，男児

a:単純X線像.右接骨遠位骨端線の早期部分閉鎖と
機骨の短縮を認めている.

b:単純MR1冠状断 (T1および1'2強調象) 榛骨遠位

骨端線中央にT1，1'2強調像ともに低信号を呈し

た骨端線の早期部分閉鎖を認めている.

屈右 80・，左 90"，囲内右 65¥左 90¥回外右 65¥左

90・であり，握力は右 30kg，左 40kgであった単

純X線では，榛骨遠位骨端線の早期閉鎖に伴う榛

骨の短縮と手関節の榛屈変形を認めた. radia1 incli-

nation (以下 町)-8.3"， ulnar variant (以下 UV)Omm， 

pa1mar tilt (以下 PT)_13.8"であった(図 1a). MRI 

検査では，榛骨遠位骨端線中央背尺側にTl強調像

およびT2強調像ともに低信号を呈し，骨端線の早

期部分閉鎖を認めた(図 1b)

手術所見:当科初診後，34日目に焼骨矯正骨切

り術および仮骨延長法を施行した.様骨関節面より

4.5cm近位で 10"榛側のopenwedgeとし同時に 6'

の掌屈を付けた脅切りを行った.延長器には Or-

thofix社M100seriesを使用した.

やI~後経過 : Wai凶 gperiodを8日間とし，以後 1

日に 0.5mmの延長を行った.延長開始後は仮骨形

成を確認しながら適時延長距離を調整し， 術後 38

日目に延長を終了 した.本症例では，延長終了後に

骨切り部の骨癒合不全を認めたため，超音波骨折治

療器(セーフス③， TEIJIN)を使用したー創外固定

装着期間 196日，延長距離 1.48cm， Healing index 

は 132.4E1/cmだ、った(図 2a)

術後3年の現在，単純X線で RI12¥UVO.5mm， 

PT -3.7'であり，遠位楼尺関節の適合性も良好であ

る(図 2b) 手関節可動域は.掌屈右 50¥左 90'，背

屈右 85¥左 90'，囲内右 80¥左 90"， 聞外右 90'，左

90'で握力右 49kg，左 46kgに改善した掌屈制限

が残存しているが， 日常動作での手関節痛は無く，

またサッカーでのゴールキーパーも可能となり， 日
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a b 

図2 症例1.術後経過.

a : Waiting period : 8日間，創外固定装着期間:196 
日，延長距尚fE: 14.8mm (O.5mm/ day)， Healing 
index : 131日/cm.

b:術後3年. R112.00 UV O.5mm vr -3.70 となっ
ている.

a b c 

図3 症例2，5年前の治療経過.

a:初診時.b:術後直後 c:術後4か月.

手会手関節機能評価では goodとなった

症例 2:11践，男児.

主訴 :右手関節の変形と運動時痛.

現病歴 :5年前に右榛尺骨遠位骨幹部骨折を受傷

し，当科にて経皮的ピンニングによる加療を行い，

術後 4か月で骨癒合がえ られ経過良好であったた

め，経過観察を終了した(図 3a，b， c). 11歳にな

りバスケッ トボール中に右手をついて転倒した後よ

り右手関節痛が持続するため，近医整形外科を受診

した前医施行の単純X線で援骨骨端線の早期閉

鎖を指摘され，当科へ再受診となった.

身体所見 ・検査所見:再受診時の所見では，外観

上は右手闘の著明な変形は認めていなかったが.右

手関節痛と運動時痛を認めた. 手関節可動域は，掌

屈右 55¥左 75¥背屈右 75'，左 75¥囲内右 60'，左

90¥回外右 60'，左 90'，;僕屈右 25¥左 30'，尺屈右

15¥左 50'で握力右 16kg，左 20kgであった単純
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a b 

図4 症例2，再受診時.
a:単品目線像.右榛骨逮位管端線の早期部分閉鎖と

榛骨の短縮を認めている.
b:単純CT像ー骨端線背尺似IJに骨性架橋認め(矢

印)，骨性架橋範囲は約14.6%である

X線では，榛骨遠位骨端線の早期部分閉鎖を認め

た.Rl 38.1¥uv + 4.2 mm， PT 3'であった(図 4a).

CT検査では，榛骨遠位脅端線レベルでの横断{象

で，背尺側に骨性架橋の形成を認めた(矢印).病

変は榛骨遠位骨端線での水平断の断面積で約 1/6で

あった(図 4b).検骨遠位骨単線早期閉鎖の原因と

しては，ピンニングによる影響が考えられたー

手術所見 :当科へ紹介受診後， 34日目に模骨矯

正骨切り術および仮脅延長法を施行した.また.

Langenskiold法に準じ手関節背側アプローチにより

骨端線閉鎖部の解離術および前腕皮下の遊離脂肪移

植術を施行した.

術後経過 :Waiting periodを11日間とし，以後 1

日に 1mmの延長を開始した.創外固定装着期間は

81日，延長距離は 8.5mm， Hea1ing index 95.3日/

cmだった(図 5a)術後 10か月の現在，手関節可

動域は，掌屈右 60'，左 80'.背屈右 80'，左 90'，回

内右 70'，左 90'，回外右60"，左 90'で握力右 22kg， 

左 26kgとなった.日常動作での手関節痛はなく ，

バスケットポールでの運動時痛も認めていない.日

手会手関節機能評価では goodであった単純X線

で Rl33.2¥ UV +3.2 mm， PT -3.3'へ改善を認めて

いるが(図 5b)，遊離脂肪移植部周囲に骨性架橋の

再形成を認めており，経過観察を継続中である.

例 3:13歳，男児ー

主訴 :右手関節痛.

現病歴 :9年前に転倒し右手をついて榛骨遠位骨

端線損傷を受傷し，他院で徒手整復および保存治療

a b 

図5 症例2，術後経過.
a : Waiting period : 11日間，創外固定装着期間:81 

日，延長距離 8.5mm (l.Omm/day)， H巴a1ing

index: 95日/cm.
b:術後10か月頃より骨端線解離部の遊離脂肪移植

部周囲に再癒合は認めており経過観察中であ

る.

を受けた.治療後日常生活に支障はなく部活動の野

球での投手も可能であった.12歳になり右手関節

痛を自覚し前医を受診した.前医施行の単純X線

検査で右手関節の変形を指摘され，当科へ紹介受診

となった.

身体所見 ・検査所見:外観上右手関節榛屈変形と

前腕囲内位で‘の尺骨頭の背側への突出を認めた.手

関節可動域は，掌屈右 80'，左 90'，背屈右 60'，左90'，

囲内右 70'，左 90'，聞外右 45¥左 90'で握力右 30

kg，左 45kgであった単純X線では，撲骨遠位骨

端線の早期閉鎖に伴う模骨の短縮，尺骨頭の突き上

げと尺側への偏位を認めた. Rl -13.1¥ UV -6.7 

mm， PT -12.5'であった(図 6a).CT検査では掌尺

側に骨性架橋を認め，病変の占拠範囲は，榛骨遠位

骨端線レベルの水平断断面積の約1/2であった (図

6b) . 

手術所見:当科初診後，67日自に榛骨矯正骨切

り術および仮骨延長法を施行した.穣骨関節面より

4.2cm近位で 20'のopenwedg巴となる骨切りを行っ

た.また，同時に約 3.4mm榛骨の延長を行い，創

外固定器の装着を行った.創外固定器は Orthofix社

M100seriseを使用した (図 7a白 1).

術後経過 :Waiting periodを10日間とし，1日お

きに 1日l.Ommの延長を行ったが，予定延長距離

へ達する前に骨癒合を認めたため.再度骨切りを行

い，Rlの矯正を追加し，創外固定器の再設置を行っ

た(図 7a・2).2回目の手術後は Waitingperiodを5

日間とし， 1日に l.Ommの延長を行った.初回手
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a b 

図6 症例3，初診時.

a:初診時単純X線像

b 単純CT像では，骨端線背尺似1)に骨性架橋認め

(矢印)，骨性架橋範囲は冠状断で61%矢状断で

43%であった.

a-1 a-2 a-3 b 

図7 症例3，術後経過.

a : Waiting period: 10日間，創外固定装着期間:

186日，延長距離:45mm (1.0mm/day)， 

Healing index : 41日/cm.

b:術後5年.330 

UV Omm PT 260
• 

表1 骨端線早期閉鎖に対する各術式の長所と短所.

院宣fim砂!lmR':闘 E圃

2携骨矯正骨切り術・3次元的な矯正が可能

3仮骨延長法 -繰り返し手術が可能
.脅移績不要

・延長量が比較的多い
(4・5cm程度まで可能)

.自然自家矯正が望める

-前腕b相対的t，j.短縮.
・尺骨plusvariance 1 cm未満.
・成長期での適応の可否について

.止児へのプレ-1:使理.
-矯正範囲に限界がある
-矯正における明確な指標がない.
'openwedge持の脅癒合の問題.

-治療期聞が長期となる.
.創外国定の問題.
(ピン周閤感SE，精神的ストレス

讐 ... ，.河川中判一凶

4骨端線解離術
遊離脂肪移植術
(langer、ski邑Id法)

'1度の手術で治療が可能.
-骨性架橋範囲が1/3-1/2以下.

.成長期の残存がz年以上.

術より 186日目に延長を終了した.倉IJ外固定装着期

間日 186日，延長距離 4.5cm， Healing indexは 41

日Icmだ、った(図 7a-3).術後 5年の現在，単純 X

線で RI33¥UV0 mm， PT 26'であり，遠位榛尺関

節の適合性は良好である(図 7b). 手関節可!11M或

は. 掌屈右 50'，左 90'，背屈右 80'，左 90'，囲内右

80¥左 90'，回外右 90'，左 90'で握力右 39kg，左

39kgに改善した.掌屈制限が残存しているが， 日

常勤作での手関節痛は無く .またサッカーでのゴー

ルキーパーも可能となり， 日手会手関節機能評価で

はgoodとなった

【考察】

検骨骨立前線早期閉鎖に対する手術療法としては，

榛骨矯正骨切り術と尺骨短縮術，仮骨延長法や

Langenskiold ?まなどが報告されている4)5)印7)8)9) し

かし，個々の症例に対し完全に対応可能なものは無

く，症例に応じて乙れらの手術の併用が必要であ

る.各術式についての考えうる長所と短所を表 1に

示す.

尺骨短縮術は，今後の成長期が残存していない年

長者に対しては，比較的手術手技も容易であり，早

期の日常生活への復帰が見込まれる良い術式と考え
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る. しかし，短所としては，前腕の相対的な短縮を

来すことや，短縮量の限界，成長期の小児に対する

内固定の可否，変形した榛骨の矯正が困難な点があ

る.

検骨矯正骨切り術では，変形した榛骨の 3次元的

な矯正が可能である ことが利点と考えられる. しか

し， RIの矯正の際， open wedgeでの骨切りとなる

場合は，骨癒合不良となる例もあり，注意が必要と

なる.榛骨の短縮が強い症例に対しては，矯正骨切

りだけでは不十分であり実際は，骨延長との併用も

必要と考える.本症例 3では，術前{建側と同程度ま

での矯正を考えたが，軟部組織の短縮も強く理想的

な関節面の矯正を得るために榛骨骨幹部での過強制

を必要とし変形を来している 模骨の短縮量と 悶

の矯正を同時に行わなければならない症例では，軟

部組織の伸長性も考慮する必要がある.

仮骨延長法は，変形と短縮の矯正が同時に可能で

あり有用性の高い術式と考えられる.また，骨癒合

後でも再度延長可能な点や骨移植を必要としない点

は司小児では有利である.問題点としては.骨延長

量に伴い治療期間を長期間要する点と治療中のピン

トラブルなどが挙げられる.延長と同時に矯正を行

う際は， 3次元的な矯正を考慮する必要があり.今

後は 血Z紅 ov創外固定器などのリングタイプの創外

固定器なども検討すべき課題となる. Langenskiold 

法制)は，1967年に報告され，骨端線の骨性架橋部

の切除と遊離脂肪移植を行う方法であり，術後の自

然矯正も期待できる.その適応は.骨性架橋範囲

が， ν3~ν2 以下であり . 成長期に残存が 2 年程度

ある男児では 13歳，女児では 11歳前後での施行が

望ましいとされる

Langenskiるld法の治療成績は，概ね良好と考えら

れているが，再発に十分注意すべきである. L回 -

genskioldらは， 43例中 5例の 12%に再癒合が発生

したことを報告している7) 本研究の症例 2におい

ても，臨床経過は良好であるが，術後約 10か月で

骨端線切除部周囲の再癒合を認めている.手術施行

時の適応年齢に問題がないとすれば，骨端線の切除

法や切除範囲，切除部への移植脂肪の量や移植する

軟部組織の種類などが原因と考えられる.伴ら 10)

は，ラットの腔骨を用いた実験的研究を行い，骨端

線早期閉鎖の防止について報告している.ここで

は，骨端線切除部位への鍵組織移植の有用性も示唆

しており，遊離脂肪組織移植以外の組織移植につい

-E置重量観川E司港mω~続投f:!iìil!!.iïï糧函~II:謂跨Itt#i幸福~JI"唖.

函嗣嶋暢輔副

図8 当科での成長期の骨端線早期閉鎖に対する治療方針

アルゴリズム.

ても検討の余地があると考えられる

これら術式の選択については，術式の長所と短

所，患児の年齢や榛骨の変形と短縮の程度を十分に

考慮する必要がある.成長期での手術加療は，今後

の成長障害を増悪させる こと もあり， また，影響を

及ぼす因子が多く術式の選択は困難となる当科で

も，症例 1を経験した当初，成長期における手術に

対し，検討すべき課題が多く統一的な治療法の選択

に難渋した.そこで，当科では成長期の骨端線早期

閉鎖に対する基本方針となる治療アルゴリ ズム作成

し(図 8). これを基に，各症例に合わせたアレン

ジを行うこととしている.当科では， まず骨性架橋

範囲を単純 CT検査で精査し，次に，尺骨プラスバ

リアンスがなければ矯正骨切り単独を，尺骨プラス

バリア ンスがあれば仮骨延長法の併用を検討する.

尺脅プラスバリアンスの評価では，検脅の長軸方向

への成長率と尺骨の成長率の相対評価であるため，

尺骨骨折の既往や健側との成長率の相違なども考慮

する必要がある.骨性架橋範囲が， ν2以下で，成

長期の残存が2年以下であれば.尺骨プラスバリア

ンスを考慮し，矯正骨切り単独もしく は，仮骨延長

法の併用を考える.成長期の残存が2年以上あれ

ば，尺骨プラスバリアンスを考慮し，矯正'青切り術

に仮骨延長法と Langenskiるld法の併用を行う 成

長期の残存には個人差があり明確な判断基準はない

が，当科では， growth spurtの時期， 女児では初潮

年齢などを考慮し決定している.この基本方針をも

とに症例に応じ術式を選択することで，再発および

復数回手術に対するリスクの低減が期待できると考
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える.しかし，再発を完全に予防する方法がないの

が実状である.高度な変形に対する矯正率の限界，

小児における前腕骨の成長率や，自然矯正の予測は

困難であり，骨延長量や矯正角度の明確な指標がな

く.この基本方針以外にも追加検討すべき点は多く

残されている.成長に伴う遺位榛尺関節の適合性の

変化や，三角靭帯複合体を含めた軟部組織の変化な

と今後引き続き症例の詳細な経過観察と更なる検

討が必要と考える.

【まとめ1
1.榛骨遠位骨端線早期閉鎖に対し，矯正骨切り

術と仮骨延長法およびLangenskiold法を併用した 3

例を経験した.

2. 矯正骨切り，仮骨延長法およびLangenskiold

法の併用は長期的な経過観察が必要と思われるが，

短期成績は，概ね経過良好であり有用と思われた

3.症例に応じた術式の選択が治療成績の向上に

つながると考える.

【文献1
1) Aitken AP， et al.百沼田dres凶tsof出efractured dis凶I

radial epiphysis. J Bone Joint Surg 17 A: 302-308， 1935. 
2) Lee CS， et al. Fracture of血edis匂1radial epiphysis. 

Charac町 istics凱 dsurgiα1 tr飽岡田tof戸ema:凶re，
post・出血laticepiphyseal c1ωure. CIin Orthop 185: 90・

96，1984. 
3) Waters PM， et al. Surgical Management of Pos世 aumatic

Distal Radial Growth Arrest in Adolesents. J Pedia佐 Or-

也op22:717.・724，2002.

4)普天間朝上ほか.榛骨遠位骨端線早期部分閉鎖に対

して，骨端線解離術および脂肪移植術に骨延長を併

用した3例.日本創外固定・骨延長学会雑誌 39:105・

107，2004. 
5)市川亨ほか.骨延長を要した榛骨遠位骨端線早期閉

鎖の経験.日手会誌20:335・340，2003.

6) La:ngenskiold A， et al.百lepossibilities of eliminating 

premature戸r也1c10sure of釦 epiphysealplate αused 

by位置umaor disease. Ac包 Or位lOp民宿ld38: 267・.279，
1967. 

のLa:ngenskioldA， et al. Surgiα1悦 atmentof戸rtialc10・
sure of the grow也 plate.J Pedia位 Orthop1:3・11，1981.

8)田村幸久ほか.榛骨遠位骨端線早期部分閉鎖に対す

るLa:ngenskiold法.臨整外26:1399・1402，1991.
9)坪健司ほか.小児の外傷後手関節変形に対する外科

的治療. 日手会誌 11:67・70，1994.

1ω 伴真二郎ほか.脅端線早期閉鎖の防止に関する実験

的研究.中部整災誌21巻 1号 :29・31，1987.
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小児の手の区画症候群の一例
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古川|佳世子，坂井健介，中村英裕，吉田史郎，吉田健治

|自由投稿論文|

[はじめに]手に限局した区画症候群は比較的稀である，今回，我々は減張切聞を行った小児の 1例を経

験したので報告する

[症例)5歳，男児 製麺機に約 30秒間左手を挟まれて受傷した手関節部および手背に高度な腫脹と水

痘形成があり，循環|嘩筈を認めた.筋区画内圧は高値であり，手の区画症候群と診断して減張切開術を施行

した.

[結果]発症から減張切閉までは約 17時間経ていたが，術後は明らかに末梢の循環不全は改善され，手の

腫脹および、水泡は徐々に消失した.自発痛も消失し，手指の屈曲 ・伸展も可能となった.

