
昭和60年12月3日第4種郵便物認可平成23年12月22日印刷平成23年12月26日発行 ISSN 2185-4u92 

第 28巻・第 3号 Vo1. 28 No. 3， 2011 

The Journal of JapanωSoci肉 forSurgery Qf the Hand 

日手会誌|一般社団法人日本手外科学会 |J.Jpn. Soc. Su旬 HandI 





r" 

目 次

一手根管症候群一

重度手根管症候群に対する木森法の有用性…....・H ・....・H ・-…・蜂須賀 裕己・他・…..143 

特発性手根管症候群に対する手指屈筋健健滑膜切除術の治療成績

~成績不良例の検討.............・ H ・......・ H ・-….....・ H ・...・ H ・....・ H ・..鶴田敏幸・他…… 146

手根管症候群術後における電気生理学的評価の経時変化と手術成績

・・H ・H ・大野克記・他・…・・ 150

手根管開放術単独施行例と母指対立再建術併施例の患者立脚型アウトカムによる

比較検討……...・ H ・......・ H ・....・ H ・...・ H ・....・ H ・........・ H ・....…・若林良明・他・…・・ 153

特発性手根管症候群に対し， トリアムシノロン手根管内注射を行い，

6か月以上効果がある群のM聞所見の特徴...・ H ・...・ H ・-・・・大 塚 弘剛・他…… 158

手根管症候群を発症したKienbock病・…....・ H ・.....・ H ・...・ H ・..谷口泰徳・他…… 162

色素性繊毛結節性滑膜炎による手根管症候群の2例「自由投稿論文J

……..・市村晴充・他・…..166 

一検査・評価一

正常人の DASHスコア…...・ H ・.....・ H ・..… H ・H ・............・ H ・..本間龍介・他H ・H ・171

尺骨短縮術前後のTFCCの形状変化 :M阻での検討...・H ・..山 中芳亮・他…… 174

Stener lesionの術前診断における X線ストレス撮影の有用性

・・ H ・H ・....・ H ・...・ H ・市丸宏三・他…...178 

上肢筋骨格系疾患に対する各種機能評価法の比較検討....・H ・-目 貫邦隆・他…… 181

3D・CTを用いた榛骨遠位端骨折関節面骨折型の評価...・ H ・..西塚隆伸・他H ・H ・186

一手関節外傷一

臨床症例における榛骨遠位端骨折用掌側ロッキングプレートの遠位部スクリューの

刺入位置の検討…...・ H ・...・ H ・....・ H ・....・ H ・....・ H ・H ・H ・-……・・・近 藤 秀 則・他…・・・ 190

前腕遠位部骨折に対して一期的手術としてSauve-Kapandji手術を行った症例の検討

...・ H ・-….....・ H ・....中烏菊雄・他…・・・ 195



榛骨遺位端骨折例に対する掌側ロッキングプレート固定術後の手関節早期他動運動療法

・・ H ・H ・-… H ・H ・..田崎和幸・他…… 199

一施設ー執万医による樟骨遺位端骨折に対する MIPO法と従来法との治療成績の比較

・・ H ・H ・...……藤原達司・他…… 203

新鮮月状骨周囲脱臼および月状骨脱臼の治療成績…...・ H ・..…名 倉一成・他H ・H ・208

高齢者Colles骨折に対する手関節背屈位ギプス固定の治療成績

・・ H ・H ・...・ H ・井上悟史・他…… 212

ーその他外傷一

重度上肢外傷後に生じた∞ldintoleranceに対する経口 PGEl製剤a(リマプロスト

アルファデクス)の治療効果…...・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・..……入船秀仁・他H ・H ・215

労働災害による手外科外傷症例の検討(手袋着用に関する考察)

・……善家雄吉・他…・・ 218

小児前腕骨骨折に対する髄内固定術の治療成績…・ H ・H ・....・ H ・高井盛光・他…… 223

小児上腕骨外頼骨折における単純X線側面像の検討...・H ・..江藤 淳・他・…..227

一末梢神経一

特発性前・後脅聞神経麻療における神経の超音波所見...・H ・..田尻康人・他…… 231

75歳以上の肘部管症候群に対する手術成績…....・H ・...・H ・..千馬誠悦・他…… 235

かぎ爪変形に対する骨間筋機能再建法の治療経験 r自由投稿論文J

-…・・坂井健介・他…...238

一手指関節-

MP関節部での伸筋腫脱臼例に対する術後早期の運動療法…野 中 信宏・他…… 242

Buddy splintによる手指PIP関節掌側板付着部裂離骨折に対する早期自動運動療法の

治療成績・ H ・H ・.....・ H ・...…・…...・ H ・-…....・ H ・......・ H ・.....・ H ・..畑中 渉ー....・ H ・..245

石黒法による陳旧性骨性槌指の治療成績・..........・・・・・・・・…・・・・・申 正樹・他…...249

小児における指節脅遠位端骨折に対する手術症例の検討……香川 好男・他…… 254

受傷後3か月以上経過した陳旧性DIP関節内骨折の関節牽引療法を併用した手術治療

・・ H ・H ・-浜田佳孝・他…・・・ 260



ーその他一

Dupuytren拘縮の手術成績・...・ H ・-……・・…....・ H ・-…....・ H ・-…・田 中啓之・他…...264 

手指屈筋腫皮下断裂例(Zone3. 4)に対する減張位早期運動療法

....・H ・-…...・H ・..…・・加地良雄・他・…..267

当院での先天性絞施輪症候群の治療経験....・ H ・...・ H ・.....・ H ・-福岡 昌 利・他・…・・ 271

関節リウマチにおける同一上肢に樟骨頭切除と尺骨遠位切除を施行した際の F 

上肢機能の評価...・ H ・....・ H ・.....…....・ H ・....・ H ・....・ H ・....・ H ・..鈴木 拓・他…… 275

指静脈血栓症3例の治療経験...・ H ・....・ H ・...・ H ・....・ H ・....・ H ・..・・佐野和史・他…… 278





日手会誌(JJpnSocS町'gHand)，第28巻第3号 143-145，2011 

震認

平常
‘<Jt魯A回参.!f!It-.r

重度手根管症候群に対する木森法の有用性
はちすかひろき 宮もりけんじ やすもとまさ回り はまだよりかす すぎた たかL

蜂須賀裕己大木森研治**安本正徳ホ，漬回宜和*杉田 孝*

【はじめに】重度手根管症候群に対する母指対立再建法として Camitz法は広く行われているが，問題点も

多い.当科では従来 Camitz変法を行っていたが， 2009年より木森法を用い良好な術後成績を得ている.

我々は Camitz変法と木森法の術後成績を比較検討したので報告する.

【対象と方法】術後3か月以上経過した患者 12名 計 14手を対象とし， Camitz変法を施行した 6手を C

群，木森法を施行した8手を K群とした平均年齢は C群 78歳， K群66歳.経過観察期間は C群平均2

年2か月， K群は1年であった.比較項目はMP関節の可動域，掌側外転角度，ピンチ力，手術時間とした.

【結果]全項目で木森法の平均値は Car凶tz変法よりも優れていた.そのうち.MP関節の伸展・掌側外転

角度，手術時間で有意の差を認めた.

【考察】木森法は母指関節可動域と手術時間短縮に優れた母指対立再建術であると考えた.

【緒言】

母指球筋の萎縮が高度である重度の手根管症候群

(以下 CTS)に対する母指対立再建の一法として.

Car凶包法は広く行われている.しかし，移行腫の

走行や癒着，浮き上がり，母指MP関節の可動域制

限や手関節部の痛みなど，問題点も多い1)2) 当科

では従来 CTSに対し Camitz法に改変を加えた変法

を行っていたが， 2009年 11月より木森が報告した

新しい手技3)(以下木森法)を用い良好な成績を得

ている.

今回著者らは Camitz変法と木森法によって施行

された母指対立再建術の術後成績を比較検討したの

で報告する.

【対象と方法】

{手術手技】

1) Camitz変法:Camitz法に準じて長掌筋腫(以

下PL)を手掌腫膜を含めて挙上し，東状に臆膜を

まとめて移行腫とする.横手根靭帯に滑車を作成し

て移行躍を通し，短母指外転筋睦に編みこみ縫合し

移行する(図1).手関節部は皮下トンネルとし，

手くび皮線に沿った横切開のみとする.

2)木森法:手根靭帯切離万を用いた皮下手根管

開放の後，まず母指MP関節背側に小切聞を加え，

受理日 2011/09/24 

APB 

図1C副首包変法の術式
図2 木森法の術式

短母指{申筋躍(以下 EPB)を確認する. この後EPB

を筋腫移行部で切離してMP関節背側に引き出す.

次に前腕末梢を展開してPLを確認し，手くび皮線

より 2.5cmの点で切離する.PLの末梢部分は尺側

手根屈筋健へ縫着して滑車とし，中枢部分は母指球

部から手根管中枢 1β の皮下，さらに滑車を通して

前腕に引き出した EPBと縫合する(図2).

術後はいずれの方法においても手関節軽度屈曲

位，母指最大掌側外転位で3週間の外固定を行った

'国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター干737心023 広島県呉市青山町3番 1号
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144 母指対立再建術-Camitz法との比較

表 1 結果

後，自動運動を開始し，約6週から自由な母指の使

用を許可した.

【対象ならびに検討項目】

当院にて同一術者によって母指対立再建術を施行

され，術後3か月以上経過した患者 12名 14手を

対象とした.このうち， Car凶u変法を施行された6

手をc群，木森法を施行された 8手を K群として

比較検討した.各群の平均年齢はC群 78歳， K群

66歳.経過観察期間は C群平均2年2か月， K群

は l年で，最終経過観察時いずれの症例も母指球筋

の回復は認めていなかった.

比較項目は1)年齢， 2)経過観察期間， 3)MP関節

の自動可動域， 4)掌側外転角度， 5)ピンチ力， 6)手

術時間とし，統計学的評価は項目 6)のみWelch

のt検定を用い，その他はMann-Whitney検定を用

いた.また，手掌痔痛や外見上の満足度についての

聞き取り調査も行った.

【結果】

各群検討項目の平均値および有意差判定を表1に

示した.

両群の年齢と経過観察期間の聞には有意差を認め

なかった.

MP関節の平均可動域(伸展/屈曲)は C群・10.5"1
67.5'に対し K群 10.6"β9.5"，掌側外転角度の平均

はC群 50.0・K群 53.8"であった.屈曲角度と総可動

域では有意差を認めなかったが，伸展可動域と掌側

外転角度は有意の差をもってK群の方が優れてい

た.

ピンチカの平均は C群 2.4Kg，K群 3.3Kgであ

り，これも K群の値がC群より優れていたが.有

意の差は認めなかった.

手術時間の平均値はC群 103.8分に対し K群は

66.2分であった.両群の結果はともに正規分布で

あったためWelchのt検定を行ったところ木森法の

方が有意に短かった (P<O.01)(表1).

手掌痔痛はK群では全例で消失していたが， C 

群では 1例で残存していた.創癒痕は全例で目立た

なくなっており，また，移行腫の浮き上がりもな

く，両群とも外見上の満足度は高かった.

しかし，右手に Car凶包変法を施行し，左手に木

森法を施行した患者からは，左手の方がMP関節背

側および手掌の痔痛が少なく，母指の可動域が大き

いため手が使い易いという意見を得た(図 3).

【考察】

臼mitz法は重度 CTSに対する有用な母指対立再

建法として広く行われている反面，術後の MP関節

可動域制限の問題が散見される1)2) MP関節の術

後平均可動域を明記した報告は多くないが， Fouch-

erらによると術後8%に-10"から・15"の伸展障害が

生じるとされている2) しかし，この問題の解決を

試みた報告は少ない.堀切らは PLの先端を 2分し

1本を EPBに移行する Car凶tz変法を用い， MP関

節の術後可動域(伸展/屈曲)は-2.7"/54.6"に改善し

たと報告している心が，著者らの K群では 10.6・/

59.5"であり，さらに優れた可動域が得られていた.

また，掌側外転角度についてもこれまで著者らが

行ってきた Camitz変法(滑車を作成してより掌側

方向へ母指を外転させる方法)よりも優れた結果が

得られた.諸家の報告によると Camitz法あるいは

その変法において術後の母指掌側外転角度は 39.5"
--46.1'であり4)5)6) 木森法はいずれの結果よりも

僅れていた.これらの結果は患者の年齢や術後経

過観察期間によらない.したがって，木森法が

白血itz法やその変法に比ぺ，躍縫合部を含めて移

行躍の癒着が少なく，その走行もより効率的な術式

であるということが要因と考える.

Camitz法は手掌睦膜採取時に手掌に広範な皮切

を加える必要があり，手掌癒痕の創痛を生じやす

いη. また，著者らが行った Camitz変法では，健

膜を束ねる操作や移行躍の縫合が煩雑で時間がかか

る一方，木森法は手掌に広範な切聞を加える必要

がないため手掌痔痛が少なく，操作は簡便で手術時

間も短く，局所的にも全身的にも侵襲の少ない術式

であると考えられた.

問題点としては， EPBが低形成である症例では

施行し難いという点が挙げられる.術前診察におい

ては母指運動を十分観察するとともに，術中は母指

MP関節背側で EPBを直接確認し，その適応を判

- 2-



母指対立再建術 ーCamitz法との比較 145 

図 3a 右手は Cami包変法 ・左手は木森法を施

行した 59歳女性の症例.母指 MP関

節伸展右 00 左十100

図 3b 同症例の最大自動屈曲.母指 MP関節

屈曲右 500 ， 左 600 •

図 3c Perfect-O 掌側外転は右 350，左45。で

ある.

定することが重要である.さ らに，もう一つの問題

点は，CTSにおいては正常である EPBを犠牲にす

ることである.術後においては母指 MP関節・ CM

関節の伸展力低下の可能性があり，術前に十分な説

i測をしておくこと，また術後の可動域訓練において

長母指伸筋筋力の強化による機能代償に心がける こ

とが重要であると考えられた.

【まとめ}

1.母指球筋の委縮が高度な CTS12例 14手に対

しCamitz変法と木森法による母指対立再建を行

い，その結果を比較したー

2.術後の母指 MP関節可動域，掌側外転角度，

手術時聞において Camitz変法より有意に良好な結

果を得た.

3.木森法は Camitz法の欠点を克服する低侵襲な

母指対立再建術である.

【文献】

1) Braun RM. P.dlmaris longus tendon transfer for augmenta-

tion of th巴thenarmusculature in low median palsy. J Hand 
Surg 3: 488-491， 1978. 

2) Foucher G， et al. Primary palmaris longus transfer as an 

opponensplasty in carpal tunnel rel巴ase.A Series of 73 

Cas巴s.J Hand Surg Br 16: 56-60， 1991. 

3)木森研治ほか 重度の手根管症候群に対する母指対立

再建術ー当科での新しい試み .日手会誌 25:Sl46-

S146，2008 

4)堀切健土ほか.Camitz変法による母指対立再建i将日

手会誌 25:865-867，2009

5)朝長久雄ほか.Camitz法による母指対立再建術 整形

外科と災害外科 34:1474-1478， 1986. 

6) 千馬誠悦.手根管症候群に対する母指対立再建術の検

討日手会誌 15:492-493， 1998. 

7)長尾i訟故ほか 手根管症候群における低侵襲母指対立

再建術~童形外科最小侵襲手術ジャーナル 58: 45-50， 

2011 
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特発性手根管症候群に対する手指屈筋健鍵滑膜切除術

の治療成績~成績不良例の検討~、.・ .. 
世. .11.¥回世が つるたとしゆき みね ひろこ

鶴田敏幸，峯博子

特発性手根管症候群患者に対する手指屈筋腫腫滑膜切除術の成績不良因子について検討を行ったので，報

告する.2009年2月より 2010年5月までに手術施行した 47名47手(男性 13手，女性34手，年齢62.0歳)

を対象とした.術後6か月時の DASHスコアにおいて， 1標準偏差以上の者と再手術例を成績不良例と定義

した.その結果，成績不良群は 7名7手(男性3手，女性4手)，良好群は 40名40手(男性 10手，女性

30手)であった成績不良群は良好群に比べて手術時年齢，擢病期間，術前知覚，術後安静時手根管内圧

が有意に高値を示した.また，成績不良群は良好群に比べて男性の割合が多い傾向を示した.今回の結果よ

り，手指屈筋腫腫滑膜切除術の成績不良因子も，屈筋支帯切離法(従来法， ECTR法)と同様に男性，高齢

者，長期の羅病期間，著明な知覚低下および不十分な除圧 (20mmHg以上)が考えられた.

【緒言】

手根管症候群の原因は，そのほとんどが特発性の

ものであり，何らかの原因で手根管内圧の上昇をき

たしているものと考えられている1)手根管症候群

に対する手術の目的は，正中神経に加わる内圧力を

減少させることに異論はないと考える.その方法の

一つは現在広く行われている屈筋支帯の切離であ

り，これには従来法と鏡視下手根管開放術 (ECTR

法)の 2通りがある.我々は 1997年以来.屈筋支

帯を切離せずに屈筋腫の膿滑膜切除を行うことによ

り手根管の内圧を減圧させる方法を導入し，短期な

らびに長期成績について検討を行ってきた.さら

に，その術後成績が安定していたことから.新たに

工夫した術式についても紹介してきた2)3)

しかし，手指屈筋腫腫滑膜切除術を施行した患者

のなかには，術後の疲れ感が持続する症例やADL
機能の回復が悪い症例が存在する.今回，手根管症

候群患者に対する手指屈筋腫腫滑膜切除術の成績不

良因子について，検討を行ったので報告する.

【対象と方法】

対象者

2009年2月より 2010年5月までに当院において

特発性手根管症候群と診断され，手指屈筋腫腫滑膜

受理日 2011/O9/l8 

切除術を施行した 47名47手[男性 13名 13手，女

性34名34手，手術時年齢平均 62.0:t13.4歳。4

-90歳)，擢病期間平均 16.1土23.4か月(1.2-96.3

か月)，術後経過観察期間平均20.2:t5.5か月 (10.5

-29.8か月)]を対象とした.治療前にインフォー

ムド・コンセントを行い，研究の目的や内容，安全

性，個人情報の保護について十分に説明し.同意が

得られた症例のみを対象とした.今回は全て特発性

の症例のみを対象とし，関節リウマチ，人工透析症

例，榛骨遺位端骨折後などの続発性の症例は本研究

から除外した.

手術方法3)

麻酔は手関節の proximal(玄白se部中心に約 2ml

の局所麻酔剤を皮下および前腕浅筋膜聞に浸潤さ

せ，同部の皮膚および前腕浅筋膜を切開し.さらに

直視下に約8mlの局所麻酔剤を一部正中神経上膜

下へ，また，屈筋腫腫滑膜鞘内へ漫調させる.その

後手根管内圧を測定したあと，手指を自動もしくは

他動にて屈曲・伸展をゆっくりさせながら，浅指屈

筋・深指屈筋腫滑膜を近位より遠位まで可能な限り

十分に切除する.さらに，遠位部で中・環指の指聞

の近位延長線上で， Kaplan' s cardinal lineを横切る

部位に約1.5cmの縦皮切をおき，屈筋支帯遠位部

すなわち Okutsuet a1，4)が報告しているように dis凶

医療法人友和会鶴田整形外科干849-0306 佐賀県小域市牛津町勝 1241-6
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hold血stfibers of the f1exor retinaculum (DHFFR)の

部位を直視下で切離する.そして，指神経を榛側に

よけると，虫様筋部にあたる臆滑膜の増生が観察で

きる.手指を屈曲・伸展させながら，その部位の臆

滑膜および虫様筋の一部を切除する.今回の対象者

における切除した腫滑膜の重量は平均3.4g(近位平

均2.0g，遠位平均1.4g)であった手根管内の十

分な減圧ができ(内圧測定施行入手根管内に十分

な余裕が得られ(安静時内圧 20mmHg以下を目

標)，一部手根管内に空洞部分もみられる状態に

なったところを確認し， ドレーンをおいて手術を終

了する.

後療法

後療法として.ギプスシーネを 1週間装着した.

その後，痛みのない程度に日常生活(入浴や洗顔も

術後8日目より許可)や仕事等での使用も許可し，

術後2週目の来院時に抜糸を行った.

評価項目

評価項目として，上肢障害評価 (DASHスコア;

The JSSH version)を術前ならびに術後2，4，6，8，

10， 12週， 4， 5，6か月時に行い神経伝導速度(導

出筋はAPB)， 中指知覚 (Semmes・悦insteinmono-

filament test) ，短母指外転筋 (APB)筋力，第2虫

様筋筋力，握力(デジタル握力計を使用し，立位上

肢下垂位で測定)，ピンチカ[ピンチメーター(不

二精工株式会社)を使用]を術前より術後6か月ま

で1か月毎に測定した.なお，ピンチ力は母子-示

指聞の tippinch (tip: T-I)と sidepinch (side: T-I)， 

母指・小指問の tippinch (tip: T-L)を測定した.第

2虫機筋筋力と APB筋力は， MMT の 0~5 段階を

14点満点で評価した(表1).

成績不良例の定義

今回は術後の疲れ感が持続する症例や， ADL機

能の回復が悪い症例の検討が目的であるため，術後

6か月目の DASHスコアにおいて， 1標準偏差以上

(disabiIity/symptomスコア 33点以上もしくは選択

項目 37点以上)の症例ならびに再手術例を成績不

良例と定義した.本研究では，成績良好群と不良群

における性別，手術時年齢曜病期間，術前神経伝

導速度.筋力(第 2虫様筋・ APB)，術前ピンチ

カ，術前握力(健患比)，術前知覚，術前・術後手

根管内圧の差異について比較・検討を行った.

統計処理

統計処理には， StatView J-5.0 software パッケー

表 1 筋力(第2虫様筋・ APB)
の評価方法

MMTレベル 配点

O O点

1 1点

1+ 2点

2- 3点

2 4点

2+St 5点

2+ 6点

3- 7点

3 8点

3+ 9点

4- 10点

4 11点

4+ 12点

b 13点

5 14点

表2 成績良好群と不良群における調査項目の差異

成績良野群 (nヰ0)成績不良群(n=7) 。憧
手街路年齢〈績〉 6O.4:!:13.8 70.9:!:6.1 。<0.05
寵掠期間〈用〉 12.3:!:17.1 42.3:!:38.1 0<0.01 

衛箇神経伝沼運.m:(m/soo) 5.9:!:1.5 7.0:!:2.8 NS 

衛首第2虫稲箇箇力〈点〉 12.0:!:1.9 112:!:1:了 NS 

衛飽A間当宿泊〈点〉 11.3:!:2.2 9.8:!:3.5 NS 

衛首官正T-I(1胞の 32:!:1.3 3.5:!:1.1 NS 

衛首sida:T-I (胞の 52土2.1 5.3土之1 NS 

街箇回:T-L(胞の 0.9:!:0.6 0.8:!:02 NS 

備前握力;僅患比(%) 89.7:!:26.6 96.4:!:32.5 NS 

箇箇知覚 (SWT) 4.0:!:0.9 4.3:!:1.1 0<0.05 

衛首手被管肉'a(mmトig) 54.9:!:14.1 54.3:!:7.4 NS 

衝後手栂官陶a(mmHs) 12.3:!:7.8 19.3:!:6.8 。<0.05
結震は車淘値±穣準信差で示菅.

ジ (SASInstitute， NC) を用いた成績良好群と不

良群における連続変数の比較にはWeIchのt-検定を

使用し，名義変数の比較にはχ2検定を用いた.ま

た，危険率 5%未満をもって統計的有意水準とした.

【結果1
47名47手中，成績不良群は 7名7手 (14.9%)(う

ち2名は再手術例)，良好群は 40名40手 (85.1%)

であった.表2に成績良好群と不良群における，

調査項目の差異について示す.統計学的有意差は認

められなかったものの，成績不良群は良好群に比べ
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て男性の割合が多い傾向を示した [10手/40手

(25.0%) vs 3手/7手 (42.9%)，p=0.330，図 1J.

また，成績不良群は良好群に比べて手術時年齢

(60.4歳 vs70.9歳， pく0.05)，擢病期間 (12.3か月

四 42.3か月.pく0.01)，術前知覚 (4.0vs 4ム p<

0.05) .術後安静時手根管内圧 (12.3mmHg vs 19.3 

mmHg， pく0.05)が有意に高値を示した.しかし，

術前神経伝導速度，術前筋力.術前ピンチカ，術前

握力.術前安静時手根管内圧は両群間に有意な差は

認められなかった.

表 3に成績不良群 7手の特徴を示す.7手中 3手

(42.9%)が男性であり，6手 (85.7%)が 65歳以上

の高齢者， 5手 (71.4%)が 1年以上の長期擢病期

間を有し，3手 (42.9%) に術前知覚の著明な低下

を認め， 4手 (57.1%)が術直後の安静時手根管内

圧が 20mmHg以上と，十分に除圧しきれなかった

症例であった.

【考 察】

手根管症候群患者の術後成績不良因子に対する検

<成績良好祭 (nヰ0)> <成績不良群(n=7)> 

-男性，口 女性.x2棟建 :p屯 333

図 1 成績良好群と不良群における性別の差異

討は，これまでにもいくつか報告されている.

従来法では，吉原ら5)が男性は女性に比べてやf.I前

の症状が軽症であっても術後成績が劣っている症例

が多かったと報告している また，窪田ら6)は手根

管症候群重症例における母指対立運動回復の予後予

測因子として，権病期間が4年以上，術前の自覚的

な知覚脱失，術前 2PDt巴stで 16mm以上は予後不

良因子であると述べている.工藤ら7)は母指球筋の

萎縮を伴う高齢者や擢病期間が長い (21か月以上)

症例は，開放術のみでは母指対立障害の改善が期待

できず，再建術を検討すべきであると述べているー

ECTR法でも，浜中ら8)が手根管症候群患者にお

ける術後の疲れ感と感覚の回復は女性に比べて男性

で遅いと報告している この理由 として，男性は女

性に比べて術前安静位の手根管内圧が高い ことか

ら，圧迫に強いとされる細い A-afiberが障害を受

けて，疲れ感と感覚の回復を遅れさせているのでは

ないかと考察している.さらに，浜中ら9)は手根管

症候群の鏡視下手術において，神経症状の予後予測

については，術前の手根管内圧測定の結果から術後

の臨床症状の予後予測は不可能であり.むしろ，術

後の正中神経の除圧状況などが予後に影響を与える

可能性がある と報告している.

以上の従来法，ECTR法での報告と同様，我々の

手指屈筋鍵腿滑膜切除術においても，今回成績不良

群となった 7手中 3手 (42.9%)が男性であり， 6 

手 (85.7%)が65歳以上の高齢者， 5手 (71.4%)が

1年以上の長期擢病期間を有し， 3手 (42.9%)に術

前知覚の著明な低下を認め，4手 (57.1%)が術直

後の安静時手根管内圧が 20mmHg以上と，十分に

除圧しきれなかった症例であった.従って， 手指屈

筋鍵腿滑膜切除術の成績不良因子も，屈筋支帯切離

表 3 成績不良群7名7手の特性

6ヲ月時 67月時 衝後性別 手街路年齢 DASHスコア DASHスコア 電信湖周 倍前知貸 手根室内圧
(O/S) 〈選択項目〉

症例1 女性 昼8iI 362点 25.0点 6か局 生.3i 20m皿tjg

症例2 女性 .68iI 45.0点 43.8点 鑑盆且 3.61 8mmHg 

症例3 女性 盛9.iI 南手簡倒 再手術倒 37.12且 3.61 2.6血血J::Ig

症例4 星盤 63il 再手術倒 再手街倒 錨怠且 3.61 18mmHg 

症例5 女性 :llliI 342点 31.3点 i2五盆B 3.61 21皿血出E

症例6 思盤 lliJ. 50.0点 81.3点 6.5か周 生豆§ 14打、mHg

症倒7 塁笠 盆1.iI 51.7点 50.0点 組立且 6..65 28皿皿凶g
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法(従来法， ECTR法)と同様に男性，高齢者，長

期の曜病期間，著明な知覚低下，不十分な除圧が考

えられた今後これら成績不良因子を有する症例に

は，より確実に手根管内圧の除圧をはかる目的で，

手指屈筋腫躍滑膜切除術に加え，従来法もしくは

ECTR法にて屈筋支帯の切離を追加し，より良い成

績に繋げたいと考える.

【まとめ1
1.特発性手根管症候群に対する手指屈筋腫健滑

膜切除術の成績不良例に対する検討を行った.

2.47名47手中，成績不良例は 7名7手 (14.9%)

であった.

3.特発性手根管症候群患者に対する手指屈筋膿

鍵滑膜切除術の成績不良因子は，屈筋支帯切離法

(従来法， ECTR法)と同様.男性， 65歳以上の高

齢者， 1年以上の長期擢病期間.知覚著明低下， 20 

mmHg以上の不十分な除圧が考えられた

4.成績不良因子を有する症例には，より確実に

手根管内圧を除圧するため，手指屈筋腫健滑膜切術

に屈筋支帯の切離を追加し，良好な成績に繋げた

い.

【文献1
1)問中寿一.手根管症候群の治療の実際.病態・治療の

概略.関節外科25:2回・264，2006.
2)鶴田敏幸ほか.特発性手根管症候群に対する手指屈筋

臆滑膜切除術の短期成績.整外と災外 48:994・996，

1999. 

3)鶴田敏幸ほか.手根管症候群における手指屈筋臆腿滑

膜切除術の治療成績.日手会誌26:333-337， 2010. 

4) Okutsu 1， et a1. Measurement ofαrpa1 canal and median 
nerve pressure in patients withαrpal tunnel syndrome. 

TechJ弘ndUpEx位emSurg 8: 124-128， 2004. 
5)吉原由樹ほか.男性における手根管症候群の臨床的背

景.整外と災外47:1011・1017，1998.

6)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・0592，1田9.

η工藤文孝ほか.母指球筋の委縮を伴う手根管症候群の

手術成績.日手会誌21:645叫647，2∞4.

8)浜中一輝ほか.特発性手線管症候群における性別によ

る臨床症状回復期間の比較.日手会誌 24:200-202， 

2007. 

9)浜中一輝ほか.特発性手根管症候群における術前手根

管内圧による術後臨床症状回復の予測.日手会誌 23:

95・98，2006.
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手根管症候群術後における電気生理学的評価の
経時変化と手術成績
おおの昔、つのり いしづっねひこ

大野克記事，石津恒彦**

鏡視下手根管開放術 (ECTR)を行った特発性手根管症候群の患者に対し，電気生理学的検査(NCS)の経

時変化を調査し治療成績の関連を検討した.NCSを術前と術後 1，3，6か月に施行できた 29例35手を対象

とした結果，握力， Pinch力， Semmes・恥insteintestは術後6か月で有意に改善したKelly分類による

治療成績は優20手，良6手，可9手であった短母指外転筋運動神経遠位潜時 (DML)の術前導出不能群

の例で優及び良の 2例は術後1か月で導出可能であった症状のない優群と，何らかの症状が残存している

良可群の2群に分けて検討した場合，導出し得た DMLについて，優群は術前と比べ術後1か月で有意に改

善した.良可群では術前に比し，術後3か月で有意に改善した.感覚神経伝導速度は術前導出不能数が多

く，診断的価値は低いと考えられた DMLは術前導出の可否にかかわらず.術後1か月で改善した場合，

術後6か月で良好な成績を得た.従って術後1か月でDMLを測定すれば予後診断に有用であると示唆され

た.

【緒言】

手根管症候群 (CTS)について術前と最終調査時

に電気生理学的検査 (NCS) を行った報告は多い

が，詳細な経時変化を調査した報告は少ない.当科

では，術前および術後における NCSについて，計

測時期を綴密に設定し計画的に施行している.今回

ECTRを行い， NCSの経時変化と手術成績の関連

性について検討した.

【対象と方法】

1998年6月---2010年3月に ECTRを施行した

126例 139手中， NCSを術前と術後 1，3，6か月に

施行できた29例35手(男性4手，女性31手)を

対象とした年齢は 32---78歳(平均 59.4歳)，擢

病期間は2---60か月(平均 13.0か月)であった

全て特発性であり，浜田分類1)はgrade1がO手，

grade 2が 19手， grade 3が16手であった

ECTRの適応は，正中神経領域に強いしびれ感や

痔療を自覚し日常生活に支障をきたす症例で，電気

生理学的に短母指外転筋運動神経遠位潜時 (DML)

>4.5msかつ手関節部の感覚神経伝導速度 (SCV)

<45m/sである場合に oneporta1法2)で手術を行つ

受理日 2011/09/28 

た.母指対立障害を主訴とし早期社会復帰を希望す

る母指対立再建術が必要な症例，ガングリオンなど

の占拠性病変のある症例，外套管の挿入が困難な症

例は適応外とした.