[考察]発症から長時間を経た区岡症候群に対する見解は様々であるが，虚血性拘縮所見がなく，腫脹や

痔痛などの組織内圧上昇所見が目立つ症例は，内圧を下げることで筋壊死量を減らし機能回復を期待できる

ため，著者らは積極的に減張切開を行う方針である

【緒言】

区画症候群の多くは外傷に引き続いて発症する

好発部位は前腕や下腿であり，手に発症することは

極めてまれである今回，受傷後長時間経過したノj、
児における手の区画症候群の一例を経験したので，

その一連の経過に文献的考察を加えて報告する

【対象と方法】

症例 :5歳男児

主訴:左手の激痛

現病歴 : そばの製麺機に 20~30 秒間手を挟まれ

て受傷し，当院救急、外来を受診した.手指多発骨折

を認めたため入院を勧めるも，自営業を営む家族は

帰宅を希望した.シーネによる外固定を行い，待機

手術の方針とした. しかし翌々日の深夜，痛みで眠

れないとの訴えにて再び当院救急外来を受診した

シーネを除去したと ころ皮膚の水泡形成を認め，高

度の循環障害が疑われた.診察，検査の後，区画症

候群と診断し，緊急手術を施行した.入院時現症 目

入院時，受傷から約 30時間が経過していた 手関

節掌側と背側に全周性の水泡形成を認め，全体的に

腫脹 ・緊満感が強く，手指の他動運動にて終痛誘発

受理日 2011/09/02 

入院時所見

図1 手関節以遠にほぼ全周性の水泡形成を認めた

は著しかった指尖部の知覚は保たれているものの

自動運動は不可能だ、った.楼骨動脈の拍動は非常に

微弱であった(図 1). 受傷直後の初診時は骨折部

の圧痛を認める以外に特記すべきことはなかったこ

とから，骨折に引き続いて循環障害を起こ したと考

えられた

初診時画像所見:単純X線写真では，左第2中

手骨骨幹部骨折および，左第 3中手骨遠位骨端線損

社団法人雪の聖母会聖マリア病院 〒830-8543 福岡県久留米市J幸福本町 422
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受傷時のX線所見 術後の9ヵ月外来診察時

図2 左示指中手骨骨幹部骨折，および左中指中手骨遠

{立骨端線損傷を認めた.

術中所見

図3 第2背側骨間筋コンパートメントおよび母指球コン

パートメントに減張切開を行った。

傷に骨折を認めた(図 2).

生理学的所見手の内在筋の内圧上昇による静脈

還流障害が疑われたため，筋区間内圧を測定した

測定は，全身麻酔下で，圧 仕ansduc巴rを用いて施行

した第2背側骨間筋区画は 57mmHg，母指球筋

側 30mmHg，小指球筋側 47mmHgと異常高値を認

めた.前碗部は 12mmHgだ、った.以上より手に限

局した区画症候群と診断した

【結果】

術中所見直ちに減張切開術を施行した切開は

第 2・3中手骨問および母指球部に加え，それぞれ

背側骨間筋ならびに母指球筋の筋膜を切開したとこ

ろ，榛骨動脈の拍動も強く触知しはじめ，全体的に

手の緊満感は速やかに緩和したので，あえて小指球

図4 骨折に伴う overwrappingは認めないが，母指と小

指の対立障害が残存していた.

部の切聞は追加しなかった 切開部の筋は色調良好

であり，壊死所見は認めなかった 皮膚，軟部組織

の状態が悪かったため，骨接合は施行しなかった

術後経過 :術後は毎日創洗浄 ・包交を行った

MP関節までの前腕シーネ固定を継続し，骨折は保

存的に治療した. 受傷後2週目頃には，包交時に

もほとんど痛みは訴えなくなったため.定痛自制内

にて手指の屈曲 ・伸展運動を開始した 術後 4週で

腫脹はほぼ消失したため， 2次縫合術を追加した.

母指球筋の創は自然閉鎖傾向を認めており，手背部

のみ縫合を行った.

術後 6週目の退院前は， IP関節は比較的良好な

可動域を認めていたが， MP関節の屈曲障害を認

め， intrinsic minus positionであった

術後 9カ月 の外来経過における X線所見では，

骨折部は良好に骨癒合していたが.中指は変形治癒

が遺残していた.理学所見であるが，骨折に伴う

over wrappmgは認めない.母指の MP関節は拘縮

に伴う可動域制限のため母指と小指の対立障害が残

存しているが， リハビリテーショ ンによって改善傾

向である(図 4).手指の変形拘縮はなく，手内在

筋の萎縮も認めない.知覚障害も認めない 今後は

脅成長障害も含め，注意深い経過観察が必要である

と考えている.

【考察】

手の区画症候群の報告は，今回著者らが渉猟した

範聞内では本邦で 4例1)2) 海外で 39例3)4)5)6)で
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表 1 手のコンパートメント症候群の報告の内訳

受傷原因 症例数 全体に占める割合

外傷 26例 58% 

浮腫性疾患に伴うもの 5例 11% 

周術期のルートトラブル 5伊l 11% 

虫岐症 3例 7% 

電撃症 1例 2% 

薬物中毒 1例 2% 

あった.そのうち小児は 11例，成人が 32例であっ

た受傷原因は圧倒的に外傷が多く報告されていた

(表 1) 外傷の内訳は，交通外傷や排水管に引き込

まれるといった吸引力による損傷，ピストル外傷な

どが多かったが，小児例では，手袋のゴムが手関節

の血流を障害して区画症候群を発症した例など小さ

なエネルギーで発症している症例もあった 4)

手の区画症候群の診断であるが，教科書的な臨床

症状 5P(pain， paresthesia， palJor， puls巴lessness，para1-

ysis)が発症初期から揃うことはまれであり，客観

的評価として，筋区画内圧測定は有用である.正常

値は教科書的には 8rnrnHg以下とされており.有

意な上昇は 30mmHg以上または「患者の拡張期血

圧 -30mmHgJ以上とされている 7)その理由である

が，区画症候群の病態は，圧迫，虚血によって筋が

挫滅し，組織液の細胞外琉出が浮腫を引き起こし，

それに伴う静脈の還流障害がアシドーシスを起こ

し，さらなる圧迫，虚血を引き起こして悪循環に陥

る.筋区画内圧は上昇し さらに還流障害を増悪さ

せ.やがては動脈血の涜入を阻害し壊死を起こす.

静脈還流を障害する筋区商内圧がほぼ「拡張期血圧

-30mmHgJであり，減張切聞に踏み切る根拠とし

て信頼性が高い 7)8)

本症の治療原則は早期の減張切開である.手には

5つの筋区画があり，図 5の通り 4つのアプローチ

から減張切聞を行うことが推奨されており，目的は

すべての手内在筋区画の開放である 7)本症例のよ

うに受傷から減張切閉までに長時間を要した症例に

対して減張切開を行うか否かは未だ議論のあるとこ

ろである.筋区画内圧上昇の所見がある場合は減張

切闘を行うというのが一般的な治療法であり，積極

手の減張切開のアプローチ

ROCKWOOD and 
GREENS' FRACTURES in 

ADULT 6" 

図5 減張切開術

的な減張切聞が下腿切断の割合を減らすという報告

がある 9)しかし減張切閉までに長時間を要する

と，切開後も組織の腫張が改善しない，あるいは感

染を合併するなど，拘縮するよりもかえって予後は

不良であるという報告もある 10)

本症例は，眠らない穏の激痛を訴えた時点を区画

症候群の発症と考えると，発症からは減張切閉まで

に約 17時間を要した減張切閉までに長時間経過

したにも関わらず良好な機能回復が得られたのは，

小児ゆえに組織壊死に対して抵抗性があり，虚血性

拘縮が完成していなかったからだと考える.手の区

画症候群は発症から長時間を経ていても，虚血性拘

縮の所見がなければ内圧を下げることで筋壊死量を

減らせる可能性があり，著者らは積極的に減張切聞

を行う方針である

【まとめ】

今回発症後 17時間以上経過した手の区画症候群

に対し減張切闘を施行した一例を経験した.発症か

ら長時間が経った区画症候群の治療に対しての見解

は様々であるが，壊死所見，虚血性拘縮所見を伴わ

ず，腫脹や痔痛といった疲状を呈する場合は，急性

期の区画症候群と考え，著者らは積極的に減張切開

を行う方針である.

【文献】

1)平地一彦ほか.手のコ ンパートメント症候群ー 日本手

の外科学会雑誌 20:50・53，2003.

2)東 努ほか.コンパートメ ント症候群の臨床的検討.

整形外科と災害外科 48:1210-1213，1999.
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c1es of出eH釦 d.The Joぽ nalof Hand Surgery 21: 675-

678，1996. 
4) Sei包 WHほか. Bilateral Intrinsic Compar位nentSyn・

drome of the Hand in釦 18・Month-OldChild. orthopae-

dic re'吋ew16: 837・840，1987.
5) Oullellette EA， et al. Comp紅白1entSyndrome of出e
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8)阿部宗昭ほか.手その損傷と治療.第 1版.東京.

金芳堂. pp373・377，1994.
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第 25回東日本手外科研究会

開催日:2011年2月 25日(金)

会場:東京ステーションコンファレンス

会長:瀧川宗一郎

事務局:昭和大学附属豊洲病院整形外科

l・1 整容的な皮切による樟骨遠位端骨折に対する

掌側ロッキングプレート固定

岩手県立中部病院整形外科 O佐藤光太朗

岩手医科大学整形外科 古町克郎

田島克己

西国 淳

嶋村 正

[はじめに]掌側ロッキングプレート固定時に行

う前腕掌側の縦皮切は，時により有愁訴の癒痕を認

めることがある.掌側ロッキングプレート手術の際

の癒痕を目立たなくするための皮切の工夫を報告す

る.

[対象】 2009年 4月より 2010年 7月までに手術

を行った榛骨遠位端骨折患者 24名である.

[方法】皮切は手首皮線よりやや近位のロッキン

グスクリュー挿入の位置で 榛側手根屈筋腫榛側か

ら榛骨動脈を越えて横皮切 その部位より直角に縦

皮切，さらに近位は尺側にカーブさせた，数字の 7

に似た形である.深部への侵入は榛骨動脈，榛側手

根屈筋間で行った.

[結果】癒痕の発赤を 1例に認めたが肥厚性癒痕

は認めず，癒痕部の愁訴を訴えた例は認めなった

榛骨動脈損傷，神経損傷は認めなかった.皮膚の一

部壊死を認めたが処置なく治癒した.

[考察】本皮切では，軟部組織を尺側にレトラク

トし，榛側斜めから術野を見ることにより榛骨尺側

縁や最遠位の視野が得やすい利点がある.そのため

関節内の粉砕を伴う例にも使用可能であった.整容

的で，良好な視野が確保できるためロッキングプ

レートの際，皮切のーっとして考慮してよいと考え

られた.

1・2 樟骨遠位端骨折に対する掌但yロッキングプ

レート固定の成績

泉整形外科病院整形外科 O遠藤誠一

高原政利

[目的]掌側用プレートで固定を行った榛脅遠位

端骨折の治療経過を評価し，手術法と後療法に対す

る検討を行う.

【対象】当院で手術された榛骨遠位端骨折 55例

56手中，原則として指牽引具を用いて掌側ロッキ

ングプレートを使用した 45例 46手を対象とした.

平均 56.4歳，男性 13例，女性 33例，右 19例，左

27例.骨折の typeは. Colles脅折31タtl.Smi白骨

折8例. Volar Barton骨折3例. Chauffour骨折2例

であった.単純X線による AO分類では.A3が 11

例. B3が 2例. C1が 6例. C2が 18例. C3が 9

例であった.術前 CT検査を行った 41例では.A3

が5例. B2が 1例. B3が2例. C1が3例. C2が

13例. C3が 17例であった.受傷日から手術日ま

では平均4日，術後の外固定期間は平均 14.1日，

経過観察期間は平均 7.3ヵ月であった

[結果】術前，術直後，骨癒合後の radialinclina-

tion の平均は.それぞれ 13.80 • 21.70， 21.60，同様に

volar出tは.-10.80， 11.30， 10.30 • 叫旦紅 vari阻ce は.

3.4mm. -O.4mm， 1.2mmであった. 3例に明らか

な転位を認め，骨癒合までに軽微な短縮を認める例

が散見された.最終診察時の手関節および前腕可動

域は，掌屈 64.10 ， 背屈 620 • 囲内 77.20 • 国外 80S

であった.
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1・3 Coll白骨折に対する掌側皮質骨の解剖学的整

復と掌側ロッキンクeプレート設置法

(財)新潟手の外科研究所 O蒜谷浩治

牧 裕

坪川直人

成津弘子

吉津孝衛

新潟中央病院整形外科 植木将人

【目的】 Colles骨折に対する掌側ロッキングプレー

ト固定においても，整復位維持に重要な役割を担っ

ている掌側度質骨の整復方法，ならびに実際のプ

レート設置方法について述べる.

【私達の方法】方形回内筋は切離して骨折部を展

開する.骨折部から挿入したエレパトリウムを挺子

にして，掌側皮質管の飯合を外し，近位骨片を背側

へ押し込んで掌側皮質骨の連続性を獲得する.乙の

際，挺子の支点は骨質のよい近位骨片掌尺側縁と

し，獲得した整復位は畳んだ滅菌敷布を手部背側

に置き，手関節を掌屈して維持する.皮質骨スク

リューを用いて近位骨片に掌側ロッキングプレート

を固定した後，助手が近位骨片に筋鈎を引っ掛けて

横倒へ牽引し，手関節尺屈を加えて側転位を整復す

る術者はこの整復位を保持したまま遠位骨片にプ

レートを押しつけ，ロックピンを挿入して固定す

る.

【考察】厳密に軟骨下骨支持を獲得しているわけ

ではないが，整復位損失は極めて少ない.掌側ロッ

キングプレートにおいても掌側皮質骨整復は重要と

考えられる.

1・4 槙骨遠位端骨折に対する APTUS2.5を用いた

Condylar Stab温zing法:DSS法追加の有用性

昭和大学横浜市北部病院整形外科

OJII 崎恵吉

昭和大学医学部 整 形 外 科 稲 垣 克 記

漉川宗一郎

富田一誠

上野幸夫

池田 純

前田利雄

門馬秀介

【はじめに】榛骨遠位端骨折に対して， Po1yaxia1 

Lo出ngPlate (以下 PLP)でCondy1arS匂b出zing法
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(CS法)を行うには，強度の問題から不安があっ

た.今回我々は PLPによる CS法が，軟骨下骨を

2ヵ所で支える Doub1e-tieredSubchondral Support 

法 (DSS法)の追加によって整復位を保持出来た

かを調査した.

【対象】これまで榛骨遠位端骨折に対してAP-

TUS2.5を使用した症例は 162例で， 6ヶ月以上経

過観察し， CS法を行った症例は 44例で， DSS法

を追加した群 (D群)30例，追加しなかった群(N

群)14例の 2群に分けた.D群 :N群で比較すると，

平均年齢は 60.9:54.6歳， AO分類 C型が26:13 

例であった.

【結果]D群 :N群で， Cooneyの評価は 90.8: 

91.4pointで，ともに良好であった.X線評価で矯

正損失は， UVがー0.8:ー1.2mm， VTが0.6:ー3.0・
で， D群の VTの矯正損失はN群に比べて有意に

少なかった.

【まとめ】榛骨遠位端骨折に対する PLPによる

CS法が， DSS法の追加によって整復位を保持可能

であった.

1・5 高齢女性の背側転位型樟骨違位端骨折の治療

一解剖学的整穫を可能とする低侵襲掌側プ

レート固定法一

富永草野病院整形外科 O草野 望

萩原浩好

外川誠一郎

旧的】高齢女性の背側転位型携脅遠位端骨折に

対して，著者らが行っている解剖学的整復と低侵襲

の両立を可能とする vo1紅 10ckingplate固定の手術

手技を紹介する.

【対象】掌側骨皮質に粉砕の無い関節外骨折と，

関節面に転位の無い関節内骨折の一部である.

【手技】近位手首皮線から撞側手根屈筋健 (FCR

腫)に沿う 25mmの縦切聞を加える.Vo1ar 10必ng

p1ateは方形囲内筋 (Pω の深層，かつ骨折部の近

位に挿入する.整復は2本の阻rschner銅線(KW)

を利用した Subchondralraising (SCR)法を行う.

榛骨茎状突起より KWを撰尺方向で月状骨寵軟骨

下脅に接するように刺入し，その先端を髄内に留め

る.次に遠位骨片掌側から刺入したKWを，樟尺

方向の KWの近位を通過させ背側皮膚を貫通させ

る.このKWの手前側は掌側骨皮質にかけておく.

-113一
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対し手術を行った.手術までの平均待機期間は37.3

日と陳旧例が多く，後療法に難渋する精神疾患を5

名に認めた.腫縫合は全例 6s回 ndで行い，後療法

のプロトコールとして早期自動運動を積極的に取り

入れ，手関節屈曲位での activeholding exぽdseを

術後数日以内に，等張性自動屈曲を術後3週以内に

開始した.日手会機能評価法に基づいて治療成績を

検討したところ，良好な成績は 76%で得られ，感

染の 1倒を除く全ての症例の成績不良因子は癒着で

あり，再断裂は認めなかった.また精神疾患の有無

と治療成績に明らかな違いは認めなかった.これら

の結果から， 6 s佐田dでの健鑓合は比較的強国であ

り，これまで固定法が選択されてきた後療法に対す

る理解の乏しい症例であっても，早期自動運動療法

の適用が可能であると示唆された.

1・14 簡便な早期運動療法で治療した長母指伸筋

腫断裂に対する固有示指伸筋腫移行衛

筑波大学大学院人間総合科学研究科

臨床医学系整形外科 O西浦康正

原 友紀

中島佳子

落合直之

【目的】われわれは，長母指伸筋腫断裂の再建術

として，局麻下に固有示指{申筋躍移行術を行い.術

後早期から簡便な後療法を行い，良好な成績を得て

きたので報告する.

【対象と方法】 2004年6月-2010年9月までに

治療した症例は 11例で，男性2例，女性 9例，年

齢28-79(平均 56)歳，断裂原因は，皮下断裂9

例(樟骨遠位端骨折後4例，関節リウマチ4例.外

傷性 1例)，開放性断裂後放置 1例・術後再断裂 1

例であった.

手術は局所麻酔単独あるいは局所静脈麻酔を併用

して行った.曜の縫合は，二重に泊terlacingsurure 

を行った後， 4-01oop針による補強を追加した.街

中，患者に見せながら自動屈伸を行わせ腫縫合の緊

張を調整した.術後は，手関節と母指MP関節まで

の屈曲を制限する目的で，掌側ギプスシーネ固定を

行い，術直後より E関節の自動屈伸を行わせた

ギプスシーネは術後2週で除去した.

【結果】再断裂例はなく， %TAMは平均 95.2%，

町ddelの評価で，位cellent10例， good 1例であった

【考察】スムーズな早期運動療法が可能で，早期

に良好な可動域が得られた.

l・15 手外科外来診療における作業譲法士の関わ

りの重要性について

昭和大学保健医療学部 O欝藤慶一郎

昭和大学問属豊洲病院整形外科麓川宗一郎

昭和大学医学部整形外科 稲垣克記

富田一誠

前田利雄

手外科の後療法は，手術効果を最大限に引き出

し，発生する廃用性機能障害を知何にコントロール

できるかが重要である.一般的に院内にて実施され

るリハビリテーションではセラピスト 1人あたり

の診療単位数の上限も決められており，十分な運動

量を処方することが困難である場合が多い.このこ

とからも外来診療時に短時間で行える自宅での訓練

指導が重要である.対象者へはその訓練内容につい

てよく理解させ，正確でより具体的な運動方法をイ

メージさせることで自身による運動療法の「質」と

「量」の充足へとつなげていくことが可能になると

考えられる.

当院では作業療法士が手外科外来診療に立ちあ

い，その損傷状況と治癒過程を正確に把握し.直

接.手外科医から指示を受けることでタイミングを

逸することなく失策のない指導を行っている.指導

においては.手外科医が行った損傷手の状況や治療

法に関する説明の理解度の確認と共に術後に必要な

手の管理方法や運動療法の実施方法についてもでき

る限り具体的に，対象者の理解度に応じて対応して

いる.

今回は当院の診療体系の紹介と共に確実で安全な

自宅訓練を実施させるための対象者への指導につい

ての試みを報告する.

l・16 遊離腫移植後に誠張位超早期自動運動を

行った陳旧性手指屈筋腫皮下断裂の2OlJ 
旭川厚生病院整形外科 O村田憲治

金谷耕平

【はじめに】石黒らが報告した誠張位超早期自動

運動を応用し治療を行った，屈筋膿皮下断裂の2例

を経験したので報告する.
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[症例 1]40歳，男性.主訴は左小指DIP関節の

屈曲障害. 15歳時に転倒し左手をつき受傷した.

1ヵ月前にゴルフのクラブをうまく握れないことに

気付き近医を受診，当科を紹介された.左小指DIP
関節の自動屈曲は不能であった.x線像(手根管撮

影)で有鈎脅鈎の偽関節を認めた.偽関節に続発し

た深指屈筋躍皮下断裂と診断し，手術を行った.有

鈎骨鈎を摘出し，長掌筋健を橋渡しした遊離腿移植

を行った.後療法として減張位超早期自動運動を行

い，術後3ヵ月で%TAMは92%であった.

[症例 2]13歳，男性.主訴は左環指DIP関節の

屈曲障害. 2ヵ月前に受傷した左環指深指屈筋膿皮

下断裂に対して，遊離腫移植と減張位超早期自動運

動を行った.術後5ヵ月で%TAMは96%であった.

【考察}石黒らは屈筋臆断裂の新鮮例に対して本

法を用いており，減張位テーピングの他に，筋収縮

を制御するために筋隠移行部で隣接指との一本化を

行っている.遊離臆移植の場合は inter1acingsuture 

による強固な縫合が行われるので，筋収縮を制御す

るための躍の一本化は不要であると考えられる.

1・17 陳旧性手指屈筋健断裂に滑膜内騨移植を

行った 1例

信州大学整形外科 O佐々木 純

内山茂晴

中村恒

加藤博之

[症例】 25歳男性.主訴は右環指屈曲不全.カッ

ターで右環指基節部掌側を切り受傷した.近医にて

屈筋臆断裂はないと判断されたが.屈曲制限が続

き受傷後3ヶ月で当科受診した右環指自動可動

域は PIP屈曲 68。伸展 100，DIP屈曲 120伸展 00，

TAM1680， %TAM65%であった.右環指深指屈筋

腫断裂に対し受傷後5.5ヶ月で左第2足祉屈筋躍を

移槌した.術中 FDS，FDPの完全断裂を確認した.

A2-A4p叫leyを残し，第2足E止屈筋縫を手掌部から

末節骨まで移植した.術後早期運動療法を開始し

た.術後7ヶ月でPIP屈曲 800伸展 160，DIP屈曲

24。伸展-180，TAM1860， %TAM72%と可動域制限

が残り，術後8ヶ月で癒着剥離術を施行した.癒着

はA2鍵鞘部にあり，剥離することで可動域の改善

が得られた.剥離術後1年でDIP屈曲820伸展_40，

PIP屈曲 100。伸展 160，TAM2740， %TAM96%で
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DASHは30点から 5.8点に改善した.躍を採取し

た第2足E止の屈曲障害は残存したが，終痛なく歩行

に支障はなかった.

【結語]棟旧性手指屈筋臆断裂に滑膜内鵬移植術

を行い良好な結果が得られた.

l・19 まれな浅指屈筋腫単独皮下断裂の 1例

太田総合病院手外科センター O根本高幸

富田泰次

金 潤書

谷津保健病院整形外科 岩崎幸治

牧田総合病院整形外科 平出 周

[目的】指屈筋躍皮下断裂は比較的まれな損傷で

あるが，その報告のほとんどが深指屈筋健損傷であ

る.今回我々はまれな浅指屈筋躍単狙皮下断裂の 1

例を経験したので報告する.

{症例】 68歳，女性.手芸で左手を強く握る動作

を日常的に行っていたところ左小指の屈曲拘縮と痛

みが出現し他院を受診した.躍鞘炎の診断で手術を

行ったが浅指屈筋睦皮下断裂をみとめ当院に紹介さ

れた.屈曲拘縮が出現する以前に腫鞘内注射の既往

はない.初診時，左小指PIP関節は自・他動とも

に{申展が-450，屈曲が900で，DIP， MP関節の可動

域は正常であった.手術時所見は浅指屈筋臆が手掌

部で断裂し周囲組織と癒着していたため，浅指屈筋

臆の米梢端を切除したところ PIP関節は完全伸展

可能となった.

[考察】本邦では浅指屈筋腫単独皮下断裂の報告

例はない.指屈筋腫皮下断裂の受傷機転は hyper

extension typeとflexionagainst force typeがある.

本症例の受傷機転は DIP伸展位・ PIP屈曲位で持続

的に大きな屈曲力が加わった可能性が考えられ，断

裂部が手掌部であることから flexionagainst force 

typeと考えられた.

1・21 把握動作で生じたいわゆる Climber's finger 

の症例

都立広尾病院整形外科 O戸張佳子

国民康人

飯島準

[症例]47歳男性，主訴:左環指が伸びない

【経過】興奮して息子の肩をつかんだところ，左
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環指の PIP関節に違和感があり腫脹した.近医で

経過観察していたが，徐々に PIP関節が屈曲拘縮

となり受傷後3か月で初診した.左環指PIP関節

掌側に硬い索状物があり，可動域は伸展-80度，

屈曲 105度であった受傷後4か月で手術施行.肥

厚した癒痕が屈筋腫を掌側から両側方にかけて取り

巻いており，それを切離すると.PIP関節は伸展-

15度となった.装具を併用して可動域訓練を行っ

たが，術後bowstringingがみられ，徐々に屈曲拘縮

(伸展-60度)が再発したため，受傷後 10か月で

再手術施行.両側方に癒痕化した睦鞘を可及的切除

し，長掌筋を伸筋腫，基節骨，屈筋鍵の上に2重に

巻き.A2を再建した.術直後伸展-5度まで改善

したものの，受傷後 1年 6か月 PIP関節伸展-40
度.屈曲 80度となった.

【考察】屈筋躍鍵鞘断裂は.PIP関節屈曲.DIP 
関節過伸展位の αimpgrip positionで起こり.ロッ

ククライマーの報告が圧倒的であるが，日常生活で

も上記肢位にて伸展が強制されれば起こりえる.鍵

鞘再建法には{申筋支帯や遊離躍を残存膿鞘に縫合す

る方法もある.

l・22 末節骨肉軟骨腫による裂離骨片を伴った深

指屈筋腫停止部甑裂の 1例

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科

0南野光彦

日本医科大学整形外科 書泉卓哉

【目的】末節骨内軟骨腫に起因する裂離骨片を

伴った深指屈筋髄 (FDP)停止部断裂の稀な 1例を

経験したので報告する.

[症例】 35歳，男性.電車内で握っていた鞄の持

ち手を引っ張られて受傷した.初診時.小指DIP
関節は自動屈曲不能で，単純X線と CTで，末節骨

掌側の骨欠損，基部の骨透亮像，中節骨掌側に裂離

骨片を認めた.脅と健を共に描出した3DCTでは，

FDPが付着する小骨片がA4pulleyで停まる Leddy

分類苛pe皿であった.末節骨内軟骨腫による裂離

骨片を伴った FDP断裂と診断し手術を行った.手

術所見は 3DCTと同様であり，末節骨腫療を掻腿

し，病理検査で内軟骨腫と診断された.骨欠損部に

肘頭海綿骨と皮質骨を移植し.FDPを末節骨に

pull-out法で固定した.術後3週の外固定後.手指

可動域訓練を行い，術後6週で鋼線を抜去した術

後11カ月. %TAM96%. ADLの支障や腫療の再発

を認めていない.

【考察】骨と腫を描出した 3DCTは，裂離骨片と

鍵断端の位置を術前に確認でき，手術展開を小さく

でき診断と治療面で有用であった.非薄化した裂離

骨片の場合，海綿骨と皮質骨を共に移植すること

で，健の骨欠損部への埋め込みによる DIP関節屈

曲拘縮を予防できるものと考える.

1・23 示指深指屈筋躍の ST関連内銭頓の 1例

さいたま赤十字病院整形外科 O白川 健

代田雅彦

菅田祐美

脱臼したS廿関節内に示指深指屈筋健 (FDPII 
腫)が依頓した一例を経験した.

【症例]42才，男性.左手部への鋼材の落下によ

る高圧外傷による，転位のない榛骨遠位端と尺骨茎

状突起骨折，有鈎骨鈎粉砕骨折と大菱形骨周囲脱臼

を認めた.示指は自動屈曲不能かつ著明な他動伸展

時痛を呈し，腫損傷の病態が不明であった.

[手術所見】 FCR躍は停止部で断裂，横手根靭帯

の一部は舟状骨結節より剥脱し，手根管から榛側へ

逸脱したFDPII腫がST関節内に依頓していた.

FDP II援を手根管内へ整復したところ ST聞の聞大

は消失し大菱形骨周聞脱臼は整復されたため. ST 
およびTT関節聞を経皮ピンで仮固定した.粉砕さ

れた有鈎脅鈎の摘出を行い.FCR臆および横手根

靭帯を修復した.手術直後より示指自動屈曲は可能

となり，他動伸展時痛は消失した.

【考察】高圧外力により手横軸アーチの扇平化と

手関節榛屈強制が同時に発生し，一連の脱臼・骨折

と伴に横手根靭帯と FCR腫の断裂が生じ，手根管

から逸脱した FDPII躍がST関節内に懐頓したと

考えられる.腫の俄頓は稀な合併症であるが，完全

ないし不全断裂と異なる臨床像を呈する場合は留意

すべきである.
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l・27 トリアムシノ口ン鍵鞘内注射による小指屈

筋腫皮下断裂，中環指腫鞘断裂の 1例

(財)新潟手の外科研究所 O坪川直人

牧裕

成津弘子

森谷浩治

吉津孝衛

草野病院整形外科 草野 望

トリアムシノロン臆鞘内注射後に小指屈筋縫，中

指，環指の健鞘皮下断裂を起こした 18歳高校生女

子剣道部員の 1例を報告する.高校2年時に右中

指，環指屈筋睦健鞘炎でトリアムシノロン 40mg

の擁鞘内注射を 2週間で2回行われた. 1年後に小

指屈筋躍度下断裂を起こし他医で腫移植術が行われ

た.中指，環指の屈筋健跳ね上がり現象を認めたが

健移植後に増悪し，中環指の屈曲伸展が不良となり

当科を受診.掌側皮膚は Dupuytren拘縮様に盛り上

がり， MP関節は屈曲拘縮， PIP， DIP関節の屈曲は

不良であった. CTで跳ね上がった中指，環指屈筋

躍を認めた.移植後 1年で健鞘再建術を行った.皮

膚と腫は癒着し，皮下脂肪は萎縮，中環指ともに

A1， A2健鞘は消失していた. MP関節部で屈筋腫

は滑走床と癒着， FDPとFDSは互いに強く癒着し

剥離は困難で， FDSは中，環指ともに切除した.

切除FDSを基節骨に骨穴と伸筋鍵と基節骨の聞を

通しA2健鞘を二重に再建した.早期運動療法を行

い，睦跳ね上がり現象，中指，環指の可動域は改善

した. トリアムシノロンの臆鞘内注射は腿鞘炎に対

して効果が強いが.屈筋鍵皮下断裂，髄鞘断裂の報

告も散見され高濃度の注射は控えるべきである.

l・31 指用イリザロフ創外固定器を用いて治療し

た高度母指屈曲内転拘縮の l~J

独立行政法人国立病院機構埼玉病院整形外科

0森津 妥

【目的]手に限局した Volkmann拘縮が原因の高

度母指屈曲内転拘縮に対し，指用イリザロフ創外固

定器を用いて治療した.

[症i列日 32歳女性，主婦.睡眠薬を多量に服用

し，覚醒時に左手の痔痛・腫脹に気づいた.近医で

保存的に加療されたが，母指に屈曲内転拘縮，示指

には内在筋拘縮による intrinsicplus変形が遺残し，

当院紹介となった.発症後10ヵ月で母指の変形矯
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正のためにイリザロフ創外固定器(イトーイカ器械

社，東京)を装着した.まず母指伸展方向に軟部組

織を延長していき，その後，母指外転方向に延長し

た.外転は榛側外転と掌側外転を同時に延長した

が pinch機能を優先し掌側外転に重点をおいて延

長した術後4ヵ月で創外固定器抜去と示指の in-

仕insicplus変形に対して観血的授動術を施行した.

植皮は不要であった.創外固定器抜去後半年で母指

様側外転と示指の屈曲に制限はあるが術前にできな

かった pinch，把持もでき，日常生活に復帰してい

る.

【考察】従来，母指屈曲内転拘縮に対しては，母

指内転筋切離，第一背側骨間筋切離に加えて植皮，

有茎あるいは遊離皮弁が施行されていた. しかし，

高度の拘縮の場合，一期的な手術では拘縮の解離に

限界があり，神経・血管の緊張による知覚障筈・循

環障害の発生の危険と多量の植皮・皮弁の必要があ

る.創外固定器を用いれば，緩徐延長のため植皮が

不要であり，軟部組織を延長後，二期的に従来の手

術も施行可能である.さらに，イリザロフ創外固定

器を用いれば母指屈曲内転拘縮のような3次元的な

軟部組織の延長を必要とする症例にも対応可能であ

る.

1・32 母指 CM関節症に対する impl担 tを用いた

関節形成術の治療経験

東海大学大磯病院整形外科 O欝藤育雄

岡 義則

東海大学八王子病院整形外科池田全良

東海大学外科学系整形外科学小林由香

[はじめに]我々は si1iconimplantを使用し満足

すべき結果を得てきたが 破損等のため使用できな

り，主に関節固定術を施行してきたが少数に ROM

制限を気にする例があった Swansonは機能を温存

できる titaniumpros也esisを施行し良好な成績を報

告し，我々も本国plantを施行してきたのでその成

績について検討した.

【対象，方法}保存療法に抵抗し可動性温存を希

望した 6例6関節.全例女性で平均 68歳， Eaton 

分類ill5例， N1例，手術までの期間は 3.8年.手套

痛，ピンチ力， ROM， X線評価. Quick DASH，合

併症などについて調査.術後経過観察期間は 16.2

カ月.
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【結果】終痛は 4例で消失し 2例は家事で僅かな

痛みを訴えた.握力，ピンチカは維持され，母指尖

は全例小指 MPまで到達でき，症状寛解は1.4カ月

であった.X隷では，脱臼， 1∞se凶ngを認めず.

大菱形骨への沈下を 1例に認めた. Qick DASH:11.0 

点，日手会機能評価低cellent4例， good2例.

【考察】本法の利点は，術後早期の除痛と母指長

を保ちつまむなどの機能維持ができることである

が，合併症として脱臼等が散見され，安定化させる

には，十分な中手骨側の切除，大菱形骨形成は辺縁

に度質を残すこと.軟部組織の補強を必ず行うこと

が重要である.

l・33 母指 CM関節人工関節置換術後の緩みに対

しSusp四 sion紅白roplastyを施行した 1例

東京医科歯科大学整形外科 O請川 円

一村昭元

松村悪津子

若林良明

母指 CM関節症に対する人工関節置換術は関節

機能の温存及び早期除痛を期待できる手法である

が，人工関節の緩みや感染といったリスクがあり，

その長期成績は未だ明らかでない.今回我々は母指

CM関節症に対する人工関節置換術後にインプラン

トの緩みをきたし Suspensionarthroplastyを施行し

た症例を経験したので報告する.

[症例】 80歳女性.母指 CM関節の圧痛と可動

域の低下，及びピンチ力の低下を主訴とし初診.

Eaton分類 stagemの母指 CM関節症が認められ，

人工関節置換術 (AVANTASR・TMC)を施行した

術後に人工関節の緩みが徐々に出現し，術後2年で

痔痛が再発，術後3年に人工関節抜去と大菱形骨切

除に加え， APLを用いて母指を制動するThompson

法による Suspensionarthroplastyを施行した.再手

術後母指 CM関節の終痛は著明に軽減し良好な成

績を得た.

【考察】 AVANTASR-TMCを用いた人工関節置換

術術後の緩みの発生頻度は， 0-55%と報告によっ

て異なるが，決して稀なトラブルではないと考えら

れる渉猟した限りでは，再置換術以外の方法で救

済手術を行った報告は少ないが，今回我々は初回手

術の背側皮切を利用したThompson法を行い良好な

成績をえた.母指 CM関節人工関節置換術後の成

績不良例に対する Suspension紅白roplastyの有用性

が示唆された

1.34 高齢者の切断手指再接着ー適応および実際

上の問題点に関して

燕労災病院整形外科 O松崎浩徳

幸田久男

新潟大学整形外科 山下晴義

[目的]70歳以上の高齢者に行った切断指再接着

5例の手術成績，適応決定や実際上の問題点を報告

する.