調査項目として，夜間痛，しびれ感.握力， Pinch 

力，感覚機能評価である Semmes-Weinsteintest 

(SWT) ，電気生理学的評価である DML，SCVを

行ったなおNCSは，筋電図・誘発電位検査装置

Neuropack (日本光電)を用いた. DMLは手関節部

で最大上刺激して短母指外転筋における複合筋活動

電位(APB・CMAP)の導出を行い，電極間距離は

7cmとした SCVは手関節部から刺激後，示指で

導出し 20回の平均加算を行った.電極間距離は

15.5---18c mとした.同一検者による測定でいずれ

も表面電極を用い.検査時の室温は26'Cとした.

手術成績は全例術後6か月に評価し Ke1ly分

類3)を用いた.症状が完治したものを優，わずかな

症状が時々あるものを良，いくらか持続するまたは

気になる症状があるものを可.症状が不変または悪

化したものを不可とした.

統計処理は，術前後の握力とPinch力の評価，

DMLの経時変化と手術成績の評価について対応の

*亀岡シミズ病院整形外科〒621・0834 京都府亀岡市篠町広田 1-32・15
柿洛西シミズ病院整形外科
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手根管症候群における電気生理学的評価の経時変化

握力 Pinch力 導出可能数 導出不能数

* 
術前 l 13手 V占

* 7 r 30r l T scv術後1か月| 18手 睦

術後3か月| 23手 陪

~15 f _占.
Jf 1 _ 術後6か月| 30手 陸 軍

151 

。| 術前 | 29手 圃量調

。
術前 術後6か月 術前 術後6か月 DML術後1か月| 32手 EE 

( .p<0.05) 術後3か月 | 33手 盟

図 1 握力.Pinch力 術後5か月| 35手

術前
Blue 

18手

術後6か月
Green 
17手

(手部正中神経領燥で最も触覚罰値の高いgradeを示す)

(・p< 0.05) 

図2 感覚機能評価 (Semmes.Weinsteint巴st)

ある t検定を用い，術前後の SWTの評価.術前導

出の可否と手術成績の評価について χ2検定を用い

た. p<0.05を有意とした.

【結果】

対象 35手について，夜間痛は術前 9手認めた

が，術後 1か月で全て消失した しびれ感は 35手

全例に認めたが術後 6か月で 9手に減少した 握力

及び Pinch力 (01巴an:tSD)は，術前が各々 14.4:t

9.15 kg， 3.92:t2.03 kgであったが術後 6か月で 17.4

:t 8.57 kg， 5.06:t 1. 73 kgと有意に改 善 した (p<

0.05) (図1). SWTは 術 前が Green0手， Blue 18 

手， Purple 14手， Red 3手であったが，術後 6か

月で Green17手， Blu巴 16手. Purple 2手. Red 0 

手と有意に改善した (pく0.05)(図 2). SCVは術前

導出可能数 13手，術前導出不能数 20手であった

が，術後 6か月で各々 30手. 5手となった(図

3). DMLは術前導出可能数 29手，術前導出不能数

6手に対し，術後 6か月 で 35手全例が導出可能と

なった手 術成 績は 優 20手，良 6手，可 9手，不

可 O手であった.SCV術前導出可能群 (13手)で

優 8手，良 3手，可 2手，不可 O手に対し，術前導

図3 SCV，DML導出数の経時変化

表 1 術前導出の可否と手術成績

Kelly分類優・ 20手良6手可:9手不可:0手

scv 優

術前導出可能群(13手) 8手

術前導出不能群(22手) 12手

可

坪

芹

良

持

拝 cJM
 

M川「
l
」

可

手

手

不

0

0

DML 
術前導出可能群(29手) 19手 5手 5手 O手寸.

術前導出不能群(開 G否C2D 4手 口手J><

~ ~ 
術後1か月で導出可能

( * p < 0.05) 

出不能群 (22手)で 12手，良 3手，可 7手.不可

O手と有意差を認めなかった(表 1).一方， DML 

術前導出可能群 (29手)は優 19手，良 5手，可 5

手，不可 O手に対し，術前導出不能群 (6手)は優

1手，良 1手，可 4手，不可 O手と有意差を認めた

(p<0.05) .また DML術前導出不能群で優及び良で

あった 2例は， どちらも術後 1か月で導出可能で

あった(表 1).更に，優群 (20手)と，何らかの

症状が残存している良・可群(15手)の 2群に分

けて検討した.やf.j前導出し得た症例の DML (01ean 

土SD)について，優群は術前 (6.80土1.5301s) に

比 し術後 1か月 (5.40土1.2001s) で有意 に改善し

た (p<0.05).良 ・可群では術前 (7.07:t1.41 o1s) 

と比べ，術後 1か月 (6.97:t1. 73 o1s) では有意差

を認めず，術後 3か月 (5.91:t1.53 ms) で有意に

改善した (p<0.05)(図 4).

【考察】

CTSの経過を NCSで評価した報告は数多く認め

- 9 



152 手根管症候群における電気生理学的評価の経時変化

優群(20手} 良・可群(15手)

* 
。!fi.，m!fifl 街 注鰍 o 街EE智治情像情後

1か月 3か月 Eゆ月 1か月 3かJJ 6か月

(.p<目白}

図4 DMLの経時変化と手術成績

るが，施設によって計測手技や条件が異なるため単

純に比較できないことが多い.しかし，各施設にお

いて計測条件や計測時期を厳格に設定すれば， NCS

は本疾患の病態や治療成績を判断する上で非常に有

用であると考える.著者らは手術を行う場合， NCS 

の時期を少なくとも術前および術後 1，3，6か月に

施行している.これまでの報告の中に，術前の電気

生理学的重症度は治療成績に関連がないとするも

のが散見される.Longstaffら4)は，手根管開放術を

行った 62患者を対象として，術前の DML，SCVと

臨床症状の回復との関連性はないと報告している.

しかし，最終調査時期については明示されていな

い.また， Nobu也ら5)は，浜田分類grade3の25

手に対し術後平均 17か月の観察を行ったところ，

術前APB-CMAPの導出の可否と術後成績に関連性

はないと報告しているが 各症例の最終調査時期に

ついては一定していない.自験例においては SCV

の術前導出可能群と術前導出不能群を比較した場

合，術後6か月の手術成績に有意差を認めず，術前

における予後診断は困難であった.35手中 22手が

術前導出不能であり，経時変化を判断する上でも診

断的価値は低いと考えられた.しかし， DMLにつ

いて術後6か月で評価した場合，術前導出可能群は

術前導出不能群に比べ有意に成績良好であった.

Schr蜘'erら@は CTSに外固定や手術を行った患者

を対象とし， 12か月後のNCSの結果と治療成績に

弱い相闘を示したと報告しており，一定の時期に評

価すれば， NCSと術後成績の関連性が示唆された.

また自験例では， DMLの経時変化について術前導

出不能群で6か月後に優および良であった2例は，

術後1か月で導出可能であったことや，優群は良・

可群と比べ術後 1か月で有意に DMLが改善したこ

とから，早期に DMLが改善すれば予後が良好とな

ることが示唆された.すなわち， DMLが術後 1か

月で明らかに改善すれば， 6か月時の手術成績は良

好であり.術後早期の予後診断として有用と考えら

れた近年では患者立脚型評価として，手根管症候

群質問票日本手外科学会版 (CTSI-]SSH)やDASH

などを用いた報告があり， Itsuboら7)は，術前およ

び術後3か月の NCSとCTSI-]SSH，DASHとは相

関しないと報告している.したがって，今後は更に

症例をかさね，客観的評価のみならず患者立脚型評

価を加えた上で，より長期の術後経過を評価する必

要があると考える.

【まとめ1
1.当院における ECTRの手術成績を報告した.

2. SCVは術前導出数不能数が多く，診断的価値

は低いと考える.

3. DMLが術後 1か月で明らかに改善すれば， 6 

か月時の手術成績は良好であり，術後早期の予後診

断として有用である.

4.計測時期を定めた電気生理学的評価は，本疾

患の病態や治療成績を判断する上で重要である.

【文献】

1)浜田良機ほか.手根管症候群の治療成績.日手会誌 2:

156・159，1985.
2)奥津一郎ほか.Universa1 endoscopeの開発と皮下鏡視

下手術の試み. 日整会誌64:491-498， 1987. 
3) KeUy Cp， et 31. Early experience wi白 endoscopicαr抑1

tunnel release.J Hand Surg 19・B:18曲21，1994.
4) Longs包貨L，et 31. Carpal tunnel syndrome: the correlation 

between ou包ome，symptoms釦 dnerve conduction study 
findings. J Hand Surg 26・B:475-480， 2001. 

5) Nobu也 S，et a1. Clinical results in severeαrPaI tunnel 
syndrome and motor nerve∞，nduction studies. J Or位lOp
sci 10:22・26，2005.

6) Schrijver HM， et aJ. Correlating nerve ∞，nduction stuc面白
and c1inical outcome measures on car抑1tunne1 s抑命。Ime:
lessons from a randomized con回 l位泊1.J Clin Neurophys-
iology 22: 216・221，2005.

7) Itsubo T， et 31. Elec位。physiological児 sponsivenessand 
quality of life (Q凶.ckDASH， CTSI) eva1uation of surgical-
ly位四tedαrPaItunnel syndrome. J Orthop sci 14: 17・23，
2ω9. 
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日手会誌(JJpnS∞SurgHand)，第28巻第3号 153-157，2011 

手根管開放術単独施行例と母指対立再建術併施例の

患者立脚型アウトカムによる比較検討、.-~配@

同'.A.a討会 わかばやしよしあき にむら晶きもと

若林良明て二村昭元帥

手根管症候群に対し手根管開放術のみ行った OCTR群26例29手と，母指対立再建術を追加した Opp群

8例9手の術前後の DASH，CTSI-SS， CTSI-FSを比較検討し，母指対立再建術の適応と効果について考察し

た.

両群聞の比較で， OPP群が重症例を多く含むため各スコアの術前値が高い傾向にあったが，術後値ではい

ずれのスコアも有意差を認めず，著者らの対立再建術の適応判断の正当性が間接的に支持された.また各ス

コアの術前値から術後値をひいた改善差分をそれぞれL¥DASH， L¥ SS， L¥ FSとすると， L¥DASHとL¥FSは

OPP群で有意に高く， L¥SSでは有意差を認めなかった.運動機能再建手術の効果が，知覚症状を主に問う

CTSI-SSには反映されがたい一方で，運動機能の質問を含む DASHとCTSI-FSの改善差分の有意差に表れ

たと考えられ，各質問項目の改善度の検証でも同様の結果が得られ，母指対立再建術の臨床的効果が示され

た.

【緒言】

手根管症候群をはじめとする絞拒性神経障害の術

後経過において，神経伝導速度(以下NCV)など

の客観的な検査所見上の改善と，患者の自覚症状の

回復程度が「悉離Jすることはしばしば経験する.

そのため，手根管症候群の術後臨床成績を評価する

にあたっては，患者の主観的尺度による評価，すな

わち患者立脚型アウトカムによる評価が必須である

と考えられる1)2) Disabilities of the Arm， Shoulder 
and Hand日手会版(以下DASH)3)4)5)6)や，手根管

症候群質問表日手会版(以下 CTSI)1)2)5)6)7)， Hand 

204)などの患者立脚型アウトカムの，手根管症候群

の治療成績の評価尺度としての有用性が報告されて

いるが，各種アウトカムで評価した母指対立再建術

の成績のまとまった報告は，渉猟した限り存在しな

い.重症手根管症候群に対して手根管開放術に母指

対立再建術を併施することで，術前後の患者立脚型

アウトカム (DASH，CTSI)にどのように反映する

かを検証し，母指対立再建術の適応と効果について

検討することを本研究の目的とした.

受理日 2011/09/22 

【対象と方法1
2008年6月から 2010年3月までの聞に当科で手

術治療を行った手根管症候群54例59手のうち，各

種アウトカムに影響する他の上肢疾患に擢患してい

た14例 15手と，術後フォローから脱落した 6例6

手を除外した34例38手を対象としたこれを手根

管開放術(以下 OCTR)のみ行われた OCTR群 26

例29手と， OCTRと母指対立再建術を同時に行っ

たOPP群8例9手とに分けた.われわれの術式選

択の判断基準は，母指球筋の萎縮が著明で， NCV 

にて CMAPの電位が導出されないか著しく低く，

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場合を，対立再建術追加の適応

とした.OCTR群は男 4例女22例，手術時平均年齢

64 (45・81)歳，平均経過観察期間は 15(12・25)か月

で，手掌と前腕遺位の2か所に小皮切を加えた2皮

切 OCTRが26手に，手くび皮線を越える Conven-

tionalな皮切での OCTRが3手に行われていた.

OPP群は男 1例女7例，手術平均年齢59(35-85) 

歳，平均経過観察期間は 20(12・30)か月で，木森

ら8)が考案した短母指伸筋臆を長掌筋健に移行し.

長掌筋腫の末梢側残余膿を尺側手根屈筋とループ状

*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〒113・8519 東京都文京区湯島1・5-45
事*東京医秩極棋大学大学続医歯学総合研究科臨床解剖学分野
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154 手根管開放術と母指対立再建術の患者立脚型アウトカム

図 1 木森法による母指対立再建術

a) EPB健を誘導

b) PLをFCUに縫合し滑車とする

c)編み込み縫合後 d)術後

に縫合して移行健の滑車とする対立再建術が 7手に

(図1).Camitz変法(手掌腿膜を末梢で切離し長掌

筋腿と連続させて挙上し，切離した携側の屈筋支帯

に作成した slitを滑車としてくぐらせ，母指 MP関

節榛側側副靭帯に移行鍵を縫着する)が 2手に行わ

れていた.なお術前の手根管症候群のPadua分類9)

による重症度は， OCTR群が moderat巴 21手， se-

vere 6手， extreme 2手， OPP群は moderate2手，

severe 2手， extreme 5手で， OPP群で重症例が有

意に多かった (p=0.002，Mann-Whitney U t巴st). 

術前と術後 1年以上経過した最終フォロ一時に

DASHとCTSIの症状の重症度スコア(以下 CTSI-

SS)， CTSIの機能的状態のスケール(以下 CTSI-

FS) を調査した.まず OCTR群， opp群のそれぞ

れにおいて，術前と術後の各スコア値を比較し，術

前から術後にかけての改善の程度を Wilcoxonの符

号付き順位検定を用いて統計学的に検討した

続いて，DASH， CTSI-SS， CTSI-FSの術前値，術

後値，及び術前値から術後値を引いた値(それぞれ

をd，.DASH， d，. SS， d，. FSとした)を， OCTR群， Opp 

群の群間で比較し，手根管開放術に対する対立再建

術の各評価値の特徴を検討した Shapiro-Wilk検定

で正規性が認められたものは t検定で，正規性が棄

却されたものは Mann-Whitn巴yのU検定で統計学的

に検証した.

さらに DASH30問，CTSI-SS 11問， CTSI-FS 8 

聞の昔，-49問の各回答について，術前値から術後値

を引いた値を OCTR群， OPP群の群間で比較検討

し，どの設問の回答の改善に群間差があるかを検証

した統計学的には Mann-WhitneyのU検定を用い

て有意差を検討した.

【結果】

術前後の比較・

OCTR群の DASH平均値は術前 22.0，術後 10.8

(pく0.001)，OPP 群ではやr~前 3 1.4 に対し術後 10.0

(p=0.0l2) で，両群とも術後で有意なスコアの低

下，すなわち自覚的な改善が得られていた. OCTR 

群の CTSI-SS平均値は術前 2.10，術後1.29(pく

0.001)， OPP群では術前 2.61が術後1.41となって

おり (p=0.017)，こちらもスコアの有意な改善が

認められた CTSI-FS平均値は，OCTR群が術前

1.71に対し術後1.34(pく0.001)，OPP群では術前

2.47が術後1.52であり (p=0.028)，いずれにおい

ても術後にスコアが有意に改善していた(図 2)

術式別の比較:

OCTR群 ・OPP群で比較し た場合， DASHの術

前低術後値， d，. DASH (OCTR群 11.2，OPP群 21.4)

では， d，.DASHで 2群問の有意差を認め (p=0.031)， 

OPP群の方が OCTR群よりも，術後のスコアの改

善差分が大きいという結果となった. CTSI-SSの術

前 ・術後値， d，.SS (OCTR群 0.80，OPP群1.21)

は， 2群問でいずれも有意差を認めなかった CT-

SI-FSの検討では，術前値(OCTR群1.71，OPP群

2.47， p=0.005)とd，.FS(OCTR群 0.37，OPP群 0.96，

p=0.018)で有意差を認めたが，術後値では有意差

は認めなかった(図 3)ー

質問ごとの比較 :

DASHでは第 4問(食事の支度をする p=0.013)， 

第 5問(重いドアを聞ける p=0.027)，第 27問(腕・

肩 ・手に力が入らない p=0.010) の3項目で， OPP 

群の方が OCTR群よりも回答の改善差分が有意に

高かった CTSI-SSでは OCTR群， OPP群の群問

で回答の改善差分に有意差を認めた質問はなかっ

た CTSI-FSでは第 5問(びんのふたを聞ける p=
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0.026) と第 6問(家事 p==O.004) で， opp群で有

意に回答の改善差分が高かった.

【考 察】

手根管症候群の臨床評価における患者立脚型アウ

トカムの必要性が認識されるようになり， 手根管

開放術術前 ・術後の DASHや CTSIの報告が増えて

きた1)2)4)5)6) 報告により重症度の分布や経過観察

期間が異なるため，値にばらつきはあるものの，

DASH の術前値は 20~40 程度，術後値は 15~20 程

度と報告されている4)5) 6) CTSI -SSの場合は術前値

で2.5程度，術後値は 1.8程度，CTSI-FSは術前値

で 2.0~3.0 程度，術後値で 1.5~2.0 程度と報告さ

れているものが多い1)2)5)6) これらの過去の報告と

比較すると，今回の著者らのデータは，術式に関わ

らず術後値が若干低めで成績が良いということにな

るが，やf~後経過観察期間が最低でも術後 1 年以上と

長めであることに因る と考え られる.

今回2つの術式を比較してみると， DASH， CTSI-

SS， CTSI-FSのいずれにおいても，OPP群の方が重

13一
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症例が多いため術前値が高い傾向にあったが，術後

値は両群間の差はほとんどなく.有意差を認めな

かった.母指対立再建が適応となるような重症例を

多く含む群も，手根管開放術のみで対応した群と患

者立脚型アウトカムの評価上，同等の術後成績を示

したことから，上記に示した著者らの対立再建術の

適応判断の正当性が間接的に支持されたと考えられ

る.

また CTSI・SSはしびれや痛みなどの知覚症状に

対する質問が中心で， CTSI・FSは具体的な動作，す

なわち運動機能に対する質問から成り， DASHはそ

の両者が混在している.理論上は腫移行を用いた母

指対立再建術を行ったか否かでは，知覚障害の重

症度を反映する CTSI・SSの値は影響されがたいと

考えられる.実際各スコアの改善差分の比較では，

LlDASHとLlFSで Opp群が有意に高値を示したの

に対し， LlSSでは有意差を認めなかった.母指対

立再建術の効果が，知覚症状を主に問う CTSI-SS

には反映されがたい一方で，運動機能の質問を含む

DASHとCTSI-FSの改善差分の有意差に表れたと

考えられ，母指対立再建術の臨床的効果が帰納的に

示されたものと考えている.質問ごとの比較検討で

も， DASHの第4問(食事の支度をする)，第5問

(重いドアを開ける)，第27問(腕・肩・手に力が

入らない)， CTSI-FSの第5問(びんのふたを聞け

る)と第6問(家事)で， OPP群で有意に回答の改

善差分が高く，これらはすべて運動機能の改善を示

すもので，上記の考察を支持する所見である.

母指対立再建術の手術適応を，患者立脚型アウト

カムによる評価から考察する乙とは，非常に重要で

あると考えられるが，各種アウトカムで評価した母

指対立再建術の成績のまとまった報告は，渉猟した

限り存在しない.母指対立再建術が考慮されるよう

な重度手根管症候群は比較的高齢者が多く，また他

覚的には重度の筋萎縮を呈しているにも関わらず，

患者自身は母指対立機能障害をあまり自覚していな

いようなケースも多いため，一定の inclusioncrite-

riaを設定して無作為に術式を割り当てて前向き研

究を行うことが困難な研究対象であると考えられ

る.今回の研究ももっぱら周回spectiveな検討で

あり，術前の身体・検査所見で母指対立再建術が

適応か否かを判断して術式を選択しているため，

OCTR群・ OPP群間で重症度の分布が有意に異なっ

ており，結果を解釈するにあたっては両群の重症度

分布の違いを念頭において慎重に行わなければなら

ず，この点が本研究の限界であると考えている.

【まとめ】

手根管症候群に対し，手根管開放術のみ行った群

と母指対立再建術を追加した群の DASH，CTSI-SS， 

CTSI-FSを比較検討し，母指対立再建術の適応と効

果について考察した.

両群とも，術後の各スコアは術前値より有意に低

値.すなわち改善を示した.

母指対立再建を追加した群は手根管開放術単独の

群よりも重症例をより多く含むにも関わらず，術後

値の比較ではいずれのスコアも有意差を示さず，著

者らの対立再建術の適応判断の正当性が間接的に支

持された.

母指対立再建術の効果は，知覚症状を主に問う

CTSI-SSの改善差には反映されなかったが，運動機

能の質問を含む DASHとCTSI-FSの改善差分に有

意差として表れた.質問項目別の検討でも，一部の

運動機能に関する質問の回答で.母指対立再建追加

群で有意な改善を認め，母指対立再建術の臨床的効

果が示された.
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特発性手根管症候群に対し トリアムシノロン手根管
内注射を行い， 6か月以上効果がある群の MRI所見の
特徴
お畠っかひろたけ さかい島幸のり おおしげとt.，~主 的白書〈にたか やまなかよしあ書

大塚弘剛，酒井昭典，大茂害久，目貫邦隆，山中芳亮

【目的】本研究の目的は，特発性手根管症候群に対するトリアムシノロン手根管内注射を行い 6か月以上

効果がある群のMR1所見の特徴を明らかにすることである.

【対象}特発性手根管症候群と診断され， トリアムシノロンの手根管内注射を行い 1年以上経過観察が可

能であった 138手関節(男性44手関節，女性94手関節平均年齢65.4:t12.8歳)とした.

【方法】トリアムシノロン20mgを手根管内に注射後，手根管領域の疲れ，痔痛の自覚症状を VisualAna-

logue S伺 leで測定し，有効性を VASが消失した症例を著明改善. VASが改善した疲例を改善， VASが変化

ない症例を不変とし.3段階で評価した.著明改善と改善を有効性ありとした.また.3テスラ MRIを用い

て有鈎骨鈎レベルと豆状骨レベルでの正中神経の形態とコントラスト比の計測を行った.

【結果】 1か月後のトリアムシノロンの有効性は 73.9%であり，その有効性が6か月以上維持した群を長

期間有効群とし.不変群と比較した.長期有効群は，不変群に比べ.有鈎骨鈎レベルでの短径・長径比が有

意に大きく (pく0.01).正中神経断面積比が有意に小さく (pく0.01)，有鈎骨鈎レベルでのコントラスト比

が有意に大きかった (pく0.05).

【結論】特発性手根管症候群に対しトリアムシノロン手根管内注射を行い 6か月以上効果がある群のMR1

所見の特徴は，有鈎骨鈎レベルでの短径・長径比が大きく，正中神経の断面積比が小さいこと，有鈎脅鈎レ

ベルのコントラスト比が高いことであった.

【緒言】

特発性手根管症候群は整形外科の日常診療でよく

みられる正中神経領域の知覚障害と運動障害を病態

とする絞拒性神経障害である.診断は，臨床所見

と電気生理学的検査，画像検査，内圧測定などの

補助検査を総合的に判断して診断する必要がある.

治療方針についても保存加療(薬物療法，シーネ固

定，装具療法，手根管内ステロイド注射，低周波，

温熱療法，安静)や，手術加療(直視下手根管開放

術，鏡視下手根管開放術)など様々で，現時点では

明確なガイドラインが存在しない.

保存加療として，約62%に手根管内ステロイド

注射が行われており1)これまでの手根管内ステロ

イド注射の報告では.短期成績は良好であるが.重

症例では無効例が多く，また効果が持続しないため

長期成績は不良であるという報告や，ステロイドに

受理日 2011!O9/l4 

よる感染の問題，神経毒性による軸索・髄鞘の変性

など副作用の報告もあり，手担管内ステロイド注射

の適応は慎重に考慮する必要がある.

今回，著者らは特発性手根管症候群に対し， トリ

アムシノロンアセトニド(ケナコルト A) の手根管

内注射を行い.6か月以上効果がある群の M問所

見の特徴を検討し，その結果から手根管内ステロイ

ド注射の適応について検討した.

【対象と方法】

[対象】手根管症候群の診断は，頚椎症や高位正

中神経麻痩の症例を除外し，正中神経領域の疲れ・

知覚障害を認め， Phalen test， Tinel sign陽性，短

母指外転筋の萎縮，正中神経の遺位潜時が 4.5ms

以上の遅延のうち 1項目以上の異常所見が存在する

症例とした手根管症候群と診断された症例に対

産業医科大学整形外科〒807-8日5 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1・1
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図1 正中神経の形態

し，浜田分類での評価， 電気生理学的検査， 3テス

ラ MRIを用いて手根管内の撮影を行った後， トリ

アムシノロン 20mgと1%塩酸リドカイン 2m!を

手根管内に 1回のみ注射し 6か月以上経過観察可能

であった 79例 138手，男性 26例 44手，女性 53例

94手を対象とした 平均年齢は， 65.4歳であった

[方法]注射後 1か月と 6か月の時点での卜リア

ムシノロンの効果について，正中神経領域の疲れ ・

痔痛など自覚症状をVisua1Ana!ogue Sca1eで評価し，

1) VASが消失した症例を著明改善，VASが改善し

た症例を改善， VASの変化ない症例を不変の 3段

階で評価した. 著明改善と改善を有効性ありとし

たー2) 6か月後に効果が持続していた群を長期有

効群.効果を認めなかった群を不変群とし. MRI 

所見を正中神経の形態とコントラスト比で比較した

(図1).また長期有効群と不変群を比較して関連す

る有意な因子を明らかにした.

統計処理には， Stat View 5.0 softwar巴パッケージ

を用いた.長期有効群と不変群の 2群聞の比較に

は， Mann-Whitney U検定を用いた p<0.05をもっ

て有意差ありとした.

[正中神経の形態とコントラスト比]

1)正中神経の形態は， T2 axial像で有鈎骨鈎レ

ベルでの正中神経の短径を長径で除し 100を掛けた

短径 ・長径比(図1)と，豆状骨レベルの正中神経

の断面積を有鈎骨鈎レベルの正中神経の断面績で除

した正中神経の断面積比とした

2) 正中神経のコントラスト比は，同じく T2

似 1a!像での有鈎骨レベルの正中神経信号から阿部

位の尺骨神経の信号を引いてノイズで除したものを

コントラスト比(有鈎骨)とし， 豆状骨レベルの正

中神経信号から同部位の尺骨神経の信号を引いてノ

表 1 長期有効群と不変群の比較

長期有効群 72手 不変群 36手 p ¥lalue 

男女 18: 54 19: 17 p(0.05 

平均年齢 62.1:l:: 13.0 71.8:l:: 10.9 p(0.05 

遺位潜時 5.6土 2.1 6.6:l::2.6 n.s 

平均土探i事恒畳

Mann-Whitney U旬以力イE集積定

イズで除したものをコントラスト比(豆状骨) とし

た.

コントラスト比=正中神経の信号一尺骨神経の信

号/ノイズ

【結果】

トリアムシノロンの効果は， 1か月後では，著明

改善 6手，改善 96手，不変 36手で有効性 73.9%

であったまた 6か月後では著明改善 6手，改善

66手，不変 36手であり，有効性は 52.2%であった.

次に 6か月後まで効果が持続していた長期有効群と

注射後に症状の改善を認めなかった不変群の比較を

行なった.

長期有効群 72例(男性 18例，女性 54例)，不

変群 36例(男性 19例，女性 17例)であり，長期

有効例は女性が男性より有意に多く (p<0.05)，平

均年齢は長期有効群が 62.1::!:13.0歳，不変群が

71.8::!: 10.9歳であ り長期有効群が不変群より有意に

年齢が若かった (p<0.05).正中神経の遠位潜時

は，長期有効群が 5.6::!:2.1ms，不変群が 6.6::!:2.6ms 

であり両群に有意差を認めなかった(表1).

M阻所見では.有鈎骨鈎レベルの短径・長径比

は，長期有効群が 46.0土12.2%，不変群が 39.7土

14.4%であり長期有効群が不変群より有意に大き

かった (p<O.Ol)(図 2).有鈎骨鈎レベルの断面積

は，長期有効群が 12.3::!:3.6mm2，不変群 11.6::!:3.3

mm2であり，両群に有意差はなかったが，断面積

比は長期有効群 1.7士0.6 不変群 2.2::!:0.9と長期有

効群が不変群より有意に小さかった (p<O.Ol) (図

3). 

コントラスト比(有鈎骨鈎)は，長期有効群 1.5

土2.2，不変群 0.5::!:1.3と， 長期有効群が不変群よ

りも有意に大きかったが，コントラスト比(豆状

骨)は長期有効群 1.6::!:0.2 不変群 1.7::!:0.3と両群
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聞に有意差はなかった(図 4).

次にトリアムシノロンの効果に関連する有意な因

子について，ケナコルトが長期間有効であることを

従属変数とし，年齢，性別.浜田分類，擢病期間，

短径・長径比(有鈎骨鈎).コントラスト比(有鈎

骨鈎).コントラスト比(豆状脅).正中神経の断面

積比，運動神経遺位潜時を説明変数とし，ステップ

表2 トリアムシノロンの効果が長期間持続することに
関連する有意な因子

Factors 

ス子ツブワイズ国帰分続

梅111回帰係書E F vaI .. 蝿

N=108 

浜田分宿 -0.43 13.4 

性別 0.45 10.2 

コントラスト比{有鈎骨鈎} 0.22 3.7 

範明変按:
年齢.性別.浜田分顕.曜前期間.短径長径比{有鈎骨鈎).コントラスト比{有鈎骨鈎).
コントラスト比侵攻骨).iE中神経断面.比.運動神経遺位港時

ワイズ回帰分析を行ったところ，浜田分類，性別，

コントラスト比(有鈎骨鈎)が有意な説明変数で

あった.すなわち浜田分類の軽症例，女性，コント

ラスト比(有鈎骨鈎)が高いことがケナコルトの効

果が期待でき.3つのパラメーターの中では浜田分

類が最も有意であった(表2).

【考察】

手根管症候群に対するステロイド・局所麻酔剤の

注射は保存療法として行われており，薬剤としては

トリアムシノロンアセトニドが他のステロイドより

も有効との報告が多い2) 2009年度にトリアムシノ

ロンアセトニドが一時供給停止になった時に，閉じ

屈筋腫滑膜炎が病態とされているばね指の手術件数

が倍潜したとの報告もある.またその時に代替ステ

ロイド使用とその効果についても，メチルプレドニ

ゾロン酢酸エステル(デポメドロール)のみ f効果

が同等j と『劣るJが半々であったが，他のステロ

イドはほぼ「劣るJという結果であった3) トリア

ムシノロンを用いた注射の有効率は 30mgを使用

した G的 ermanは3か月 :66%.6か月 :46%とし.

40mgのGon剖 ezは3か月 :46%.6か月 :23%で

あったと報告されており 20mgの渡辺らも 3か

月:約 70%.6か月:約30......50%となっており，今

回の著者らとほぼ類似の結果となっていた自)6)

ステロイド手根管内注射は，手根管内の滑膜増生

や，軽度の滑膜炎，神経周囲の血管透過性の変化や

浮腫などの可逆性の病態に作用して，正中神経の環

境を改善することで効果を現すと考えられる7) 特

にトリアムシノロンアセトニドは. トリアムシノロ

ンに脂溶性の塩を結合させ，非水溶性製剤として作

製されており，注入により局所にとどまり 1回投与
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で 2~4週間程度抗炎症作用が持続するとされてい

る7) しかし， トリアムシノロンが神経幹内に注入

されると，軸索・髄鞘の変性が生じたり，脂肪の萎

縮による皮膚の陥没8) 白斑9) 手の虚血10)などの

副作用の報告や，ステロイドによる感染の問題，注

射することによる，正中神経損傷の問題もあり，保

存療法とはいえ適応を慎重に考慮する必要がある.

今回の著者らの結果から 有鈎骨鈎レベルでの正

中神経の短径・長径比が大きい症例，正中神経の断

面積比が小さい症例，有鈎骨鈎レベルのコントラス

ト比が大きい症例，つまり正中神経の圧迫が軽度

で，偽神経腫が小さく，正中神経の線維化が重症化

していない症例には，長期間 (6か月間以上)トリ

アムシノロンの効果が期待できることが明らかに

なったまた， M闘の撮影は，手根管症候群の重

症度を確認するだけでなく，占拠性病変の有無や正

中神経の走行の確認も可能であり，注射による神経

損傷の危険を回避するために有用な検査であると考

えられた.

【まとめ】

1)特発性手根管症候群に対し， トリアムシノロ

ン手根管内注射を行い， 6か月以上効巣がある群の

3テスラ MRI所見の特徴を検討した.

2)有鈎骨鈎レベルでの短径・長径比が大きい，

正中神経の断面積比が小さい，有鈎骨鈎レベルのコ

ントラスト比が大きい症例には， トリアムシノロン

手根管内注射が 6か月以上有効であった

3) トリアムシノロンの効果が長期間有効となる

有意な説明変数は，浜田分類，性別，コントラスト

比(有鈎骨鈎)であった
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手根管症候群を発症した Kienbock病
たにぐちゃすのり やまなか まなぷ しもえたかし つじもとしゅうへい

谷口泰徳，山中 学，下江隆司，辻本修平

今回著者らは，手根管症候群を発症した Kienbock病 11例について検討した.内訳は，男 2例女9例，年

齢 62 歳~83 歳(平均 71.6 歳)で，患側は右手関節 8 例，左手関節 2 例，両手関節 1 例であった職業は農

業5例，無職4例，その他2例であった Kienbock病に対する積極的な治療は必要とせず，手根管症候群に

対する治療のみが行われた.手根管症候群の治療は8例9手に直視下手根管開放術をおこなった.そして直

視下手根管開放術に母指対立再建，月状骨摘出，躍球移植，横骨掌側の骨耕切除などを併用した， 3例では

手根管症候群， Kienbock病の治療を希望しなかった手根管症候群を発症した Kienbock病の特徴は高齢女

性で，過去に Kienbδck病の診断，治療を受けていない症例であった.X線像では手根骨の圧潰を伴った変

形性手関節症を示したが 手関節の臨床症状は軽微であった.

【緒言】

長期間経過した Kienbock病に屈筋腫・{申筋健皮

下断裂，手根管症候群などが合併することが知られ

ている1)手根管症候群を発症した Kienbock病の

症例報告は多いが，そのまとまった研究報告は少な

いの.今回著者らは，過去に当科で経験した手根管

症候群を発症したKienbock病について検討したの

で報告する.

【対象と方法】

過去20年間に当科で経験したKienbock病は 112

例で，うち手根管症候群を発症した 11例 12手関節

を対象とした.その内訳は，男 2例女 9例，年齢

62 歳~83 歳，平均年齢は71.6 歳であった患側は

右手関節が8例，左手関節が2例，両手関節が 1例

であった手根管症候群のため当科初診時の職業は

農業5例，鮮魚庖庖員，ブラシ製造業がそれぞれ 1

例，そして無職が4例であった.

今回は手根管症候群を合併したKien凶ck病の患

者を対象として以下の 7項目を調査した(l)阻en-

bock病の過去の治療歴， (2)当科初診時の Kienbock

病の臨床症状と今回のKienbock病に対する治療，

(3)手関節正面X線所見をもとに Lichtman分類に

よる病期，伺中alheight ratio (CHR)，手関節側面像

より榛骨遠位端の所見，(4)誤田分類3)による手根

受理日 2'01ν'09/28 

管症候群の初診時病期と発症後の擢病期間， (5)健

側の手根管症候群発症の有無， (6) Kienbock病に合

併した手根管症候群の治療法，(7)浜田の判定基

準3)による手根管症候群の治療成績について調査し

た.

【結果】

(l) 10例は過去に Kienbock病の治療歴がなく，

今回の手根管症候群の発症を契機に Kienbock病が

発見された他の l例は過去に診療所でX線撮影

を受けKienbock病と診断されていたが治療は行わ

れていなかった.

(2)全例， Kienbock病による手関節の臨床症状

は軽微で ADL，職業上問題を認めなかった.その

ため今回は Kienbock病に対する積極的な治療は必

要とせず，手根管症候群に対する治療のみが行われ

た.

(3) Lich回血病期は 11例 12手関節とも変形性

関節症を伴った病期 IVのKienbock病であった

Carpal height ratio は 0.40~0.55，平均 0.47 で手根

脅の圧演は進行していた.側面像で 8手関節に榛骨

遠位端掌側に骨臓の突出を認めていた.

(4)当科初診時の手根管症候群の病期はI期2

手， II期3手， m期 7手であった.m期の重度正

中神経障害が多い傾向が見られた 11例 12手の擢

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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表 1 Kienbりck病合併側の手線管症候群の治療法

手栂管症候群の治療法 症例

外科的治療 8例9手
手根管開放.母指対立再建

手根管開放、月状骨摘出

手根管開放、月状骨1商出、 4尭骨骨車車切除

手根管開放、 月状骨摘出、 m球移値

手根管関紋、 月状骨摘出、 腿E事移崎、;骨膜切除 1 

手根管関敏、 月状骨摘出、i.l!球移植、母指対立再建 1 

保存的治療 3例3手

病期間は 3か月から 14年(平均 3年 11か月)で

あった 6手は手根管症候群発症後3年以上経過し

当科に来院していた.

(5)健側に手根管症候群を 7例で発症しており，

その病期は I期 3手， II期 l手，III期 3手であった

片側に Kienbock病と手根管症候群を発症した 10例

中7例で健側にも手根管症候群を発症しており，そ

の両側発症率は 70%であった.

(6)手根管症候群の治療は 8例 9手に直視下手根

管開放術をおこなった.月状骨骨片による掌側関節

包の穿孔は認めず，分節化した月状骨，焼骨骨腕に

よる掌側関節包の膨隆が見られ，屈筋腿，正中神経

を圧迫していた 直視下手根管開放術に母指対立

再建，月状骨摘出，腿球移植， t莞骨掌側の骨腕切除

などを併用した(表1).3例では手根管症候群，

Kienbock病の治療を希望せず，その後来|位してい

なかった.

(7)手根管症候群に対して外科的治療を行った 9

手の(追跡期間 6か月から 8年，平均 2年6か月)

の治療成績は，優が 4手，良が5手で，不可の症例

を認めなかった.

症例呈示

症例1.83歳，女性.

職業歴 :当科初診時無職であったが，16歳から

80歳まで美容師の仕事をしていた.過去に手関節

痛のため治療を受けた記憶がなかった.

現病歴・ 5年前より右手指にシビレを自覚してい

たが，加療を受けず放置していた.3日前に転倒し

右手首を突っ張り，その後の痔痛を主訴に来院し

た.

現症・右手関節に痔痛を認め， 両手に浜田分類病

期 IIIの手根管症候群を合併していた(図 1). 右手

関節の X線写真にて Lichtman分類病期 W のKien-

bock，誌が偶然に発見された(図 2). 

a 

図 1 症例1. 83歳，女性.

a， b:両手の母指球筋は著明に萎縮してお

り，病期 IIIの手線管症候群を呈している.

a b 

図2 症例1.83歳，女性.

a:右手関節 X線写真正面像で病期 rvの

Kienbock病が見られる.

b:側面像では分節化した月状骨と榛骨骨

腕の掌側への突出が認められる.

治療経過:右手関節痛は数日で消失し，本人は手

根管症候群と Ki巴nbock病の治療を希望せず，その

後来院していない.

症例 2.77歳，女性.

職業歴:23歳より現在まで農業に従事している.

現病歴:42歳頃右手関節痛出現するが農作業が

可能であったため放置していた.そしてその後数年

で手関節痛は自然治癒した.数年前より右手にシビ

レが出現し，改善しないため来院した

現症 :初診時，右手に病期 IIIの手根管症候群を

認めた(図 3).右手関節の X線写真では病期 IVの

Kienbock病と診断された(図 4).

治療経過:直視下手根管開放術を行った正中神

経は横手根靭帯レベルとその中枢側で絞拒され狭小

化を認めた(図 5a).月状骨骨片と榛骨末端の骨臓

の掌側への)J彰i径が見られたため(図 5b)，月状骨摘

出と榛骨骨腕の切除を追加した.術後 5か月の調査
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a b 

図3 症例 2.77歳，女性.
孔 b:右手の母指球筋は萎縮し，母指対立

運動障害を認める

a b 

図4 症例 2. 77歳，女性

a:右手関節 X線写真正面像で変形性手関

節症，手線骨の圧潰を伴った Kienbりck病

と診断される

b:側面像では分節化した月状骨と筏骨末

端部骨般の掌側への膨隆が見られる

a b 

図5 症例2.77歳，女性.

a:正中神経は横手線靭帯レベルからその

中枢側まで絞泥のため狭小化している.

b:手線管の中枢側で月状骨骨片と榛脅末

端部骨麻布の掌側へ膨隆が見られる.

時，右手の母指球筋の萎縮は改善し，手指の感覚障

害は消失していた

【考察】

一般に Kienback病は手をよく使う職業の青壮年

男性の利き手に多く，その治療は外科的治療が選択

される4) 今回の手根管症候群を合併した Kienback

病は 60歳以上の高齢女性に多く ，X線画像上の病

期は進行していたが， Kienbりck病による手関節の

症状は軽微であった また患者は高齢者であった

が，当科初診時，半数以上は手を使用する職業に従

事していた.さらに過去に Kienback病の治療を受

けておらず，手根管症候群の発症を契機に，当科で

Kienback病が偶然に発見されていた.そのため女

性例の Kien凶 ck病が未治療で長期間経過すると手

根管症候群を発症する可能性が高いと考えられる.

また Kienback病合併側の手根管症候群は， その擢

病期間が長く，さらに臨床症状は進行しており重度

である傾向があった.

一般に手根管症候群は，40最か ら60歳代の中年

女性に多く，両側権患は 30%と報告5)とされてい

る.今回の手根管症候群の両側擢患は 70%であり，

Kien凶 ck病が見られない健常側の手関節部にも高

頻度に特発性手根管症候群が発症していた.そのた

めKien凶 ck病に合{弁した手根管症候群の発症には，

特発性手根管症候群発症要因の関与が示唆された.

過去にもKienback病に合併した手根管症候群の原

因は潜在的な特発性手根管症候群の要因が関与して

いるとの報告2)6)7)が見られている.

さらに潜在的な特発性手根管症候群の発症要因の

他に，月状骨骨片，榛骨遠位端骨線による正中神経

の圧迫など複合的要因の関与が考えられる7)8)9)

その正中神経圧迫の様式について石田ら7)は，手根

骨の配列異常により背側に移動した横手根靭織と掌

側に突出した月状骨骨片により，正中神経が末梢と

中枢で圧迫され， s字状に伸展し正中神経障害が発

症すると述べている 今回の症例でも月状骨骨片，

榛骨末端の骨厳による，横手根靭帯より中枢側での

正中神経圧迫が神経障害の一因と考えられた

一方，中山ら10)は正中神経障害発症にKienback

病による手関節症変化の関与は少ないと報告してい

る.特発性手根管症候群発症の要因のみが関与し，

偶然に Kienback病が見つかるだけであると述べて

いる.しかし著者らの症例では，Kien凶 ck病合併

側の手根管症候群の症状は 非合併側の手根管症候

群と比較し，重度である傾向を認めたため，Kien-

bりck病による要因の関与は少なくないと思われたー
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手根管症候群を合併した Kienbock病では， X線

画像上で手根骨の圧演が著明であったが，手関節の

臨床症状は軽微であったため， Kienbock病に対す

る積極的な手術療法は不要と思われる.過去の報

告。2)6)η酬でもKienbock病の治療についてはほと

んど考慮されず，手根管症候群の治療を目的とした

外科的治療が行われている.その治療法として直視

下手根管開放術のみで良好な成績が得られるとの報

告1)7)10)も見られている.しかし，多くは直視下手根

管開放術に月状骨摘出，榛骨末端部脅親切除，さら

に母指対立再建術が追加されている2)6)8)9)

著者らもKien凶ck病に合併した手根管症候群で

は正中神経障害が重度で長期間経過しているため，

直視下手根管開放術に，正中神経の圧迫要因となっ

ている月状骨骨片，榛骨末端部骨臓の切除を追加す

る方が一層良いのではないかと考えている.そのた

め皮切は手掌内のみの小皮切は不適切であり，挙側

手首皮線を超えて十分に中枢まで正中神経を確認

し，深層の月状骨，検骨末端を展開し，処置するこ

とが重要である.また重症例で早期の母指対立機能

改善を希望する患者などに母指対立再建術が選択さ

れても良いと考える.

【まとめ】

(1)手根管症候群を発症したKienbock病の特徴

は高齢女性で，過去にKienbock病の診断，治療を

受けていない症例であった.

(2) X線画像では重度の変形性手関節症と手根骨

の圧潰を示したが， Kienbock病による手関節の臨

床症状は軽微でADL，職業上問題を認めていなかっ

た.

(3)女性例のKienbock病が未治療で長期間経過

すると将来，手根管症候群を発症する可能性が高い

と考えられる.

(4) Kienbock病に合併した手根管症候群の臨床症

状は重度である傾向を認めた.
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色素性繊毛結節性滑膜炎による手根管症候群の 2例

諮お留置語溺... 絡協a-

手根管症候群(以下 CTS)は，手関節部での正中神経の絞拒性神経障害であり，発生頻度の高い疾患であ

る.手関節部の占拠性病変の中で比較的少ない色素性誠毛結節性滑膜炎(以下 PVS) による CTSを2例経

験したので報告する.

症例 1:85議，女性.主訴:右手関節掌側の腫脹と手指のしびれ.母指球筋の萎縮，正中神経領域の知覚

異常，画像所見にて手根管内の占拠性病変による CTSと診断された.醒周囲の著明に増生する褐色の滑膜

が手根管内に存在した

症例 2:23歳，女性.主訴:左手関節部の腫脹，痔痛.正中神経領域の知覚異常.MRIで手関節部の深お

よび浅指屈筋腫に沿って広がる分葉状の腫揚が存在し，占拠性病変による CTSと診断された.腫周囲に暗

赤褐色の滑膜が，手根管から小指まで連続していた.病理検査では2例とも PVSであった.

片側性の CTSの場合，腫蕩性病変を常に念頭に置き，画像診断を実施することが重要である.

【緒言】

手根管症候群は，手関節近位部の手根骨と屈筋支

帯に固まれた手根管において発生する絞拒性神経障

害で，正中神経領域の手指の痛みやしびれや知覚障

害.母指外転筋力低下などを主訴とする比較的発生

頻度の高い疾患である.手根管には，正中神経が9

本の滑膜性瞳鞘を伴う屈筋膿とともに存在してお

り，何らかの原因により手根管内容物が占める空間

が量的に増大すると正中神経を圧迫して発症すると

されている.このような原因を特定することが困難

な特発性手根管症候群が多いとされているが.占拠

性病変によるものも報告されている 2)

今回，著者らは手関節部分の占拠性病変の中でも

比較的少ないとされている色素性繊毛結節性滑膜炎

(pigmented vilIonodular synovitis以下PVS)による

手根管症候群を 2例経験したので，報告する.

【症例】

症例 1:85歳，女性

主訴:右手関節掌側の腫脹と示指，中指のしびれ

現病歴:数年前より右手関節掌側に腫脹と示指，

中指のしびれを自覚していた.徐々に，示指，中指

のしびれ，痔痛が増強し，ハシが持ちにくいなど

ADL障害が出現したため当科を受診した.

理学所見・検査所見:右手関節掌側尺側を中心と

した辺縁不整な腫脹を認めた.腫脹部には軽度の

圧痛と母指，示指，中指の指尖への放散痛がみら

れた母指球筋は著明に萎縮しており， Semmes-

Weinstein testで正中神経領域は redであった.局

所の熱感や発赤など感染を疑わせる所見はなく，血

液・生化学検査でも異常は認められなかった

画像所見:レントゲン写真では，尺骨遠位端，遠

位榛尺関節に腫容の圧迫によると思われる変形が見

られ，腫癌の一部に石灰化様変化が存在した(図 1

a). MRIでは屈筋腫の肥厚と周囲にTlWIで低信

号.T2WIで高信号の液体の貯留がみられたまた，

屈筋腫周囲，尺骨遠位端，遠位榛尺関節にTlWIで

筋肉と等信号.T2WIで低信号，ガドリニウムにて

軽度造影される腫療が存在した.舟状骨，三角骨の

近位手根列に圧迫変形と思われる信号変化がみられ

た(図 2). 超音波所見では，深指屈筋の肥厚と，

掌側に楕円形の低エコー信号領域が存在し，これは

一部背側へも連続していた.また，榛骨，尺骨動静

脈との連続性はなかった. (図 1b. C).占拠性病変

受理日 201V09/22 

ホ筑波メデイカルセンター病院〒305・8558 茨城県つくば市天久保 1丁目 3番地の 1
柿キッコーマン総合病院
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色素性繊毛結節性滑膜炎による手根管症候群の 2秒.1) 167 

図1 図像所見X線，超音波

手関節 X線{象では.J.陣痛の圧迫による尺骨遠位端および遠位

榛尺関節の関節裂隙の拡大および臆療の一部の石灰様変化がみ

られた (a矢印l.

超音波検査Axial像では掌似1)の低エコー信号領域がみられ，

背側へ連続していた (b矢頭).また Sagi凶像では深指屈筋腿

の肥厚 (c矢印) とその背似1)に一部低エコー信号領域を伴う臆蕩

性病変がみられた (c矢頭)

図2 画像所見

M悶屈筋鍵の肥厚と周囲に T1'A弓 で低信号，

T2W1で高信号の液体の貯留がみられた. (a矢

頭).また，屈筋健周囲，尺骨遠位端，遠位榛尺関

節にTlW1で筋肉と等信号.τ'2W1で低信号，ガド

リニウムにて軽度造影される腹療が存在した (b

矢頭).舟状骨，三角骨の近位手線列に圧迫変形と

思われる信号変化がみられた (c矢印)

に伴う手根管症候群の診断で手術を施行した

手術所見.手線管を開放し，正中神経剥自fE.軟部

!盟湯摘出術を行った.正中神経は腫大し，全体に肩

平化していた.屈筋腿周囲に褐色の治!漢の著明な増

生を認め，滑!摸内部には滑液が貯留していた.

深指屈筋腿の周囲から茎を有する直径 3cm大で

扇平かつ円形の腫療を認めたー腫境内部に変性断裂

した手根骨問靭帯と思われるカリフラワー状の組織

が存在した

また，遠位筏尺関節および尺骨遠位端の部分にも

屈筋雌周囲に存在したものと同様の腫療が存在し，

これらを可及的に切除した後，関節包の縫合を行っ

た

術後経過 :病理組織検査では円形細胞や組織球の

増生，多核巨細胞や炎症細胞の浸潤，ヘモジデリン

の沈着が存在することから PVSと診断された(図

3) .正中麻痩は徐々に改善し.術後 12年の現在ま

で再発はなく経過している.

症例 2・23歳，女性

主訴 :左手関節部の腫JJ長，終痛

現病歴:約 3年前より左手関節部の腫脹，終痛を

自覚していた.腫脹は持続するものの痔痛が一時軽

快したため放置していたが.6か月前より母指から

環指にかけてのしびれが出現したため当科を受診し

た
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168 色素性繊毛結節性滑膜炎による手根管症候群の2例

理学所見・検査所見:左手関節から手掌にかけて

直径 4cmの腫癒を触知し.母指から環指にかけて

の正中神経領域に知覚の低下，手関節部での Tinel

様徴候を認めた握力は右 23kg，左 15kgと左で

低下していたー血液・ 生化学データの異常，局所の

圧痛，熱感，発赤はなかった

画像所見:単純X線像では症例 1のような腫癌

によると思われる骨の変形や圧迫は認めなかった.

MRIでは，手関節レベルより遠位にかけて，深お

よび、浅指屈筋躍に沿って広がる分葉状の腫療が存在

した.腫擦は前腕遠位 1/4から，遠位は示指，中

指，環指については MP関節まで，小指については

DlP関節まで及んでいた腫蕩内部は不均一で，

TlWIでは筋肉と等信号 T2WIで筋肉よりも高信

号で，造影効果があり ，T2-FFEでは腫擦の辺縁近

くにヘモジデリンの沈着によると考えられる著明な

低信号が存在した また，腫療の背側および屈筋健

の鍵鞘周囲には浸出液が貯留していた.正中神経は

手根管レベルで腫療によ り著明に圧迫されていた

(図 5).占拠性病変による手根管症候群，屈筋腫滑

膜炎の診断で手術を施行したー

| 

図3 病理所見

a) 肉眼所見 b)多数の多核巨細胞(矢頭)X400 
c)ヘモジデリ ン沈着 X400

手術所見 :手根管より近位部に黄褐色で 2cm大

の腫療があり，深および浅指屈筋臆と尺骨神経を庄

排していた 手根管内では肥厚，混濁した滑l摸が深

および浅指屈筋臆周囲に増生しており正中神経を圧

排していた腫療は暗赤褐色で一部紙毛様変化を

持った膨隆が示借，中指，環指の MP関節レベルで

屈筋腔を取り囲み虫様筋にも癒着していた また小

間盤霊園

障理

l| 
図4 M悶所見

(イ)手関節部の深および浅指屈筋鍵に沿って広がる分葉状の

臆療が存在した

Sagi凶 像 a)屈筋鍵の掌側に内部が不均一であり， T1WIでは

筋肉と等信号， τ"2WIで筋肉よりも高信号，造影効果がある臆坊

が存在した (矢頭).

Axial像 b)c) d)遼位は示指~環指については MP関節まで，

小指については DIP関節まで及んでいた.T2-FFEでは脂蕩の辺

縁を中心にヘモジデリンの沈着によると考えられる著明な低信

号領域 (d矢頭)が存在した 手線管レベルで著明に圧迫された

正中神経 (d矢印)， H重療の背似IJおよび屈筋膜の鍵鞘周囲に浸出
液が存在した
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図5 a) 術中所見 :手関節付近では，裁褐色で 2cm大の

脆療が屈筋腿，尺骨神経を圧排している.手線

管内では，肥厚混濁した滑膜が深および浅指屈

筋腿を包み，正中神経は扇平化している.腕震

は示指~環指の MP関節レベルまで連続してお
り，屈筋鍵を取り囲むとと もに虫様筋にも癒着

していたまた小指では腿鞘に沿って DIP関節

レベルまで連続して存在する.
b)摘出標本 :小指では腿鞘に沿って数個の

Xanthoma様部分をもちながら， DIP関節レベ

ルまで連続している (矢頭)

指では腿鞘に沿って数個の Xanthoma様部分をもち

ながら，DIP関節 レベルまで連続していた(図 4)

病理所見 :薄い線維性の被膜に包まれた境界明瞭

な腫擦であった組織球，泡沫細胞， 多核巨細胞，

線維細胞などがさまざまな割合で混在しており，ヘ

モジデリン沈着が存在することから PVSの診断で

あった(図 6). 

術後経過 :正中神経の症状は改善し，術後 12年

の現在まで再発はなく経過している.

【考察】

手根管症候群の病因は特発性がほとんどを占める

が，他に榛骨遠位端骨折などの外傷後や関節リウマ

チや占拠性病変によるものが存在する 手根管症候

群を呈する占拠性病変としては，ガングリオンが一

番多く1)脂肪腫，滑l漠肉腫，結核性滑膜炎，痛風

や関節リウマチに伴う滑膜炎などその種類はさまざ

まであり 2) そのーっとして PVSがある.

PVSの特徴は病理所見として巨細胞，ヘモジデ

リン沈着が存在し，画像所見として MRIではヘモ

ジデリン抗着による low int巴ntsityが存在すること

図6 病理所見

a)泡沫細胞(矢印)，多核巨細胞(矢頭)が混在.

b)ヘモジデリンの沈着ー多核巨細胞(矢頭).X400 

である 一方，縫鞘巨細胞腫は，病理学的には同様

の特徴を有し，遺伝子解析からも colonystimulating 

factor 1 receptorなどが共通している ことから PVS
と同ーのものである考えられ，局在性に存在するも

のが巨細胞腫，調浸性に存在するものが PVSとさ

れている7)

関節近傍に発生した PVSの報告では，膝関節な

ど大関節に発生したものがほとんどであり，手関節

付近に発生した報告は少ない.そのなかでも手根管

症候群を呈した症例の報告は， McClainらが 1976

年に手関節部に発生した巨細胞腫にともなうものと

して報告したものから PVS，巨細胞腫の両方の表

記の報告を合わせても 7例であった4) 神経の圧迫

が緩徐で慢性の経過をたどるため，手根管症候群を

呈する PVSの報告が少ないと考え られる.しかし，

PVS内の出血によ り急性発症した手根管症候群も

報告されている4)

PVSは良性の腫蕩であり，発育も遅いとされて

いる.しかし再発率は diffusetypeでは 45%，10-

calized typ巴でも 7-12%といずれのタイプでも良性

腫蕩にもかかわらず再発率が高いことが問題とな

る.これは，初回手術の切除が不十分である ことが

原因のーっと考えられているお9) このため，慎重

に切除範囲を検討し初回の手術で摘出を確実に行う

ことが重要である.

手関節を検索するモダリティーとして，近年，超

音波検査機械の性能が非常に向上し， 12 MHzなど

の高周波のプローベを使用することによ り，正中神

経を詳細に可視化する ことも可能となってきた6)

このようなことをふまえ Nakamichiらは手根管症

候群患者に対し超音波検査を行い.片側性手根管症

候群の場合には占拠性病変が 35%存在するのに対
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170 色素性繊毛結節性滑膜炎による手根管症候群の2例

して，両側性の場合には占拠性病変は存在しなかっ

たことから，片側性の手根管症候群では超音波によ

る精査を行い，占拠性病変の有無を確認することを

推奨している5) 超音被検査は，即時性があり，動

的情報を得られ，コストが低い点で.有用なモダリ

ティーであるが，検者の診断技術に依存し!客観性に

乏しいという欠点がある2)8) このようなことから，

著者らは，占拠性病変の性状や範囲などの正確な情

報を得るために，身体所見やX線写真， MRI検査

などの画像所見をあわせ，総合的に検討していくこ

とが大切であると考えている.

【まとめ】

まれな，手関節発生の PVSによる手根管症候群

の2例を報告した.術前には腫癒性病変を常に念頭

に置き，画像診断を実施することが重要である.

【文献】

1) Johnson J， et a1.百nnorouslesions of the hand. J 出 nd

Surg Am 10: 28ι286，羽田.

2) Kang HJ， et a1. Carpal tunne1 syndrome caused by space 
occupying lesions. Yonsei Med J 50: 257・261，2009.

3)勘lartinRC 2ND， et a1. Giant cell佃morof tendon shea白，
tenosyno'吋algiant cell tumor， and pigmented villonodular 
syno'吋出:defi凶ng出epresentation， surgical therapy and 
詑 α町 ence.Oncol Rep 7: 413-419， 2000. 

4) McC1ain EJ， et a1.ηle acuteca中aItunnel syndrome: nine 

αse reports. J昔auma16:75・78，1976.

5) Nakamichi K， et a1. UniIa民間1αrpaltunne1 syndrome and 

space-o伐upyinglesions. J Hand Surg Br 18: 748・749，
1993. 

6) Nakamichi K， et a1. UItrasonographic measurement of me・

dian nerveαoss・sectionalarea in idiopathic CarPaI tunnel 
syr曲。me:Diagnostic accuracy. Muscle Nぽ ve26: 298・

803，2002. 
7) Rubin Bp， et a1. Tenosynovia1 giant α11 tumor and pig-

mented討lIonod叫arsynovitis: a proposal for unification of 

these cl泊ical砂distinctbut histologiαlly and genetiαlly 

identicallesions. Skele凶Radio136:267・却8，2伺7:

8)田中利和ほか.手部軟部腫揚に対する超音波検査の有

用性と限界.日手会誌 19:559・563，2002.
9)横井隆明ほか.手関節に発生した色素性繊毛結節性滑

膜炎の 1例.関東整災誌お:560・563，1992.

-28ー



日手会誌(JJpn Soc Surg Hand) ，第28巻第3号 171-173，2011 

正常人の DASHスコア

平提
-.'¥'8準君島駒市F

ほんまり吻うすけ たかはもまさとし わたなべただよし ゃこLちひろ 畠ぎ白としひこ

本間龍介大高原政利帥，渡遺忠良***矢越ちひろ****荻野利彦材料*

【目的】コントロールDASHスコアに言及する目的で一般人のDASHスコアを調査した.

【方法】 2病院に勤務する職員に対してDASHスコアを調査し 449人(女性390人，男性 59人)から回答

を得た.

【結果】 DASHスコアは正規分布を示さなかった.DASHスコアと年齢には中等度の正の相関を認めた.

各年代の DASHスコアの中央値は 18-24歳では0点 25-34歳では0点.35-44歳ではO点.45-54 

歳では 2.5点および55-67歳では3.45点であった.45歳以上の中央値は44歳以下より有意に高かった.

【考察】 DASHスコアは正規分布ではなかったため コントロールDASHスコアとしては平均値よりも中

央値を用いるべきであると考える.コントロールDASHスコアは 44歳以下ではO点.45-67歳では 2-4

点とするのが妥当と考える.上記のDASHの値は病院の職員のものであり，一般人というよりも事務業や軽

作業に当てはまるものと考える

【結論】病院職員のコントロールDASHスコア中央値は 44歳以下では0点. 45-67歳では2-4点.

【緒言】

Disabilities of the Arm， Shoulder and Hand s∞re 
①'ASHスコア)は上肢の障害を客観的に測るスコ

アとして広く用いられている.しかし，一般人の

DASHスコアに関する報告は少なく，渉猟し得た範

囲では国外の二編1)2)のみであり，本邦では報告が

ない.著者らはコントロールDASHスコアに言及

する目的で一般人のDASHスコアを調査した.

【対象と方法1
2病院に勤務する職員に対して DASHスコア

(The JSSH Version)を調査した.DASHスコア質

問表を配布し.449人から回答を得た.男性は 59

人，女性は390人であった.基礎疾患を有する者を

除外はしなかった職種の内訳は看護師が373人，

療法士が26人事務員が50人であった年齢は

18-67歳(平均30.02歳，男性平均38.98歳，女性

平均35.57歳)であった.

年齢によって 18-24歳.25-34歳.35-44歳，

受理日 2011/10/01 
場済生会山形済生病院〒990・8545 山形県山形市神町 79・1
**泉整形外科

柿*山形大学医学部整形外科
市本キ$弘前大学医学部麻酔科

..事キ・1ヒ新東病院整形外科

45-54歳および55-67歳と 5つの群に分けた.各

群の人数はそれぞれ79人(男性7人女性72人).

160人(男性23人女性 137人).96人(男性4

人女性92人).85人(男性 17人，女性68人)，

29人(男性8人女性21人)であった.

また， DASHスコアと年齢の相闘を Spearmanの

順位相関係数を求めることにより検定した.さら

に，各年代の DASHスコアの中央値を求め.M担任

WhitneyのUテストを用いて有意差を調べた.

【結果】

DASHスコアは 0-33.33点(平均2.399点，男性

平均1.924点，女性平均2.471点)であった DASH
スコアの正規性についてカイ二乗検定を用いて検定

したところ.DASHスコアは正規分布を示さなかっ

た(表1).DASHスコアがO点であったのは 449

人中 255人であり，約51%であった.

DASHスコアと年齢の Sp回rmanの踊位相関係数

はr=0.402であり.両者聞には中等度の正の相関を
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172 正常人のDASHスコア

表 1DASHスコアとその頻度
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表2 各年代のDASHスコアの平均値と中央値

認めた.男性の DASHスコアと年齢の Spe紅m却の

願位相関係数は r=0.365であり，女性ではr=0.419

であった.

各年代の DASHスコアの平均値は， 18......24歳で

は1.29点， 25-34歳ではl.04点， 35-44歳では

2.65点， 45......54歳では 5.47点および55......67歳で

は4.05点であった(表2). また， DASHスコアの

中央値はそれぞれの群でo点， 0点， 0点， 2.5点，

3.45点であった.Mann-WhitneyのUテストで検定

したところ， 45歳以上の中央値は 44歳以下より有

意に高かった(表2).