[対象】 2000年5月から 2010年 2月までに， 70 

歳以上の高齢者に対して行われた切断指再接着 5例

6指で，母指 1，示指 2，中指 1，小指2となってい

た切断レベルは玉井分類で ZoneIIが2，Zone皿

が3，Zone IVが 1だった全例腕神経叢ブロック

下に再接着を行い，術後抗凝固療法を 1-2週間施

行した.

[結果]4例5指は完全生着したが， 73歳男性の

左母指に部分壊死を認め逆行性榛側前腕皮弁による

再建を要した可動域は，母指以外の TAMが 45

度から 177度，平均 111度で，母指の TAMが 26

度だった知覚評価を施行した 4指全てで Semmes

Weinstein test上Purpleと防御知覚が獲得されてい

た玉井の評価基準は 67.5-85(平均 72.9) で，

術後問題となるような合併症を認めなかった.

【考察}高齢者のマイクロサージャリーでは動脈

硬化の進行による血管吻合の困難さと合併症や予備

能低下による麻酔リスクが問題となる.術後抗提固

療法を含む全身管理にも十分な注意要し，適応は限

定されていたが，最近では患者の希望を優先する傾

向にあり，施行に際してはシンプルな麻酔と手術，

注意深い術後管理が必要である.

1.35 異所性再接着を行った多数指挫滅切断の 1

例

燕労災病院整形外科 O幸 田 久 男

松崎浩徳

新潟大学整形外科 山下晴義

[はじめに】プレス外傷をはじめとする多数指挫

滅切断においては，全ての切断指が再接着の適応と

はならない場合もある.その際には通常の再接着は
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もとより，異所性再接着を念頭に置いて治療を行え

ば，よりよい手指機能を護得できる可能性がある.

われわれは多数指挫滅切断に対し異所性再接着と段

階的機能再建術を行った 1例を経験したので報告す

る.

[疲例J58才女性.プレス外傷にて右母指，示

指，中指の挫滅切断および環指中節骨開放骨折を受

傷した.切断指は中指中節骨以遠を除いて挫滅およ

び指骨の粉砕が強かったため，中指を母指に再接着

することで母指再建を行った.手背皮膚の挫滅に対

しては，二期的に後骨間動脈皮弁で再建した.その

後，環指MP関節背側関節包切除術や母指IP関節

固定術，さらに小指屈筋健剥離術を追加することで

良好なピンチ・グリッフ。動作が可能となった.

[考察】異所性再接着の適応として，機能的母指

の再建があげられる.決定に際しては損傷程度の正

確な把握が必要となるが，母指化術や足E止移植など

二期的な母指再建を必要としない利点がある.

l・36 小児 Ga1eazzi類似骨折治療の小経験

聖マリアンナ医科大学整形外科

0吉田典之

清水弘之

泉山 公

倉持大輔

安藤 亮

別府諸兄

比較的まれと考えられる小児の Ga1eazzi類似骨折

の治療について，その長期的予後も踏まえて検討し

た.

対象は過去5年間に当科で治療した4例5手関節

で，男児2名，女児2名，受傷時年齢は 8歳から

14歳，平均 11.5歳であった患肢は右3手関節，

左2手関節で，経過観察期間は 1年から 5年2カ

月.平均2年4ヵ月であった受傷機転は転倒 2

例，高所からの転落 1例，その他 1例で，榛骨の骨

折は掌側凸変形を伴う Wa1sh分類背pe1が1例，

背側凸変形を伴う Wa1sh分類苛pe2が4例で，尺

骨の骨端線損傷は全例 Sa1ter-Harris分類苛pe2で

あった.全例に手術加療を要し，手術はピンニング

を中心に整復固定を行なった.

【結果】 4例5手関節中. 2例に尺骨遠位骨端線

の早期閉鎖を認め，尺骨の成長障害を認めたが，手
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関節可動域制限や可動時の察痛等の愁訴は認めな

かった.

小児の Ga1eazzi類似骨折は，軟部組織等の介在物

がなければ良好な整復位を得ることは比較的容易で

あるが，尺骨遠位骨端線損傷を伴うため，尺脅遠位

の早期骨端線閉鎖，尺骨成長障害を生じることも少

なくなく，慎重な経過観察が必要である.

1・37 分散型肘関節脱臼を伴う Essex-Lopresti骨

折に人工犠骨頭置換術を施行した 1i91J 

社会保険桜ヶE総合病院整形外科

0高野勇人

林 克章

医療法人藤仁会藤村病院整形外科

佐藤 吏

[症例J48歳，男性，塗装業者.作業中に約2m

の高さより転落した際，左手をつき受傷.単純X

線にて左肘関節後方脱臼，上腕骨内頼骨折，尺骨鈎

状突起骨折，榛骨頭骨折，遠位・近位榛尺関節脱臼

を認めた.受傷後7日目に手術.上腕骨内頼骨折に

tension band wiring法，尺脅鈎状突起骨折に pullout 

法，榛骨頭骨折に対し人工榛骨頭置換を施行した.

また肘関節内外側の不安定性を認めたため，内・外

側側副靭帯をスーチャーアンカーにて修復した.榛

尺骨聞を銅線にて経皮的に国定した.術後5日目よ

り屈曲{申展運動を.4週で銅線を抜去し内外旋運動

を開始した.術後9か月の現在，可動域は伸展O。

屈曲 130。囲内 80。回外 850 • ]OA scoreは96点と良

好であり，支障なく現職に復帰している.

[考察】 Essex-Lopresti骨折は榛脅頭骨折に遠位

榛尺関節脱臼を伴う骨折で，今回極めて稀な分散型

肘関節脱臼を合併していた.粉砕した榛骨頭に対

し，人工榛骨頭置換術を施行し，術後早期に可動域

訓練を開始し良好な結果が得られたので報告する.

11・1 Brune1li変法 (tri・lig.抑制 t佃 odesis法)

による舟状月状骨解離の治療経験

亀田第一病院整形外科 O織田 崇

札幌医科大学整形外科 射場浩介

和田卓郎

【はじめに】舟状月状骨 (SL)解離の治療法の適

応や選択には議論がある.今回，関節症変化がなく

-121一



122 

舟状骨と月状骨の整復が可能な SL解離 (Garcia-

Elias分類 stage4)に対して，榛側手根屈筋 (FCR)

半裁腫を使用し SL靭帯背側成分と舟状大菱形小菱

形 (8甘)靭帯掌側成分を再建する凶-ligamentte-

nodesis (TLT)法により治療した 2例を経験した

ので報告する.

[症例 1]19歳，男性，塗装工.左犠脅茎状突起

骨折の 6ヵ月後より手関節痛が増強し， SL解離の

診断で TLT法を施行した.術後 1年 1ヶ月を経過

し SLgapは4mmで痔痛はなく，手関節可動域は

健側比88・100%に改善し:復職している.

[症例2]45歳，男性，自衛官.手をついて転倒

し，受傷後1ヵ月に近医で SL解離と診断された.

TLT法施行後8ヵ月で， SL gapは2mmで痔痛はな

く手関節可動域は健側比87・100%に改善し復職し

ている.

【考察]TLT法は， Garcia-Elias分類 stage4のSL

解離に対して，舟状骨および月状骨のアライメント

を保持し手関節機能を回復することが期待できる術

式である.

11・2 舟状月状骨解離に対する背側手根聞靭帯を用

いた再建法

国保中央病院整形外科 O小野浩史

片山 健

藤谷良太郎

[目的】舟状月状骨解離 (SLd)では， SL靭帯背

側の修復が重要である. SLdに対する背側手根間靭

帯 (DIC)を用いた靭帯再建法を報告する.

【手術法】手関節背側縦度切し， ligament-splitting 

dorsal wrist capsuIotomyに準じ背側関節包を切開.

解離した SL関節を間隙2mm以下を目標に整復，

数本の鋼線で SL.SC聞を仮固定する.断裂した

SL靭帯背側を可能な限り縫着した後，舟状骨から

剥離断裂した DICを三角骨起始部まで短冊状に剥

離，近位の SL関節背側に移行し SL聞に縫着する.

DICに断裂が無い場合は起始から付着までを剥離し

靭帯中央部を近位の SL関節背側に移行経着する.

ギプス固定4週間の後，可動域訓練を行う.

【症例】 SLdに対し DICによる SL再建を施行し

たのは 14例で，術後追跡は平均 18ヶ月である.

Mayo wrist scoreは術前47.5点が最終調査時 71点

に， X線計測では SL間距離が術前 4.7mmから術

後3.3mmに有意に改善した.

[結語】 SLdに対し DICを用いた SL靭帯背側部

の再建を行い，再建靭帯は充分に機能しており良好

な臨床成績であった.

11-3 舟状骨偽関節症例の術前後 MRI所見に対す

る一考察

日本医科大学整形外科 O青木伸峰

意泉卓哉

南野光彦

堀 口 元

望月祐輔

【はじめに】当科では舟状骨偽関節症例に対し，

血管柄付き第2中手骨基部骨移植を行っている.当

術式において術前後舟状骨 MRI所見を長期経過観

察したので報告する.

[方法]1999年3月から 2009年3月までの聞に

行った血管柄付き第2中手骨基部骨移植術 34症例

中，術後 1年以上の経過観察後(平均約5年)に

MRI撮影を行い得た 12例に対して，舟状骨骨癒合，

形状， Tl， T2強調画像での骨描出所見について検

討した.

【結果】全例で骨癒合し，術直後の舟状骨形態は

よく保たれていた.術前Tl， T2とも低信号に描出

されていた偽関節部が，ともに高信号に描出されて

いた 1例で MRI上，部分的な変形が残存してお

り，骨量の不足が起こりうることが示唆された

{考察]本術式での舟状骨骨癒合は良好であるこ

とがMRI所見から確認できた本術式を行っても

偽関節部に部分的変形を残した例も存在し，舟状骨

偽関節例において十分な脅量を得ることは容易でな

いことが確認できた.本術式において，骨採取部に

終痛や骨折歴を認めた例はなく，侵襲も大きくない

ことから，舟状骨偽関節例に対し積極的に行っても

よいものであると考えた.

11・4 舟状骨偽関節に対する骨移植の工夫

ごとう整形外科クリニック O佐藤明弘

後藤 均

[はじめに】舟状骨偽関節の骨欠損に対して，

我々が行っている骨移植法の手術手技を報告した.

【対象と方法】 2009年 10月から 2010年 11月ま
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でに当院で手術を行った舟状骨偽関節 14例のうち

7例に当法を行った.年齢は 18歳から 58歳.骨折

部位は舟状骨腰部で，骨折型は Herbert分類D2が

3例， D3が4例，池田分類で硬化・転位型であっ

た.手術手技:掌側アフ。ローチで偽関節部に達し，

骨折部を新鮮化し DISI変形を矯正して，生じた骨

欠損部に骨移植を行う.榛骨遠位掌側から，四角形

の海綿骨付き皮質骨の小骨片を， 2個採取する.こ

れらを，海綿骨同士を向かい合わせて骨欠損部の檎

尺側に縦にはめ込む.舟状骨近位骨片と遠位骨片を

螺子で圧迫固定するが，その際，移植骨の間隙を通

して刺入する.

[結果】 7例中 6例に骨癒合が得られ，骨癒合ま

での期間は3ヶ月程度であった.

[考察】当法の特徴は舟状骨の両骨片聞を 2つの

皮質管で支える点にあり，移植骨の間隙を通して螺

子で圧迫固定することで強固な初期固定が得られ

る.螺子固定の際には，舟状骨の両骨片を十分な長

さ貫通することが肝要である.

11・5 舟状骨偽関節に対する腸骨海綿骨移植術

埼玉成恵会病院・崎玉手の外科研究所

0福本恵一

児島忠雄

村中秀行

篠根理孝

芝山浩樹

舟状骨偽関節に対する腸骨海綿骨移植術を行たの

で報告する.

症例は 14例.年齢は 18.......53議(平均 28.3歳).

Filan-Herbert分類のDlが5例， D2が8例， D3が

1例で，部位は末梢 1例，腰部 12例.中枢 1例で

あった. DISI変形を 1例に認めた.手術までの期

間は4ヵ月から 6年(平均 13.6ヵ月)であった.

全麻下に掌側から展開し，骨折部を最小限に新鮮化

する.掌屈変形があれば矯正し，結節部から 2本の

キルシュナー鋼線で固定しておく.腸骨海綿骨を欠

損部に充填し， thumb spica回 stを行う.

術後経過観察期間は 3.......12ヵ月(平均 6.1ヵ月)， 

骨癒合までの期間は 4.......9週(平均 6.6週)で，全

例骨癒合を得た.Mayo wrist scoreはexcellent12例，

good2例であった.

舟状骨偽関節には腸骨模状骨移植とスクリュー固
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定が多く行われるが，移植骨の成型と国定には技術

を要する.本法は移植骨の成型の必要がなく，キル

シュナー銅線の刺入も骨折部で直視できるため大変

容易で成績も良かった. Watson，安田らは榛骨を

用いているが，海綿骨を充分に得られ，同時に採骨

できることから腸骨を用いた.

11・6 舟状骨遷延癒合，偽関節に対し Mathoulin法

による治療経験

健康保険鳴門病院整形外科手の外科センター

0日比野直仁

浜田佳孝

舟状骨偽関節に対する治療法として血管柄付き脅

移植は良好な治療成績が報告されており種々の方

法が報告されている.我々は掌側展開で掌側手根動

脈を茎とした榛脅遠位端尺側からの有茎骨移植術

(Ma出o叫m法)を経験したので報告する.症例は 5

例，平均年齢35.3歳.受傷からの手術までの期間

は平均 16.3カ月.初期治療として外科的治療を受

けた症例はなかった.手術は偽関節部を掻限後，榛

脅遠位から採取した海綿骨を充填し，皮質問の間隙

を血管柄付きの骨で蓋をしてDT]にて内国定した.

Humpbackの矯正を要した l例には腸骨から遊離骨

移植も併用した.単純X線で骨癒合は平均 33日で

確認できた. Ma出o叫in法は偽関節部の展開と同一

の皮切で骨採取が可能で 血行のある骨を移槙する

ことで早期に骨癒合が得られる印象を受けた.また

万が一，本方法でも骨癒合が得られない場合も

Russe法同様に背側からの血管柄付き骨移植のド

ナーサイトを温存できる.ただし採取できる骨のサ

イズには限界があり， Humpbackの矯正を要するよ

うな症例に対しては腸骨 blockの移植の併用など考

慮する必要があると思われた.

11-8 手掌部小皮切手根管開般術の治療成績

独立行政法人国立病院機構埼玉病院整形外科

0森淳 妥

【目的]特発性手根管症候群に対して，われわれ

はKnifelightを用いた手掌部小皮切開放術を施行し

ており，その治療成績を検討する.

[対象・方法】対象は 109例 116手，性別男性20

例，女性 89例，平均年齢 63歳，術前浜田分類で
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Gradel: 42手， Grade2: 69手， Grade3: 5手であっ

た適応は初診時に知覚障害のみであればまず3ヶ

月間保存療法を行い改善のない場合に手術を施行し

た.なお，母指球筋に高度の萎縮がみられ，対立不

能， pぽ fect0不能，巧轍運動障害が主訴に含まれ

る場合は母指対立再建術を施行しており，今回の検

討から除外した.検討項目は術後成績を浜田の評価

基準 (3段階)，術後自覚症状を VASで評価した.

術後成績において Good群と Fair群にわけで年齢.

自覚症状発症から羅病期間について検討した.

【結果]全例で夜間痛・強いしびれは術後早期に

消失した浜田の評価では Grade1 : Good 39手，

Fair3手， Grade 2 : Good 55手， Fair 14手， Grade 

3: Good2手， Fair 3手であり， Poorの症例はなかっ

た.術中，神経・血管などの医現性損傷はなかっ

た.

【考察】本法は安全確実，手掌腫膜を温存してお

り，正中神経手掌皮枝損傷を生じにくい.さらに，

直視下に反回枝を含めた神経の除圧を確認でき，必

要であれば神経周囲の癒着剥離，滑膜切除も可能で

あった.また，成績 Fair群は Good群にくらべて，

有意に高齢，長い羅病期間であった.

11・9 手根管症候群に対するKnifeLightの使用経験

キッコーマン総合病院整形外科

0田中利和

野内陸治

小川 健

井汲 彰

筑波大学整形外科阿部亮子

官谷 久

【対象]1999年4月より 2009年9月までの計8

年6ヶ月の内 3ヶ月以上経過した 84例 95手，男

性 18例女性 66例，右47手 左38手を対象とした

[手術方法】ターニケット下に 1-1.5cmに手掌

皮切で手掌瞳膜を切開し，横手根靭帯を露出させ

る.皮下脂肪を効率的に避けるために，自家製筋鈎

を作成した.横手根靭帯の浅深層に生食で濡らした

エレパトリウムをいれ横手根靭帯と手根管内の軟部

組織との癒着を剥離する.作成した横手根靭帯上下

の経路に knifelight持入し，プレード内に横手根靭

帯を挟み込み，近位の軟部組織をプレード内に押し

込むようにするとスムーズに切れる.皮膚上からプ

レードの位置を触知確認する.

【結果】自覚症状は全例改善し， 2008年3月~

2009年9月までに術後 12週経過した 28人の m・

2PD，握力， CTSI-JSSHについては 4週間と 12遇

問で評価した手術時間は 12分から 40分平均 27

分であった.自覚症状は全例改善し， CTSI-JSSH 

の重症度分類では，術前と 12週で有意差が，機能

評価では4週と 12週，術前と 12週で有意差が生

じた握力は術後4週では有意に低下し，術後 12

週では4週に比較して有意に上昇している. Mov-

ing 2PDは術前に比較して， 4週， 12週ともに有意

に改善していた.また全例現職に復帰していた.

全例手術後症状は改善し 神経血管合併症はみら

れなかった.

11・11 透明外套管による 2・'porta1鏡視下手根管開

放術の実際とこっ

新潟県立吉田病院整形外科 O田中英域

鏡視下手根管開放術は，言うまでもなく，解剖学

的に狭い手根管内に器具を挿入し.限られた視野で

行う手技である.

これを安全・確実に行う手技の実際とこつを述べ

る.

【対象]特発性手根管症候群が多いが，透析と関

節リウマチ例なども含む.神経障害の程度は問わな

い.再手術，変形高度な榛骨遠位端変形治癒や手根

管内に占拠性病変のある例には適応しない.