男性の DASHスコアの平均値は 18......24歳では

2.34点， 25-34歳では 0.36点， 35-44識では1.25

点， 45......54麗では2.87点および55-67歳では4.38

点であった.中央値はそれぞれO点， 0点， 0点.

0点， 1.67点であり，これらの聞には有意差は認め

られなかった(表2).

女性の DASHスコアの平均値は 18......24歳では

1.13点， 25-34歳では1.21点， 35......44歳では2.35

点， 45......54歳では5.72点および55......67歳では4.44

点であった.また， DASHスコアの中央値はそれぞ

れO点， 0点， 0点， 3.75点， 4.17点であり.45歳

以上の中央値は 44歳以下より有意に高かった(表

2). 

DASHスコアの男性平均は 1.924点，女性平均は

2.471点と女性がやや高い点数であった.また， 45

-54歳の DASHスコアの中央値は男性では0点に

対し，女性は3.75点であり有意に女性で高かった.

しかし， 55-67歳の中央値を比較したところ，男

女間で有意差は認められなかった.

【考察】

現在， DASHスコアは上肢の障害を客観的に測る

スコアとして広く用いられている.しかし，一般人

のDASHスコアに関する報告は少なく，本邦では

報告がない.渉猟し得た範囲では国外の二編のみで

あった.ある疾患による DASHスコアの増加や.

治療後の DASHスコアの減少がどの程度一般人の

ものとかけ離れているかを把握するには，コント

ロールDASHスコアを知る必要がある.

Hunsakerらの報告では DASHスコアの平均値は

10.10::1::14.68点であり， Jesterらの報告では 13::1::15

点であった.本研究では2.4点と他の報告より低

かった(表3). これは，本研究の対象者には重労働

者は存在せず，軽作業(事務員)と中労作(看護

師，療法士)に従事する者のみであったためと考え

られる.また，他の二報告には平均年齢が記されて

いなかったため比較はできないが，本研究の対象者

の平均年齢が36歳と若いことも一因となっている

かもしれない.

男性より女性の DASHスコアが高かった原因と

しては，力を必要とする項目(きつめのまたは新し

いピンのフタを開ける，重いドアを聞ける，重労働

の家事をする，重いものを運ぶ，など)が含まれて

いるからと思われる.

更年期以降の女性は，ホルモンの影響などにより

上肢の障害がでやすいために DASHスコアが高く

なると思われる.このため，母集団に女性が多い本

研究では 45才以上の DASHスコアの中央値が有意

に高くなったと考えられた.また， 45......54歳の男

-30一



正常人の DASHスコア

表3 本研究と他報告の比較

女を比較したときに，女性のみDASHスコアの中

央値が高かったこともこのためと考えられた.一

方， 55歳以上で男女差が出なかった原因としては，

母集団の数が男女とも少なかったためと思われる.

DASHスコアは正規分布ではなかった.従って，

コントロールDASHスコアの代表値としては平均

値ではなく，中央値を用いるべきであると考えた.

本研究の結果から，コントロール DASHスコアは

18-44歳では O点， 45-67歳では 2-4点とする

のが妥当と患われる.しかし，このコントロール

DASHの値は医療従事者のものであり，一般人とい

うよりも事務業や軽作業に従事する人に当てはまる

ものと考える.より正確なコントロール DASHス

コアを求めるには，同程度の人数の男女で重労働に

従事する人も含む母集団での同様の研究が必要にな

ると思われる.

【まとめ】

1. DASHスコアは年齢とともに増加した.

2.45歳以上の DASHスコアの中央値は有意に高

かった.

3.病院職員の DASHスコア中央値は 18-44歳で

はO点， 45-67歳では 2-4点.

【文献1
1) Jestぽ A，et a1. Measuring levels of upper-ex住'emitydis-

ability in employed adults using血eDASH questionnaire. 

J Hand Surg Am 30: el毛 10，2005.
2) Hunsaker FG， et al. The American academy of or白opae-

dic surgeons outcomes instruments: Normative vaiues 

from the general population. J Bone Joint Surg Am 84: 
208-215， 2002. 
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尺骨短縮術前後の TFCCの形状変化 :MRIでの検討
やまなかよし晶き なかむらとしやす さとうかず宮 島か古書童書と とやまよし晶宮 いけがみひろやす

山中芳亮*・紳，中村俊康大佐藤和毅て岡崎真人大戸山芳昭大池上博泰$

尺骨短縮術前後における TFCCの形状変化についてM阻を用いて検討した尺骨短縮術前後に手関節

M聞の撮影が可能であった38例40手関節を対象とした TFCCのdiscproper中央部の厚み(以下.TFC 

也ickness) とTFCCの榛骨付着部から水平に引いた直線と TFCCのdisc中央を結んだ角度(以下.TFC 

卸 gle)の測定を行った術後から術前の TFC也icknessを引き，術前のTFCthicknessで割ったものを TFC

也ickn白s変化率とした.また，術後から術前 TFCangleを引いたものを TFCangle変化量とした. TFC 

白ickness変化率及びTFCangle変化量と年齢，性別.術後M阻評価時期，尺骨短縮量，術前u1narvari血 .ce

の関連について単回帰分析および重回帰分析で評価した単回帰分析ではTFC由ickness変化率及びTFC

angle変化量ともに.尺骨短縮量と術前 ulnarvarianceと負の格闘を認めた.重回帰分析ではTFC出血less

変化率は術前の叫narv;紅加lceと.TFCangle変化量は尺骨の短縮量と関連を認めた.

【緒言】

TFCC損傷に対する尺骨短縮術の有用性について

は報告の5)があるが，臨床成績や鏡視所見での評価

が多く.TFCCの形状の変化を術前後で評価した報

告はない.今回著者らは.TFCCのdiscpropぽの

厚さなどの TFCCの形状が実際の臨床例でどのよ

うに変化しているかを検討する目的で，尺骨短縮術

前後でのM胞における TFCCの形状変化を調査し

た.

【対象と方法】

身体所見及び画像所見より TFCC損傷が疑われ

た患者で，保存療法が無効であり尺骨短縮術を行っ

た症例の中で，術前後に手関節MRIの撮影が可能

であった 38例 40手関節を対象とした.男性 16

例，女性22例.手術時平均年齢は 43.6歳(15-73

歳)であった術後のM阻評価は術後平均60カ月

(40-101カ月)に行った.尺骨短縮術施行時に全

例，接骨手根関節及び遠位榛尺関節から TFCCの

鏡視を行い.TFCC損傷の診断を行った.それぞれ

の症例において，術前の MRITl脂肪抑制の coro-

nal像で.ulnar var泊n偲. TFCCのdiscproper中央

の最も薄い部分の厚み(以下， TFC血ickness)，

TFCCの榛骨付着部から水平に引いた直線と TFCC

受理日 201ν10/02 

のdisc中央を結んだ角度{以下.TFC皿 gle)の測

定を行った(図1). TFC thickness及びTFCangle 

は術後MRIで再度測定を行った.MRIでの測定は

TFCCの境骨及び尺骨付着を含め TFCC全体がもっ

ともよく描出されている sliceを選択し行った.

Disc properの損傷が大きく， TFC thicknessやTFC

angleが測定できない症例は除外した.全例1.5T

MRI撮像装置 (SignaEXCITE 1.5 T， GE H回 l由国民

Japan)を使用した術後から術前の TFC也ickness

を引き，術前の TFCthicknessで割ったものを TFC

也ickness変化率として評価したまた，術後から

術前TFCangleを引いたものを TFCangle変化量と

して評価した術前TFC血i也 less及び術前TFC

釦 gleと術前叫narvari組自の関連について単回帰分

析で評価し， TFC出ickness変化率及びTFC釦 gle

変化量と年齢，性別，術後MRI評価時期，尺脅短

縮量，術前 ulnarvarianceの関連について単回帰分

析およびステップワイズ法による重回帰分析で評価

した尺骨短縮量は術前の u1narvari阻白がneutral

又は minusの症例では2mm，plusの症例ではneu-

tral varian，臼を目標として決定した.統計学的に有

意確率 0.05未満を有意差ありとした.

*慶鹿義塾大学整形外科〒160-8582 東京都新宿区信濃町35
柿産業医科大学整形外科
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尺管短縮術前後の TFCCの形状変化 M悶での検討

図 1 (a) TFC thickness (*印)

175 

図 1 (b) TFC angle ( *印)

表 1 術前TFCthickness及び術前TFCangleとTFCthickness変化率

及びTFCangle変化量

TFC thicl司 e55(mm) TFC出jclrn.ess変化率

1.30i:0.49 O.13i:0.26 

術前 術後

Mean土SD 1.l8i:O.39 

大最 2.08 

0.43 最小

2.44 

0.54 

0.62 

0.54 

TFC angle ( degree ) TFC angle変化孟

術前 術後

Mean"'SD 25.1i:7.6 

最大 52 

15 最小

【結果}

尺骨短縮量は平均 2.33mm (2 mm: 31例， 3mm: 

6例，4mm:2例， 5mm: 1例)であ った.術前 ul-

nar varlanc巴は平均十1.22mm (-1.l2~ + 5.52 mm) 

であった.術前の TFCthickn巴ss及びTFCangleの

平均はそれぞれ1.18mm (0.43~2.08 mm)， 25.1度

( 15~52 度)であった術後の TFC thickness及び

TFC angleの平均はそれぞれ1.30mm (0 .54~2.44 

mm)， 20.6 度 (12~43 度)であ っ た TFC thick 

ness変化率は平均 0.13(ー0 .54~0.62) ， TFC angl巴変

化量は平均 -4.53 度C-l8~4 度)であった(表 1)

単回帰分 析で術前 ulnarv紅 lanc巴と術前 TFC

thicknessには明らかな相関は認めなかっ たが，やf.I

前 ulnarvalIanceと術前 TFCangl巴には正の相聞を

認めた (r=0.75p<O.OOl) (表 2).単 回l席分析で

TFC thickness変化率は年齢，性別，術後経過時間

と相関は認めなかったが，尺骨短縮量 (r=ー0.58p 

く0.0(1)(表3) と術前 lllnarvarianc巴 (r=-0.64p< 

20.6土6日 -4.5土5.1

43 

12 -18 

60 

• 
品

切

羽

(Mm
)
2回
E
e
υ
υ
Lト
定
事

。
-2 o 2 4 6 

術前ulnarvariance(mm) 

表2 術前 ulnarvarianceと術前TFCangleの相関関係

(r= 0.75 p<O.OOl) 

0.001) (表 4) と負の栢関を認めた TFC angle変化

量も同様に単回帰分析で年齢，性別，術後経過時間

と相聞は認めなかったが，尺骨短縮量 (r=-0.46p 

く0.01)(表 5) と術前 ulnarvariance (r=ー0.52p< 

0.001) (表 6) と負の相闘を認めた. 重回帰分析で

はTFCthickness変化率は令官前 ulnarvariance (p< 
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表 4 術前叫narva巾且ceとτFC血ickness変化率の相関 表6 術前叫narvari阻むeとτ下'Cangle変化量の相関関係
関係(r=-0.64 p<O.OOl) (r=ー0.52p<O.OOl) 

表7 ステップワイズ法による重回帰分析の結果

要因 標理由偏回帰係数 F値 p値

百℃也品CIm田s変化率と関連する因子

術前ulnarv副祖国 -0.58 10.13 <0.01 

百℃掴gle変化量と関連する因子

尺骨短縮量 -0.48 4.99 <0.05 

0.05) (表7)と.TFC angle変化量は尺骨短縮量 (p
く0.05)(表 7) と関連を認めた.

【考察】

ulnar vari担偲と TFCthic1messの関係について

h加erらは.cadaverを用いた研究で.rnnar vari-
m自の大きさと TFC也icknessの聞に負の相闘があ

ると述べている心.Yoshiokaらは.TFCC損傷及び

正常なvolunteerを対象としたMRIでの研究でrn-
narvarian白と TFCthicknessおよびTFC祖 .gleの関

係について.lnnar vari血ceの大きさと TFC白ick・

nessの聞には負の棺関.TFC加 gleとの聞には正の

相闘があると述べているω.本研究の結果では術前

日narvari担偲の大きさと術前TFC血icknessの聞

には相聞はなく，術前TFC担.gleとの聞には正の相

闘が認められた本研究は全例TFCC損傷の症例

を対象としており.Palmerら心やYos1iiokaら紛と対

象が異なることが結果の違いの原因として考えられ

た.

TFCC disc proper損傷後の治櫨や再生に関しては

さまざまな報告がある.Be命larはTFCCのぼn仕草l
zoneは治癌する能力がないと報告している1)
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方， degenerative discは再生する能力を持ってお

り，特に ulnarneu位a1varian伺又はminusvariance 

の症例でその能力が高く，そのため尺骨短縮術を行

う乙とで discの再生能力が刺激されるのではない

かという報告がありη，TFCC損傷の症例に対し尺

骨短縮術を行い，術後再鏡視にて 50%の症例で

TFCCのcentralportionの損傷部位の修復が認め.ら

れたとの報告もある5) Unglaubらは uI回 rvari組問

がplusになるほど， degenerative disc内の apoptosis

白 IIが増加するので，尺骨短縮術により var国lceを

下げることでdiscの細臨死を防ぐことができると

述べている6) 今回，著者らは尺骨短縮術前後での

MRIにおける discpro酔rの厚さの変化を， TFC 

thickness変化率として評価を行った本研究では.

術前 ulnarvarian偲が2mm未満の 30症例中 27例

(90%)でTFC也ickness変化率が0以上であり disc

properの再生が示唆された.しかし，術前 ulnar

vari血目が 2mm以上の症例では 10症例中 9例

(90%)でTFC血ickness変化率が0以下であり，

尺骨短縮術後も discpropぽの再生が得られにくい

と考えられた. UngIaubらωが述べているように，

術前uInarvari組問がplus(特に 2mm以上)の症例

では尺骨短縮術前にすでに discproper内の細砲が

apoptosisを起こしており，尺骨短縮術後も再生が

起こりにくいと推測された. UInarv:副 anceが2mm

未満の TFCC損傷の症例では，尺脅短縮術を行う

ことにより discprop釘でも十分再生する能力が残

存しており，術後discの厚みが増す可能性がある

ことが示唆された.

中村らは TFCCの3次元的な機能解剖から尺脅

短縮術の TFCCに及ぼす影響を，遠位の hammock

構造が引き下げられるととにより， TFCCが長軸方

向及び榛尺方向に緊張し ulnarcoIIateraI Iigamentお

よびDRUJが安定化すると説明している2) Nishi-

w出iらは境尺靭帯が尺脅小簡に付着していれば尺

骨短縮量が多いほど TFCCの引き下げ効果が強

く働き， DRU}の安定化作用も大きいと述べてい

る3) 本研究でも尺骨短縮量と TFC血gIe変化量が

負の栢闘を認めており，尺骨短縮術による TFCC

の長軸方向の引き下げ効果を MRIで確認すること

ができた.

本研究の TFCC損傷の症例は新鮮断裂及び陳旧

断裂ともに含まれており，新鮮例と陳旧例での

TFC凶 dmess変化率やTFCangle変化量が比較で

きておらず，この点については今後さらなる研究が

必要と思われる.

【まとめ】

1， TFCC損傷の症例における尺骨短縮術前後で

のTFCCの形状変化について， MRIを用いて検討

を行った.

2，術前 ulnarvarianceが2mm未満の TFCC損

傷の症例では，尺骨短縮術を行うことにより disc

properが再生し，術後discの厚みが増す可能性が

あることが示唆された.

3，尺骨短縮量が大きいほど TFCangleは小さく

なる傾向にあり，尺骨短縮術による TFCCの長軸

方向の引き下げ効果をMRIで確認することができ

た.
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Stener lesionの術前診断における X線ストレス撮影の
有用性
いちまるこうぞう ふじわらひろよし おだ

市丸宏三て藤原浩芳帥，小田
りょう つじはらたか L かわいい〈ま < Iまとしかず

良輔，辻原隆是紳*河合生馬**車場，久保俊一柿

母指MP関節尺側側副靭帯損傷のー型である Stenerlesionの検査法や診断基準は一定していない.本研究

はX線ストレス撮影の有用性および臨床的に基準となる指標を検討することを目的とした.対象は， 2003 

年-2010年に裂離骨片のない母指MP関節尺側側副靭帯損傷で手術を施行した 27例27関節であった.術

前X線ストレス撮影で健側と患側の側方ストレス角をそれぞれ計測し 左右差を健側差として測定した.そ

の後の術中所見における Stenerlesionの有無でS群と N群に分類した. S群の健側差は 15-35"(23.5")で，

N群の健側差は3-14"(平均 8.4")と両群聞に統計学的な有意差を認めた.健側差 15"以上を St回 erlesionの

基準とした場合，全例 Stenerlesionを認め感度 100%，特異度 100%であり，きわめて精度の高い検査基準

であると考えた.

【緒言】

母指MP関節尺側側副靭帯損傷のー型である

Stener lesionは靭帯の断端部が母指内転筋腫膜の表

層へ反転し修復されず不安定性が残存することか

ら1¥手術療法が適応となる. Stener lesionの検査

法や診断基準は一定していない.靭帯損傷における

関節の不安定性の評価は問診，視診および触診のほ

か，補助診断としてX線ストレス撮影，超音被検

査，関節造影検査やMRIが選択されている2) 超

音被検査やMRIは非侵襲的であり近年報告例が増

えているがコストがかかり，診断には習熟が必要で

ある.x線ストレス撮影は不安定性の評価として以

前から行われているが， St四位 lesionの基準は確立

していない.そこで本研究は Stenerlesionの診断

に対して一般的に施行されている X線ストレス撮

影の有用性および臨床的に基準となる指標を検討す

ることを目的とした.

【対象と方法】

対象は.2003年-2010年に裂離骨片を伴わない

母指MP関節尺側側副靭帯損傷と診断され，受傷後

4週間以内に手術療法を施行した 27例27関節で

受理日 2011/09/23 

あった.x線ストレス撮影で 10"以上の左右差を認

めた症例，あるいは 10"以下でも 3週間の外固定後

も痔痛，腫脹が持続する症例を手術適応とした.x
線ストレス撮影の際の母指の肢位に関しては特に

特定しなかった.その内訳は右側 12関節，左側 15

関節，男性 14例女性 13例，年齢は 15-72(平均

36.0)歳であった.手術待機期間は 5-28(平均

10.8) 日であった.計測方法は術前X線ストレス撮

影の正面像において中手骨軸と基節骨軸に対するな

す角を側方ストレス角とした.健側と患側の側方ス

トレス角をそれぞれ計測し，左右差を算出し健側差

とした Stenerlesionの診断は術中所見で靭帯の断

端部が母指内転筋腫膜の表層へ反転している症例と

した.Stener lesionと診断した症例を Stenerlesion 

群 (S群)と Stenぽ lesionと診断されなかった症例

を非 Stenerlesion群 (N群)に分類した.統計学的

検定ではt検定を用いた.

【結果】

S群は 15関節 (55.6%にN群は 12関節 (44.4%)

であった.S群での手術待機期聞は 5-27(平均

10.9)日.N群では 13-28(平均 10.2)日であった.

*京都大原記念病院干601・1246
権傘京都府立医科大学整形外科

京都府京都市左京区大原井出町 164

制寧京都地域医療学院研究所附属病院

柿肺宇治武田病院
整形外科
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図 1 健側差

表 1 健側差のカッ トオフ値と各群との
関係

S 群の健側差は lS~3S ' (23.S')で， N群の健側差は

3~14' (平均 8イ)と両群問に統計学的な有意差を

認めた (p<O.OOS)(図 1). N群の手術所見におい

て， 2関節に靭帯の完全断裂を認めた.臨床的に

Stener lesionの基準となる健側差の角度を調べるた

めに， 13'から l'ごとにカットオフ値を設定し S群，

N群との関係を調べた.カ ットオフ値を 13'とした

場合は S群 lS関節，N群 2関節，14'とした場合は

S群 lS関節， N群 1関節，lS'とした場合は S群 lS

関節， N群 O関節， 16'とした場合は S群 14関節，

N群 O関節であった (表 1) カットオフ値を lS'と

した場合， Sten巴rlesionが存在しない関節はなかっ

た. この場合，感度 100%，特異度 100%であった

症例呈示

症例:18歳，男性

主訴 ・左母指 MP関節痛

現病歴 ースノーボードで転倒し受傷した.

身体所見:左母指MP関節に痕痛および不安定4性

を認めた.

検査所見 :術前 X線ス トレス撮影の正面像にお

いて側方ス トレス角は右側 10'左側 30'であった

健側差は 20'であった.

手術所見:受傷から 10日後に手術を施行した.

左犠骨神経浅伎をレトラクトし展開した.

母指MP関節尺側側副靭帯は基節骨付着部で断裂

-37 

図2 術前 X線ストレス撮影の側方ス

トレス角は右側 100左側 300，
健側差は 20。であった.

し，母指内転筋雌!摸の掌側に反転しており Stener

lesionと診断した.断端部をマイテックミニクイッ

クアンカー@で再建した(図 3). 

【考察】

以前から母指 MP関節尺側側副靭帯損傷の図像検

査として X線ストレス撮影が選択されてきたが，

近年，関節造影検査，超音波検査および MRIでの

評価が診断に有用であるとの報告が増加してい

る2) 関節造影検査では，造影剤の漏出や側副靭帯

部の陰影の欠損像を認めた場合， Stener lesionの可

能性があり手術適応としている3) 超音波検査では

母指内転筋陛膜のl摸外損傷陰影を認めた場合に

Stener lesionの可能性が高い と報告している4)

MRIでは施行し母指 MP関節尺側側副靭帯の転位

像を認めた場合に Stenerlesionの疑いがあるとし

ている5) しかし，いずれも検者の技術やコストが

かかるという問題点がある.本研究では，術前に全

例X線ス トレス撮影を施行していたが， 他の爾像

検査を追加し施行している症例は存在しなかった.

したがって， X線ス トレス撮影が最も簡便で一般的
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に施行されている検査であると考えた.手術適応に

関して， X線ストレス撮影で健倒差 10"以上の症例

はStenerlesionの可能性があり手術適応であると

以前から報告されてきた6) しかしながら，本研究

では鍵側差 10"以上でも S加 lerlesionが存在しない

ものが27関節中 6関節 (22.2%)に認められた.一

方，健側差 15"以上を Stenerlesionの基準とした場

合，感度 100%，特異度 100%であり，きわめて精

度の高い検査基準であると考えた.

本研究では， X線ストレス撮影の際の母指の肢位

に関して特に記載のあった施設はなく， X線ストレ

ス撮影の方法は様々であった.X線ストレス撮影の

肢位としてMalikらは30"屈曲位を報告している7)

また Murpheyらは母指MP関節尺側側副靭帯の最

も緊張が大きくなる MP関節最大屈曲位を報告して

いるω.Smi他らは屈曲および伸展位の両方で評価

することを勧めている9) また，ストレス角には正

常においも個体差が多いと報告されているη. われ

われは，同一肢位での健側差を用いることにより，

肢位による違いや個体差を少なくできると考えてい

る.

一方， X線ストレス撮影は医原性に母指MP関節

尺側側副靭帯損傷を助長する可能性が指摘されてい

る.NoszianらはX線ストレス撮影により靭帯の断

端部が転位し Stenerlesionを生じた 2例を報告し

た10) しかし， Murpheyらは不安定性が大きい場

合は手術療法を考慮するため， Stener lesionを生ず

る危険性を考慮する乙とは重要ではないと述べてい

るω.われわれも X線ストレス撮影により医原性に

断裂し Stenerlesionに至るような脆弱性が存在す

る症例は一部断端が修復されても実用に耐えうるも

のではないと考えている.

本研究の問題点はN群において健側差 10"以下で

手術に至った症例が 66.7%存在したことである.著

明な不安定性は認めなかったが麗脹および痔痛を重

視し手術を施行した症例であった.また， N群の

12例中 2例に完全断裂を認めたものの，多くは不

全断裂であり，保存療法で対応できる症例であった

と考える.治療方針を決定する際は慎重に臨床症状

およびX線ストレス撮影を評価する必要があると

考えた.

今回の結果をふまえて，今後われわれは， X線ス

トレス撮影を慎重に評価し，健側差 15・未満では保

存療法を選択し，健側差 15"以上では手術療法を選

択する方針である.

【まとめ】

本研究は Stenerlesionの術前診断に対する X線

ストレス撮影の有用性を考察することを目的とし健

側差を用いて評価した.健側差 15"以上の症例は母

指MP関節の肢位によらず全例に Stenerlesionと

診断できた.術前X線ストレス撮影を用いた定量

的評価は母指MP関節尺側側副靭帯損傷の治療方針

を決定する上で有用性が高いと考えた.
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上肢筋骨格系疾患、に対する各種機能評価法の比較検討

、 a-_It 

竜hA;併がゆ

めぬ童〈にたか さかいあきのり おおLげとしひ吉

田貫邦隆，酒井昭典，大茂審久

【目的】上肢筋骨格系疾患患者に対する各種評価法の特性を比較検討すること

【対象および方法】 2007-2010年に来院した初診患者で，同意が得られた 3321名に対して，タブレット

型タッチパネル方式(当科開発)による各種機能・ QOL評価質問表による調査を行なった.その中の上肢

筋骨格系疾患患者977名(男 556名，女421名;平均年齢48歳 (8・94歳))を対象とした.解析は， Quick-

DASH-]SSH (qDASH)， EQ・5D，SF・36v2Tl1スタンダード版，手根管症候群質問票-]SSH(CTSn， VASの5評価

法に対して行なった.被験者側の要因として1.性別， 2.年齢の2項目，疾患側の要因として 3. 障害部位

(肩・肘・手)， 4.疾患分類(急性・慢性)， 5.利き手権患の有無の 3項目で，各々の要因群内で分散分析・

多重比較検定(有意水準5%)を行った.障害部位は症状の出現する部位とし，疾患分類は，病名に骨折・

脱臼・損傷・断裂を含むものを急性とし，残りを慢性と定義した.また，各評価法問の相関に関しても解析

を行った.

【結果】各要因から有意な影響を認めたものは，性別要因では， qDASH-DS， EQ・5D，SF・36・PF， CTSI-SS/FS， 

VASで，女性に障害が大きかった.年齢要因では， qDASH-DS， EQ・5D，SF-36 (全項目)， CTSI-SS， VASで，

高齢ほど障害が大きかった障害部位要因では， qDASH-DS， EQ・5D，SF-36 (閲T以外全項目)， VASは，肩

で障害が大きかった疾患分類要因では， qDASH-DS/WISM， SF-36-SFで急性に障害が大きかった.利き手

擢患要因では，すべて影響は認めなかった各評価法聞の相聞に関しては.VASとqDASH-Ds，tw， EQ・5D，

CTSI-SS/FS， SF・36・BPに相闘を認めた.

【考察・まとめ】上肢に限定した本調査では，全般的に高齢者・女性・肩擢患が障害に影響を及ぽす因子

と考えられた.また，上肢の痛みは精神機能よりも身体機能への影響が強く認められた.

【緒言】

上肢の筋骨格系疾患患者の機能評価法として，

DASH (Disabirity of the Ann， Shoulder， and Hand)が

開発され，客観的データーのみに頼ってきた従来の

評価法から患者の判断を重視した患者立脚型の主観

的な評価法が導入され手の機能評価は大きく転換し

てきた患者立脚型評価法は，その信頼性や妥当性

の検討がなされて1) 多くの上肢筋骨格系疾患に対

する有用性が報告されている.しかし，被験者側の

要因や疾患側の要因によるスコアーへの影響を報告

したものは少ない.そこで年齢，性別，障害部位，

利き手擢患の有無，疾患分類，痛みの強度が患者立

脚型評価法に与える影響を検討した.また本調査に

は，当科開発のタブレット型タッチパネル端末によ

る調査法を導入し，調査結果を自動的にデータベー

受理日 2011/09/23 

ス化する試みを行っているので合わせて紹介する.

【対象と方法1
2007-2010年に来院した初診患者で，同意が得

られた 3321名に対して，タブレット型タッチパネ

ル端末方式{当科開発)(図1)による各種機能-

QOL評価質問表による調査を行なった.その中の

上肢筋骨格系疾患患者977名(男 556名，女 421名;

平均年齢48歳 (8・94歳))を対象とした(表1).解

析は， QuickDASH-]SSH機能障害/症状 (qDASH句DS)，

仕事 (qDASH-W)，スポーツ/芸術活動 (qDASH-SM)， 

EQ・5D，SF-36v2四スタンダード版(素点)(PF:身体

機能， RP:日常役割機能-身体， BP:身体の痛み，

GH:全体的健康感， VT:活力， SF;社会生活機能，

RE:日常役割機能・精神，阻:心の健康)，手根管症

産業医科大学盤形外科学教室〒807・8555 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘l番1号
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図1 タブレット型タッチパネル端末による ADL'QOL調査

表 1 調査対象の内訳

全症例 (n=97司

年齢主餐箪誤差

手

疾患部位
制

(n) 

扇

疾患分類 急性

(n) 
優位

事j苦手 車jき手
櫨患有無

(n) 非事Iき手

候群質問票-]SSH重症度スコアー CCTSI-SS).機能

的状態スケール CCTSI-FS).仕事/運動時 ・日常生

活動作時 ・安静時の Visualanalogue scal巴 CVAS-job，

VAS-adl， VAS-r巴st)の5評価法に対して行なった

被験者側の要因として性別，年齢 CO-20歳. 21-40 

歳. 41-60歳. 61-80歳. 81-100歳)の 2項目，疾

患側の要因として障害部位(手・肘 ・肩).疾患分

類(急性 ・慢性).利き手権患の有無の 3項目で，

各々の要因群内で分散分析および多重比較検定

(Tuk巴y-Kranl巴r法)を行った また. VASと各機能

評価法との相関はピアソンの積率相関係数を求め

た.p値が 0.05未満を有意差ありとした障害部位

は症状の出現する部位とし，疾患分類は，病名に骨

折 ・脱臼 ・損傷 ・断裂を含むものを急性とし，残り

を慢性と定義した.

【結果】

被験者側の要因(性別 ・年齢)と疾患側の要因

(部位 ・急性/慢性 ・利き手擢患)で各要因群内で分

散分析を行った結果. qDASH-DS. CTSI-FSでは年

齢と性別間で交互作用を有意に認めた(表 2).各

要因で、多重比較検定を行った結果，性別要因では，

男性 (n=556) 女性 (n=421)

日.2ニど0.91 55.4主0.93

2且7 274 

91 35 

178 112 

259 147 

297 274 

359 279 

197 142 

qDASH-DS， EQ-5D， SF-36-PF， CTSI-SS/FS， VAS-adl 

で，女性に障害が大きかった(図 2).年齢要因では，

qDASH-DS， EQ-5D， SF-36 (全項目). CTSI-SS， VAS-

adVr巴stで，高齢ほど障害が大きかった (図 3). 障

害部位要因では. qDASH-DS， EQ-5D， SF-36 (MH以

外全項目).VAS-ws/adVrestで¥房に障害が大きかっ

た(図 4). 疾患分類要因では. qDASH-DS/W/SM， 

SF-36-SFで急性疾患に障害が大きかっ た (図 5).

利き手権患要因では，すべての機能評価で有意差は

認めなかった VASと各機能評価法との相関に関

しては. qDASH-DS八司 EQ-5D，CTSI-SS/FS， SF-36-

BPに棺闘を認めた(表 3).

【考察】

ADL. QOL調査は，通常調査票を被験者に渡し

て記入してもらった後に，データーベース化する作

業が必要である.筆者らは，より迅速なデータ管理

および、解析を目的として，被験者に直接コンビュー

タ一端末内にプログラムされたアンケート に答えて

もらい，データベースの自動化を試みてきた.本調

査で使用した，当科開発のタブ レット型タ ッチパネ

ル端末による機能評価法は，患者が該当する障害部
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分散分析表 ・個体要因(性別・年歯0)と疾患要因 (部位 ・急性/慢性 ・利き手権恵、)に分けて解析

T訓e，書聖湿のP憧

2列匡一空互作用のP姐

表 2
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岨
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0

0

0

0
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VAS res亀

手

肘

肩.一一一

VASadl VASjob EQ-5D qDASH-DS 

3目。

回

?。

曲

50 

・oi 
釦

四

'0 

6 

5月らPF SF36.RE SF36-SF S円6-BP SF36-GH SF36-VT SF36-RP 

り， Excelファイルとして外部出力し，データ解析

に利用できる.当科では，このシステムを導入して

から集積されたデータの解析を行-なってきた.本調

査では.全疾患 3321名のデータベースから上肢疾

患に分類される 977名のデータを抽出し解析を行っ

たが，脊枚疾患や下肢疾患との比較解析や リアルタ

イムにデータベースが更新されていくため経時的な

データ解析も可能となる.包括的かつ経時的な調査

に非常に有用なツールである.本システムは，被験

者がタッチパネル上で質問の答えをペンで選択して

いくだけで，自動的にアンケートが実施されるた

め，書字が難しい手の機能障害のある方でも実施し

やすい.多くの被験者は操作の困難性は訴えない

が，高齢者に関してはタッチパネル操作そのものに

慣れていないこともあり，アシスタン トをおいて操

作の説明を行ってる.

患者立脚型の機能評価法は主観的な評価が取り入

れられ，患者の満足度が反映されるという点で有用

である.上肢筋骨格系疾患に対する患者立脚型評価

法の代表である DASHでは，すべての疾患の機能

評価が同一の形式で記載できる利点があるが，他疾

患を合併する場合には単一疾患の評価には適さない

可能性があることと，上肢全体の機能を評価するも

のであるから肩や肘の状態によってその成綾は大き

く左右される.更に， DASHの質問は作業可能であ

るか否かを訊ねているので 片手に障害があっても

反対側の手で作業が可能な場合には障害の程度は正

確に評価し得ない可能性がある.また，性別や年齢

障害音11位要因で有意差を認めた評価法 (p<o.OS)

ー急性
慢性

白

日

割

mw

話

泊

四

qDA5H.D5 qDA5H.W qDASH.SM 

図5 疾患分類で有意差を認めた評例法 (p<o.OS)

5自らSF
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M
副

初
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却

岨

m
m
m
a

表 3VASと各機能評価法との相関(ピアソンの積率相関

係数>0.4，p<O.OS) 

qDASH-DS qDASH-W EQ-SD CTSI-SS CTSH5 S目.田

n~9n n~15 "'"'975 nz:S42 n-542 """76 

V品 J曲 0，48 0.47 -0.46 057 0.42 -0.50 

VAS-adJ 056 0.44 -0.51 0.63 0.45 0.43 

VAS-r定安 0.48 0.37 -0.44 0.64 0.36 寸O謂

位(手，肘，前腕，肩，股，膝， 頚椎，腰椎，骨組

露症)を選択する と.自動的にタブレット端末内に

プログラムされた 12種類の質問票 CSF-36，EQ-5D， 

qDASH， CTSI， WOMAC， Oxford， ]-KOM， RDQ，頚部

脊髄症質問票，腰痛質問票， ]OQOL， VAS)の組み

合わせが実施される.手の障害では， SF-36， EQ-5D， 

qDASH， CTSI， VASの5種類が実施される.タブ

レット端末は，集計用 コンビューターと LANで接

続されており，自動的にデータの集積が行われる.

集計用コンビューターでは，個人集計表として出力

する他，集積されたデータの検索や抽出が可能であ
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による既存の身体機能の影響や，主観的評価のた

め，痛みがスコアーに強く影響を及ぼしている可能

性がある.DASHをはじめとする患者立脚型評価法

のスコアーに与える因子を解析する目的で，本調査

では各種機能評価法を性別，年齢，障害部位，疾患

分類，利き手擢患の有無，痛みの強度の要因で解析

した.性別で有意差を認めた評価法は，身体機能要

素が多いものであった.年齢では，日常生活動作に

関連するすべての評価法で有意差を認めたが，仕事

やスポーツでの項目では有意差は認めなかった.

EQ・5D，CTSI-SS， SF-36・PF， VAS-sd1は，性別と年齢

の聞に交互作用を認めず各々独立した要因であっ

た.逆に qDASH-DSは，性別と年齢の聞に交互作

用を認めたが，身体機能評価の要素が強いことか

ら，高齢かつ女性に上肢の身体的障害が強いことが

示唆された筆者らは，本調査で使用したデータ

ベースから手根管症候群の病名で抽出したデータで

同様の解析を行い， CTSI， qDASHは高齢者と女性

に障害が大きいことを報告した2) これらの結果

は，上肢全般を疾患対象とした本調査においても，

同様の結果であった.また，本調査で慢性疾患を除

外し急性疾患のみを対象にしたサプ解析(データ非

提示)でも同様に高齢者・女性で DASHスコアー

が悪い結果であったことから，単に高齢者・女性に

重症者の割合が多いということではなく，同じ病態

でも高齢者・女性はより強く身体機能障害が出やす

いことが考えられた障害部位では，全般的に肩で

のスコアーが悪い結果であった.特に VASは仕事/

運動時，日常生活時，安静時のすべての項目で有意

差を認めており，肩疾患で障害が強い原因として痛

みの要因が強い可能性が示唆された.また同時に

SF・36にも有意差を認めており健康関連 QOLに肩

の障害は強く影響を及ぼすものと考えられた.疾患

分類では， qDASHのみ急性疾患でスコアーが惑い

結果であった.qDASHの質問は，過去 1週間の状

態を答えるもので， SF-36の過去1か月と比べ直近

の状態を反映しやすく急性の疾患で有意差が出た

ものと考えられた.また，急性疾患と慢性疾患間で

のVASに有意差は認めなかったことから，急性疾

患で DASHスコアーが悪い要因は，痛みによるも

のではなく，外傷のため来院時にシーネなどの固定

を受けている影響も考えられた.利き手権患の有無

に関しては.すべての評価法で有意差は認めなかっ

た.過去の報告では，利き手曜患で DASHスコアー

が悪いとの報告の心も散見されるが，前述した著者

らが行った手根管症候群に対する調査2)では，利き

手権患に関して有意差は認めず，本調査と同様の結

果であった.VASと各機能評価法との相関に関し

ては， qDASH-DS， CTSI-SSで特に強い相関関係を

認めた.VASは，仕事/運動時， 日常生活動作時，

安静時の3つの状態で各々解析を行ったが，日常生

活動作時の痛みが，スコアーにもっとも強い相関を

認めた.各機能評価の質問項目で f痛み」のキー

ワードを含む質問数の全質問数に対する割合をまと

めると， DASH-DS (3/11; 27%)， CTSI-SS (8/11; 73 

%)， CTSI-FS (0/8; 0%)， SF-36 (zβ6; 6%)， EQ・5D

(Iβ;20%)となり，各機能評価法の質問形式で『痛

みJを直接質問する内容の割合が多いことが， VAS 

との相関の強さと一致している可能性が考えられ

た.

本調査の結果から.治療効果などの評価に DASH，

SF-36， EQ-5Dを使用する際には，肩疾患などの他

部位の疾患の合併，性別や年齢の隔たりを念頭にお

いて評価する必要があると考えられた.

【まとめ】

タッチパネル端末による各種機能評価のデータ

ベース化は，包括的な ADL・QOLの調査解析に非

常に有用なツールである.上肢筋骨格系疾患患者に

対する本調査では，全般的に高齢者・女性・肩擢患

が障害に影響を及ぽす因子であった.上肢の痛みは

精神的健康度よりも身体機能への影響が強く認めら

れたため，積極的な除痛は上肢機能の改善にも重要

である可能性が示唆された.

【文献1
1) Imaeda T， et a1. Va1idation of the Ja阿 leseS民ietyfor Sur-

gery of the Hand Version of出eQuick Disabi1ity of出e
Ann， Shoulder， and Hand (QuickDASH-JSSH) question-
n必re.JOr血opSci 11: 248・253，2006.

2) 目貫邦隆ほか.手根管症候群患者に対するタッチパネ
ル方式による各種機能評価法の比較検討.整形外科と

災害外科60Suppl. 1: 36-36， 2011. 
3)森田哲正ほか.特発性手根管症候群の DASHによる

QOL評価について.日手会誌23:240・244，2006.
4)大津彩ほか.上肢の筋骨絡系障害における ADL'

QOLの評価→時療法領域における DASHの有用性
の検討ー.総合リハ37:55・59，2009.
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3D-CTを用いた榛骨遠位端骨折関節面骨折型の評価
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西塚隆伸ぺ中村夢吾輩へ中尾悦宏事大高橋明子*大岩月克之大加藤宗一本

当院では，樟骨遠位端骨折において榛骨手根関節面の形状を詳細に評価しイメージする為に，手根骨を削

除した 3D・CTを作成している.今回，遠位側から見た関節面の形状を 25例で評価した所， 9つの型に分類

でき，これより A1から C2に至る 3D・CT分類を作成した.これらの結果から関節内骨折のパターンを解析

した所，背側の 2part骨折である A1が最多でY字骨折線の B4型や粉砕の強い C型も多く存在した.また，

25例の受傷時単純X線写真及び3D・CTを6人の日手会会員に読影してもらい 3D-CT分類9型のいずれか

に分類してもらった.単純X線写真と 3D・CTそれぞれの検者間一致率を Fleissのκ(カッパ)係数で比較

した所，前者は 0.128とpoor. 後者は0.652とgoodであった 3D-CT分類9typeへの分類分けでreliab泊ty

を得るには単純X線だけでは不十分で3D・CTが有用と分かつた

【緒言】

榛骨遠位端骨折において榛骨手根関節面(以下，

関節面)の転位を正確に評価し整復する事は重要で

あり.2mm以上の step-o査は整復すべきである，

という報告が多い 1)当院では，榛骨遠位端骨折に

おいて関節面の形状を詳細に評価しイメージする為

に，手握骨を削除した3次元 CT(以下.3D-CT) 

を作成している.今回，遺位側から見た関節面の形

状を分析した所， 9つの型に分類できたので，これ

らより， A1から C2に至る 3D-CT分類を独自に作

成した今回の著者らの目的は， 3D・CT及び3D-

CT分類の結果から関節内骨折のパターンを解析す

ることと，単純X線と 3D-CTとで榛骨遠位端骨折

関節面評価における信頼性を比較することである.

【対象と方法】

対象は2009年からの2年間に中日病院名古屋手

の外科センターで治療した樟骨遠位端関節内骨折

27例 27手で，男性 10例，女性 17例，年齢は平均

55.2歳 (24-83歳)であり.全例，肢寵伝達麻酔

下に徒手整復を行った後， CT撮影を行った.関節

面の 3D-CT像を基に，今回作成した9つの型に分

類した(図1).

我々の分類では， 2 part'3 part'4 part以上により

A・B'C型に分類しであり，骨折線の入り方により

受理日 201ν09/20 

さらに A1-C2，計9つの subtypeがある.A型は

単純な 2partの骨折で， A1は背側に骨折線が入っ

たtype，A2は横に骨折線が入った句碑で掌側Bar-

ton骨折や背側Barωn骨折が該当，A3は縦に骨折

線が入った句碑である.B型は3partの骨折で，

B1はMelone分類type，B2は縦に二本の骨折線が

入った typeで， B3は掌側Bartontypeの内，縦に

もsplitしている type，B4はY字に骨折線が入った

typeである. C型は 4part以上の最も粉砕の強い骨

折で， C1は十字に骨折線が入った句碑， C2はcen-

位ヨ1depression句碑である(図 2).

また，いずれの型とも判断しにくい分類不能例2

例を除く 25例の受傷時単純X線写真 (4方向)及

び3D-CTそれぞれを 6人の日手会会員に読影して

もらい.3D-CT分類9型の内のいずれかに分類し

てもらった単純X線写真と 3D-CTそれぞれの検

者間一致率 (interobserveragreement)をFleiss2)の

κ係数を用い以下の計算式に基づき算出し，比較し

た.

κ(カッパ)= Po-Pe/1・Pe
POは所見の一致率， Peは偶然の一致率であり，

κ係数は f偶然による一致率を排除した検者聞の所

見の一致率Jといえる. κ係数は 1に近ければ検者

間での所見の相違はほとんどない，ということにな

る.

*名古屋大学手外科〒466-8550 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65
材中日病院名古屋手の外科センター

-44一



3D-CTを用いた筏骨遠位端骨折関節面骨折型の評価

A1. 

187 

自1.

A2. 

A3. 

82. C1. 

C2. 

図 1 若者らの 3D-CT分類
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図2 各 subtypeの 3D-CT画像

【結果】

今回の 3D-CT分類における人数分布は表 1のよ

うになった.背側の 2part骨折である Alが最多と

なった. y字骨折線の B4型や粉砕の強い C型が意

外に多く存在した本分類 Bl型のような M巴lone

分類3)typ巴は今回 l例も存在せず，似た様な骨折型

ではあるが背側掌側への骨折線が斜め方向に走る本

分類 B4型のような Y字骨折 typ巴が多く認められ

た.

検者間の一致率を表す κ係数であるが，単純X

線写真読影による κ係数は rO.128Jとpoorであり，

表 1 人数の分布

刈
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一方 3D-CT読影に よる κ係数は rO.652J とgood

であった(表 2).すなわち.3D-CT分類 9typeへの

分類分けで reliabilityを得る には単純X線像だけで

は不十分であり .3D-CTが有用である ことが結果

として得られた.
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188 3D-CTを用いた榛骨遠位端骨折関節而骨折型の評価

表 2 F1eissのK係数の評価 (a)と今回の結果 (b)

a 

K Interpretation 

O -0.40 Poor agreemenj 

0.41 -0.60 Fa ir agreement 

0.61 -0.75 Good agreemerJ! 

0.76・ 1.00 Excellent agreement 

【考察】

MPR像を含む二次元の CT画像(以下， 2D-CT) 
は単純 X線画像よりも骨折の形状 ・特色をより詳

しく示し4) 治療方針の決定において重要であると

報告されている5) しかし， 2D-CTの泣ial像では

榛骨手根関節商の正しい形状を示すことはできな

い.一方，3D-CTは関節商の形状を詳細に，かっ

dir巴ctに示す事が可能であるので，読影する者は短

時間で理解でき，頭の中でのイメージもしやすい.

榛骨遠位端骨折において関節面に 2mm以上の step-

offを残すと変形性関節症になると言われており 1)

そういった意味でも術前に 3D-CTで詳細に関節面

の形状を評価し，整復のポイントをイメージしてお

く事は意義が大きいと考える.

我々は 25例の榛骨遠位端関節内骨折において

「単純X線写真のみJと r3D-CTのみ」でそれぞれ，

3D-CT分類への分類分けを行ってもらい，その検

者間一致率を比較調査したなお， 3D-CT分類分

けを行ってもらう事は「関節面粉砕の有無Jr関節内

骨片の数Jr cen仕aldepressionの有無」などが読影で

きたかを問うていることになる.今回の検者間一致

率 (κ係数)は，単純X線写真の場合は 0.128，3D-
CTの場合は 0.652であり 明らかに後者で高かっ

た.これは関節商形態読影における検者間でのバラ

ツキが3D-CTでは少ない事，つまり関節面形態読

影における 3D心Tの信頼性の高さを意味するもの

と思われる

Neilら6)は， 30例の榛骨遠位端関節内骨折におい

て， r3D-CTで読影した場合Jと r2D-CTで読影し

た場合Jのそれぞれで関節面粉砕の有無J，r関節

内骨片の数J，r central depressionの有無Jなどに関

図3 Henryのcr分類

し4人の整形外科医師に読影させており.その結

果関節面粉砕の有無Jと「関節内骨片の数j の

読影に関しては， 3D-CTの方が 2D-CTよりも検者

間一致率が高かったが，一方， r central d巴preSSlOn

の有無Jに関しては 2D-CTの方が検者間一致率が

高かった，と報告している.Neilらは 治療方針を

決定する上での CTの有用性についても言及してお

り， 3D-CTと2D-CTの両者を用いる事でアプロー

チ方法(掌側侵入か，背側侵入か，その両方か)や

骨移植の是非についても，より詳細に検討できると

述べている関節面の gap，st巴p-o笠Jの距離を測

定するのは 3D-CTよ り2D-CT(特に coronal像と

sagittal像)の方が優れていることからも，やはり，

3D-CTと2D-CTの両者を用い読影するのが最も信

頼性は高く，実際の臨床において推奨される，と考

える

榛骨遠位端骨折における過去の CT分類としては

Henryの分類7)(図 3)や Rozentalの分類8)があるが，

細分化されておらず分類不能例が多かった.今回の

我々の分類は 9つの型に分類してあり分類不能例は

27例中 2例だけであった.

今後は症例数を増やし，さらなる検討をしていく

とともに，骨折型と治療結果の相関などを調べてい

きたい

なお今回，本分類Bl型のような Melon巴分類

typeの骨折は 1例も存在せず，本分類B4型のよう

な骨折が25例中 3例と多かった.これら 3例はす

べて 65歳以上の高齢者であった. この背景にある

ものとしては.馬島ら9))の「手関節背屈位での応

力分析の結果J(図 4)や.富沢ら10)の「骨粗露症女

性モデルにおける有限要素解析の結果Jが挙げられ
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wrist中間位

W吋st背屈位

図 4 馬島らによる榛骨手線関節面での応力分

布図

るが，さらに掌側宵間靭帯などの軟部組織も複雑に

関与していると思われるので，骨折メカニズムの解

明は容易ではない.今後さらなる検討が必要であ

る.

【まとめ1

1 榛骨遠位端骨折における 3D-CT分類を作成

し，関節面の骨折パターンを検討した.

2 背側の 2part骨折である Al型が最多であっ

たが，Melon巴分類のような Bl型は少なく， B4型

のようなY字骨折タ イプが比較的多く認められた.

3. 単純X線のみでは例え日手会会員でも関節面

骨折型の評価は難しい為 正しく診断する為に 3D-

CTを用い，2D-CTと併用して治療方針を検討する

ことを推奨する.

【文献1
1) Knir・k]L， et al. ln回 -arbc叫ar仕actureof the dis凶巴ndof 

the radius in young adults. J Bon巴JointSurg 68-A: 647-

659， 1986. 

2) Fleiss JL， et al. Measuring nominal sω]e agreement 

among many raters. Psychol Bull 76: 378-382， 1971. 

3) M巴loneCp， et al. Open treatm巴ntfor diplaced articular 

fractures of the distal radius. CIin Or出op202: 103-111， 

1986. 

4) M巴也 VM，et al. lmaging t巴chniquesfor distal radi us frac-

tures and rel昌tedinjuries. Orthop Clin North Am 24・

217-228，1993 
5) Katz MA， et al. Computed tomography scanning of inb'a-

articular dis包Iradius fractures: does it influ巴nc巴 treat-

ment? J Hand Surg Am 26 (3): 415-421， 2001. 

6) Neil GH， et al. Th巴 111日uenceof three-dimensional C0111-

puted tomography r巴constructionson the charact巴nza-

tion and treatment of distal radial fractures. Bon巴Joint

Surg 88-A: 1315-1323，2008 

7) Henry MH， et al. Distal radius仕actωe:Current con 

cepts. J Hand Surg 33-A: 1215-1227，2008 
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8) Rozental TD，巴tal. Evaluation of the sigmoid notιh with 

computed tomography following intra-articular distal ra-

dius fracture. J Hand Surg 26-A: 244-251， 2001. 

9)鳥島雅高ほか.手関節背屈位での応力解析.日手会

誌 23-2:23-26， 2006， 

10) 富沢一生ほか 三次元有限要素法による榛管遠位端

骨折発生のメカニズムの解析ー骨粗懸症の有無に

よる骨折発生様式の違い一 日手会誌 23-2:14-18， 

2006. 



日手会誌(JJpn Soc Surg H初 d)，第28巻 第3号 190-194，2011 

予常
‘'.lt..\. 園事，."，~

臨床症例における榛骨遠位端骨折用掌側ロッキング
プレートの遠位部スクリューの刺入位置の検討
とんどうひでのり いまたにじゅんや もりたにしろう たけした 晶ゆむ なかみち りょう かわかみゆきお

近藤秀則，今谷潤也，森谷史朗，竹下歩，中道亮，川上幸雄

以前に著者らは，人工骨に設置した掌側ロッキングプレート(以下VLP)の遠位部ロッキングスクリュー

の刺入位置を MultidetectorCTを用いて客観的に評価する方法を報告した.今回，小林メデイカル社製A叩・

Loc@ 11例， s位yker社製Var泊x@9例， Syn他国社製E油 a-.釘6αlarLCP-DRP@ 7例での固定術後の臨床症

例において同様の方法を用いて評価を行った.臨床症例での遠位部ロッキングスクリューの関節面支持部

は， Acu・Locでは中央， EAでは中央よりやや背側でほぼ直線状であったのに対し， Var泊xでは尺側は中央

で榛側に向かうにしたがい背側へと変化しており，これらは人工骨とほぼ同様の結果であった.また，各背

側骨片に刺入されていた遠位部ロッキングスクリューの本数に違いを認めた.さらに.遠位部ロッキングス

クリューの背側突出は，術者の手術経験が少ないほどその割合は高くなっており，羽P固定術後の合併症の

1つである伸筋健障害の発生を回避するためには遠位部ロッキングスクリューの挿入手技に対する技術的な

向上が重要であると考えられた.

【緒言】

榛骨遺位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

(以下VLP)による良好な治療成績が数多く報告さ

れ，手術的治療のGoldstandardとなってきている.

現在多くの VLPが臨床で使用可能となっている

が，その形状規格にはさまざまな違いがあり，どの

プレートを使用するのが最もよいのか明確な基準は

ない.著者らは第51回の本学会において，人工骨

に設置した VLPの遠位部ロッキングスクリューの

遠位骨片に対する刺入位置を Multide旬ctorCT (以

下MDCT)を用いて客観的に評価する方法を報告

した1) 今回，同様の方法を用いて臨床症例におけ

る評価を行ったのでその結果を報告する.

【対象と方法】

l.対象

当科において VLPで治療し，術後に MDCTを施

行した犠骨遺位端骨折27例を対象とした.その内

訳は，小林メデイカル社製Acu-Loc11例， s句 ker

社製Var泊x9例，そしてS卵白es社製E油 2・位ticu-

lar LCP-DRP (以下EA)7例であった.

受理B 2011/09122 

2，画像作成

MDCTを撮影し，ワークステーションを用いて，

それぞれの遠位部ロッキングスクリューに対して平

行な軸での MPR(multiplan紅白印国位uction)画像

を作成した(図1).

3.測定方法

違位部ロッキングスクリューに対して垂直な線を

関節面に向けて引き，関節面の背側縁と掌側縁との

交点 (D，P)を求める.その長さを 8等分した 9つ

の位置で関節面から遠位部ロッキングスクリューま

での距離 (L値(mm))をそれぞれ計測した(図1).

また，各VLPにおける背内側骨片，榛骨茎状突起

骨片に刺入されていた遠位部ロッキシグスクリュー

の本数.さらに，遠位部ロッキングスクリューの刺

入部における犠骨の掌側縁から背側最までの距離を

え榛骨の掌側縁から遠位部ロッキングスクリュー

の背側端までの距離をbとし， b/aが1を超える場

合を背側突出ありと定義し，遠位部ロッキングスク

リューの背側突出の割合を調査した(図1).

4.グラフ作成

各VLPの遠位部ロッキングスクリューを尺側か

らA・B・C'Dと定義した.そして，それぞれのスク

岡山済生会総合病院〒7叩-8511 岡山県岡山市北区伊福町1-17.・18
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図 1 画像作成・測定方法
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図2 結果Acu-lρc

リューにおける L値の平均値をグラフの左が掌側，

右が背側となるように示した.

【結果】

・関節面から遠位部ロッキングスクリューまでの

距離 (L値)

1. Acu-Loc :すべてのスクリューとも中央で L値

が最小となっており，最短の L値はスクリユー A

の中央で 2.7mmであった(図 2)ー

2. VariAx :尺側のスク リューは中央で，榛側へ

行くにしたがい背側で L値が最小となっており?

最短の L値はスクリュ-Aの中央で 2.6mmであっ

た(図 3). 

3. EA 尺側3本のスクリューは中央よりやや背

側で L値が最小となっており，最短の L値はス ク

リュ-Bの背側から 3/8の位置で 3.1mmであった

(図 4)

それぞれの遠位部ロッキングスクリューにおいて

L 値が最短となる位置を関節商側か らみた図にプ

ロットした各 VLPにおける関節面支持部の位置

は， Acu-Locでは中央，EAでは中央よりやや背側

で横方向に直線状となっていたが， 一方V紅込xで

は尺側は中央，権側へ行くにしたがい徐々 に背側へ

と変化していた(図 5)

・各背側骨片に刺入されていた遠位部ロッキング

スクリューの本数

背内側骨片に刺入されていた遠位部ロッキングス

クリユーの本数の平均は， Acu-Loc 1.7， V.紅凶x1.2， 

EA 1.4本であり，榛骨茎状突起骨片に刺入されて

いた遠佼部也ッ キングスクリューの本数の平均は，

Acu-Loc 3， Va工iAx1.4， EA2本であった(図 6)

・遠位部ロ ッキングスク リューの背側突出の割合

各 VLPの遠位部ロッ キングスクリューの背側突

出の割合は， Acu-Loc 12.9， Var凶x10.0， EA 10.7% 

であ り，1mm以上の背側突出を認めた症例は，

Acu-Loc 3.2， Var込x3.3， EA 3.6%であった また，

1*i者の手術経験の違いによる遠位部ロ ッキングスク

リューの背側突出の割合は，手外科専門医 8.1，整
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fH 可

図 5 各 VLPの関節面支持部

形外科専門医 11.5，研修医 16.1%であり， 1mm 【考察】

以上の背側突出を認めた症例は，手外科専門医 0， 現在多くの特徴的な VLPが臨床で使用可能と

整形外科専門医 3.8，研修医 6.5%であった(図 7). なってきているが，その仕様の詳細は明らかにさ

れていない 著者らはそれらを明らかにするべく，

人工脅に設置した VLPの遠位部ロッキングスク
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人工膏 3 2 

図 6 各背似IJ骨)'iに刺入されていた遠位昔日ロッキング

スク リューの木数

各VLPの背側突出の割合
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図7 遠位部ロッキングスクリューの背側突出の割合
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リューの刺入位置について詳細な評価を行った1)

今回，その結果を基にして臨床症例との比較を行っ

たが，臨床症例における各 VLPが関節面を支える

部位は，人工骨のそれとほぼ同様の結果となってい

たしかし，臨床症例での Acu-LocとVariAxの L

値の平均は人工骨の L値より大きく，遠位部ロッ

キングスク リューは軟骨下骨よ り蹴れて刺入されて

いた(図 8，9). Acu-LocとVar凶xでは臨床症例に

おいて人工脅より近位に設置されていたことを示し

ており，プレート設置面である犠骨掌側面の展開が

十分でなかった症例が存在したことが原因ではない

かと考えた.また，背内側骨片に刺入されていた遠

位部ロッキングスクリユーの本数は各 VLP問で異

なっていた(図 6). 中1iJ後の UlnarVarianc巴の矯正損

失は，同スク リューが 2本である場合 0.56mmであ

り， 1本である場合の 0.88mmよりが少ない傾向と

なっていたが有意差は認めなかった.この点につい

ては，更なる症例を積み重ねての検討が必要と思わ

れたさらに， VLP固定術後の合併症として伸筋

縫障害の報告も多くなってきており，重大な問題で

ある.遠位部ロッキングスク リューが背側骨皮質か

ら突出することによるスク リューの先端と伸筋腿と

の干渉が原因の 1つとされている2) 当科では本合

併症の発生を回避する目的でデプスゲージを多方向

へ向け計測するとともに 原則として i(実測値)

2mmJ の遠位部ロッキングスクリューを選択して

いる(図 10)3). スク リューの計測 ・挿入の手技が

正確に行われれば，スクリューの背側骨皮質からの

Acu'Loc 
臨床平均Bと人工骨b

7 いω ー一ーー一一 回目白白

o "ー ωω--一一… ω町一一ー町一“一 勾ー伊

..会宵tII

臨床平均Dと人工骨d
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194 臨床症例における VLPの遠位部スクリューの刺入位置

VariAx 

差測計

図 10 デプスゲージによる計測方法(今谷]MIOS2∞9
から引用)

突出の割合は0%となるはずである. しかし，実際

には各VLPともにわずかなものを含めれば 10%以
上の背側突出を認めた.また，術者の手術経験の違

いによる背側突出の割合は，手術経験が少ないほど

その割合は高くなっていた(図 7). このことから

も遠位部ロッキングスクリューの背側突出は，スク

リューの挿入手技に対する技術的な問題であると考

えられた.VLP固定術後の伸筋健障害の発生を回

避するためには，榛骨遠位端部の解剖の熟知と各

VLPの仕様の熟知が必須であり，それに加えて手

術手技の向上を目的としたワークショップや標本を

用いた実技講習などの教育システムの構築も重要で

あると考える.本研究の問題点の 1つとして症例数

が少ないことがあげられる.今後は更に症例数を増

やして調査を継続することに加え，他の VLPにお

ける評価も同様に行っていきたいと考えている.

【まとめ1
1)臨床症例における VLPの遠位部ロッキングス

クリューの遠位骨片に対する刺入位置について

MDCTを用いて調査した.

2)臨床症例における各VLPの遠位部ロッキング

スクリューは人工骨と同様に規格通りの位置で軟骨

下脅を支持していたが.両者の L値には違いがあ

り， Acu-LocとVar泊xでは人工骨より離れて刺入

されていた.

3)各背側骨片に刺入されていた遠位部ロッキン

グスクリューの本数には違いがあったが術後の矯正

損失に有意な差は認めなかった.

4)遠位部ロッキングスクリューの背側突出は，

術者の手術経験が少ないほどその割合は高くなって

いた.VLP固定術後の伸筋腫障害の発生を回避す

るためには遺位部ロッキングスクリューの挿入手技

に対する技術的な向上が重要であると考えられた.

【文献】
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前腕遠位部骨折に対して一期的手術として Sauvι
Kapandji手術を行った症例の検討、.-~. 

ahAEHM‘ なかしま吉〈畠 とう 吉とL 吉さ宮えいじ

中島菊雄*藤 哲**佐々木英嗣*

容器器盟

一
最近，高度な粉砕などにより成績不良が予測される前腕遠位部の骨折に対して，一期的に Darrach法や

Sauve-Kapandji手術(以下SK手術)を行う報告が見られるようになってきた.われわれは.2004年 10月

から 2010年9月の 6年聞に尺骨遠位部骨折後に一期的手術としてSK手術を行ったものについて検討した

対象症例は3例であり，高齢，尺脅開放骨折，精神疾患の合併など，成績不良を来たすと思われる因子が複

合したものであった.比較的若い 1例では良好な経過であったが，高齢の2例では.CRPS.著明な転位を

生じ，成績は不良であった.

SK手術を行う上で，榛骨のDRUJ部の強度が必要であり，この部分の粉砕や骨粗暴症が強い症例では良

好な固定性が得られない.骨折に対する一期的SK手術は難治が予想される症例に許容されるという位置づ

けであり，積極的に推奨されるものではない.適応は慎重にするべきである.

【緒言】

榛尺骨遠位端の粉砕骨折や開放骨折では，骨癒合

の遷延や，感染，拘縮.DRUJ不適合などにより治

療に難渋することがたびたびある.

最近，榛骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位部の骨

折に対して，一期的に槙骨骨接合術と併せてD紅-

rach法やSauve-Kapandji手術(以下SK手術)を行

う報告が見られるようになってきた.著者らは，榛

骨骨折の有無を問わず，骨癒合不良と予測される尺

骨遠位部骨折に対する一期的手術としてSK手術を

行った症例について検討した.

【対象と方法1
2004年 10月から 2010年9月の 6年聞に骨折に

対してSK手術を行ったものは8例であった.この

うち 5例は骨接合術や保存療法に失敗し. salvage 

としてSK手術を行ったものであり，一期的手術と

してSK手術を行ったものは3例であった.この3

例でSK手術を選択した理由は，高齢者の横骨遠位

部粉砕骨折に尺骨開放骨折を伴うもの2例，精神疾

患を有する患者の尺骨単独開放粉砕骨折 1例であ

り，成績不良を来たすと思われる因子が複合し，脅

癒合の遷延が予測されたものであった.

受理日 201V09118 

【結果】

尺脅単独骨折の若年例では良好な成績が得られた

が，高齢者の2例では.榛骨の固定力が不足し，転

位，短縮が生じたり.sα'ew. Kirschner wire (以下

K-wire)のゆるみが生じ，成績は不良であった.

症例提示

症例 1:36歳，男性.