【方法}使用機具はスリットの入った外径 6mm

の透明外套管， dissector-obturator complex， hook 

knife， probeおよび直径4mmの関節鏡である.

まず， porta1部のみの局所麻酔で器具が設置でき

ることが必須条件で，その下では一時的な手根管内

圧の上昇は許容されると演者は考えている.

幾つかの状況における対処法も述べた.

[結果】外套管挿入時の痕痛のために直視下法に

変更したのが4/228手，解剖学的変異のために変更

したのが1手あった.全例，術後の神経回復は順調

で，神経血管健損傷あるいは再発や再手術例はな

かった.

【こつ](1)解剖学的構造は en仕yporta1部では直

視下に，手根管内は全視野が見える利点を生かし

て，確認・鑑別する.

(2)入らない，見えない，不十分.いつもと違う

-124-



などの時は，躍踏せず直視下法に変更する.

11・13 環指外傷性ボタン穴変形の隣接指側索移行

(Snow法)による再建を行った 1例

新潟中央病院 O渥辺牧人

植木将人

新潟手の外科研究所吉津孝衛

牧裕

立川綜合病院 二宮宗重

{症例】 71歳男性.機械に手を挟み，手背皮膚欠

損，環指基節部伸筋腿指背皮膚欠損，環指中手骨周

囲の手内筋損傷を受傷した.受傷 1週で中節脅基部

へのスーチャーアンカーを用いた長掌筋臆移植によ

る中央索再建と逆行性前腕皮弁を行ったが. MRSA 

感染し皮弁壊死となり，受傷後 1か月で移植鍵と皮

弁を切除し分層植皮で創を閉鎖した.しかしスー

チャーアンカ一部感染が持続し. 6か月で抜去，抗

生剤含有人工管移植を行い感染は沈静化した.受傷

後9か月で，二段階鵬移植術を予定し人工鍵挿入を

行ったが，感染が再燃し受傷後 11か月で抜去を

行った.

十分な待機期間をおき，術後1年6か月で{申展再

建手術を行った.術前環指自動{申展は MPJO¥

PIPJ-700
• DIPJ・10。で. -35。の PIPJ屈曲拘縮が残

存していた.手背伸筋健は不良で，環指への手内筋

は癒痕化し皮膚の状態も不良なため，中指尺側側索

を環指中節骨背側基部へ移行する Snow変法で再建

を行った.術後 5 か月で MPJ200 • PIPJ-350
• DIPJ・

10。で満足の得られる結果が得られた

【考察】手脊軟部組織条件の不良な症例に対し，

本法は十分な腫可動性もあり簡便で良い適応である

と考えられた.

H・14 長母指伸筋腫皮下断裂の治療経験

松村総合病院整形外科 O田山信敬

【目的]当科での長母指伸筋躍 (EPL)皮下断裂

5例を検討した.

[症例]症例は全例女性で年齢は 52歳-82歳(平

均65歳).榛骨遠位端骨折による断裂が3例，榛骨

遠位端骨折変形癒合矯正骨切り術後の断裂 1例，手

関節挫傷が 1例であった榛骨遠位端骨折の骨折型

はAO分類でA2:2手， B2:1手であった.骨折治
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療は，転位がない 2例に保存治療， 1例に経皮的鋼

線固定しその後掌側ロッキングプレート固定に変更

した.変形癒合例はスミス型骨折であり矯正骨切り

術は掌側ロッキングプレートで固定を行った.受傷

から EPL断裂の期間は， 4例で 10日より 17日だっ

た.不明が 1例であった.矯正骨切り術例は，術中

EPLの骨折部陥入を認め剥離したが，腫損傷が高

度で術後4日で断裂した.手関節挫傷例は， CTも

施行したが骨折を認めなかった全例第3区画での

断裂を認め，固有示指伸筋鍵(EIP) にて腿移行を

行った術後成績は良好であった

【まとめ】変形癒合例では骨折部での EPL陥入も

あり得るので術前に EPLの評価と障害があれば展

開処置をするべきである.また局所麻酔での EIP

健移行術は健緊張決定に優れていることも報告し

た.

11-15 Madelung変形に合併した手指伸筋腫皮下

断裂の 2症例

荻窪病院整形外科 O田崎憲

西脇正夫

慶慮義塾大学整形外科岡蝿真人

[目的】指伸筋健皮下断裂は種々の手関節疾患に

続発して散見される.稀な Madelung変形での皮下

健断裂を経験したので報告する.

{症例】症例 1:81識，女性.主訴:左環指・小

指の自動伸展障害.身長 143cm，体重 46kgで，両

側とも前腕長やや短く手関節は尺骨頭が背榛側に転

位し，前腕，手関節の ROMは軽度制限があった.

1カ月後，全麻下に Darrach手術と環・小指伸筋腫

遠位断端を中指伸筋腿に端側縫合し，術後は縫合部

減張の buddy-tapingとした. 9カ月後， ADLに支障

なく家事もこなしていた.

症例2:77歳，女性.主訴:右尺側全指の自動伸

展障害. 10年前に小指が，以後順に榛側の指が伸

展不能になり， 10日前に示指まで障害された.体

型，前腕長，手関節形状など症例 lと同様であっ

た 1カ月後， Sauve-Kapandji法で尺骨頭を処置

し， 4本の EDC末梢断端を束ねて ECRL腿を移行

して縫合し，術後MP及び手関節伸展位で外周定し

た.術後4カ月， 自動指 MPfl申展は-45。にとど

まっている.

【考察]Madelung変形は加齢と共に関節症が進展
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し，背側に脱臼した尺骨頭の機械的摩耗で腫損傷が

生じる.一般の DRU]関節症の報告に埋もれている

可能性があり，本障害は少なくないと考える.

11-16 こいのぼり職人に発生した両側長母指伸筋

躍皮下断裂の 1OlJ 
新潟県立新発田病院 O三輪 仁

長母指伸筋 (EPL)躍皮下断裂は転位の少ない榛

骨遠位端骨折後や関節リウマチに合併して発症す

ることが多い.今回演者らは極めて稀と思われる

over useによる両側 EPL臆皮下断裂症例を経験し

たので報告する.

【症例】 43 歳，男性，こいのぼり職人.厚さ 2~

3cmの板を母指と他指で挟んで両手で持ち，手元

にある染料を板につけ上方のこいのぼりに塗るとい

う作業を 20年間行ってきた 39歳時左側.43歳

時右側の EPL鵬皮下断裂を発症しそれぞれ国有示

指伸筋(EIP)腫移行術を行った両側とも術後7週

で職場復帰し術後 11週で可動域制限はほぼ消失し

たRiddellの評価では両側とも excellentであった

【考察Jover useによる EPL睦皮下断裂は何かを

つまんだり握ったりした状態で手関節掌背屈を繰り

返す動作で発症することが多い. EPL躍はLister

結節遠位部で血液供給が脆弱であることに加え榛側

手根伸筋(ECR)の臆滑膜の浸潤によるさらなる血

行，滑液栄養障害.ECR腫交差部での緊張といっ

た機械的要因などが発症原因と思われた.本症例の

場合両上肢ともほとんど同じ動作の繰り返し作業を

行っており両側性発症となった

11・18 短母指屈筋の肥大による正中神経反田技の

単独麻痩を来たした 1例

日本医科大学整形外科 O宮本 暖

津泉卓哉

青木伸峰

堀口 元

望月祐輔

[初めに】正中神経反回枝単狙麻療についての過

去の報告例は比較的稀である.更に誘因に関しては

不明なものが殆どである.今回我々は短母指屈筋の

肥大による反回枝の絞振と思われる症例を経験した

ので報告する.

[症例J52歳，男性.指立て伏せをした後からの

右母指の対立運動障害を主訴に他院より紹介となっ

た.初診時，感覚障害はなかったが，母指対立筋の

委縮を認めた.筋電図では手根管における正中神経

終末潜時の遅延や伝導速度の遅延は認めなかった

が，母指対立筋・短母指外転筋の脱神経パターンを

認めたため正中神経反回枝の単独麻療と診断した.

手掌部切開で反回枝を直視し，短母指屈筋の肥大に

よる反回枝の掌側への牽引を認めたため.阿部で

筋・筋膜を一部切離して緊張を解除した.他の母指

球筋に異常は認めなかった.術後2週で対立運動は

可能となり，術後6ヶ月では握力もほぼ回復してい

る.

[考察】疲れのない母指対立運動障害のみを認め

る場合には反回枝単独麻療を考慮する必要がある.

麻痘を生じやすいとされる解剖学的変異は認めな

かった.発症前の経過や術中所見から筋力トレーニ

ングによる短母指屈筋の肥大による反田枝の絞拒が

原因と考えられた.

H・19 虫様筋と屈筋腫の滑膜増殖に起因した手根

管症候群の 1例

東海大学八王子病院整形外科 O清水あゆ子

池田全良

東海大学医学部付属病院外科学系整形外科

小林由香

石井崇之

東海大学大磯病院整形外科 膏藤育雄

岡 義範

【目的】手指を酷使する肉体労働者で，虫様筋と

屈筋躍滑膜の増殖による手根管症候群(以下 CTS)
を呈した 1例を経験したので報告する.

[症例】 40歳男性.右母指から中指までに強いし

びれと痛みを自覚し発症 1カ月で当院を受診した.

手根部に軽度膨隆を認め指屈曲により症状は増強し

完全屈曲不可 snapping症状も伴った. MRIでは

屈筋腿鍵鞘滑膜炎を認めた.手根管症候群の診断で

手根管開放術を施行した.手根管内では躍鞘滑膜の

矯殖を認め，示指の屈曲により虫様筋の筋腹と増殖

滑膜が手根管内に入り込み正中神経を圧排してい

た術後数週で痔痛も snappingも消失し，その後

再発は認めていない.

[考察】手指を酷使する肉体労働が関与した虫様
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筋筋腹の肥厚と増殖した屈筋膿提鞘滑膜が手根管内

に入り込み発症したと考えられた.手指屈曲制限と

手根部でのsnapping症状という特徴的な症状を伴っ

ていた.

11・20 後骨聞神経麻簿を呈した上腕二頭筋躍下滑

液包炎の 1例

千葉市立青葉病院整形外科 O岡本聖司

六角智之

山田俊之

【目的】後骨間神経麻療を呈した上腕二頭筋腫下

滑液包炎の l例を経験したため，文献的考察を加え

報告する.

[症例]33歳.男性.ボーリングをした後に突然，

右手指自動伸展障害が生じたため近医受診.頚椎性

疾患として保存加療行われていたが，経過中，右前

腕部の Tinel様徴候を認め， MRIにて，国外筋肉に

腫蕩性病変を認めたため，当院紹介.初診時，後骨

間神経不全麻療の症状を認めた.筋電図検査では

ECRの異常は認めず， EDC， EPLの神経原性変化

を認めた.ガングリオンによる後骨間神経不全麻痩

と診断し，全身麻酔下で手術施行.術中所見では，

後骨問神経が，紅白deof Frohseで圧迫され，国外

筋内に cystを認めた. cystの深部は，上腕二頭筋

健下滑液包に連続しており ー塊に切除.病理組織

診断は， chronic bursitisであった.術後6ヶ月で手

指自動伸展力は完全回復した.

【考察】上腕二頭筋腫下滑液包炎による後骨聞神

経麻痩の報告は極めて稀である.本症例は.ガング

リオンとの鑑別が困難であり，組織学的診断によっ

て確定診断が得られた

11・21 偽性尺骨神経麻療を呈した症例

(財)新潟手の外科研究所 O成津弘子

吉津孝衛

牧裕

坪川直人

森谷浩治

新潟中央病院整形外科 植木将人

渡遺牧人

【目的】肘部管症候群(以下 CubTS)に類似した

症状を呈する疲例の中に絞拒性神経障害ではない症
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例を経験することがある.近年，脳由来と推定され

る麻療を呈した 3症例を経験したので報告する.

【症例】 78歳男性.ピアノ練習中右手尺側の運動

麻療を自覚， CubTSの診断で紹介受診.尺骨神経

の運動麻療を認めたが知覚障害はなく神経伝導速度

検査(以下 NCV)は正常.高脂血症，頚動脈狭窄

を認めた.発症後2か月で麻痩は概ね改善した. 79 

歳女性急に左上肢麻療を自覚， CubTSを疑われ

紹介受診.知覚障害はなく骨問筋，小指球筋萎縮麻

療を認めた.NCVで伝導ブロックはなく頚椎病変，

運動神経疾患も否定された既往に高脂血症を認

めた発症後 7か月で回復傾向が認められた 46

歳男性.急に右手尺側のしびれと麻療を自覚し

CubTSの診断で紹介受診. NCV異常なく脳虚血発

作と診断された.

【考察}脳由来の手限局性麻療の病巣はM阻上，

ラクナ梗塞や脳皮質の運動野である中心前回の pre-

central knobの梗塞とされている.脳MRIの拡散強

調像や FLAIR画像が診断上有効とされているが小

病巣のため診断されないことも少なくない.発症が

突発的で NCVで伝導ブロックがなければ脳病変の

関与を考慮すべきと考えられた.

11・22 肘部管症候群との鑑別を要した肘部尺骨神

経腫蕩性病変

横浜労災病院整形外科 O山 本 真 一

三 上 容 司

我々は，肘部管症候群との鑑別を要した肘部で尺

骨神経線維束が腫大している腫蕩性病変を経験した

ので，文献的考察を加え報告する.症例は 64歳男

性. 5・6年前から徐々に右環小指の知覚鈍麻を自覚

し， 1・2年前からは右手の筋萎縮を自覚してきたた

め，当科を紹介受診した.右尺側手根屈筋筋力は正

常も，骨問筋萎縮が顕著で，環指尺側から小指球に

知覚鈍麻があり， Osborne靭帯周辺に圧痛があっ

た.一方で， Tinel様徴候と肘屈曲テストは陰性

で，触診上は肘部での尺骨神経の腫大が疑われた.

右肘部MCVは23.8rn/sと遅延していたが，レント

ゲン上の肘関節症性変化は少なく， MRIで尺骨神

経はTlW等信号， T2W高信号で腫大しており，神

経原性腫携が疑われた.尺骨神経を展開すると，明

らかな外的絞拒はなく，複数の神経線維束が約6cm

にわたって腫大しており，線維束聞の交通枝を病理
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検査へ提出した.提出標本が小さく確定診断には至

らなかったが，臨床的には神経周膜腫が疑われ，術

後症状の明らかな変化はない.本例の理学所見は，

通常の絞拒性障害とはやや異なっていた神経絞拒

による偽神経腫が想定されても，臨床的に肘部管症

候群とするのに疑問が残る場合には，術前に MRI
など画像検索を行うべきと考える.

11・24 CPT検査による尺骨神経損傷の知覚評価

岐阜県総合医療センター整形外科

0野々村秀彦

横井達夫

河村真吾

佐竹崇志

【目的】我々は 1996年2月より CurrentPercep-

tion Threshold test (以下 CPT)を知覚評価に用い

ている. 2000 Hz， 250 Hz， 5 Hzの3種類の電気刺

激がそれぞれAβ線維， Aδ線維， C線維に対応し

ている.第四回当研究会で我々は手根管症候群に

対する CPTの結果を報告した.今回は尺骨神経縫

合術後の患者に対しCPTによる知覚評価を行った

[方法】 2009年4月より 9月までに神経縫合術を

行った尺骨神経損傷 2例に Sernmes-Weinstein(S-

W)， s包.tic-2PD(s・2PD)， CPTを測定した.

[症例 1]15歳女性.ガラスで前腕遠位を受傷，

動脈損傷・複数の屈筋腫損傷を合併.受傷日に手術

を行い，術後8ヶ月時にしびれは消失.小指の s・

2PD， S-W. CPTは正常範囲だった.

[症例2]48歳男性.ガラスで前腕中央を受傷，

動脈損傷・複数の屈筋腫損傷を合併.受傷日に手術

を行い，術後 1年時に環指・小指にわずかにしびれ

が残った.小指の s・2PD，S-W， CPTは知覚鈍麻で

あった.

[考察】神経損傷後の知覚障害と C問、の解釈に

は，今後更なる検討が必要である.

H・25 ぱね指症状を呈した石灰沈着性屈筋腫炎

東京手の外科・スポーツ医学研究所・

高月整形外科病院 松 原 有 木 子

小松一成

山口利仁

国立病院機構災害医療センタ一千葉充将

【目的]手根管症候群を伴う左中指ばね指に対し

手術を施行したところ，ばね指の原因は健内石灰沈

着であった稀な l例を報告する.症例は 50歳，男

性，建設業.平成21年 10月28日当院を初診，両

側手根管症候群の診断で平成21年 12月9日右手

根管開放，正中神経剥離術を施行した.平成22年

8月9日左手の手根管症候群の悪化と中指の屈曲障

害で来院し，平成22年9月3日左手根管症候群と

中指ばね指の診断のもとに手術を施行した.

【方法}術中手根管内には著明な滑膜増生がみら

れ，滑膜切除と正中神経剥離術を行った.次いで中

指MP関節掌側に小切開を加え A1p叫lyを切開する

と浅指及び深指屈筋腫が摩耗しささくれだち，著明

に膨隆していた.臆内を観察すると臆内に大量の石

灰がびまん性に沈着していた.泥状に沈着した石灰

を切除，洗浄した.

【考察およびまとめ】注射歴は 1度もなく，両鍵

内に沈着していた量を考えると， トリアムシノロン

1パイアルよりははるかに多く，急性石灰沈着症と

同様のリン酸カルシウムや炭酸カルシウムを中心と

した淡黄白色の泥状物と考えられ，この膨隆により

ばね指症状を発症したと考えた.

11・26 治療に苦慮した右中指 PIP関節スナッピン

グの 1例

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサー

ジャリーセンター O向田雅司

神田俊浩

大井宏之

【緒言]PIP関節を伸展位から屈曲していくとき

に生じる伸筋健のスナッピングの治療は簡単ではな

【症例]31歳男性. 10年以上前に右中指マレット

骨折の保存的治療を受けた既往があるが明らかなス

ワンネック変形はない. 2か月前に近医で受けた右

中指ばね指の術後から(以前からあった)PIP関節

背側でのスナッピングが増強したため来院. PIP関
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節の可動域は 15/90で，フル伸展位から屈曲してい

くと尺側の側索が基節骨頭に引っかかる状態であっ

た.これに対して引っかかっている尺側の骨間筋鍵

側索線維を切離した.しかし手術翌日には榛側での

引っかかりが新たに出現した.過伸展ブロックスプ

リントを装着するも改善なく， 8か月後に榛側の

Li凶ersrel回 seと尺側の骨間筋眠中央索線維の切離

を行った術 後の可動域は MP15/90・PIP5/85・

DIP-20/60でスナッピングは消失したが， DIP関節

の伸展不全が残存した.