現病歴:うつ病にて治療を受けていた.自殺を企

図し，睡眠薬を大量に服用し，ふらふらして路上を

歩いていて交通事故に遭い受傷した

身体所見:右手関節部の骨折のほか，顔面骨骨

折，多発肋骨骨折.肺挫傷，肝損揚，右足関節開放

脱臼骨折を合併していた.右手関節は，尺骨単独骨

折であるが.Gustilo 1の開放粉砕骨折であった.

治療経過:受診後直ちに開放創の洗浄・鑓合処

置，右足関節整復骨接合，気管切聞を行い.ICUで

の人工呼吸器管理が行われた.全身状態の改善を待

ち，受傷後2週にて右手関節手術を行った. Plate 

による内掴定を予定して手術を開始したが，頚部で

の粉砕が強い斜骨折であり，内固定は困難と考えら

れたまた，精神疾患のため，術後の安静が保てな

い可能性があること，再手術を極力避けたいことを

考えSK手術を行った.

*市立函館病院整形外科干041・8680 北海道函館市港町1丁目 10・1
紳弘前大学大学院医学研究科整形外科
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196 骨折に対する一期的Sauve-Kapandji手術

図 la 症例 1受傷時レントゲン像

図lb 症例1術後1年.骨癒合，alignment良好.

術後経過:術後 1年で，関節可動域は伸展 60.，

屈曲 60.，囲内 90.，国外 90.であり， s口巴w h巴ad部

に軽度の圧痛があるほかは愁訴はなく，成績は良好

である(図1).

症例 2・85歳，女性 .

現病歴 :自宅玄関前で転倒して受傷した.

身体所見:転位の無い右上腕骨頚部骨折と右犠骨

遠位の粉砕骨折，尺骨頚部の Gustilo1の開放骨折

を認めた.

治療経過:受傷当日には洗浄処置を行い， 3日後

に，SK手術を行った.携骨は粉砕，骨組怒のため

脆弱で，骨ペーストも併用した. しかし，尺骨頭の

良好な固定は得られず，K-w江己を近位方向へ斜め

に刺入した

術後経過 :術後， K-wireの刺激によると思われ

るCRPSを生じ，早期に K-wireの抜去を要した.

リハビリを続けたが，痔痛，拘縮を残し成績は不良

図2a 症例 2受傷時レントゲン像

図2b 症例2粉砕による不安定性強く，骨ぺー

ストを併用したが， Kirschner wireのゆ
るみ，刺激により CRPSを生じ，早期

にKirschnerwireの抜去を要した.

である(図2). 

症例 3: 85歳，女性 .

現病歴:屋内で転倒し受傷した.

身体所見:左様骨遠位の粉砕骨折と尺骨の Gusti-

10 1開放骨折を認めた.機管の粉砕は強く ，背側の

骨片の一部は皮下に移動していた.

治療経過:受傷後 11日目に骨ペース トを併用し

ての榛骨掌側 lockingplat巴での固定と SK手術を

行った不安定性が強いため術後 4週のギプス固定

を追加した

術後経過 :次第に様骨の短縮，尺屈が進行し，変

形を残して骨癒合した.術後 6ヶ月での可動域は

伸展 45¥屈曲30.，囲内 35¥ 回外 90.，握力 5.0Kg

(健側 10.0Kg)であり，関節可動域，握力ともに低

下し他党的評価は poorである(図 3). しかし，蒸

痛，不安定感なく患者は満足している.
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図3a 症例3受傷時レントゲン像

図 3b 症例 3locking plateにKirschnerwire. 

【考 察】

骨ぺーストを併用し，ギプス固定を 4

週行ったが，不安定性が強く擁骨は短

縮，尺屈して癒合した.

撲尺骨遠位端の粉砕骨折や開放骨折では，治療に

難渋することがたびたびあり，最近， 一期的に関節

再建術を行う報告や，榛骨のみを観lUl的に治療する

報告が見られるようになってきた

2005年に堀井らは高度に粉砕された撲尺骨遠位

部骨折の再建に，一期的 SK手術は有効であると報

告している1) 著者らも，以前は骨接合術を行って

いたが，尺骨の頚部から頭部にかけての骨折では

plateでも良好な固定性が得られないこと，尺骨開

放骨折の症例では骨癒合が不良なことが多いことを

経験し，成績不良が予測される尺骨遠位部骨折例に

対して SK手術を行った.しかし，症例 2では DRU]

固定 screw，K-wireが十分な固定性を得ることがで

きず，早期に K-wir巴のゆるみによる前進を生じ，

wlreの先端の刺激による痔痛から CRPS発症して

しまった症例 3では，掌側 plate，骨ペース ト，

ギプス固定の併用でも撰骨を支えきれず，転位を来

たしてしまった.尺骨を背切りしたために，安定性

がさらに低下してしまったものと考えられた. この

ように榛骨，特に DRU]の固定のための screwや

wlreが入る部分の粉砕や骨組露が強いものでは成

績は不良であったすなわち，粉砕骨折・骨粗彩症

による骨脆弱性の評価が甘かったものと言わさeるを

えない. 一期的手術としての SK手術は開放骨折や

強い粉砕など，主if:治が予想される症例に許容される

手術であり，積極的に推奨されるものではない.榛

骨遠位の粉砕したもの， fracture voidが大きいもの，

骨粗怒が強いものに対して一期的に SK手術や Dar-

rach手術を行うと尺側の支えが無くなり，症例 3

のように尺屈変形が進行する可能性が考えられるー

このように機管が非常・に弱い場合には，たとえ尺骨

の偽関節や変形が予測される場合でも，まず両骨の

骨接合に努め，榛骨の骨癒合が得られた後にも尺側

の愁訴が残れば SK手術を追加するという従来の手

順が良い.機骨の粉砕がなく，骨粗誌が軽度の尺骨

開放粉砕骨折が一期的 SK手術の良い適応と考え

る.適応は慎重にするべきである.

2008年には米田ら2)が， 2010年には後藤ら 3)が

Darrach法の有用性を報告している.特に，後藤ら

は Darrach法を 9例に，SK手術を 1例に行ったと

述べており， SK手術例の詳細は述べていないが，

SK手術よりも D紅白ch法が優れていると考えてい

るものと推察される.箸者らの症例では SK手術で

の成績は良好とはいえなかったが.症例が少ないた

め，手技上の問題なのか，高齢者の粉砕骨折には

SK手術は適していないのかは明らかではない.今

後の Darrach法と SK手術との比較検討が必要と思

われる.

難波らは，高齢者模骨遠位端骨折に合併した尺骨

頭骨折に対し，榛骨のみを固定し早期運動療法を行

うことで良好な成績が得られたと報告している4)

しかし，著:音らの症例は全例尺骨開放骨折であり，

骨膜も損傷していた このため，血流，安定性とも

に不良と考えられ，保存療法での良好な成績は期待

できないー

最近，尺骨遠位部に使用できる lockingplat巴が開

発されてきており，今後の尺骨遠位部の骨援会術の

成績向上が期待される これに伴い，粉砕の強い症

例も尺骨骨緩合に努めるべきか，一期的関節形成術
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198 骨折に対する一期的Sauve-Kapandji手術

を行うべきか，あるいは尺骨は保存療法のままでも

いいのかの再検討も必要になってくるものと思われ

る.

【まとめ】

榛骨のDRUJ以遠が比較的保たれている症例で

は， SK手術にて良好な成績が期待できるが，この

部分の粉砕や骨粗露が強い症例では良好な固定性が

得られず，成績不良となりやすい.

一期的手術としての SK手術は開放骨折や強い粉

砕など，難治が予想される症例に許容される手術で

あり，積極的に推奨されるものではない.遠位骨片

の粉砕や骨組露が強い症例への適応は慎重にするべ

きである.

Dar四 .ch法での良好な成績が報告されており，今

後， Darrach法と SK手術との比較検討が必要と考

えられる.

また，最近は尺骨遠位に使用できる lockingplate 

が開発されてきており，骨接合術の成績向上が期待

される.

【文献1
1) Horii E， et aI. The primary Sauve-Kapandji procedure -for 

trea旬lentof comminuted dis包1radius and u1nar企act官官s.

J Hand Surg 30B: 60・66，2005.
a米田英正ほか.境骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端

骨折の治療法一尺骨頭切除と尺骨骨接合一.日手会誌

25: 83-87， 2008. 
3)後藤真ーほか.高齢者の接骨遥位端骨折に合併した尺

骨遠位端骨折に対する一期的尺骨頭切除術.日手会誌

27:47・51，2010.
4)難波二郎.高齢者榛骨遠位端骨折に合併した尺脅遼位

端骨折に OR1Fは必要か?骨折29:680-683， 2007. 
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場議議

榛骨遠位端骨折例に対する掌側ロッキングプレート

固定術後の手関節早期他動運動療法、.-.'" 
可... q.$，.... ， : _4>'It'令宵

袋入目当事守
たさきかずゆき のなかのぷひろ かいだえい レ みやざきょういち あおやま たかし

田崎和幸六野中信宏¥員田英二件，宮111奇洋一件，青山 隆帥

著者らは，篠骨遠位端骨折例の術後セラピィにおいて，徒手的に手関節部以遠を遠位方向に牽引した状態

で行う手関節早期他動運動療法(以下 T.N法) を行っている.本報告では 掌側ロッキングプレートに

よる骨接合術後に T.N法を行った 87例 90手の治療成績を調査した. T.N法は術後平均 1.0週で開始し

ており，開始当初より安定した良好な手関節掌背屈可動域が獲得できていた 矯正損失は radialincIination 

平均 0.1度， volar tilt平均 0.2度，ulnar varianc巴平均 0.05mmと僅かであった T.N法は，榛骨関節面にか

かる負荷を可及的に軽減した状態、で術後早期から手関節運動を行う方法であり，骨癒合が得られていない時

期の運動としてより安全で有用な運動方法と考えている.

【緒 言】

著者らは，榛骨遠位端骨折例に対して手関節運動

による矯正損失を可及的に防止するため T.N法を

行っている1)2) 現在主流となった早期運動療法が

可能な掌側ロッキングプレート固定術例においても

同様に T.N法を用いており，その方法と成績を報

告する.

【対象と方法1

2007年 1月からの 3年間に当院で掌側ロッキン

グプレート固定術後に T.N法を行った男性 21例

23手，女性 66例 67手の 87例 90手を対象とした

受傷時年齢 18~89 歳(平均 65 . 7 歳)， AO分類A2: 

6手，A3: 17手， B3: 7手， C1 : 26手， C2: 24手，

C3: 10手であっ た T.N法開始時期は平均術後

1.0週であった.

基本的な術後セラピィプロトコルについて説明す

る.術後翌日より，浮腫の予防・軽減と骨折部およ

び手術侵襲部周囲での母指・手指の屈筋腿，伸筋1建

の癒着予防目的で患側手挙上位にて母指 ・手指の他

動および自動運動を行う この時の運動は全可動域

獲得を目標に進め，強力な運動にて骨接合部に負荷

がかからないよう注意する.また，愛護的な前腕回

旋運動も開始し，回外運動においては手関節尺屈位

で行う1)術後 1週の X線にて骨接合部が転位なく

受理日 2011/09/21 

図 1T. N法左背屈運動，右:掌屈運動

安定していたら T.N法を開始する.その方法は，

背周運動では対象者を仰臥位として上腕部もしくは

前腕部をセラピストの下肢にて国定し，手首皮線以

遠を強固に把持して遠位方向へ室長引したまま背屈す

る.さらにその状態を維持したまま中指~小指の他

動{111展運動加えて屈筋躍の伸張運動を行い，自動背

屈運動も行わせて終了する. 掌屈運動も同様な方法

で牽引したまま掌屈し，母指 ・手指の他動屈曲運動

を加えて伸筋腿の他動伸張運動を行い，自動掌屈運

動も行わせて終了する(図 1).骨癒合が得られた

ら握力強化を図るとと もに ADLでの穣極的な患側

手の使用を促す 最後に pushupできる手関節を獲

得させるために compr巴sSlon改訂CI認を行う 1)2)

本報告の方法として， T.N法開始後 1週， 2週，

4週， 8週時の手関節自動・他動掌背屈可動域の健

*愛野記念病院 リハビリテーション昔日 干854-0301 長崎県雲仙市愛野町甲 3838-1
u 愛野記念 病院整形外科
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200 境管遠位端骨折例に対する手関節早期他動運動療法

側上ヒ， X線評価では T.N法開始前と最終時の radi-

aJ incJination， volar tilt， ulnar varianceを比較し，矯

正損失の有無と程度を調査した.なお両手骨折例の

健側値は，全対象手の健側可動域の平均値として比

較した.

【結果】

T.N法開始後 1週， 2週， 4週， 8週経過時の健側

比は，自動背屈可動域は 72.3%，80.2%， 86.2%， 

94.8%で， 他動背屈可動域は 84.7%，87.9%， 93.4 

%， 97.8%であった.自身J掌屈は 73.7%，77.0%. 

82.0 %， 88.7 %で，他動掌屈は 80.4%， 86.1 %， 

89.9%， 94.8%であった.年齢別では，平均年齢の

65.7歳より若い例で自動掌背屈可動域が，また

AO分類別では Atyp巴で自動背屈可動域， Ctypeで

自動掌屈可動域に若干の低下を示す傾向があったも

のの概ね相違はなかった.X線評価では， radiaJ in 

cJination平均 0.1度， volar tilt平均 0.2度 ulnar

variance平均 0.05mmの僅かな矯正損失を認めた

また矯正損失を認めた 7手中 4手は掌側転位型関節

内骨折例であった.

[症例供覧1
48歳，男性，職業はトラックの運転手で， トラッ

クの荷台から転落して受傷した AO分類右 C3，

左 clの両榛骨遠位端関節内骨折の診断にて，受傷

後翌日に両手ともに Acu-IockdistaJ radius plateによ

る骨接合術を施行した.右犠骨遠位端背側には骨欠

損があり骨癒合までに時間を要したが，矯正J員失も

なく良好な関節可動域と筋力が獲得でき，術後4か

月で現職復帰した(図 2). 

【考察】

骨折の治療目標は，初期治療で得られた整復位を

維持しながら，良好な関節可動域と筋力を有する

useful handを獲得することであり，榛骨遠位端骨

折例においても同様である.整復位を維持するに

は.管癒合が得られるまで長期間安静国定すること

が望ましいが.それでは強固な拘縮が生じ，良好な

関節可思J域と筋力を有する us巴fulhandは獲得し難

いと言える 放に不安定型携脅遠位端骨折に対する

掌側ロッキングプレート固定術は，強固に内固定し

た上で早期からの運動療法と ADLでの患側手の使

用を可能とした画期的な治療法と言える. しかし

図2 受傷時のレントゲン

図2 術直後のレントゲン

図2 術後4か月のレントゲン

図2 術後4か月の関節可動域

。。
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図3 他動背屈運動右 :T.N法

図3 他動掌屈運動右 :T.N法

術後の矯正損失はなくなった訳ではなく，術後セラ

ピィにおけるリスクは軽減したものの骨癒合が得ら

れるまでの運動制限は必要である.

T.N法は， 手関節以遠を牽引することによって

僕骨関節面にかかる負荷を可及的に軽減した状態で

術後早期から手関節運動を行う方法であり，骨癒合

が得られていない時期の運動としては，より安全な

方法と考えている.図 32)は，実際の症例で通常の

他動運動と T.N法を比較したX線である. T.N 
法においては，被骨手根関節での関節裂隙の聞大が

認められ，運動による榛骨関節面への負荷は少なか

らず軽減できている と考えられる.そのため術後 l

週時から手関節他動掌背屈運動だけでなく 手関節最

大背屈位での中指~小指の屈筋腿他動伸張運動およ

び手関節最大掌屈位での母指 ・手指の伸筋躍他動伸

張運動をも行っている.母指 ・示指の屈筋腫他動伸

張運動に関しては，掌側ロッキングプレート による

皮下断裂が危倶されるため手関節中間位での他動伸

張運動に止めてお り，抜釘後に手関節最大背廊位で

の他動伸張運動を行っている.抜釘に関しては，拒

否例や活動性の低い例以外は行っており，術後 6か

月を指標に施行している.岡本らゆは，掌側プレー

トと屈筋腔の位置関係を超音波診断装置にて検討

し， FPL，示指 FDPはctistalbarの尺側 2穴部分を

走行していた と報告 しており， FPLおよ び示指

FDPの皮下断裂には注意を払う べき と考えてい

る また，手関節掌屈 ・背屈時の屈筋腿の動態を観

察し，各躍は手関節の肢位に影響されず，明らかな

腿の形態変化や変位は認めなかったと報告している

が，その時の母指・ 手指の肢位については言及され

ておらず，セラピストが母指 ・手指の屈筋臆癒着改

善目的で行う手関節最大背屈位での粗筋臆他動伸張

運動を行った場合は，何らかの形態変化や変位が認

められるのではないかと著者は予測しているー

今回の結果から，X線評価では僅かな矯正損失を

認めただけで，T.N法開始 1週経過時より対象の

年齢および骨折型に関係なく ，安定した良好な手関

節可動域が獲得できており，その有用性が示唆され

た.矯正損失は必ずしも T.N法の影響とは言い難

いが，矯正損失を 7手に認め，その内 4手が掌側転

位型関節内骨折例であった長田ら4)は，掌側転位

型関節内骨折例が転位しやすい原因として，手根骨

の羽I1圧力が集中しやすい掌側部に骨折線が発生しや

すく，多くの掌側ロッキングプレートでは掌側の軟

骨下骨に接しての lockingpinやlockingscrewの刺

入は構造上不可能なためと述べており， T.N法に

おいても掌側部に負荷がかかりやすい掌屈運動時な

どは特に十分な牽引を行う必要があると考えられ

た.

【まとめ】

掌側ロッキングプレート固定術を施行した機骨遠

位端骨折例に対して，術後早期より手関節他動掌背

Ja運動をする T.N法を行い，早期より安定した良

好な手関節可動域が獲得できていた. T.N法にお

いては，榛骨手根関節の関節裂隙を聞大により榛骨

関節面への負荷が軽減できていると考えられ，骨癒
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合が得られていない時期の運動として有用な方法と

考えられた.

【文献1
1)田崎和幸ほか.身体作業療法クイックリファレンス.

第四.東京.文光堂. pp29ω11，2008. 
2)野中信宏ほか.榛骨遠位端骨折例に対する手関節可動

域早期獲得への徒手的他動掌背屈運動.日本ハンドセ

ラピィ学会誌3:27-36， 2010. 
3)岡本雅雄ほか.榛骨遠依端骨折に対する掌側プレート

の合併症(第2報).日本手の外科学会雑誌 25:801・

804，2009. 
4)長田伝重ほか.掌側転位型榛骨遠位端関節内骨折に対

する学側ロッキングプレート固定の治療成績と問題

点日本手の外科学会雑誌24:270・274，2007.
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一施設ー執万医による榛骨遠位端骨折に対する
MIPO法と従来法との治療成績の比較、 E ・ @

a、'.filoA;*.rtt.'" ふじわらたつじ すぎもとみずお

藤原達司*杉本瑞生判

【はじめに】一施設ー執万医における従来法と MIPO法での治療成績の比較検討を行った.

【対象と方法】従来法は 14症例 14手，男性4例，女性 10例，平均年齢64歳，平均診療期間 14.4か月で，

骨折型はAO分類でA2:1例， A3:2例， B2: 1例， C2:2例， C3:8例であった MIPO症例は， 13症例 13手，

男性3例，女性 10例，平均年齢65.6歳，平均診療期 11.2か月で，骨折型はAO分類でA2:2例， A3:6例，

C2:2例， C3:3例であった.

【結果】術後 1か月での掌屈・回外運動において， MIPO群で優位な有意差を認めた.手術時間について

はMIPO群の方が有意に長い結果であったその他臨床学的評価，X線学的評価共に有意差を認めなかった.

【考察}骨癒合の促進や臨床学的評価の向上が期待される MIPOであるが，我々の検証では，従来法と比

して有意差を認めなかった.

【緒言】

榛骨遠位端骨折に対し， minimally invasive plate 

osteosyn曲目is 以下MIPO) を用いた治療報告は

多数存在するが1}2)3)4) 従来法との治療成績の比較

研究は 2報告のみであるaω.今回我々は， MIPO 

の特性を明確にする目的で，一施設ー執刀医におけ

る榛骨遺位端骨折の従来法と MIPO法の治療成績

の比較を行った.

{対象と方法】

2008年7月から 2010年2月の期間，掌側ロッキ

ングプレートを用いた榛骨遠位端骨折症例を対象と

した.手術は， 2008年7月から 2009年6月まで全

例Henryアプローチ法に基づいた方形囲内筋を切

開する方法で行った(従来法).2009年7月からは

MIPOを導入し，まず同法での手術を計画した術

前や術中に MIPOでの手術遂行困難と思われた 2

症例は，従来法に術式変更した (1例は白n回 1de-

pression typeで術前に変更， 1例は，月状簡を含む

掌尺側骨片が整復困難なため術中に変更).本研究

の対象はこれらのうち， 6か月以上経過観察し得た

症例とし，1.尺管遠位端を除く同側上肢の骨折合

併症例(例:舟状骨骨折，上腕骨骨折)， 2.質疑応

受理日 201ν10/02 

答不能な認知症症例， 3. MIPOから従来法に術式

変更した2症例を除外した.結果，従来法は 14症

例 14手，男性4例，女性 10例，平均年齢 64歳 (22・

88歳)，平均診療期間 14.4か月 (6・28か月)で，

AO分類に基づく骨折型分類は， A2:1例， A3:2例，

B2:1例， C2:2例.C3:8例であった(以下従来法

群).MIPO症例は， 13症例 13手，男性3例，女

性 10例，平均年齢65.6歳 (22・83歳，平均診療期

11.2か月 (6・18か月)で， AO分類に基づく骨折型

分類はA2:2例， A3:6例， C2:2例， C3:3例であっ

た(以下MIPO群).

手術法について，従来法では約3・5cmの皮切で

展開し，プレート固定後可能な限り方形囲内筋を修

復した.MIPOは，過去に報告した方法7)で手術を

施行した.簡単に説明すると，近位 1cm遺位1.5cm

皮膚を縦切開し，榛側手根屈筋榛側を展開.遠位皮

切部よりプレートを方形囲内筋下に滑り込ませ，そ

の後condylarstabilizing法によって整復固定した.

使用機材は，従来法では 7例で StellarPlate TM (日

本ユニテック，名古屋)， 6例でAcu-LockPlate™ 
(Acumed. Hillsboro， USA) ， 1例でSmartLock™ 
(S位yker，Genova， Switzerland)を用いた. MIPO法

では 10例で Acu・Lock，1例で SmartLock， 2例で

寧大阪府立急性期総合医療センター〒547・0034 大阪府大阪市住吉区万代東3-1・56
紳緑風会病院整形外科
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E対ra・危討叩larLCP Dista1 Radius Plate TM (Syn血.es，

Westchester， USA)を用いた.

麻酔法については従来法の3例を全身麻酔で，エ

コーガイド下による Kule出ampff法8)導入以降は

MIPOを含め全例同法による麻酔で手術を行なっ

た.

評価項目は，臨床評価として ROM，握力対側比，

患者自身の機能満足度 (10point analog scale;受傷

前手関節機能を 10点)を術後 1，2，3，6か月と最終

診療時に評価した.G紅白nd血 dWerley score， Mayo 

wrist s∞Ire， DASH s∞Ire，患者自身の手術痕に対す

る満足度 (5point analog scale)を最終診療時に，そ

の他手術までの待機期間，手術時間，合併症につい

て評価した.

X線学的評価として，最終診療時の各パラメー

ター (radial泊clination，vol紅 tilt，ulnar varien偲)，矯

正後損失， X線2方向での架橋仮骨を条件とした骨

癒合時期について評価した.また，関節内骨折につ

いては，関節面整合(gap，step-off)を術直後，最

終診療時に評価したこれら X線学的評価は，医

用画像情報システム Synapse加(富士フィルムメ

デイカル，東京)を用いて行った.また，骨折型別

治療成績の比較を行う目的で，各群をそれぞれAO

type NBと句碑 Cに分け，それぞれの骨折型での

両群の DASHscoreについて比較した.

各項目についてMIPO群と従来法群聞で有意差

がないとする帰無仮説を立て.有意水準を 0.05と

した.ROM，握力対側比，機能満足度， Gartl祖 d

and Werley s∞，re， Mayo score， DASH score，手術痕

に対する満足度.手術までの待機期間，手術時間，

各パラメーター，骨癒合時期についてはMann-

Whitney U検定で，性別，骨折型についてはχ2乗

検定を用いて統計処理を行った.

【結果】

患者背景について，両群聞で有意差を認めなかっ

た(表1).臨床評価について.可動域については，

術後1か月での掌屈・回外位において，従来法群と

比して MIPO群で優位な改善を認めた.また，術

後2か月での掌屈位において，有意差は認めなかっ

たものの有意確率が0.05以上 0.1未満と従来法と

比して MIPO群で優位な傾向を認めた.その他の

可動域については，両群聞での有意差を認めなかっ

た(図1).握力対側比，患者機能満足度(図 2)，

表 1 患者背景

健課訟欝 回阿曽 ，値

車者肱 14 13 

男憧 4 2 
曽g， 0.7 

書官 10 10 

受属崎毎回 制薗抱2-i111) 時.811位ト回】 0.8 

回腐銅固 14.~ #l曲-28】 11.2か月恒ー18) 0.2 

A2:1，A'3・2，82:1 T:J.:2，A'3宕
骨揖堕 0.2 

C2:2.C3・自 ロ:2.C3:3

血岨町? LCP.DRPヨ

使周プレ・4
A冊~.t:' A.・~由:10

s .. 皿Lo.lc:1 ~叫Lo.lc:1

Gartl釦 dand Werley (従来法群:1.3 point， MIPO群:

1.3 point)， Mayo score (従来法群:90.4 point， MIPO 

群:88.3 point) ， DASH score (従来法群:13.1 point， 

MIPO群:14.6 point)，手術痕に対する満足度(従

来法群:4.7 point， MIPO群:4.8point)について.

それぞれ両群間で有意差を認めなかった.合併症と

しては.従来法群， MIPO群共に EPL断裂を 1例

ずつ，またMIPO群においてプレート除去を要し

た長母指屈筋腫炎を 1例認めた.手術時間は，従来

法群で平均86.1分，阻PO群で平均 104分と MIPO

群の手術時聞が有意に長い結果であった(表2).

X線学的評価について.各パラメーターの結果

は，従来法群で， radial inclination 21.9.， vol富山

10.6¥ulnar varience 0.3 mm， MIPO群で， radial in-

clination 19.2"， volar tilt 9.3". ulnar varien田 0.2mm

とそれぞれ有意差を認めなかった矯正後損失につ

いては，従来法群で ulnarvarien白1.5mm，MIPO 

群では ulnarvarience 3 mmの矯正後損失をそれぞ

れ1例ずつ認めた.また関節画整合については，術

直後従来法群で 1・2mmのgapを2例認めたが，最

終診療時には脅癒合により消失していた. MIPO群

では術直後.最終診療時共に 1mm以上の gaP.

step-offを認めなかった(表3).

次に骨折型別 DASHscoreの比較結果について.

typeNBでは従来法群 4.9po泊.1， MIPO群 4.8point， 

type Cでは従来法群 16.6po泊ts.MIPO群 28.2

pointsであった.各骨折型において両群聞の DASH

S∞Ireについて有意差を認めなかった(表4).

【考察】

構骨遺位端骨折に対する MIPOは美容のみなら
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臨床学的評価G&W:Gar世田d血 dWerley， Mayo : Mayo wrist 
score， DASH : DASH score. E : Excellent， G : G∞d. 

従来訟欝 MIPolf pli直

1.3:1: 1.3 1.3:1:2.0 0.9 
G&.W 

E:13.G:1 E:IO.G:3 

90.4土6.6 88.3土6.9 0.7 
MalO 

E:8.G:6 E:8.G:5 

DASH 13.1 :1:15.4 14.6士18.411 日五

手衛星智=対する満足度 4.7土日.5 4.8土日.4 0.5 

手術待鶴期間{目) 8.3:1:7.9 6.5土3.4 0.5 

手術時間I分} 86.1士20 104士14 同訓 | 

EP凶百裂:1 EP凶fiti・1
合併症

FPU謹炎:1

表2

温存や同筋機能温存など生物学的活性の保護による

骨癒合の促進や臨床学的評価の向上が見込まれると
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ず，関節周囲組織損傷による関節拘縮や落痛の予

防，方形囲内簡を温存することによる骨折部の血行
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表3 X線学的評価 UV: ulnar varience 

従来諒欝 MlPOII ，健

目白liacliDo:由且 21.O企3.0 19.3土4.7 0.1 

帽 lar由 10.6ま4.2 9.3企3.1 0.4 

芭lMr'Ariac:e 0.3企0.9 0.2企1.6 0.9 

1 1 
構軍復調失

W:1.5mm W・3mm

p，量1_ 2 。
術革鰻

st曙・oOi!:1.... 。 目

p.piJII1ID. 。 目
母線路露崎

st叩司自 1.... 。 B 

表4 骨折型別 DASHs∞re

報告されている1)このため MIPOの治療成績は従

来法より優位であろうと仮説されるが，我々の研究

では， MIPO群が従来法群と比して優位であった点

は，術後1か月の早期における掌屈・囲外運動の改

善のみで，その他の項目では MIPO群の優位点を

認めなかった.過去の MIPOと従来法の比較研究

でも術後早期に限る一部の可動域改善が有意差とし

て認められてはいるが5) 最終的には臨床評価・ X

線学的評価で有意差を認めなかったことが報告され

ており5)6) 我々の研究と同傾向であった.MIPO 

で期待された臨床評価の改善は，各群を AOtypeN

BとtypeCに分け DASHScoreを比較検討した結果

においても，両群ともに脅折型が複雑化するほど成

績が低下する傾向であり，有意差を認めなかった.

Slutskyらによると，榛骨遺位端骨折の予後を左右

する因子は多数存在し，たとえ解剖学的整復位を得

られたとしても治療成績不良例が存在することが報

告されているω. このためいくら掌側軟部組織を温

存する MIPOで解剖学的整復位を得ても，臨床成

績の改善には至らなかったのではと考える.むしろ

小切開であることによる手術の長時間化や，測定値

はないが.放射線被爆の長時間化も余儀なくされる

などの短所が判明した.またプレート挿入時に方形

囲内筋を損傷させても創が小さいためこれを確認で

きないこと Orbayらが推奨する屈筋臆炎・断裂を

予防するのに重要である intermediate fibrous tissue 

によるプレートの被覆叫がMIPOでは困難である

ことなども短所として挙げられる.期待された骨癒

合期間や手術痕への満足度も改善を認めなかった.

脅癒合については，軟部組織を温存した掌側面の仮

骨はプレートのため確認できず，結局は両手法とも

侵襲を加えない側面や背側での仮骨の確認となった

ため有意差が生じなかったのではと考える.また手

術創に対する満足度であるが， MIPOでも全長 2.5

cm程の創となり，従来法の 3・5cmと比して患者に

とっては明らかな差とはなり得なかったのかもしれ

ない.

結論を出すには症例数が少なく使用したプレート

にもばらつきがあるため 今後の追試を要すると思

われる.また， MIPOで対処困難な関節内骨折2例

を対象外としたことで，比較試験としては問題があ

る.しかし.治療成績が劣るであろう関節内骨折2

例を MIPOから除外したにも拘わらず，治療成績

でMIPOの優位性が乏しかったことや，上記のプ

レート周囲の軟部組織の問題点を考臆すると，榛骨

遠位端骨折に対する MIPO法の適応は慎重に考慮

すべきであると思われた.

【まとめ1
1.境骨遠位端骨折に対する MIPOの有用性を検

証する目的で同法と従来法との治療成績を比較し

た.

2. MIPOでは従来法と比較して可動域の一部で

早期回復を認めたが，その他の臨床評価・ X線学的

評価では同法の優位点を認めなかった.

3. MIPOではプレートと屈筋腫聞の介在軟部組

織の修復が困難であり，屈筋腫損傷が危倶され，適

応を慎重に考える必要があると思われる.
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新鮮月状骨周囲脱臼および、月状骨脱臼の治療成績
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名倉一成て国分毅帥，美舵泰帥，牧野健紳*藤岡宏幸料**黒坂昌弘榊

"'"鐙綴認留

一
月状骨周囲脱臼および月状骨脱臼は比較的まれな外傷であり，手関節は複雑かつ高度に損傷される.また

新鮮例の整復は比較的容易であるが，脱臼整復のみでは手根不安定性を残すものがあり，近年では靭帯修復

の有用性が報告されている.本研究では，新鮮月状骨周囲脱臼および月状骨脱臼の治療成績， X線学的評価

について検討を行った.新鮮月状骨周囲脱臼および月状骨脱臼 19例は，全例早期に整復され，臨床的には

比較的良好な成績が得られていた.開放性損傷を伴った症例やI.IV型では 手根配列異常をきたさないよ

うに，初期治療において観血的整復に加えて靭帯修復や靭帯再建を考慮する必要があり，それぞれの分類に

応じた治療を行うことが重要であると考えられた.

【緒言】

月状骨周囲脱臼および月状骨脱臼は比較的まれな

外傷であるが，手根骨脱臼では最も頻度が高く，ま

た手関節は複雑かつ高度に損傷される.また新鮮例

の整復は比較的容易であるが，脱臼整復のみでは手

根不安定性を残すものがあり.近年では靭帯修復の

有用性が報告されている1)心的8)9)

本研究では，新鮮月状骨周囲脱臼および月状脅脱

臼の治療成績，X線学的評価について検討を行った.

【対象と方法1
1994年から 2010年までに治療を行った新鮮月状

骨周囲脱臼および月状骨脱自の 19例拍手(男性

18手，女性 1手)を対象とした.受傷時年齢は 18

歳から 71歳(平均34.8麓)であり，受傷機転は交

通事故 11手，スポーツ外傷3手，転落3手，その

他2手であった Green&O'Brien分類3)でI型4手，

H型9手.IV-A型5手， IV-C型 1手で，掌側の開放

創を伴った症例が2手(ll型 1手， IV-C型 1手)で

あった.受傷から整復までの期間はO日から 14日

(平均 4.0日)であり，追跡調査期間は 4.5か月か

ら5年(平均 1.2年)であった.

全身麻酔下に治療を行い，非観血的整復を 7手.

観血的整復を 12手に施行した(表1). 1型は4手

受理日 2011/09/24 

表 1 分類別の整復方法

Type(n) 観血的聾復 非観血的整復
1 (4) 2 2 

11 (9) 6 3 

111 (O) 

立血

。
4 

0 

2 

全例に観血的脱臼整復を行い，三角月状骨間および

舟状月状骨聞をピンニング固定した.そのうち 1手

にスーチャーアンカーを用いて掌側から舟状月状

骨間靭帯の修復を行った.舟状骨骨折を伴う E型

の9手は，脱臼整復後に Herbertsα"ewおよびDTJ

sαewを用いて舟状骨骨折に対する骨接合術を全例

に行った.三角月状骨聞に不安定性を認めた 7手に

三角月状骨間のピンニング国定を行った.また開放

創を伴った 1手に掌側から靭帯修復術を追加した.

IV-A型は， 2手に非観血的脱臼整復後にピンニング

を施行し， 1手に合併した舟状骨骨折に対し骨接合

術を行い.3手に観血的脱臼整復後，舟状月状骨間

靭帯および三角月状骨間靭帯を縫合し，ピンニング

を行った.IV-C型は，観血的脱臼整復後に舟状骨

をDTJsα"ewで固定し，背側手根骨間靭帯修復を

行った後に三角月状骨聞をピンニング固定とした.

・神戸労災病院 整形外科〒回1・0053 兵庫県神戸市中央区箆池通4-1・23
紳神戸大学大学院整形外科
帥傘六甲アイランド病院整形外科
紳H 兵庫医療大学 リハビリテーション学部
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全例，術後4から 8週間の外固定を行った

検討項目は，最終経過観察時の可動域.Cooney 

ら2)の評価を用いた臨床成績と X線学的評価として

Carpal height ratio， Radioscaphoid angle (以下， RS 

angl巴)，Radiolunat巴angle(以下， RL angl巴)である.

また，RL angleが健側と比較して 10'以上を DISIあ

りとした

【結果】

合併した舟状骨骨折に対 して骨接合を施行した

11手中 3手 (U型 2手， IV-A型 I手)に偽関節が

生じた それらに対して，受傷後 6週から 6か月で

腸骨からの骨移植を用いた DTJscrewによる骨接合

術を行った最終経過観察時には全例元の活動レベ

ルに復帰していた 最終経過観察時の平均可動域

は，背屈 65¥ 掌屈 62'で握力の健側比は 76%で

あったまた Carpalheight ratioは平均 0.53でRa-

dioscaphoid angl巴は平均 57.9¥ Radiolunateangleは

平均 5.9'であっ た.舟状月状骨解除!Eを5手 (I型 3

手， II型 1手， IV-A型 1手)に認めたが，月状三

角骨解離を認めた症例はなかった.全症例中9手に

DISI変形を認め，舟状脅偽関節となったH型の 2

手を除くと， 1， IV型に多く認められた(表 2).ま

た DISI変形を認めた症例は， 1型の観刷的整復を

行った 1手と非観血的整復を行った 2手に，II型の

観血的整復後に舟状管偽関節となった 2手および掌

側の開放創を伴った 1手に， IV型の観j血的整復を

行った l手および、掌側の開放創を伴った 1手に加え

て非観血的整復を行った 1手であった. Coon巴yら

の術後臨床評価は巴xc巴llent4手， good 8手，fair 7 

手(平均 79point)であった(表 3). 

症例呈示

症例 :61歳，男性.

主訴・右手関節痛

現病歴:作業中に機械で受傷し，右月状骨脱臼お

よび正中神経麻痩を伴う Green&O'Brien分類 I型

を認め，当院を紹介受診となった(図1).

手術所見:背側切開を行い観血的脱臼整復を行っ

た後に，掌側切聞にて手根管開放術とスーチャーア

ンカーによる舟状月状骨間靭修復を行った.さらに

背側榛骨手根間靭帯を修復し，舟状月状骨間および

月状三角骨問のピンニング固定を行った(図 2). 

術後経過:術後は 4週間のギプス固定と術後6週
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表 2 DISI変形の有無

Type (n) DISI (+) DISI(-) 

1 (4) 3 1 
Il (9) 3 6 
III (0) 。 。
IV伍i 3 3 

表 3 臨床評制点数

~ Excellent Good Fair Poor 

I 。 1 3 。
II 4 4 1 。
III 。 。 。。
IV 。 3 3 。

図 1 受傷時単純X線写真

図2 術直後単純X線写真

聞のピンニング固定を行った.術後 1年の最終経過

観察時には，痛みはなく ，正中神経麻療も回復した

が，握力は健側比 67%，可動域は健側比の可動域

は掌背屈 50%，回内外 90%で，元の活動レベルに

復帰していた Cooneyらの術後臨床評価は 70点で

fairであった.Carpal height ratio 0.54， RL angl巴10

で DISI変形や舟状月状骨離開を認めたが，月状骨
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図3 最終経過観察時単純X線写真

三角骨離聞は認めなかった (図 3).

【考察】

月状骨周囲脱臼および月状骨脱臼は比較的まれな

外傷であり，診断や治療に苦慮する場合がある1)

月状骨周囲脱臼は May包巴Idら7)の報告によると，受

{易機転として手関節の背屈強制により，撲骨有頭骨

問および榛脅舟状骨，舟状骨月状管問靭帯が損傷さ

れることから始まり，有頭骨背側脱臼，様骨三角骨

問および‘尺骨三角靭帯などが順に破綻することによ

り発生する.さらに， 背側の榛骨手根骨間靭帯まで

損傷されると月状骨脱臼になると考えられている.

これらの病態における新鮮例での初期治療では.ま

ず解剖学的整復が行われるべきである2)4)6)9)

早期に徒手整復が施行され，ギプス固定や経皮的

ピンニングによる固定が行われた症例の中に臨床的

には良好でも， X線上， DISIや月状骨三角骨離聞

が残存するような症例がある4)9)10) そのため，掌

側や背側の靭帯修復を推奨する報告もあり， 三浪ら

は月状骨脱臼に伴って発生する手根不安定性は臨床

成績不良の原因であると報告している8) 自験例で

は，月状骨三角骨離聞を認めた症例はなかったが，

1， IV型に DISI変形が多く認められた これは開放

性損傷(II型 1手， IV-C型 1手)や gr巴at巴rarc In-

JUryである IV型の症例に対して，観血的整復およ

び靭帯修復を行ったが，靭帯の損傷が強かったため

に修復が不十分となり DISIをきたしたのではない

かと推察した.また月状骨脱臼は，月状骨周囲脱臼

の高度な損傷と考えられ，受傷時の外力の大きさが

不安定性の残存の要因となった可能性が考えられ

た自験例では非観血的整復を行った全症例に加

え，観血的整復を行った症例において DISI変形を

認めた. このことから I型には，観血的整復および

靭帯修復や靭帯再建が必要であると考えられたす

なわちよりよい臨床成績のために. 1， IV型や開放

性損傷を伴った症例の初期治療において靭帯修復や

靭帯再建の重要性が示唆された

また今回の症例の多くは H型であり，舟状骨骨

折の治療を適切に行い良好な骨癒合が得られたた

め，過去の報告3)4)9)と同様に治療成績は安定して

いた Gr巴m らも II型では舟状骨骨折が解剖学的

に整復されれば，必ずしも観血的整復術を行う必要

がないと述べている3) しかしながら，自験例で掌

側の開放創を合併した症例は観血的整復および靭帯

修復を施行したが， DISI変形を認めた. これらよ

り，隠放創を合併した症例に対しては靭帯損傷の修

復が不十分であった可能性が示唆され，今後は靭帯

再建も考慮する必要があると考えられた.

最終の経過観察時には 19手中 12手が good以上

で¥比較的良好な治療成績が得られた しかし，術

後臨床評価は良好であっても X線上で手根背屈変

形や舟状月状骨解離を残す症例が認められたレン

トゲン所見は必ずしも臨床成績に関連せず，全例に

関節症性変化を認めた報告5)もあるが，今後の長期

的な経過観察が必要である と考えられた.治療に際

し十分に脱臼機序を推測することは重要であり，将

来手根配列異常を引き起こさず良好な手関節機能を

維持するにはそれぞれの分類に応じた適切な治療が

必要であると考えられた.

【まとめ】

新鮮月状骨周囲脱臼および月状骨脱臼 19例の治

療成績を検討した全例早期jに整復され，臨床的に

は比較的良好な成績が得られていた.開放性損傷を

伴った症例や 1，IV型では，手根配列異常をきたさ

ないように，初期治療において観血的整復に加えて

靭帯修復や靭帯再建を考慮する必要があり，それぞ

れの分類に応じた治療を行うことが重要であると考

えられた
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高齢者 Colles骨折に対する手関節背屈位ギプス固定の

治療成績
い由うえさと L ひや〈なかっふみ たま告やす申書 たなかやすゆき 〈りやましんいち かb いやすっぐ

井上悟史，百名克文，玉置康之，田中康之，栗山新一，川井康嗣

【目的}高齢者 Colles骨折に対する手関節背屈位ギプス固定の治療成績を検討したので報告する.【方法】

平成 18年8月から平成22年10月まで， Colles骨折に対して手関節背屈位ギプス固定にて治療した 60歳以

上の 13例 13手を対象とした.検討項目はレントゲン評価，可動域・握力，機能評価は DASHs∞reを用い

て行った【結果】 p曲n紅白tは健側平均 12.4'，整復前・22.9¥骨癒合後10.3'と良好な整復位を維持できた.

ulnar v.紅包n白は健側平均 0.7mm，整復前2.5mm，整復直後0.8mm，骨癒合後2.9mmとplusvarianceにな

る傾向があった.可動域の健側比率は，全可動域で平均 80%以上に回復しており，握力は平均 69.8%(18 

--118%)であった.DASH scoreは平均 8.5点と概ね良好な結果であった.【考察・結論】本治療法は ulnar

plus varianceになる傾向を認めたが，高齢者に対しては機能障害を残しにくく，有用な治療法であると思わ

れた.

【緒言】

榛骨遺位端骨折に対する治療法として，プレート

固定法は固定力に優れており，その良好な成績が多

数報告されている.しかし，手術侵襲・医療費につ

いて考慮すると，ギプス固定等の保存的治療で機能

的に回復するのであれば保存的治療を選択する利

点はあると思われる.著者らは高齢者 Colles骨折

に対する手関節背屈位ギプス固定の治療成績を，

retrospectiveに検討したのでその有用性について報

告する.

【対象と方法】

平成 18年8月から平成22年 10月まで， Colles 

骨折に対して手関節背屈位ギプス固定にて治療を

行った 13例 13手を対象とした 60歳未満，掌側

脅皮質が粉砕しているものは除外した.関節内に骨

折が及んでいても，レントゲン所見で関節面の gap

が1mm未満であれば含めている.また， palmar 

出t・10度以上， ulnar variance5mm以下を整復の目

標にし，目標に達しない場合は除外することにした

が，そのことを理由として除外になった症例はな

かった.内訳は男性2手，女性 11手，受傷時年齢

は平均 74.2歳 (64--96歳入経過観察期聞は平均

受理日 2011/09/29 

47週 (8--130週)，受{易機転は全例転倒であった.

AO分類はA2が6手，A3が3手， Clが2手， C2 

が2手であった.

初回整復時は血腫内麻酔を行い，透視下に整復し

ギプス国定を行った.その後はギプスが緩めば巻き

なおしを行い，固定期間は4週間とした.ギプス固

定中は手指の運動を促し，固定終了後はそれに加え

て手関節の全可動域での自動・自動介助運動を行っ

た.

検討項目はレントゲン所見での palmartilt • ulnar 
inclination • ulnar var凶lce，最終調査時の可動域・

握力の健側比， DASH scoreとした.

【結果】

palmar tiltは健側平均 12.4'(3--20')で，整復前

・22.9'(-39--・8')が整復直後 14.6'(6--27')に改善

し，最終的には 10.3'(・10--20')と比較的良好な整

復位を維持できた(図1).凶narinclinationは健側

平均26.6'(22--34')で，整復前 15.8'(2--21')が整

復直後21.6・(15--28)にやや改善したが，最終的に

は18.3'(14--27')と再転位を認めた(図 2).ulnar 

vari組問は健側平均 0.7mm (0--2 mm)で，整復前

2.5 mm (0--7 mm)が整復直後0.8mm (0--3mm)に

日本赤十字社和歌山医療センター干臼0・8558 和歌山県和歌山市小松原通悶丁目 20
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やや改善したが，その後徐々に転位が進行し，最終

的には 2.9mm (1 ~5 mm)のplusvarianceとなった

(図 3).可動域の健側比率は，全可動域で平均 80%

以上に回復しており，握力の健側比率は平均 69.8%

(l8~ 1l8 %) であった(図 4). DASH scor巴は平均

8.5 点 (0.8~37.1 点)と良好であ っ た.また，手関

節尺側痛や DRUの不安定性を生じた症例は無く，

皮膚潰療等のギプスに起因する合併症は認めなかっ

た.
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図4 可動域・握力の{建側比率

代表症例

72歳女性，整復前は palm訂 tilt-25¥ ulnarvari-

ance 2 mmと背屈転位が著明であった.整復直後

はpalmartilt 15¥ ulnar variance 0 mmと整復され，

最終的には palm紅白lt5¥ ulnar varianc巴2mmと比

較的良好な整復位で骨癒合した最終調査時の可動

域は掌屈 85¥ 背屈 90"，囲内 100¥ 回外 90¥ 榛屈

30"，尺屈 25¥ 握力は 10.0kg (健側 8.5kg)であっ

た. DASH scoreは1.7点と機能的に良好で，外観

上も大きな変形は認めていない(図 5).

【考察】

手関節背屈位ギプス固定は，1991年に Guptaに

より報告された方法である1) 本法は遠位骨片また

は手根骨を背側から圧迫し，近位骨片掌側にカウン

ターを加え palmartiltを獲得する.また，中手骨を

背屈位で moldingすることによ り手関節を背屈位に

保持し，手指の運動を促すという方法である.過度

な掌屈位でのギプス固定において危倶される，手指

の拘縮を生じにくいと報告されている1)2)

麻酔法に関しては，伝達麻酔や静脈内局所麻酔を

推奨する報告がある2) 著者らは簡便で容易な血腫

内麻酔を用い，整復時に強い痔痛を訴える症例は無

く有用であったと思われる.また，注射部位を含め

てギプス固定を行うが，阿部位に感染を生じる事は

無かった

高齢者に対する保存療法についての臨床成績は，

ある程度変形が残存しでも機能的には大きな問題は

ないという報告が散見される3)4) 5) 6) 7)8) したがっ

て高齢者に対して，必ずしも解剖学的な整復は必要

としない可能性が考えられる.

本治療法は， 掌側骨皮質を整復することにより短
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図5 a 整復前 b 整復直後 c 骨癒合後 d 外観

縮を防止するため，同部に粉砕骨折が無いことは適

応の条件となる. しかし粉砕は無くても，整復位の

保持が困難な場合はあり，最終的に uJnarpJus vari-

anceになる症例を認め， 高畑の報告と同様の結果

となった2) 若年者では尺側部の痛みを生じる こと

が危倶されるため， 基本的には高齢者を適応にする

べきと思われた.著者らの結果では，高齢者に対し

てはある程度uJnarpJus varianceに変形治癒しでも，

機能的には良好な結果を得た.

保存療法以外の治療法として，主にプレート固定

法 ・経皮的ピンニング法が挙げられる.固定力はプ

レート固定法が優れていると思われ9) 著者らの結

果からギプス固定では再転位は起こり得ると考えら

れる.医療費はインプラント料，外固定料，入院

料， 診察料等を考慮した場合，プレート固定法は約

35万円，経皮的ピンニング、法は約 12万円，ギプス

固定は約 3.5万円となり ギプス固定は圧倒的に安

価である.また，ギプス固定は手術に伴う合併症が

無い点も利点と考えられる.

【まとめ】

高齢者 Colles骨折に対して，適応を考慮すれば

機能的結果は良好であ り，有用な治療法であると思

われた.
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重度上肢外傷後に生じた coldintoleranceに対する経口
PGEl製剤(リマプロストアルファデクス)の治療効果
いり必.nひでと わだと〈ろう

入船秀仁*和田車郎**

重度上肢外傷後に生じた∞ldintoleranceに対し，リマプロストアルファデクスを経口投与し，その治療効

果を検討した.対象症例は6例で，いずれも切断を含む神経血管損傷症例であった.リマプロストアルフア

デクスの経口投与により全例でその治療効果を認め，皮膚温はサーモグラフィーで平均1.2度改善し， Visua1 

Ana10gue Sca1eは平均 41.2mm改善した.リマプロストアルファデクスはcoldintoleranceの治療の上で有用

と考えられた

【緒言】

切断をはじめとする重度上肢外傷では，血流の低

下と関係する∞，ldintolerance (以下， CI)が残存す

ることが多い.CIに対する治療としては，生活指

導や物理療法，経口薬など様々な治療が行われてい

るが.効果が一時的であることが多く確立されたも

のがないのが現状である.今回，我々は重度上肢外

傷後に生じた CIに対して経口 PGE1製剤を投与

し，その治療効果を検討したので報告する.

【対象と方法1
2006年4月から 2009年3月までの問で，当セン

ターに搬入され治療を行った症例のうち，血管損傷

あるいは神経損傷を伴う重度上肢外傷症例を対象

とした.これらの症例のうち，察痛，しびれが残存

し， N弘 IDs，ビタミン B12製剤投与によってもこ

れらの症状が改善されず，さらに，寒冷刺激によっ

て，察痛，しびれが増悪し，皮膚の色調変化が出

現するものを CIと定義し，術後に CIを生じた症例

に対し，口頭で同意を得られた症例に対し，経口

PGE1製剤tl(リマプロストアルファデクス，商品名

プロレナール)を 1日量 15μgを分3での経口投与

を追加し，その効果に関して検討を行った.

対象症例は6例で，全例男性であり，平均年齢は

53.5歳で，受傷時の損傷組織は表1に示すとおり

であった.

評価は.客観的評価としてサーモグラフィーを用

い，当院整形外科外来の同一ブースで，ほぽ同時間

帯で計測を行うようにした.皮膚温は，患肢の指腹

部，爪部(爪のない例では断端部背側)それぞれの

全面積中の平均値をとり，健側同部位，同面積の平

均値との差とした.主観的評価としてはVisua1Ana-

logue S回le(以下， VAS)を寒冷刺激時の値を患者

に示してもらい，その数値を比較して治療効果の評

価としたこれらをPGE1製剤投与開始前と継続投

与4週間以上経過した段階で計測して比較をおこ

表1 症例一覧

症例 年齢 性別 鍋傷組織

1 24 男 右2-4指控滋開放脱白骨折

z 64 男 左中指浅漂指属筋腫断裂(AHAzone D ).両側指神経・指動脈断裂

3 68 男 左前腕近位郁引き篠き完全切断

4 70 男 右上腕骨骨幹部骨折、右犠骨・正中・尺骨・筋皮神経麻媒

5 31 男 左2指完全切断、 3-4指不全切臨時σ'ama)zonelV) 

6 64 男 左母指挫滋切断(Tamaizone D ) 

受理日 2011/09/22 
咋L幌医科大学救急集中治療医学講座〒060-8556 北海道札幌市中央区南 1条商 16丁目 291番

.*札幌医科大学整形外科学講座
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表 2 リマプロストアルファデクス投与前後の皮膚温.VAS 

症年 性 豊傷耐役与開始 盤叢期間 位与前車膚温 盤与後民曙皐 投与前 位与自量
倒齢 ~. までの期間 l僅倒釜1 1・E側蓋} VAS(OQ) VAS(咽 l

1 I 24 男 1062 55 0.55 0.25 80 30 

2 I 64 男 329 .3 1.65 0.9 50 o 
3 I 68 男 3回 96 5.3 3.3 65 10 

4 I 70 男 568 29 0.95 0.4 78 30 

5 I 31 男 505 51 4.1 135 68 48 

6 I 64 男 148 30 1 。ュ 50 26 

表 3 リマプロストアルファデクス投与による変化

投与前 | 投与後 P値

皮膚温健側差("C) I 2.3 ::!:::0.8 
VAS(mm) I 65.2::!:::12.5 

なった.

統計処理に関してであるが.各データは，平均値

±標準誤差で表し，有意差検定は Student's testを

使用した.統計学的有意差は pく0.05とした

【結果】

経口 PGE1製剤投与前の皮膚温は健側差で2.3:i::

0.8
0Cで.VASは65.2:i::12.5 mrnであった.平均 50.7

日 (29~96 日)投与後の皮膚温は健側差で l.l :i::

O.5"C. VASは 24:i::16.1mrnで(表 2). 全例自覚症

状，他覚所見とも統計学的にも優位に改善がえられ

ていた(表 3).

[代表症例提示]

症例 2 64歳男性

丸鋸による左中指基節部での両側指神経 ・動脈，

FDS. FDP断裂症例.即日緊急手術にて両側指神

経・動脈.FDS' FDPの修復を施行した(図 1a.

b) 受傷後 3ヶ月経過時点で神経剥離，屈筋健剥離

を行い，中指の可動域は改善したが. C1が残存し

たため，経口 PGEl製剤の経口投与を施行した.投

与前の皮膚温の健側差は1.65
0C.VASは50mmで

あった(図 1c).投与後1.5ヶ月経過した時点での

皮膚混健側差は 0.90C.VASはOmmと著明に改善

し(図 1d).患者の満足度も非常に高かった

【考察】

C1は，外傷が誘因となり，寒冷暴露によって生

じる血管筆縮に伴う手指末梢の血流低下症状と定義

され，痔痛 ・四肢のこわばり・違和感 ・色調変化の

1.1土0.5

24::!:::16.1 

P=0.029 

P=O.OOl 

a 

c 

b 

図 1 代表症例(症例2. 64歳，男性)

a受傷時外観 b術中所見

d 

図 1 c投与前のサーモグラフィ一所見

d投与後のサーモグラフィ一所見

4症状が特徴的とされているが. 4症状すべてが常

にそろうというわけではなく， それぞれの症状が，

寒冷刺激を誘因として出現することが多い

C1は Campb巴11ら1)の報告によれば，手外傷後の
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64%に生じるとされ， Povlsen21らは切断指再接着後

の患者を前向きに調査し，12年経過しても CIの改

善を認めなかったと報告している.本邦からの報告

では当科から相木らaは指切断再接着後の全例で認

めたと報告しており，また，坂中らは神経血管損傷

を伴う手指外傷の 50%で認めたとしている.また，

坂中らωは特に神経回復の悪い例，高齢者，女性，

PIP関節可動域の悪い例で高率であったとも報告し

ている.本研究でも神経回復の悪い例，可動域の悪

い例で頻度が高かった印象であった.

治療法として確立されたものはなく，様々な方法

が行われているのが現状である.過去の報告によれ

ば， Brownら5)はinducedvasodilationを行い， 67% 

で効果を認めたと報告し， Engkvistら@は交感神経

遮断薬の局所投与を試みたが短期の効果しか得られ

なかったとしている.また， Nylanderらηは血管拡

張薬である α-blockerの経口投与を試みたが，効果

が無かったとしている.近年，宮里ら8) 楠原ら9)

が再接着後の症例に対し PGI2誘導体であるベラプ

ロストナトリウムの経口投与を行い， 70%で効果が

あったと報告しており，この方法が現在もっとも効

果の高い方法かと考えられる.

今回，我々は，宮里ら，楠原らと類似した方法と

して，腰部脊住管狭窄症等で効果が報告されている

PGE1製剤であるリマプロストアルファデクスを CI

患者に対して投与し，その効果判定を行った. リマ

プロストアルファデクスは， PGE1誘導体で，血管

平滑筋細胞内の CAMP濃度を上昇させて細胞内

Ca2+濃度を低下させることで血管拡張作用を発揮

する.その結果として，末梢循環障害改善作用，血

流増加・皮膚温上昇作用，血小板粘着抑制・凝集抑

制作用，抗血栓作用，神経綾織血流増加作用，神経

機能改善作用，痛覚過敏改善作用，歩行障害改善作

用があるとされている.リマプロストは，ベラプロ

ストよりも血流増加作用，歩行障害改善作用が高い

ことが動物実験で示されており10¥CIでも宮里ら

の報告よりも高い効果が得られることが期待され

た.本研究では，症例数が少なく.損傷が多岐にわ

たるものの， 6例全例で， VAS，皮膚温の改善が得

られており，今後，症例数の蓄積などの検討が必要

ではあるが，リマプロストアルファデクスは CIに

対する治療に有用であると考えられた.

【まとめ1
1. 重度上肢外傷後の coldinωler祖 ceに対しリ

マプロストアルファデクスの効果を調査した.

2. 6例全例でで治療効果が得られた

3. リマプロストアルファデクスは coldintoler-

回目の治療に効果があると考えられた.

4. 今後，症例を蓄積し，さらなる検討が必要と

考えられた.
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労働災害による手外科外傷症例の検討(手袋着用に
関する考察)
ぜんけゅうきち こじまただ畠 ふくもとりいぞう しのねみちたか しぼやまひろき むらなかひでゆ宮

善家雄吉て児島忠雄*大福本恵三帥，篠根理孝帥，芝山浩樹帥，村中秀行脚

当院を受診した手外科労働災害患者のうち，入院・手術を要した 466例を対象とした.男性 421例，女性

45例，受傷時平均年齢は42.5歳であった以上の症例を後ろ向きに疫学的検討を行い，手袋着用に関して

考察した.全症例の受傷時年齢は， 31・40歳と 51・60歳にピークがみられた受傷原因では，はさまれが 200

例と最も多かった.受傷形態は，切断が 110例，圧挫・挫滅が 100例.剥脱が33例であり，剥脱症例のう

ち27例 (81.8%)は手袋着用症例であった.手術は必6例に対し，延べ925回行われた.近年，労働災害

は各方面の努力により全体的には減少傾向にあるものの，手外科領域の外傷発生割合はいまだ高率である.

製造業労働において.手袋の着用は一般的であるが，とりわけ回転性機械を扱う作業を行う際，手袋着用に

より機械に手袋ごと巻きこまれ，その損傷形態が重症化する傾向にあることがわかった.従って，これら業

務に携わる場合の手袋着用は危険であると言える.

【緒言】

労働災害において上肢外傷は最も多い損傷であ

る3) うち手外科関連外傷(前腕以遠と定義)は切

断・剥脱をはじめとして重症化する例も多く，その

ため治療に難渋し，機能回復までには長期間の治療

を要する1)

労働衛生のしおり平成22年度版2)によると，平

成21年度の労働災害死傷者数は約 10万人と平成元

年の 22万人当時に比べると，乙の 20年間でほぼ半

減していることが分かる(図1).そのように労働

環境が改善され，全体的な症例数は減少しているも

のの，上肢外傷例は全産業の 36.5%，製造業のみで

は48.6%にものぼり3) いまだ高率であることが解

る.一方，本来保護具であるはずの手袋ごと機械に

巻き込まれてしまうという，剥脱損傷を中心とした

重度上肢外傷症例1)を臨床現場で経験し治療に悩む

機会が少なからずあった.それらを踏まえ，本研究

では，当院で治療を行った労働災害における手外科

関連外傷について疫学的検討を行い.さらに焦点を

絞り，労働災害現場における手袋着用の意義につい

て予防医学的見地から考察を加えたので報告する.

受理日 2011109128 

....国

2・... ・
柵梅田

-回-..... 

1 2 3 4 5 8 7 8 9 1白骨骨 12唱31415唱817唱畠唱骨 202唱

t年】

図1 労働災害死傷者数(休業4日以上)

【対象と方法】

当院で手術的治療を行った労働災害による手外科

関連外楊必6例で，男性 421例，女性 45例，右

242例，左221例，両側3例であった受傷時年齢

の分布，外国籍の症例数，受傷時間帯・曜日・月，

職種別の発生数.受傷原因，受傷形態.治療方法に

ついて後ろ向きに調査を行った.また.こと剥脱症

例に関してのみ，その受傷形態，手袋着用率につい

てさらに詳細に検討した.

*産業医科大学救急・集中治療部〒807・8555 福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘1・1
"埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所
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【結果】

-女性

全466症例

61-70 71-76 (畠)

図2 受傷年齢

109 

5-7 e 刊-13ε3歩行~192M223~1時)

図3 受傷時間帯

(l) 受傷時年齢 ・国籍;受傷時平均年齢は 42.5

歳 (16~76 歳)， 31-40歳 118例， 51-60歳 93例と

二峰性にその発生数が多く見られた(図 2) 外国

籍の症例は 22名 (4.7%)であった.

(2) 受傷時間帯 ・l曜日 ・月;8-1011寺109例， 14-

16時 96例をピークとした二峰性を示した(図 3)

受傷曜日は，土 ・日曜日を除いては水曜日が 94例

と最も多く，木曜日が 60例と最も少なかった(図

4) .受傷月は， 5月が 53例と最も多く， 9月が最

も少なく 25例，8月29例， 4月30例であった(図

5) . 

(3)職種別の発生数，製造業 240例と最も多く，

建設業 98例，食品加工 57例と続いた(図 6). 

(4) 受傷原因;はさまれが 200例と最多で，切

れ ・乙すれ 93例，巻き込まれ 66例，転倒 35例，

飛来・落下 27例などであった(図 7).

(5) 受傷時損傷形態 ;切断 110例，圧挫・挫滅

77 

100 ~例)

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

。LL

(倒}
60F 

50 

40 

30 

2。

10 

月 火 0 0 金

図4 受傷曜日

53 

2月3月⑪③ 6，E!

食品加工

運送業

事務業

サービス業

医療・福祉業

その他

不明

図5 受傷月

50 100 150 

図6 職種別発生数

土 日

40 

71.2陥

20。 250 

{倒}

100例，閉鎖骨折 73例，切創 68例，剥脱 33例，

開放骨折 30例，欠損 27例などが続いた(図 8). 

(6) 手術的治療 ・方法;手術室で施行した外科的

治療は，全 466症例に対して，延べ 925回行われ

たまた手術方法は，骨接合 134回，皮弁形成 117
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図9 治療方法

回，洗浄・デブリドマン 96回，再接着 67回，神経

縫合/直l管吻合 65回，癒痕拘縮形成 63回，複合組

織移植 53回，植皮・皮弁切離 53固などであった

(図 9). 

(7)手袋着用率;全症例における手袋着用率は，

調査し得た範囲内で 42.1% (321例中 135例) *不

明 145例であったー 一方，剥脱症例における手袋着

用率は. 81.8 % (33 O'u中 27例)本不明 6例であっ

た.