【考察]今回，治療に苦慮した原因は，術前の不

十分な病態把握と術式の選択の判断に迷ったことに

あった.外傷の既往はなくても術前に手内筋拘縮の

有無の評価は必要であると考えられた.

11・27 手術例から見た糖尿病手の特徴

新潟逓信病院整形外科 O牧野正晴

[はじめに}糖尿病患者における手の手術の特徴

を自験例から検討した.

【症例および方法J2008年4月から 2010年8月

の聞に演者が施術したばね指症例を糖尿病群，お

よび非糖尿病群の 2群に分けて擢患指数， CTS 

合併頻度を比較した.また，糖尿病群において

HbAlc6.5%を境とした多数指擢患頻度も検討した.

糖尿病群は全例2型糖原病で 20例，平均年齢 67

歳であった非糖尿病群は21例あり，平均 65歳で

あった.

【結果]糖尿病群における複数件手術例は 9例

(45%) 2指6例， 3指 1例， 5指 1例であった. CTS 

は2例3件，両手権患は 5例であった.非糖尿病群

では複数件手術例は2例 (9%)であり， CTSはl

例，両手手術例は無かった.両群間では多数指擢患

頻度，および両手擢患頻度に有意差が認められた

HbAlc6.5%以上の複数指羅患は6例，単数指は 1

例であった. 6.5%未満では擾数指4例，単数指9

例であり， 6.5%以上の症例で‘は多数指擢患が多かっ

た.

【考察】糖尿病患者では複数回手術を受けている

例が多かった. HbA1cの検討からも糖代謝異常に

起因する結合組織代謝異常を反映していると考えら

れた
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"・28 浅指屈筋躍に発生した腫癌と増生滑膜によ

り， trigger wristを呈した 1i91J 
新潟県立小出病院整形外科 O白旗正幸

【症例J57歳女性.約 10ヵ月前より左中指屈曲

時に，手関節掌側に弾接現象を自覚した.初診時正

中神経支配領域に軽度のしびれ感を自覚.手関節部

のTinel徴候は僅かに陽性.手関節掌尺側に，指屈

曲時に皮膚隆起の出現，伸展時に消退を認めた.

MRIでは手関節部屈筋臆群聞に，Tl・ T2強調像で

共に不均一に高信号を呈する領域を認めた.超音波

では，指伸展時に月状骨遠位側と横手根靭帯近位側

との聞にはまり込むように移動する，楕円形の高エ

コー像を認めた.NCSではMCVの遺位潜時の軽度

遅延と， SCVの軽度低下を認めた手術時，手根

管内近位側，中指浅指屈筋膿上に，増生した滑膜に

覆われた弾性軟・表面平滑な腫癌を認めたため，こ

れらを切除した.最終病理組織診断は synovia1lipo-

maであった術後弾接現象は消失し，再発も認め

ず，経過良好である.

【考察]Trigger wristは手指・手関節を屈曲伸展

する際に，手関節部に弾接現象を生じる比較的な稀

な病態であり，同時に手根管症候群を合併すること

もある.当例の場合，腫癌と増生滑膜が手指自動時

に.横手根靭帯近位端に引っかかったことにより弾

接現象を惹起し，更に正中神経を圧迫して手根管症

候群を合併したと考えられた.

H・29 手指に発生した関節内遊離体の治療経験

駿河台日本大学病院整形外科 O豊泉泰洋

長岡正宏

長尾聡哉

手指に発生した関節内遊離体2例の治療経験を報

告する.

症例 1，77歳女性.誘因なく右中指 MP関節痛出

現

MP関節尺側に圧痛を認め， 0・780屈曲障害あり.

屈曲強制すると痔痛は増強.単純x-Pで，中指 MP

関節掌側に米粒大の関節内遊離体を認め，中手骨骨

頭に骨線形成を認めた.超音波も遊離体を確認する

ことができた.掌側より進入.表面平滑な白色遊離

体を認め摘出した.中手骨も基節骨も関節面 3分の

1ほど軟骨は無く，軟骨下骨が露出していた.症状

は軽快した.



130 

症例 2，19歳男性，右母指MP関節部痛・屈曲障

害.大学ボクシング部に所属.ボクシング試合中，

廃痛自覚.試合3週間後に当院初診. 0・54。と可動

域制限を認めた.単純x-p像で， MP関節掌側に骨

性遊離体を認めている.掌側より進入し白色表面平

滑な扇平化した遊離体を摘出.軟骨面の損傷は認め

なかった.術後可動域は改善し痔痛も消失した.

[考察】骨軟骨腫症を除く手指関節遊離体の報告

は国内外で7指であった.

自験症例 1は関節痕変化による骨腕骨折が関節内

に停留していたものが症状を呈してきたもの，症例

2はボクシングによる骨軟骨損傷により関節内に遊

離体が挟まり可動域制限をきたしたものと考察す

る.

11-30 爪下グロムス腫需に対する爪甲縁進入法の

有用性

秋田赤十字病院整形外科

(財)新潟手の外科研究所

新潟中央病院整形外科

0土谷正彦

牧裕

坪川直人

成憲弘子

森谷浩治

吉津孝衛

植木将人

渡謹牧人

[はじめに〕爪下グロムス腫療は強い痛みや爪甲

の変形を伴うが，適切な腫療の摘出により症状の消

失を期待できる.我々は，術後新たに爪甲変形が発

生するのを防ぐ目的で， Cooleyの報告に準じて，

爪甲縁進入法を用いた腫蕩の摘出を行っている.今

回，爪甲縁進入法で摘出術を施行した爪下グロムス

腫擦の治療成績を調査し，本法の有用性および注意

点について検討した.

【対象と方法】 2007年 11月.......2010年 6月に爪甲

縁進入法を用いて摘出を行ったグロムス腫湯7例に

ついて術前・後の痛み，および爪甲の変形について

調査した

[結果】術前は全例で発作性の痔痛および限局し

た圧痛を認めていたが，全例で消失.しかし， 3例

で手術創の違和感を自覚していた.また，術前に爪

甲変形を認めた3例を含めて，術後は全例で爪甲変

形を認めなかった.

[考察】爪甲縁進入法は，術後の新たな爪甲変形

をきたさず.除痛のみでなく美容面でも優れた方法

と考えられる.また，顕微鏡を用いて腫療の取り残

しを防ぐことが望ましい.しかし，本進入法では掌

側指神経爪母爪床枝を損傷している可能性があり，

術後に手術創の違和感を訴える例が存在すると考え

られた.

H・31 神経緯維腫症 l型 (vonRecklighausen病)

に伴う多発性爪下グロームス題鎮の一例

仁和会総合病院整形外科 O諸橋 彰

社会保険蒲田総合病院整形外科服部宏行

所沢中央病院整形外科 新行内義博

諸橋整形外科医院 諸橋政人

【現症及び経過}症例は 45歳女性， 2009年 1月

頃より誘因無く左環指痛が出現，その後右母指痛も

出現したため当科を受診した.左環指，右母指とも

に爪下に黒色斑点を認め，特に寒冷時痛が強かっ

た.また全身に回feau lait spotと米粒大の腫癒を認

めた.単純x-pでは異常を認めず， MRIではT2強

調画像で高信号を呈していた.手術は皮下腫癒の生

検と爪下腫療の摘出術を行った.病理検査で皮下腫

癌は神経線維腫，爪下腫療はグロームス腫療と診断

した術後葵痛は軽快するも， 1年 2ヶ月後右環指

に同様の爪下腫蕩が出現した.こちらも摘出術を行

い病理検査でグロームス腫療と診断し，実痛も軽快

した.

【考察]一般的にグロームス腫療は単発性であ

り，多発性爪下グロームス腫療の報告は渉猟し得た

範囲では 9例に過ぎない. しかもその全てがNF-1

に合併したものであった. NF・1とグロームス腫擦

の関係について.津田や Bremusらは腫療抑制遺

伝子である neurofibrominの欠失とそれに相対する

対立NF-1遺伝子が secondhit変異を起こすことが

腫癌発生の原因であると推測している.文献的考察

を含め，報告する.

11・36 手指末節骨に発生した epidermoidcystの2

伊j

医真会八尾総合病院整形外科 O山藤 滋

藤谷良太郎

【目的】手指末節骨に発生した epidermoidcystの

2例を経験したので報告する.
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た.

[手術所見】生検部皮膚を錘形に腫蕩側に残し展

開.腫蕩は榛骨動脈と榛側腫痕屈筋の聞に存在し，

舟状月状関節の関節部より発生していた.関節包お

よび靭帯を含め腫療を摘出した.

【病理所見]単核の腫蕩細胞を基盤とした破骨細

胞様巨細胞および泡沫細胞を有する臆鞘巨細胞腫の

診断であった.

[考察】健鞘巨細胞腫は頻度の高い良性軟部腫療

であるが，手関節発生の報告は比較的少ない.臨

床，画像所見では特徴的な所見がなく術前の診断は

困難な場合もある.また再発率の高い腫蕩であり，

生検後の取り残しのない十分な切除が必要とされ

る.

司

哉

司

章

雄

屈筋腫滑膜から発生し，指神経の圧排を呈

した指肪腫の 1例

順天堂大学浦安病院整形外科 宏

俊

理

中

藤

原

杉

工

市

原

。

11.38 

【症例 1]34歳男性.主訴，右示指末節部痛.ソ

フトボールが当たり受傷.近医で末節骨病的骨折と

診断され当院へ紹介受診した.既往歴として岡部に

外傷の既往があり爪の変形を認めた.初診時の X

線像では末節骨に境界明瞭な骨透瞭像と骨折像を認

め，手術待機中に骨融解が進行した.手術では末節

骨内は黄白色粥状の組織が充満しており，内容物を

すべて掻腿し，骨移植，ピンニングを施行した.

【症例 2]14歳女性.右小指を突き指し近医でX

線像上の異常を指摘され当院へ紹介受診した.初診

時，右小指末節部にび、まん性の腫脹と爪の変形を認

めた.X線像では末節骨遠位部に円形の骨透陳像を

認めた.手術で病巣を掻腿し人工脅移植を行った.

[結果】病理検査でいずれも epidermoidcystと診

断した.

【考察}手指末節骨腫擦ではグロムス腫療や内軟

骨腫が一般的で， epidermoid cystは比較的稀であ

る. epidermoid cystは皮膚に多く発生する良性腫擦

であるが，外傷を受けやすい末節管内にも発生する

ことがある.今回の症例 1では，経過中に骨融解が

進行した.悪性腫療との鑑別が困難なこともあり注

意を要する.

一青勝

東京労災病院整形外科 楠瀬浩一

【はじめに】脂肪腫は軟部腫療の中で頻度の高い

疾患であるが，屈筋縫滑膜からの発生は比較的まれ

である.手掌部の環指屈筋躍滑膜から発生し手指の

しびれを生じた脂肪腫を経験した.

【症例】 61歳，男性平成 20年 6月墳から右手

掌部の腫脹と中指尺側・環指榛側のしびれを自覚

し， 11月当院紹介受診となった右手掌中央に弾

性軟の腫擦を触知し，同部に環指・中指への放散痛

を認め，中指尺側と環指境側は 4"'"'5/10の知覚鈍麻

を呈し，手指を伸展するとしびれ・察痛の培強を認

めた.手指の明らかな可動域制限はなかった.MR1 

所見では手掌部にTl， T2ともに高信号，脂肪抑制

で抑制される腫癒を認めた.手術所見では 40mm

X25mmの腫婚が手根管出口から中指・環指屈筋

鍵を覆うように存在し，総指神経を圧排，遠位で環

指屈筋鍵滑膜に連続し，指を伸展すると腫癌がA1
pulley内に引き込まれた.膿滑膜を切除しながら腫

癌をー塊に摘出した.病理所見は脂肪腫であった

術後経過は良好である.

【結語】手指のしびれを伴う脂肪腫は， 手根管内
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手関節に発生した腫鞘巨細胞腫の 1例

新潟中央病院整形外科 O菅原留奈

植木将人

渡辺牧人

吉津孝衛

牧裕

成章弘子

坪川直人

森谷浩治

【症例】 28歳女性.主訴は右手関節部腫癌.半年

前より右手関節部に腫癒を自覚.

近医にてガングリオンと診断され放置していたが

徐々に増大し当科受診.初診時，右手関節榛掌側に

15mm大の多結節性の硬い皮下腫癒を触れた.

【画像所見】 MR1ではTl強調像で筋肉と等信号，

T2強調像で低信号から高信号領域を含む不均一な

像を示す多結節性の腫蕩性病変を認める.一部は榛

骨に接し手関節との交通も疑われた.臨床，画像両

所見からは診断困難なため切開生検を施行.病理診

断で臆鞘巨細胞腫の診断となり腫湯摘出術を施行し

(財)新潟手の外科研究所

11.37 
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で腫滑膜から発生した例が散見されるが，手根管の

外で腫滑膜から発生し，手指にしびれを生じた例は

まれである.

H・39 手指に生じた Myxoinflammatory

tibroblastic sarcomaの1例

関東労災病院 O鮫島 慎

深章克康

小林康

【はじめに】 Myxoinflammatoryfibroblastic sarcoma 

(以下.MIFS)は1998年に初めて報告された，四

肢遠位端に発生する低悪性度の稀な肉腫である.今

回我々は環指に発症した本疾患の 1例を経験したの

で報告する.

【症例]48歳女性. 2年前から右環指に麗癒を自

覚.3ヶ月前から徐々に増大し，近医で試験穿刺行

うも何も吸引されず，精査目的に当院受診.右環指

掌側の末節部に可動性不良で境界不明瞭な圧痛のな

い1.5X2cm大の軟部腫癌を認めた.MRIにてT1

low， T210wから isointensityであり，Gd造影にて

造影効果を示した.伝達麻酔下に顕微鏡視下腫第摘

出術施行.黄白色で境界不明瞭，繊維組織を含む腫

療を摘出した.病理検査では炎症性細胞の浸潤と

Myxoidな間質に加え，非典型的な大型の細胞や核

内封入体を伴う細胞，多核の巨細胞が存在し，

MIFSと診断された.現在術後8ヶ月再発なく経過

している.

{考察】本疾患は悪性度は低いが高率に局所再発

し，稀に肺転位をきたす.治療法は確立されていな

いが，広範囲切除が推奨されることが多い.四肢遠

位端に生じる皮下腫療の鑑別として本疾患を加え.

本疾患と診断された場合.治療後も厳重なフォロー

アップを行うことが必要である.

111・1 ガラス繊維(ファイパーグラス)シーネを用い

た指の単関節固定(指ギプスシーネ)の試み

泉整形外科病院 O高原政利

遠藤誠一

【目的】 MP関節以遠の指外傷に対して，アルフェ

ンスシーネを用いた外固定がよく用いられている.

演者らは，ガラス繊維シーネ(オルソグラス)を用

いて PIPやDIP関節の単関節固定(指ギプスシー

ネ)を行なってきたので報告する.

【対象】指ギプスシーネ固定を行なった 35例36

指を対象とした年齢は平均24歳であった.骨

折・脱臼・靭帯損傷が35指.変形性関節症 1指で

あった.

[指ギプスシーネ装着】横は固定関節周径から

3mmを引いた値，縦は固定関節を挟む掌側皮線開

距離として.2号オルソグラスを長方形に切り，指

の掌側よりあて関節を固定した.シーネが関節部で

引っかかり抜けなくなったが，背側の開放溝を開く

と抜去や再装着が可能であった.緩い場合にはテー

プで締めた.症状軽減とともに間欠的抜去，自動運

動，手洗いを勧め，装着下に仕事・スポーツ復帰を

許可した.

【結果】装着直後に痔痛は 28例で軽減した.装着

期間は平均26日，他の外固定に変更した例はな

かった.合併症として皮膚炎を 1例に認めた. 16 

例は装着下にスポーツを行なった.

【結論】指ギプスシーネは痔痛の軽減に有効であ

り，合併症がなく，仕事やスポーツへの復帰に有用

であった.

111-3 80歳を超える高齢者の中手・指節骨骨折に

対するAcu-Trackマイクロスクリュウの使用

経験

札幌第一病院整形外科 O青木光広

【緒言]80歳を超える高齢者の指骨骨折に Acu・

官冨ckマイクロスクリュウ単弛又はK司銅線併用によ

る骨接合術と早期運動の 4症例を経験した.

【症例と結果】症例1は90歳男性，右示指中節骨

開放骨折，受傷2カ月で整復内固定，変形なく術後

6週で骨癒合し， 2カ月で PIP可動性5・60度， DIP 

は10・25度.症例2は85歳女性，左環指基節骨頚

部骨折，受傷後10日で内固定，変形なく術後3週

で骨癒合し， PIP可動性 10・60度， DIPは5・60度.

症例3は96歳女性，左環指基節骨基部骨折，受傷

後7日で内固定，背屈変形25度を残し 4週で骨癒

合， 2カ月でMP可動性+30・40度.症例4は80轟

女性，中手骨頚部骨折で，斜めに sαew1本で固定

した術後5日以内より運動を開始し，骨癒合まで

シーネ固定した.

【考察】骨癒合期間は保存治療と類似していた.

症例 1，2， 4は整復位で骨癒合し，骨組霧症が強い
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症例3では sα'ewと骨折が転位した. 4症例ともに

正常な指関節可動性は得られなかった.症例を選択

することで， A，叩・Trackマイクロスクリュウ単娘あ

るいはK・鋼線との併用による指骨の骨接合術は有

用である.

111・4 骨性槌指に対し K・wirel本のみを用いた

intrafoca1 p加国ngによる髄内釘固定法

太田総合病院手の外科センター

O金 潤書

富田泰次

根本高幸

東急病院整形外科 後藤昭彦

谷津保健病院整形外科岩晴幸治

今回，本症に対し， intrafocal pinnIngを利用した

髄内釘固定法を行ってきたので，その方法と治療成

績について報告する.

本症に対し，本法を行った 9例を対象とした.骨

折部位は小指4例，環指3例，示指2例で，受傷か

ら手術までの期間は，平均21.1日である.

手術法は透視下で関節面を整復し， 0.8剛 K・制re

で仮固定を行った後，末節骨末梢より逆行性に 0.8

剛 K-wireを挿入， in仕afo回lに刺入した 18G針を用

いてこのK・前reを皮膚上に誘導し， この中枢端を

フック状に曲げ固定を行った.仮固定用の K-wire
は抜去し，断端は皮下に埋没させた.

全例， ~奪痛は消失し，蟹江の評価では優 6 例，良

2例，可 1例で， X線所見で全例骨癒合が得られて

いた.

本法は髄内釘による良好な固定力に加え，関節固

定をしないため比較的早期の可動域訓練が可能であ

る.また，皮下に埋没させた K-wireはADLの復帰

を早め，也回focalの手技は関節面の整復に有用であ

る.使用する K-wireは1本のみであり，簡便であり

ながらも高い治療効果を示す固定法と考えている.
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111・5 Super-Fixsorb MX-40メッシュを用いて治療

した母指IP関節尺側側副靭帯基節骨側裂離

骨折の一例

医療法人社団秀輝会目蒲病院

よしざわ整形外科クリニック

武本整形外科

昭和大学整形外科

0平原博庸

妻鳥毅史

吉 薄 利 之

武本雅治

池 田 純

前田利雄

福島一雄

稲垣克記

瀧川宗一部

【目的】母指IP関節の尺側側副靭帯の裂離骨折に

対しスーパーフィクソープMX40シート状型を観

血的治療時固定材料として使用し，良好な固定を得

られたので報告する.

[症例J45才男性.清掃業.左母指先に重いゴミ

袋を引っ掛けるように持ち上げたとき IP関節に榛

側へのストレスがかかり受傷.痔痛続くため二週間

後当科初診.単純レントゲン写真にて基節骨頚部尺

側の裂離骨折と E関節は榛側への転位が見られ

た.手術時，骨折部を展開すると側副靭帯付きの裂

離した骨片は小さく，スクリュ一等での固定は困

難であった.そこで本シートを 2つの穴を含んだ

4X8mm程度にカットし Synthesの1.3mmスク

リューを 2本使用し上から押さえ込むように固定し

た.IP関節は1.2mm k-wireにて仮固定した. 6週
間後K・wireを抜去し，関節可動域訓練を開始した.

[結果】術後5ヶ月の現在，シートを含み仮骨形

成がおこり良好な骨癒合が得られ，また E関節の

可動域，安定性とも良好である.

【結語】指節骨の靭帯付き裂離骨片はその小ささ

のため強間な初期固定が難しい.ポリ L乳酸とハ

イドロキシアパタイトを含有する本シートを用いる

ことにより容易に固定が可能であった.
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111・6 指腹欠損に対し片側切聞のみによる掌側前進

皮弁を行った 1例

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

O芝山浩樹

児島忠雄

福本恵三

篠根理孝

村中秀行

症例は 54歳，男性.仕事中に電動ノコギリで左

中指を切断し受傷した. SubzoneII ~ IVの斜め完全

切断で，挫滅を認めたため compositegraftとしたが

生着しなかった.術後9日に伝達麻酔下で再建手術

を行った.デブリードマンの後，欠損部の大きさは

20X12mmであった. VY掌側前進皮弁の要領で，

皮弁基部の V-shape部分より榛側には切聞を加えな

い，尺側のみの切開とした.両側の神経血管束を茎

として皮弁を挙上し欠損部を被覆した.尺側指神経

の背側枝は温存した.術後 1ヵ月で，皮弁は完全に

生着し知覚も良好である.

指腹欠損に対する皮弁による再建は多くの方法が

あるが，皮弁の選択順位は，局所皮弁→区域皮弁→

遠隔皮弁と考えられる.本症例では当初VY掌側前

進皮弁による再建を検討したが，皮弁が十分に前進

しないことがしばしばあり，また神経血管束を強く

引っ張った状態で皮弁を固定すると術後に知覚障害

を残すことがある.今回の方法では，度弁の前進に

加え皮弁の回転を加えることが出来るため，強い緊

張なく皮弁を移動させることが出来た.また捷側指

神経には殆ど緊張がかからないことや，中指榛側の

皮膚に癒痕を残さないことが，知覚回復や整容面な

どにおいて優れていると考えられる.

日1・7 強皮症の難治性手指皮膚潰揚に対して血管再

生治療が著効した 1倒

北海道大学病院整形外科 O三浪友輔

岩埼倫政

三浪明男

[はじめに}強皮症などの腰原病ではしばしば，

虚血による四肢難治性皮膚潰蕩が起こる.今回我々

は，強皮症における難治性の手指皮膚潰療に対し，

末梢血幹細胞を用いた血管再生治療を施行し良好な

成績を得た.

[症例]52歳女性.強皮症による手指潰擦に対す

る保存加療に抵抗し当科紹介.初診時，右示・中・

小指に皮膚潰癒を認め，一部仲筋躍が露出してい

た手術治療は血流や軟部組織の状態から困難で

あったため血管再生治療を施行した.アフェレーシ

スにて CD34陽性細胞を調整し，全身麻酔下に右前

腕に約40か所の筋肉内注射を施行した.これを 2

団施行し，開始より 15週で潰蕩は完全に治癒した.

【考察】腰原病における四肢潰壌は治療に難渋

し，近年では末梢血幹細胞を動員する目的に頼粒球

刺激コロニ一因子 (G・CSF)を使用した上での血管

再生治療も行われ始めている.我々は，本邦で初め

てG・CSFを使用せずに血管再生治療を施行した.

G-CSFの副作用として，脳血管疾患や心疾患の増

悪があるが，手指の比較的小さな病変に対しては

らCSFを用いずに少ない細胞数であっても治療可

能である.今後も症例を重ね検討する必要がある.

111・8 穣骨遠位端骨折掌側プレート固定後の長母指

屈筋躍の超音波検査

泉整形外科病院 O高原政利

遠藤誠一

【目的】榛骨遠位端骨折掌側プレート固定後に長

母指屈筋腫損傷が発生する危険を回避するために抜

釘することを選択することがあるが，実際には全く

腿損傷の危険がないことがしばしばである.演者ら

は抜釘の必要性を明らかにするために超音波検査を

行なって腫とプレートとの関係を観察した.

{対象】榛骨遠位端骨折に対し掌側プレート固定

を施行した後に超音波検査を行なった24例25手を

対象とした.年齢は平均54.4歳であった.擢患側

は右:12手，左:13手であった.超音波検査を手

術から平均201日後に行なった手関節中間位と手

関節最大背屈位で榛脅長軸に掌側からプローブをあ

て，母指を自動屈伸させ，長母指屈筋健を描出し，

最大屈曲位で静止画像を撮影した. 12例 (48%)

にプレート抜去を手術から平均225日後に行なっ

た.

【結果】腫とプレートとの最短距離は中間位では

0~6.4 mm (平均1.11mm)，最大背屈位では O~

6.4mm (平均 O.99mm)であり，抜釘時に観察した

腿とプレート聞の介在組織の厚さと棺関していた.

結論:骨癒合後の超音波検査にて長母指屈筋鍵損

傷の危険性を予知するととが可能であると考えら

-134-



れる.

111・10 ヘパーデン結節に対する小切開関節固定法

四谷メディカルキューブ手外科センター

O桑原員人

平瀬雄一

[目的}手指ヘバーデン結節に対する関節固定術

にhead1esscompression 5α'ewを用いた小侵襲手技

を報告する.

{症例】 18例27指，全例女性，平均年齢56歳

平均観察期間 3.9か月であった.内訳は右 11，左

7，母指 1，示指 7，中指 7，環指 5，小指 7であっ

た.

【方法】 DIP関節背側の榛尺側を 2mm切開し.

鋭匙で骨赫と関節軟骨を可及的に掻腿後， head1ess 

compression screwを挿入する.ガイドワイヤーは

爪母を避け，側爪郭中枢部で側正中線上から脅長軸

に近い斜方向に刺入する.その際，ピンチ動作や圧

迫時の癒痕痛を避けるために母指，小指は榛側，

示，中，環指は尺側から刺入する.皮膚接合テープ

で閉創し，外固定は行わない.術翌日から日常生活

動作を許可し，術後4週は負荷動作を禁止した

【結果】骨癒合期間は平均 7.9週であった 4指で

術後3か月時の骨癒合が確認できず， 3指で術後3

か月時の運動時痛が見られた爪変形， PIP関節可

動域制限は無かった

【結論}本法は小侵襲かつ短時間で実施可能で患

者満足度も高い.欠点は骨癒合に時間を要する例が

ある.側方偏位を伴う骨欠損が存在する例では固定

部の接触面積が小さく本法は適さない.

111・12 STT関節症に対し関節固定術および血管柄

付骨移植術を施行した 4例

昭和大学整形外科 O根本哲也

川崎恵吉

富田一誠

池田 純

稲垣克記

瀧 川 宗 一 郎

STT関節症はS廿関節に発生する変形性関節症

であり，保存療法に反応しない症例に対して，手術

的治療が考慮される.手術治療として広く行われて
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いるのが，遊離自家海綿骨を用いた S甘関節の固

定術であるが，偽関節の合併があり 0-27%と報告

されている.当院で行われた STT関節症4例のう

ち血管柄付骨移植術3例の成績を従来法1例と比較

し報告する.

対象は 4手3名，手術施行時の平均年齢は 63.5

歳で全員が女性，術前は Crosbyの分類で全例が

grade 3であった術後経過観察は 4年 1ヶ月であ

る.手術は手関節背側よりアプローチして STT関

節に達し，関節軟骨を切除し，従来法による骨移植

文は榛骨遠位部より血管柄付海綿骨を移植した.次

いでKワイヤーによる固定を行い，術後は 3-4週

のシーネ固定とした.全例で骨癒合が得られ，痔痛

は改善した.合併症は認めなかった.

高齢者の STT関節症に対して， STT関節固定術

および血管柄付骨移植術を施行し，全例で偽関節な

く骨癒合が得られ良好な成績を得た.高齢者STT
関節症に対する，血管柄付骨移植術は骨癒合の点で

有用な治療法と考えられた

111・13 テニスプレー中の自家筋力により生じた上

腕骨内側上頼骨折の 1例

済生会横浜市東部病院整形外科鈴木 拓

山中一良

宮崎 馨

済生会神奈川県病院整形外科 佐々木 孝

【目的】テニスプレー中の自家筋力が原因と考え

られた上腕骨内側上頼骨折の 1例を経験したので報

告する.

【症例]13歳，男性.中学で硬式テニス部に所属

し，週6回練習を行っていた 1週間前から右肘の

痔痛を自覚していたがプレーを続けていた.サーブ

を打った瞬間に肘に操音と激痛を感じてプレー続行

不能となり，当院受診.単純X線像において Wat-

son-Jones分類可rpeIIの上腕骨内側上頼骨折を認

め，手術を施行した.手術は前下方に転位した骨片

を整復し， tension band wiring法にて固定した.術

後3ヶ月にて骨融合が得られ，肘関節可動域制限や

痔痛は認めず，テニスへの復帰は可能となった.

【考察]上腕骨内側上頼骨折の受傷時年齢は 12-

15歳で発症するものが多い.この時期は骨端軟骨

が脆弱であることに加え，筋力も急に発達すること

から自家筋力にて本骨折が生じやすい状態と考えら
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れている.本症例はサーブ時の肘関節への外反スト

レスに加え，前腕屈筋群や円囲内筋による急激な収

縮力が加わった事により骨折が生じたと考えられ

た.野球や腕相撲による本骨折の報告は本邦でも散

見されるがテニスによる骨折は稀な症例と考えられ

る.

111・14 Gymnast wristの1例

駿河台日本大学病院整形外科 O木下豪紀

長尾聡哉

豊泉泰洋

長岡正宏

[症例]18歳，男性.体操選手.2008年4月に

左手関節部痛が出現し，翌年5月に当科を紹介受診

した初診時 snuffboxに圧痛と，榛屈制限，また

健側に比べ有意な握力低下が存在した.単純x-P
像では榛骨茎状突起に骨吸収像と.2mmのminus

V紅i租 ceがあったが，榛骨舟状骨関節の狭小化はな

かった.また MRIでは舟状骨にびまん性の T2脂

肪抑制強調像で highの信号変化を認めた.以上に

より同年 7月手術を施行した.関節鏡で舟状骨周囲

に滑膜が増生していたため，滑膜切除後，榛骨茎状

突起を骨ノミで骨切りした撲骨舟状骨聞が1m-

pingeしないことを確認し手術終了とした.術後

8ヵ月現在で左手関節部痛は消失し，体操競技に復

帰している.

【考察】 Gymnastwristは骨端線閉鎖前の体操選手

に生じる様々な手関節障害を総称したものである.

今回の症例は運動時に繰り返し手関節を伸展・榛屈

した際に生じた scaphoidimpaction syndromeとra-

dia1 styloid impingement syndromeを. radia1 stylo-

dectomyによって舟状骨骨折を予防しえたものと考

えられた.

111・16 観血的整復が必要であった小児小指 DIP関

節背側脱臼の 1例

東京益恵会医科大学形成外科 O波田野智架

松浦慎太郎

朴 寿恵

林 淳也

二ノ宮邦稔

内田 満

[目的]小児 DIP関節背側脱臼の 1例を経験した

ので報告した.

【症例】 7歳，男児. ドッジボールの球が当たり

受傷.開放創なし.右小指 DIP関節背側脱臼の診

断で徒手整復を試たが整復不能であり観血的整復術

を施行.初診時強い終痛のため自動運動は不可能.

単純X線写真で DIP関節の背尺側脱臼を認め，明

らかな骨折は認めなかった.手術は DIP関節を中

心とした掌側切開で展開し.末節脅は掌側板ととも

に中節骨頭背側に転位していた.FDPは中節骨頭

の尺側面から背側に偏位しており掌側板とともに整

復障害因子となっていた. FDPと掌側板を整復す

ることにより脱臼は容易に整復できた. Kirschner 

鋼線にて DIP関節伸展位で固定.術後2週で抜去

した.術後4ヶ月で.DIP関節の他動屈曲 90伸展

O度.単純X線写真では骨端線早期閉鎖は認めず経

過良好である.

【考察】自験例は，掌側板が中節骨付着部より断

裂し，末節骨とともに中節脅頭背側に転位し，さら

にFDPが中節骨頭を掌側に圧排するため徒手整復

が不可能であったと考えた.我々が調べ得た範囲で

は骨折を伴わない DIP関節背側脱臼は自験例を含

め7例で稀な外傷である.

111・17 ピアノ演奏により生じた小指伸展障害の2例

濁協医科大学越谷病院整形外科

0佐野和史

大関 覚

八潮中央総合病院整形外科木村和正

流山中央病院整形外科 橋本智久

【目的】ピアノ奏者に伴う若年者の無痛性の小指

PIP関節伸展障害を呈した極めてまれな2例を経験

したため報告した.

[症例}症例 1，18才，女性.以前より右小指

PIP関節の自動伸展不良を自覚し約 1年前より除々
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に悪化したため来院.幼少期よりピアノ演奏を始

め，来院時点でもほぼ連日長時間のピアノ演奏をし

ていた他動運動では拘縮は認めず小指内転位では

PIP関節は自動完全伸展可能であったが，外転位で

は約30。の伸展不良を認めた.小指MPは自他動と

もに過伸展傾向であった.症例 2，14才，女性.症

例1同様幼少期よりピアノ演奏しており，以前より

両小指PIP関節の伸展不良を自覚していた.中学

生になってピアノをやめチューパ演奏を行う様に

なったが改善なく来院.ほぽ症例 1と類似した所見

であった. 2症例ともレントゲン上骨関節変形は認

めなかった.

【診断と治療】幼少期からのピアノ演奏に際し，

いわゆる悪い弾き方と言われる小指打鍵時に DIP

が過伸展してしまう事で二次的な PIP関節屈曲位

MP関節伸展位を繰り返した事と，オクターブを弾

く際に小指を最大限外転するために MP関節の過伸

展力が強まり除々に症例を悪化させたと考えた.小

指基節骨を掌榛側に牽引したダイナミックスプリン

トを装着させたところ以前より力強い演奏が可能と

なり，演奏を継続している.

111・20 吸収性プレートを用いた上肢骨折の治療経験

草加市立病院整形外科 O多嶋佳孝

東 京医科歯科大 学 整 形 外 科 二 村 昭 元

若林良明

[目的】上肢の骨折に対して，生体内吸収性プ

レートを用いて治療を行ったので報告する.

【対象と方法】対象は 7例(男 5例，女 2例)

で，骨折部位は，榛骨頭・頚部2例，尺骨遠位部 1

例，中手骨 1例，基節脅3例であった.手術時年齢

は平均 38.7歳 (15--65歳)，経過観察期間は平均

4.5ヶ月 (3--7ヶ月)であった.プレートはポリ-L-

乳酸とハイドロキシアパタイト微粒子の複合体から

成るスーパーフィクソーブ(タキロン株式会社，

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)を用

い，骨折部の形状に合うようにプレートを裁断，轡

曲させて固定した.術後は，接骨頭・頚部骨折と尺

骨遠位部骨折例は2週間の外固定後に可動域訓練

を，中手骨，基節骨骨折例は， buddy taping下に術

後早期に可動域訓練を行った.

【結果]術後約 1--2ヶ月で全例において再転位や

プレートの折損等の合併症はなく骨癒合を認めた.
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また，最終観察時に関節可動域はほぼ正常に回復し

ていた.

[考察}今回使用したプレートは響曲させること

で力学的な強度が増加する.また，プレートを骨折

部の形状に合わせて形成出来，抜釘が不要である等

の利点があり，上肢骨折に対して有用な固定材料の

ーっと思われた.

111・21 ロッキングプレートを架橋型創内固定とし

て用い治療した第4・5CM関節脱臼骨折の

1例

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサー

ジャリーセンター O神田俊浩

大井宏之

向田雅司

斎藤英彦

[目的]今回私たちは粉砕を伴う第4・5CM関節

脱白骨折に対しロッキングプレートを架橋型創内固

定として用い治療したので報告する.

【症例]24歳男性，右手拳で壁を殴り受傷.単純

X線正面像では第4・5CM関節の不整を認め，側面

像では第2・3中手骨に対し 4・5中手骨が交差し，

第4・5CM関節の背側脱臼と診断した. CTでは第

4中手骨底部掌側骨片を有した背側脱白骨折と，第

5中手骨底部の掌側・背側に粉砕した骨片を有する

背側脱白骨折を認めた.この症例に対し， CM関節

を跨いでロッキングプレートを設置し整復位の維持

を図った.術後3か月で抜釘し，術後 1年の最終観

察時では痔痛や可動域制限なく，単純X線像でも

関節症性変化を認めなかった.

[考察}単純な例では鋼線固定のみでもよいが，

関節面の粉砕が強い例では関節面の圧潰が懸念され

る.これを予防するには関節面の牽引した位置での

維持が求められる.そこで小型ロッキングプレート

を架橋型創内固定として用い，良好な結果を得るこ

とができた.本術式は高度粉砕例に対して考慮され

るべき術式であると考えられる.
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111・22 手指に発生した感染性痛風結節の2例

平成記念病院整形外科 O土肥義浩

国保中央病院整形外科 小野浩史

手指発生の感染性痛風結節の2例を報告する.症

例1:73歳男性，左示指末節部の腫脹発赤で受診し

た.高尿酸血症と X線像で中節骨頭の骨破壊を認

めた.創部より黄色ブドウ球菌が同定された.病理

検査で痛風と診断した.抗生剤を投与し手術は度下

および終止伸筋腫周囲， PIP関節内の石灰化層の掻

把を行い PIPはピンニング固定とした.後日再デ

プリードマンを要したが.術後10週で炎症反応が

陰性化し治癒した.症例2:88歳男性，右母指E

関節部の腫脹排膿で受診した.高尿酸血症と X線

像で基節骨頭に骨破壊を認めた.臨中より MRSA

が同定された.病理検査で痛風と診断した.抗生剤

を投与し手術は度下および伸筋腫々鞘内， IP関節

内の石灰化層を掻把した.終止伸筋躍は変性断裂し

ていた腎機能障害があり抗菌薬の積極的な投与が

困難であった.感染と関節破壊が進行し術後30日

で患指を切断した.考察:手指の痛風結節は高尿酸

血症がコントロールされていれば比較的稀である.

今回の感染を合併した2例は手指で関節破壊が進行

しており末期的な病態であった.感染が沈静化しで

も関節症が残存した.手指痛風結節に感染を合併し

た場合の治療は困難を要する.

111-23 幼児化臨性肘関節炎の1例

願天堂大学整形外科 O幡 野 佐 己 依

有冨健太郎

金子和夫

願天堂浦安病院整形外科 原 章

杏雲堂病院整形外科 富田善雅

願天堂東京江東高齢者医療センター整形外科

岩瀬嘉志

東京労災病院整形外科 楠讃浩一

【はじめに】今回幼児化腫性肘関節炎の 1倒を経

験したので報告する.

【症例】 4最の男児.平成22年 10月全身倦怠感，

38"C台の発熱を認め，その2日後右肘痛が出現，近

所の小児科を受診.解熱薬で経過観察されていたが

改善せず，痔痛増強したため当院救急を初診.来院

時，右肘痛の訴えはあったが明らかな腫脹は認めな

かった血液検査で炎症反応の上昇があり ABPC/

SBTを投与したが2日後の再診時，痔痛・腫脹・

熱感が増強， WBC13200， CRP値 9.6と上界してい

た MRI・T2強調画像で肘関節内に高信号域の液

体貯留を疑わせる所見を認め，穿刺をしたところ粘

調性の黄色混濁した関節液が採取された.以上よ

り，化腫性肘関節炎と診断，同日全身麻酔下に手術

を行った.関節内からは赤色膿が流出し，関節洗浄

を行った.術後3日目より解熱し痕痛は消失した.

細菌培養で穿刺液・術中関節液，共に起因菌は同定

されなかった.

【考察】小児の化臨性関節炎は股関節など大関節

に多く.肘関節は稀である.その報告も先行する呼

吸器系感染より血行性により生じた例などがあるが

比較的少ない.本症例では血液， MRI，穿刺関節液

の所見より化膿性肘関節炎と診断，早期手術により

良好に回復した.

111・24 犬岐傷によるガス壊痘の1例

中通総合病院整形外科 O成田裕一郎

千馬誠悦

[症例]42歳，男性.飼い犬に左手尺側を暁まれ

て受傷.4日後に同部の痛みが増悪し 39"Cの発熱を

生じて当科を受診した.左手小指球部に排膿を伴う

開放創があり，小指環指の知覚障害と手指から前腕

遠位までの腫脹，発赤が見られた.血液学的にも炎

症所見があり.空腹時血糖220mgldl， HbA1c10.6と

未治療の糖尿病があった.単純X線， CTで手掌尺

側にガス像を認め，犬暁傷によるガス壊痘と診断し

た即時IPM，CLDMの投与を開始した.緊急手術

で尺骨神経を剥離し.小指球部のデブリードマンを

行った培養ではα-S位'eptoc似 us，Group G strep-

tocoαus， PasteureIla m叫，coci血が検出された.術

後，抗生物質の投与と糖尿病の治療により炎症は軽

快したが，小指球部の皮膚が壊死に陥り，後に縫合

術を要した.

【考察】非クロストリジウム性のガス壊痘は糖原

病患者，高齢者などの易感染性宿主に発症すること

が知られているが，動物の碇傷による発症の報告は

まれである.本例は未治療の糖尿病例で受傷4日自

に急激に発症しており，動物の暁傷においても本症

を念頭に置いて治療する必要がある.
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川・25 非結核性抗酸菌による手関節感染性腫鞘炎

の2例

土浦協同病院整形外科 O石井宣

石突正文

白坂律郎

【目的]比較的稀な非結核性抗酸菌による手関節

部感染性臆鞘炎の 2例を経験したので報告する.

[症例】症例 1は 78歳女性. 5年前にベニヤ板の

練に指を刺して受傷し，前腕の腫脹・痔痛が徐々に

出現，手指の伸展障害も生じ， MRIにて屈筋健鍵

鞘の肥厚を認めた.穿刺液より PCR法にて M.in・

住'acell叫紅eが検出された.外科的切除を行ったとこ

ろ痔痛・腫脹は軽減した.病理検査では乾酪性壊死

とその周囲の類上皮肉芽腫が見られた症例2は

67歳男性， 8ヵ月前より右小指腫脹があり，近医に

て病巣掻艇を行い，非結核性抗酸菌症を疑われ，当

院紹介受診した.母指・中指・前腕尺側にも腫脹が

見られ，同部位の病巣掻胞を行い，察痛は軽減し

た.病理検査所見は症例 1と同様であった摘出組

織の培養検査にて M.in位acell叫areが検出された 2

例ともに呼吸器内科へ依頼し，内服加療中である.

【考察】感染性腫鞘炎の原因菌として非結核性抗

酸菌は比較的稀だが，症例報告は散見され，鑑別診

断として考慮する必要がある.治療には外科的切除

に加え，結核に準じた化学療法が必要であり.難治

性である.治療の際は結核治療に習熟した呼吸器内

科医に協力を依頼する事も検討するべきと考えられ

る.

111・26 壊痘性膿皮症に合併した示指中節骨無菌性

骨髄炎と思われた症例の治療経験

北里大学東病院整形外科 O助川浩士

小沼賢治

岡田貴充

高平尚伸

高相晶士

[目的]今回，壊痘性膿皮症に合併した，まれな

示指中節骨無菌性骨髄炎と思われた 1例を経験した

ので報告する.

[症例】 50歳男性.演療性大腸炎にて当院消化器

内科に通院中であったが，増悪したため入院となっ

た.入院時に，示指と下腿に皮疹を認めた.皮疹は

皮膚科で，壊痕性膿皮疲と診断されていた入院時
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より，ステロイドと抗生物質の静注投与が行われて

いた.徐々に示指の皮疹が拡大し，膿様の浸出液を

認めた.MRIでは中節骨骨髄内にガドリニウム造

影で髄内に増強効果を認める，骨髄炎を疑う所見を

認めた.診断を目的に，皮膚生検を行った.採取し

た組織および，ぬぐい液の細菌培養は陰性であっ

た術後8週間の現在，皮膚病変は上皮化し，示指

の腫脹も改善した.また， X線像では骨吸収像を認

めず， M悶では骨髄炎を疑う所見も消失した.

[考察]無菌性骨髄炎は壊痘性膿皮症に合併する

病変として報告されているが，診断や治療方針に難

渋する疾患である.再発例が報告されており，今後

も慎重な経過観察が必要である.

111・27 舟状骨近位骨片が関節外に転位していた

scaphocapitate fracture syndromeの1例

慶臆義塾大学整形外科 O三戸一晃

岡崎真人

堀内孝

回謹 問。
中 村 俊 康

佐藤和毅

池上博泰

戸山芳昭

71歳男性，塗装作業中に梯子から転落し受傷し

た.単純X線上，舟状骨・有頭骨に骨折を認め，

舟状骨の近位骨片は掌側に，有頭骨の近位骨片背側

に転位していた.心臓疾患の為，受傷3週間後に手

術を行った.まず掌側を展開すると，舟状骨近位骨

片は掌側関節包を穿破し.権側手根屈筋臆と並んで

存在した骨片に軟部組織は付着しておらず，一時

的に摘出した.次に，手関節部背側を展開し描出し

た脅片を戻して，舟状骨・有頭骨を各々整復しスク

リューにて固定した.舟状月状骨靭帯損傷を認め，

近位手根列を pinningした.創外固定器も併用し

た術後1年半現在，両骨の骨癒合は得られ，明ら

かな骨壊死もない.軽度の終痛が残存するものの，

日常生活上支障なく，患者は満足している.

Scaphocapitate企acturesyndromeは稀な外傷とし

て知られており，我々の渉猟する限りでは，本例の

ように舟状骨の近位骨片が掌側関節包外にまで転位

していた例はない.両骨折とも骨片には軟部組織が

全く付着していなかったが，骨壊死を生じることな
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く脅癒合が得られた.条件の悪い舟状骨骨片も，ま

ずは整復固定を試みるべきと思われた.

111・28 13藤男子に生じた手舟状骨bonebn由ing

の1例

亀田病院整形外科 O三浦一志

[はじめに】手関節屈曲位で転倒する事により生

じた手舟状骨bonebruisingの1例を経験したので，

検討を加え報告する.

{症例】症例は 13歳，中学 1年男子である.サッ

カ一部に所属しているが 中体連陸上競技 (100m

走)出場のため練習走行中に，左手関節を屈曲位で

つく形で転倒し受傷した.整骨院を受診し受傷翌日

に当院を紹介初診となった.左手関節snuffbox部，

舟状骨結節部の圧痛・腫脹を認めた.単純X線で

は異常所見は見出し得なかったが， MRI (T2*， 

STIR) にて骨皮質の破断のない舟状骨遠位部の

grade 11 bone bruising (La Hei， 2007)が判明した.

母指MP関節まで含めた前腕ギプス固定を 5週間施

行した.ギプス除去後の単純X線にて bonebruis-

ing部の骨硬化像が認められ，実痛も消失し治癒と

判断した.

【考察】手舟状骨 bonebruisingはMRIにて判明

する病態であり，骨折には移行しないとされてい

る.しかし骨度質に破断を来しているか否かで治療

方針が変わるため，骨折が疑わしい場合は初診時か

ら積極的に MRIを施行して確認するべきである.

111-29 月状骨疲労骨折・偽関節の治療経験

国保中央病院整形外科 O片山 健

小野浩史

医真会八尾総合病院整形外科藤谷良太郎

【はじめに】非常に稀な月状骨疲労骨折および偽

関節を呈した 2症例を経験したので報告する.

【症例 1]16歳女性.

アーチエリーの弓を引く右手関節部に痛みが1カ

月持続するため受診.

X線側面像で月状骨掌側 lβ 部の疲労骨折と診

断，手術は掌側より展開し Leibinger螺子固定，舟

状・有頭骨聞を 4週間仮固定した.

術後4カ月で螺子の緩みと骨片が掌側転位した偽

関節を呈し手関節掌屈時の終痛も出現したため術後

10カ月で抜釘した.術後32カ月時の掌背屈動態側

面X線で掌側骨片の不安定性はないがVISI変形を

認める.また DASH2.58，痔痛VAS40mmと自覚症

状残るため再手術を検討中である.

[症例2J35歳女性.

3年前スキー中右手をつき転倒.痛み改善するも

再度右手関節痛出現.

X線と CTで月状骨掌側 1β 部の偽関節と診断.

手術は掌側より展開，骨移植を併用し背側でp叫1・

out固定，骨癒合得られ術後 13カ月で抜釘した.

術後 18カ月で DASHI3.3，痔痛 VAS7mmと経過

良好である.

[考察}月状骨周囲の手根骨靭帯は掌側で発達し

強靭である.手関節背屈時には靭帯の付着する月状

骨掌側縁を含む骨片には大きな牽引力がかかるため

骨癒合を得るためには掌側展開のみの螺子固定では

把持力が弱く，背側も展開する p叫1・out闇定が必要

である.

111・30 有鈎骨鈎骨折に対して低出力超音波パルス

を用いて治療をした 3例

濁協医科大学整形外科 O都丸倫代

長田伝重

高井盛光

亀田正裕

浅野太志

野原 裕

藤田医院 藤田聡志

[目的】壮年者有鈎骨鈎脅折3例に対し，低出力

超音波パルス(以降 LIPUSと記す)を用いた保存

治療にて良好な結果が得られたので報告する.

[症例 lJ42歳男性.転倒し受傷.ギプス固定を

6週間施行するも受傷後4ヵ月で骨癒合得られず，

選延治癒に対し LIPUSを開始し， 4か月で骨癒合

が得られた

[症例2J30歳男性.バイクで転倒し受傷.ギプ

ス固定を 6週間施行し痔痛は消失したが，受傷後

3ヵ月で骨癒合得られず，選延治癒に対し LIPUS

を開始した.使用後5ヵ月で部分癒合を認め， 8カ

月で骨癒合が得られた.

[症例3J41歳男性.ゴルフにて右手掌痛が出現

し，受傷後6ヵ月に受診.偽関節に対し LIPUSを

開始し， 2ヵ月で終痛改善し通院しなくなったが，
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LIPUSは4ヵ月間継続した.使用後2年6ヵ月に

受診となり骨癒合を確認した.

【考察]有鈎骨鈎骨折の遷延治癒や偽関節例で

は，鈎摘出術や骨接合術が行われている.自験例は

壮年者の遷延治癒2例.偽関節 1例に LIPUSを使

用し， 3例とも骨癒合が得られた.本治療は治療期

間に 4~8 ヵ月を要すが，非侵襲的かつ簡便であ

り，鈎部を温存できることより選択して良い方法と

思われた.

111・33 Apert症候群の母指短縮樟側偏位変形に対

する手術治療の経験

山形大学医学部整形外科 O渡謹忠良

荻野利彦

佐竹覧史

泉整形外科病院 高原政利

みゆき会病院 土田浩之

札幌医科大学整形外科 射場浩介

[始めに】 Apert症候群の母指は，横幅が広く，

末節骨は短縮し，榛屈偏位した特徴を有している.

演者らの一人である高原は，母指の幅を狭くして基

節骨の骨切りと創外国定器を用いた仮骨延長で母指

の短縮偏位を矯正する術式を考案した.今回は本術

式の治療経験を報告する.

【対象と方法}対象は 3例5手で，全例女児で

あった.手術時の年齢は 4~19 歳(平均 8 歳)で，

左 3 手，右 2 手であった.術前の榛側偏位は 50~

60度(平均 55度)であった手術方法は，まず爪

の榛側を切除して母指の幅を狭くする.同時に榛側

偏位の矯正のため母指基節骨を榛側でくさび聞き骨

切りを行い，創外固定器を装着した. MP関節を越

えて中手骨に装着した例では，銅線を母指長軸方向

に l 本刺入した.術後約 1 週間で骨延長を 0.25~

1mm/日で開始した.

[結果】脅延長期間は， 7-35日(平均 19日)で，

全例で骨癒合が得られた.術前と比べ 6-10mm 

(平均 8mm)骨が延長し 偏位は榛側偏位1O~35

度(平均 17度)であった術前に母指E関節榛側

でつまみ動作をしていた例が，術後母指末節部を用

いたつまみ動作が可能であった.
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111-34 母指多指症手術後に末節骨の成長軟骨板早

期閉鎖を生じた 3例

山形大学底学部整形外科 O佐藤大祐

荻野利彦

渡謹忠良

佐竹寛史

【目的】母指多指症の外科的治療後に母指末節骨

の成長軟骨板早期閉鎖を生じた3例を経験したので

報告する.

[対象と臨床像】症例の内訳は，全例が女性であ

り，擢患倶IJは右が 1例，左が2例であった.手の変

形は， Wassel Type2型が2例， 4型が 1例であった

全例で榛側指を切除し， C-wIreを用いて母指の MP

関節・ IP関節を一定期間固定した.固定期間は 3

から 4週間であったが， 1例では感染のために 2週

間であった.術後の外固定は行わなかった.手術時

年齢は 10ヵ月から 13ヵ月であった経過観察期間

は58ヵ月から 109ヵ月であった.最終調査時での

母子IP関節の可動域は，伸展が-50_00，平均-20，

屈曲が 500_850，平均 720，MP関節は伸展が全例

で00，屈曲が 700~1000，平均 830 であった.最終

調査時の単純X線像において，全例で母指末節脅

の成長軟骨板早期閉鎖を認めた.

【考察}術後の母指末節骨の成長軟骨板早期閉鎖

の原因は，1例では感染，他の例では経過中に緩ん

だC-wIreが末節骨の成長軟骨板を障害したことで

あると推測した.

111・35 尺側員切除を行った母指多指症の 1例

仙台医療センター形成外科・手外科

O鳥谷部荘八

牛尾茂子

[症例】 l歳3カ月.男児.生来右母指の多指を

指摘され，近医産婦人科より紹介された.生後1歳

3ヶ月時に手術を施行した.右母指は基節骨型，携

側員が優位，尺側員が低形成であった単純X線

像にて尺側員は三指節であり， Wasse14型を呈して

いた外観及び単純X線画像を検討し，尺側員切

除による多指症手術を施行した.尺側員切除のため

骨抜き皮弁を挙上した.長母指伸筋躍はY字を呈

しており撰側員に移行，長母指屈筋躍も同様に移行

した.母指内転筋は発達良好で撞側員に移行した.

術後2週間の外転防止装具を装着し，さらに術後4
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週間の夜間スプリントとした.術後8ヶ月の短期間

ではあるが良好な形態を示し.機能的にも良好な結

果が得られた

[考察】母指多指症は日常よく経験する先天異常

のひとつであり.術式も携側員切除でほぼ一定して

いるものと考えられる.本症例は外観や単純X線

像により切除指は尺側員とした.手術自体は握側員

切除とそれほど差異はないものの，術式に精通して

ない部分も多く，適応と術式に慎重を要するものと

思われた.本症例は比較的経過観察期間が短いの

で，今後注意深い経過観察が必要であるものと思わ

れる.
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