【考察1
1. 手外科関連労働災害の統計学的解析

(1)年齢・国籍について本邦報告例3)4)5)にお

いては，年齢では 40歳代.50歳代に多いとされて

いるが，本研究では. 31-40歳が最多を占め，続い

て 51-60歳が続いた.これは，慣れているというこ

とによる注意力不足が 1つの受傷原因となっている

ためではないかと考えられた.また，外国人の割合

は. 22名 (4.7%) と数字的には決して多くはない

が，短期の出稼ぎ中の受傷が大半を占めており，全

体数から考えると少ないとは言えない.在日期間が

短く，言語の障害のために機械の操作方法を誤るな

どのミスが増えるのではないかと推測される.

(2) 受傷時間帯・曜日・月ついて;松井ら4)は，

受傷時間が 10時台と 14時台に多く，それぞれ午

前，午後の仕事が始まって 1時間くらい経った頃で

あり，気の緩みが原因となっている可能性があると

している 我々の結果も 時間帯の区切りは若干異

なるが，ほぽ同様の結果であった受傷曜日は，一

般的に休日である土日に少ないというのは諸家の報

告3)4)5)と同様であり，水曜日に最も多かったのは

入船らの報告5)と同筏の結果となった受f毎月は，

はっきりした特徴がない4)とするものや，年度末に

多い5)とするものもみられたが，当院では. 5月に

最も多く. 8月 .9月が少なかった. 5月は新年度

から 1ヵ月が経過し，やや慣れた頃に怪我が増加

し，また. 8月 .9月は夏季休業期間のため，発生

数に影響しているのではないかと考えられた

(3)職種別の発生数について ;圧倒的に製造業が

多いのは，諸家の報告3)6)通りであった.当院では，

製造業と建設業の 2業種で全体の 71.2%を占めて

おり，約 30年前に同様な統計学的解析をしている

土井ら6)の報告と変わらなかった.

(4) 受傷原因について;はさまれ，切れ ・こす

れ，巻き込まれが多いのは，諸家の報告3)5)6)の通

りで，当院ではこれらで全体の 77.0%を占めてい

た

(5) 受傷形態について;切断，圧挫 ・挫滅，寺町j

脱，欠損などこれらいわゆる重度損傷が， 57.9%を

占めていたこれらは，当院が手外科研究所という

78ー
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専門機関であるために，重度損傷が集まっているた

めと考えられた.また，剥脱症例33例に限って検

討すると，その受傷原因は，はさまれ 10例，巻き

込まれ23例であった.これは，はさまれた瞬間

とっさに自ら引き抜いてしまうケースと，回転性機

械へ手袋ごと巻き込まれてしまうケースとに分かれ

ると考えられた.

(6)手術治療・方法について;延べ925回の手術

が行われており.1例平均2.0回 (1-12回)であっ

た.すなわち. 1回の手術で完結するような単純な

外傷は少なく，これら外傷の重症度を伺わせる.手

術方法については，皮弁形成，再接着，神経縫合・

血管吻合，癒痕拘縮形成，複合組織移植，植皮・皮

弁切離術などのマイクロサージャリー・形成外科的

手術が418例と全体の 45.3%を占め，当院手外科

研究所の特色を現わしている.

(7)手袋着用について;手袋着用の意義は，防護

衣類としての物理的・化学的・生物学的な生体の健

康障害から保護するそのメリットは多大にある一

方，着用による操作性・通気性の低下は作業現場に

おいては，デメリットであると言える.例えば，鋭

利な物や化学薬品などを扱う作業では，特殊素材の

手袋が必要であるし，単なる汚れ予防程度であれば

軍手でも十分である.しかし，最も治療に難渋する

剥脱損傷の受傷形態，手袋着用率を解析した結果に

よると，回転性機械現場において，軍手のような手

袋の着用は危険であることが判明した.これは，接

触により容易に巻き込まれ，損傷形態が重症化する

からである.従って，とりわけ回転性機械現場にお

いては，巻き込まれに注意すること，すなわち運転

中手を入れない，回転物に触れないといった基本事

項に加え，手袋着用を禁止することを更に徹底すべ

きである.

しかし，このような安全操業の徹底に関わる事項

は，労働基準監督署が以前より各職場に呼びかけ，

また現場で従事する産業医が指導を行ってきたはず

である.土井らの 1982年当時の報告6)でも同様の

指摘がなされている.それから約 30年が経過した

現在においても同じような結果が出たということ

は，予防医学的見地から考えると誠に残念な結果で

あると言わざるを得ない.手袋着用の禁止が叫ばれ

て久しいにも関わらず，実際の現場で使用され続け

ているということは，取りも直さず，汚れ予防など

の点で簡便で安価な軍手などを装着しがちな環境が

表 1 不安全な行動別発生数

1.運転中の様様・装置の掃除、点検など 84 
2.鼠った・手元が狂った 78 
a確毘しないで次の動作を行う 45 
4動いている穆械に触れる 43 
5.安全装置の不履行 26 
6.物の支え方、押し方などの穣った動作 旬

7.危険な状聾を作る 14 
8.磁械・装置などの指定外の使用 刊

9.不安全な霞置‘E監理盤頓不足 e 
10.防護具・保護具の不使用 s 
刊.その他 s 

変わっていないためであろう.従って，万が一はさ

まれてしまっても手袋のみが抜けるような構造で，

かつ操作性の劣らない実用的な手袋を開発する必要

性を痛感した

2.不安全な行動別発生数の解析

次に，なぜ災害が起きるのか?という観点よ

り，不安全な行動別発生数を集計した(表1).最

も多かったのは，運転中の機械・装置の掃除，点検

など 84例というメイン以外の作業中であり，次に

誤った・手元が狂った 78例，確認しないで次の動

作を行う 45例といったヒューマンエラー的内容が

続き，動いている機械に触れる 43例も高額度で

あった.これらの結果は，土井らωも指摘している

初歩的注意事項を道守しないで起こる事故とまとめ

ることもできる.乙れらについては今後，災害を起

こす従業員の性格や精神的な背景についても検討す

る必要があると思われた.

以上より，やはり安全管理教育の重要性が浮き彫

りになってくる.今後は，従業員に対して，労働災

害をバーチャル体験出来るシステムなどを用いて，

製造現場における労働災害防止の教育研修を行うこ

と，あるいは，新たに導入する設備，技術，作業の

危険・有害性の予測などに役立てていく必要があ

る.

更に安全の意識を高められるよう努力することも

手外科外傷を扱う医療人として，起きてしまった外

傷をいかに上手に治療していくかというよりもさら

に重要な点ではないかと考える.

【まとめ1
1.労働災害による手外科関連外傷倒を疫学的に

検討した.

2.作業現場における手袋着用の意義について考
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察した.

3.回転性機械を扱う際の手袋着用は危険であ

り，今後更なる労働者への安全管理教育の徹底が重

要である.
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小児前腕骨骨折に対する髄内固定術の治療成績
たかいもりみつ おさだでんじゅう かめだまさひろ やまもと ただし とまるみちょ のはら ゆたか

高井盛光，長田伝重，亀田正裕，山本格，都丸倫代，野原裕

【目的]小児前腕骨骨幹部骨折に対し，キルシユナー鋼線を用いて髄内固定を行った症例の治療成績を検

討した.【対象と方法】対象は 11例(男 7例，女4例)で，平均年齢は 7.6歳，平均術後経過観察期間は

123日であった.髄内固定は榛骨，尺骨とも行った症例が7例，槙骨のみが2例，尺骨のみが2例であっ

た検討項目は術後外固定期間，榛骨，尺骨それぞれの骨癒合期間，前腕可動域， maximum radial bow 

(%)，術後合併症とした【結果】外固定期聞は31日で，平均囲内・囲外角度は各々 85度， 88度であっ

た全例骨癒合は得られ.平均骨癒合期間は榛骨が41日，尺骨が52日であった.平均maximumradial bow 

は6.3%であった術後合併症は pintract infectionがl例，銅線の緩みが 1例であった.【結語】小児前腕骨

骨幹部骨折に対する髄内固定の臨床成績は概ね良好であった臨床成績(前腕可動域)とレントゲン像

(maximum radial bow)との相聞はなかった

【緒言】

小児前腕骨骨折に対する治療方法として，近年は

積極的に手術が行われる傾向にある1)2) 手術方法

においては，年齢や損傷形態に応じて crosspin-

凶ng，髄内釘，プレート固定などが用いられている

が，その使い分けに関してはいまだ意見の一致をみ

ていないのが現状である.髄内釘はプレート固定と

比較して，小侵襲であるとの理由から選択されるこ

とが多く，当科においてもKirschner銅線(以下K-

wl問)を用いた髄内固定を行っている.今回，その

治療成績を検討したので報告する.

【対象と方法】

対象は小児前腕骨骨幹部骨折症例のうち，徒手整

復を行うも良好な整復位が得られなかった症例や骨

折部の異常可動性がみられた症例に対し， K-wire 

を用いて髄内国定を行った 11例である.男児 7

例，女児4例，平均年齢は 7.6歳 。.......14歳)で，

受傷原因は転倒 6例，転落5例であった受傷から

手術までの期間は平均4日 (0-15日)であった.

骨折部位は榛骨，尺骨とも遺位1βが1例，榛骨，

尺骨とも中 1βが5例，榛骨中 1β，尺骨遠位 1β

が3例，榛骨近位 1β，尺骨中 ν3が2例であった.

開放骨折や脱白骨折症例はなかった(表1).

受理日 201ν10/03 

手術は全例全身麻酔下にて，骨の髄腔径に応じ

1.4.......2.5mm径の鳥羽詑を用いて髄内固定を行っ

た.K・羽reの刺入部位は，榛骨は伸筋支帯第 1，2 

区画問より，尺骨は肘頭部とし，接骨への刺入は遠

位骨端線を損傷しないようやや近位部とした.刺入

の際， K-wireの先を曲げ，榛骨の湾曲に合うよう

に.また，髄内でのK-wireの方向転換が可能とな

るようにした.骨折部に小切聞を加え整復操作を

行った症例は6例で，樟骨のみが 1例，尺骨のみが

4例，榛尺骨ともが 1例であった.髄内固定は，境

骨，尺骨のうち，より骨折転位が大きい側から行

い，もう片方の骨の内固定は，骨折転位が許容出来

ない場合のみ追加して行った.犠骨，尺骨ともに髄

内固定を行った症例が7例，榛骨のみが2例，尺骨

のみが2例であった.術後は上腕から手部までの

シーネ固定を， X線像で骨折部に仮骨がみられるま

で行った.また.K-'叫re端は抜去が容易になるよ

う皮下への埋没は行わず，外固定終了後，更なる仮

骨形成が確認された時点で抜去した.乙の際，特に

麻酔は行っていない.平均術後経過観察期間は 123

日 (35.......191日)であった.

これらの症例に対して，術後平均外固定期間，榛

骨と尺骨それぞれの骨癒合期間，最終観察時の前腕

可動域， GraceとEversmannの評価基準3) 榛骨の

濁協医科大学整形外科〒321・0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林880
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表 1 対象と結果

受傷B寄 受傷 使用銅線径 締法封岳琵 骨癒合期間l日) 術後経過 iJl!萱時前腕可動域 G&E~平f面率 MRB 合併症

症例 性ー 年齢 骨折g，位 厚~ (mm) 野島町日}

1 男 続骨尺骨とも中1β fi落 続骨1.4 35 
尺骨1.6

2 女 10 
後尺骨骨近中位lβ1/3 

E落 検骨1.6 42 
尺骨1.8

ヨ 男 7 続脅・尺骨とも治位1/3 fi落 被骨25 31 
尺骨2.3

4 男 続脅中1β 喜志冨 被骨1.6 26 
尺骨法位1β 尺骨1.6

5 男 議骨・尺骨とを沖1β 館五 尺骨のみ1.6 34 

5 女
続尺骨骨中漣1位β1β 

豊百胃 領骨のみ16 2s 

7 男 14 視骨・尺骨とも中1β 庇(;1 続骨2.0 n 
尺骨2.0

s 現 10 後骨・尺骨とも中1/3 fi倒 被骨1.8 3o 
尺脅1.8

9 女
視尺骨骨返中1信J31U3 

軍Z倒 尺骨のみ1.6 22 

10 男 視骨・尺骨とも中1β E倒 後骨1.5 31 
尺骨1.6

11 女 挽骨返位1β E倒 続骨のみ1.2 29 
尺骨中1β

図 1MRBの測定.y:撲骨粗面から遠位機尺関節まで

の距離 r:篠骨の最大湾曲点から yへの垂線距

離. MRB (%)=r/yX1∞ 

湾曲度をみるために maximumradial bow (以下

MRB)4) (図 1)>合併症について調査 した.このう

ち骨癒合はX線上，正面，側面像にて皮質骨部の

続 脅尺骨 期間l目} 回 外 国 内 (%) 

35 

55 

87 

33 

27 

21 

45 

50 

22 

51 

29 

91 131 90 90 優 6.17 なし

70 12口 90 90 優 4.71 なし

24 87 9日 90 優 7.36 肱し

54 152 90 90 優 5.99 はし

45 191 民 回 優 7.1 なし

28 137 85 80 (i 7.14 えよし

1国 178 B口 90 優 6.35 なし

71 113 80 75 良 5.15 pinu司ctimection 

22 ヨ吉 90 90 優 7.02 なし

45 1田 80 50 可 4.8 p;n roo室町‘n&

22 99 90 開 優 7.89 なし

連続性が確認できた時期とした.

統計学的検討は外固定期間と前腕可動域との相関

関係，および，回内，回外域と iv1RBとの相関関係

を調べた.相関は，ピアソンの相関係数を尉いて行

い> p値が 5%未満を相関ありとした.

【結果】

術後平均外固定期間は 31 日 (22~42 日)であ っ

た骨癒合は全例で得られ，平均骨癒合期間は榛骨

が 41 日 (2 1~87 日) > 尺骨が 52 日 (22~ 108 日)で

あった最終観察時の平均前腕可動域は囲内が85

度 (50~90 度)>回外が 88 度 (80~90 度)であ っ

た.GraceとEversmannの評価基準による臨床成

績は優が9例，良が l例，可が 1例であった.平均

MRBは6.33%であった術後合併症は pintract in-

fectionが1例，鋼線の緩みが 1例であった(表1).

外固定期間と前腕可動域および囲内，回外の前腕

可動域と MRBに相関関係はみられなかった(表

2). 

表2 相関関係

パ直 p値
外固定期間と前腕可動域 -0.14 0.72 

囲内角度とMRB 0.59 0.09 

囲外角度とMRB 0.52 0.15 
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図 2 9歳男児. a.受傷時.

b:術直後.t尭骨，尺骨とも1.6mm径のK-wireで固定

c:最終観察時.MRBは5.99%

[症例提示]

症例 :9歳男児.

1.5 mの高さのブロック塀から転落受傷し， X線

像にて榛骨中 1β 骨幹部骨折，尺骨遠位 1β骨幹部

骨折がみられた 』夜鰭伝達麻酔下での徒手整復を行

うも良好な整復位が得られず，受傷同日に榛骨，尺

骨とも 1.6mm径の K-w江巴にて髄内固定を行った.

平均外固定期間は 26日で 骨癒合期間は機常が 33

日，尺骨が 54 日であった.術 ~I~，術後の合併症な

く経過し， 5か月後の最終観察H寺，回外 90度，囲

内90度と可動域制限はみられなかった X線像上

MRBは5.99%であった(図 2). 

【考察】

前腕骨骨幹部骨折は小児骨折の中で 3番目に多

く， 日常診療において比較的よく遭遇する小児外傷

である.その治療方法は保存的加療が原則である

が，遺残変形による前腕回旋機能障害の発生や，初

診時許容できる骨折転位であっても Bowmanらが

報告しているように早期に転位が進行する症例もあ

ることから5) 近年はより積極的に早期から解剖学

的整復と再転位防止を目的とした手術加療が行われ

る傾向にある1)2)

手術方法として，その簡便さから当科では K-

wlreを用いた髄内固定を行っている.髄内固定の

治療成績はおおむね良好な成績が報告されてお

りω，またプレート回定との比較研究において臨

床成績に有意差がなかったとする報告がみられ

る7)8) しかし， K-w江Eによる髄内固定ではより正

確な解剖学的整復は困難であり，また，年長児での

臨床成績は不良であったとする報告もみられる2)

小児のリモデリングは加齢とともに減少し，女児で

は8歳，男児では 10歳。に達するにつれて減少する

との報告9)も年長児での成績不良を裏付けるものと

考える.今回 10議以上の小児例は 3例と少な く，

統計学的検討は行っていないが，骨癒合は 10歳以

下の症例より長期間を要する傾向にあるものの，臨

床成績，MRBとも成績不良の傾向はみられなかっ

た.

X線像の評価項目として前腕骨の角状変形を指襟

とする報告が多い 角状変形の許容範囲として諸家

の報告はややぱらつきがあるものの，骨幹部中央で

10 歳以下であれば 15~20 度まで， 10歳以上では

10 度まで，遠位骨幹部は 10 歳以下で 25~30 度ま

で， 10歳以上では 20度まで，近位骨幹部で 10度

までとされる傾向にある5)10) 一方， MRBを用い

て評側した報告は海外報告のみであり，国内報告は

渉猟し得た範囲でみられない.今回引用した MRB

はFirlらが用いた方法で，前腕損傷の疑われる 1歳

から 15歳の小児 100人の患側 X線像を計測し，平

均値は 7.21% (7.00~7.41%) であったとしている.

MRBを用いて評価した報告として， Teohらは平均

年齢 12歳の小児両前腕骨骨折に対して行ったプ

レート固定と髄内固定の結果を比較し， MRBはそ

れぞれ 5.98%，5.77%と両者 とも良好な成績であ

り，また，画像結果と前腕機能との関連性はなかっ

たとしている8) さらに Shahらは平均年齢 14歳

に対して行ったプレート固定と髄内固定の結果を比

較し， MRBはそれぞれ 5.9%，5.6%であ ったとし

ている7) 自験例の平均 MRBは6.33%であり，こ
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れら 2つの報告よりやや大きな値であるが， Firlら

が報告した平均値を正常値とした場合，良好な整復

位が得られており，髄内固定は有効な手術方法であ

ると思われる.MRBは樟脅湾曲の診断や術後変形

の評価に役立ち，今後症例数を増やし前腕可動域と

の関連性を検討していきたいと考えている.

最後に本検討の問題点は術後経過観察期聞が短

く，症例によっては今後更なる骨折部のリモデリン

グが生じえること，また，骨癒合時期に闘し，主治

医の判断により外来再診間隔が異なるため，癒合時

期がより遅く評価されている可能性がある乙とであ

る.

【まとめ】

小児前腕骨骨幹部骨折に対する K-wireを用いた

髄内固定は.合併症が少なく有効な手術方法であ

る.

榛骨湾曲度の評価に用いられる MRBは小児前腕

骨骨折の治療成績と関連はみられなかった
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物中、、
小児上腕骨外頼骨折における単純X線側面像の検討
えとう じゅん さたけひろし わたなべただよ L おぎのとしひこ

江藤淳六佐竹寛史:¥渡遺忠良材，荻野利彦*

小児上腕骨外頼骨折は骨折形態の把握が困難な骨折であり，固定力不足により経過中に転位をきたしたり

偽関節や変形治癒が発生したりすることがある.今回筆者らは小児上腕骨外頼骨折の単純X線側面像の特徴

に着目しその形態を分類し，正面像との関係，骨癒合率と癒合形態、について検討した受傷時単純 X線側面

像で骨折線が不明瞭または骨折線のみで転位のない骨折線型，後方に骨性の膨隆を認める膨隆型， 後方に三

日月様の骨片を認める三日月型， および後方部分に陥凹がある陥凹型の 4つに分類した.各骨折型は骨片の

転位の程度を反映していた.三日月型と陥凹型は偽関節がそれぞれ 2例に発生しており，治療には注意を要

する.

【緒言】

小児上腕骨外頼骨折は骨折形態の把握が困難な骨

折であり，また固定力不足により経過中に骨片の転

位をきたしたり偽関節や変形治癒を起こしたりする

ことがある.小児上腕骨外頼骨折の単純 X線像で

の分類は Wadsworth分類1)や]akob分類2)などが代

表的であるが，乙れらはいずれも正面像を評価する

分類法であり側面像における分類法は筆者らの渉猟

しえた限りではない.本研究の目的は小児上腕骨外

頼骨折の単純 X線側面像の特徴に着目 しその形態

を分類し，正面像との関係や骨癒合率と癒合形態に

ついて検討することである

【対象と方法】

2000年から 2010年に治療した小児上腕骨外頼骨

折 50例，男児 36例，女児 14例，平均年齢 5.5歳

(l~ll 歳)を対象とした. Wadsworth分類では I型

が 37{~J. II型が 6例，およびIII型が 7例であった

受傷機転は転倒が 15{~~ (30%に転落が 20{7~ (40 

%)，自転車運転中の転倒が 2例 (4%)，不明が 13

19IJ (26%)であった 受傷から初診までの期間は，

受傷後 4日目に紹介となった 1例と翌日 に受診した

1例を除いた 48例 (96%) が受傷当 日に初診して

いた 平均経過観察期間は 5.5 か月(l .5~36 か月)

であった.

受傷時単純 X線側面像をその形態から以下の 4

図 1 a骨折線型 b膨隆型 c三日月型

d陥凹型

つに分類した.(図1)

[骨折線型]骨折線が不明瞭または骨折線のみで

転位のないもの

[膨隆型]後方に骨性の膨隆を認めるもの

[三日月型]後方に三日月様の骨片を認めるもの

受理日 2011/09/29 
*山形大学医学部附属病院 〒990-9585 山形県山形市飯田西 2・2-2
ネ*公立置現総合病院整形外科
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表 1 本分類と Wadsworth分類との関係

Wad¥分g同類本t分h¥額¥ 
骨折線 膨隆 =日月

17 9 
1骨折1線2不明。l1骨折線不明。} l骨折t肝 'A51

E 。。 4 

E 。。 。
計 17 9 16 

18 

16 

14 

12 

10 

骨折線 膨隆 三日月 陥凹

図2 手術の有無

[陥凹型]後方部分に陥凹があるもの

陥凹

。
6 

2 

8 

.手術療法

.保存療法

調査項目は本分類とWadsworth分類との関係，

手術の有無，骨癒合率，最終経過観察時の shaft-

condylar angl巴の健側との差とした

【結果】

骨折線型は 17例 (34%に膨隆型は 9例 (18%). 

三日月型は 16例 (32%におよび陥凹型は 8例 (16

%)であった.

Wadsworth分類との関係は. 骨折線型と膨隆型は

全例 Wadsworth分類の l型であった. 三日月型で

はWadsworth分類の 1型が 12例. 2型が 4例で

あった 陥凹型は Wadsworth分類の 2型が 6{ftl. 3 

型が 2例で. Wadsworth分類の 1型はなかった膨

隆型 9例のうち 5例 (56%)が正面像では骨折線が

不明瞭であったー(表 1)

手術は 50例中 21例 (42%) に施行されていた.

18 

1G 

14 

12 

10 

骨折線 膨隆 三日月 陥凹

図3 偽関節の発生率

表 2 shaft condylar angleの健側との差

本分類 骨折線型 膨隆型 三日月型 陥凹型

角度
-5""7 0""6 ー13""12 -3""31 

(平均) (0.8) (3.7) (5.0) (6.5) 

内訳は骨折線型が 2例 (12%).膨隆型は O例 (0

%).三日月型が 11例 (69%).および陥凹型が 8

例 (100%)であった.(図 2)三日月型と陥凹型で

多く施行されていた.受傷から手術までの期間は平

均で 3日 (0-15日)であった.

50例中 46例 (92%)に骨癒合が得られ. 4例 (8

%)に偽関節が発生していた 骨折線型と膨隆型は

全例骨癒合が得られ，三日月型 2例 (13%) と陥凹

型2例 (25%) に偽関節が発生していた. (図 3)

shaft-condylar angleの健側との差は，骨折線型が

-5' ~7' (平均 0.8').膨隆型が O'~6' (平均 3.n.三

日月型が -13'~12' (平均 5.0').および陥凹型がー3'

~31' (平均 6.5')であった (表 2)最終経過観察時

に骨片が屈曲位となっていたのは 38例 (76%に伸

展位となっていたのは 6例 (12%にまた健側と同

様であったのは 6例(12%) であった. (図 4)
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.屈曲位

.伸展位

篠健制と同悌

図4 最終経過観察時の単純X線側面像の形態

図 5 a正面像で骨折線不明日女 b側面像では

膨降型

図 6 a正面像では Wadsworth1型 b側面像

では三日月型

【考 察】

小児上腕骨外頼骨折は関節内骨折であり，治療に

おいては解剖学的な整復と強固な固定が必要であ

る.そのためには骨折形態を十分に把握することが

重要である.

Wadsworth 1)は小児上腕骨外頼骨折の単純 X線像

を転位のない I型，転位のある II型，骨片が回転し

たIII型および‘離断性骨軟骨炎の IV型に分類してい

る.]akob2)は軟骨の連続s性の有無に着目し本骨折を

分類しており，転位のほとんどない 1型，軽度の側

方転位を認める 2型，および回転を伴う完全転位を

3型としている. これらはいずれも単純X線正面像

における分類、法であり，側簡像による分類法ではな

い.補助的な X線診断法として今回らおは上腕骨iMI

に対する骨折線の入り方を詳細に調査し，上腕骨

20・挙上位撮影法を推奨している.また Songら4)は

肘関節内旋位像が骨折線の描出に優れていると報告

している.単純 X線以外では Chapmanら5)が multi

detector CT， Kamegayaら6)はMRIが診断には有用

であると報告している これらの画像評価の報告か

らも本骨折がその診断と骨折型の把握が難しい骨折

であることが分かる.今回筆者らは単純 X線側面

像に注目し，その形態的特徴から本骨折を 4つに分

類した

本研究における側面像の分類をタイプ別にみる

と骨折線型は全例が Wadsworth分類 I型であり，

正面像でも診断可能であった.骨癒合率は 100%と

良好で‘あった 膨隆型は全例 Wac1sworth分類 I型

であったが，正面像で骨折線が不明瞭な例が 56%

と多いのが特徴的であり このタイプは若木骨折様

の不全骨折であると思われた.(図 5)骨癒合率は

100%と良好であった.三日月型は Wadsworth分類

で最も11盗傷とされる I型が 75%と多かったにも関

わらず，偽関節が 13%に発生しており治療には注

意を要するものと思われたー(図 6) 陥凹型は全例

Wadsworth分類 II型あるいは III型であり，偽関節

率は 25%と高く， このタイフ。は転位の大きい重症

型であると思われた 転位のない骨折線型，膨隆型

から転位のある三日月型 陥凹型となるにつれて本

分類が側面像における転位の程度を反映したものと

思われた.本研究において偽関節が発生したのは 4

例であったが，いずれも手術症例であった.偽関節

となった原因はいずれもピンによる固定力不足によ

るものと考えられた.手術を行ったにも関わらず偽

関節が発生するということは三日月型，陥凹型は骨

折線型， JJ彰隆型と比較して骨片の不安定性が大きい

ものと考えられる. 三日月型，陥凹型に対してはよ

り強固な内固定を行うことが重要であると思われ

た. Shaft -condylar angleの健側との差はいずれの分

類においても軽度屈曲位で治癒する傾向が認められ

たまた，骨折線型， JJ彰隆型，三日月型，陥凹型の

順に平均屈曲角度は増加していた.これらの変形は

遠位骨片が前腕伸筋群に牽引されておこる現象であ

り，不安定性が大きくなると屈曲角度がより大きく
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なるものと推察された.本研究の結果から，単純X

線側面像において三日月型，陥凹型の症例は手術適

応と考えるべき骨折型であると思われる.今後は，

本分類と術中の骨片の不安定性の程度を評価し本分

類の妥当性を検討していく必要があると思われる.

【まとめ】

(l)小児上腕骨外頼骨折の単純X線側面像をそ

の形態から骨折線型，膨隆型，三日月型，および陥

凹型に4つに分類した.

(2)三日月型と陥凹型に偽関節が発生していた.

(3)骨折部で 76%の症例が単純X線上軽度屈曲

位の状態で骨癒合していた.

【文献1
1) Wadswor世1TG. Injuries of血ecapitular (1ateral humera1 

∞，ndy1ar) epiphysis. Clin Orthop Relat Res 85: 127・142，

1972. 

2) Jakob R， et a1. Observations concerning fractures of the 

1atera1 humぽ司Iωndylein children. J Bone Joint Surg Br 

57: 430-436， 1975. 
3)今回英明ほか.小児上腕骨外頼骨折の3次元的形態お

よぴ上腕骨20.挙上位撮影法の有用性に関する検討.

骨折32:5・11，2010.
4) Song KS， et a1. Internal oblique radiogr百.phsfor diagnosis 

of nondisp1aced or minima1ly disp1aced 1ateral叩 ndy1ar

fracture of也ehumerus in children. J Bone Joint Surg Am 
89: 58-63， 2007. 

5) Cha卯 lanVM，巴ta1. Multidetector computed tomography 

of pediatric latera1 condy1ar企百ct町 es.J Comput Assist To-
mogr29:842・846，2∞5.

6) Kamegaya M， et a1. Assessment of stability泊 c凶dren's

minimally disp1aced latera1 humera1 condyle金百C防犯 by

magnetic resonance imaging. J Pedia甘 Or血op19: 570・

572，1999. 
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特発性前・後骨間神経麻痘における神経の超音波所見
たじりやすひと いいじまじゅんいち とばりよしこ はら ゆき O)~ ほしかわしんや

田尻康人，飯島準ー，戸張佳子，原 由紀則，星川慎弥

神経のくびれを同定するため，特発性前骨間神経麻痩 (A町P)9名，後骨聞神経麻療 (P町P)1名，榛骨

神経麻療1名に対し超音波検査で神経の形状を観察した.

【結果】 A別Pでは明瞭な神経腫大が2例にみられ， 1例は手術により腫大が確認され 1例は保存治療で腫

大が改善傾向を示した. 5例では横断像で神経束の 2mmほどの径増加が見られたが手術例を含め病変とは

特定できず， 2例は異常を認めなかった全例でくびれは確認できなかった.PINPでは神経のくびれを認

め，肘屈曲により神経が部分的に轡曲する所見が観察され，術中も同ーの所見が得られた.榛骨神経例では

gr∞，veに2ヶ所のくびれが確認できた.

【まとめ】 AINPでは神経の異常は神経束の腫大として捉えられるが くびれは観察困難である.PINPや

榛骨神経麻療ではくびれは観察可能であった.超音波で神経病変部の形態変化を観察することができた.

【緒言】

特発性の前骨間神経麻療や後骨間神経麻療では，

神経線維束間剥離術を行うと神経束のくびれが存在

することが報告されている山間.しかし，そのよ

うな神経束のくびれの成因に関してはよく判ってい

ない.中道ら4)は後骨間神経麻痩症例に対し超音波

検査で神経のくびれを同定し，術中所見と一致した

ことを報告している.超音波検査によって非侵襲的

に神経束の病変を観察することが可能であれば.診

断や治療方針の選択において有用と考えられるが，

これまで前骨問神経麻療を含めてまとまった報告は

なされていない.

本研究の目的は，自験例の特発性前・後骨間神経

麻療に対して実施した超音波検査の神経所見につい

て報告することである.

【対象と方法】

2008年9月から 2010年4月までの聞に当院を受

診した有痛性発症の特発性前・後骨間神経麻痩患者

で，針筋電図検査でそれぞれの神経支配筋に脱神経

電位が確認され，神経の超音波検査を行った 11名

を対象とした.内訳は，特発性前骨聞神経麻痩9名

(純粋な前骨聞神経麻療を呈する長野分類5)1型2

名，円囲内筋・榛側手根屈筋などの麻療を含む高位

受理日 201ν'09/20 

正中神経麻痩型の 2型7名)，特発性後骨間神経麻

痩1名および腕樟骨筋以下の榛脅神経領域筋に完全

麻療を呈する知覚障害のない特発性樟骨神経麻痩 1

名である(表1).

検査方法は， Toshiba社製Aplio超音波装置を用

い， 7.5・8.0閲訟のプロープを使用して肘周囲の圧

痕部位を中心に横断像ならびに縦断像を用いて神経

の形状を観察した.検査時期は，発症後平均 10.4ヶ

月で検査を実施し，5例は複数回の検査を実施した.

【結果】

前骨聞神経麻痩

A到Pでは紡錘状の明瞭な神経腫大が2例にみら

れたこのうち 1例は手術により腫大が確認され，

1例は保存治療で超音波検査上，腫大が改善傾向を

示した.

症例 127歳女性左特発性前骨聞神経麻痩患者.

術前エコーでは，肘上3cm辺りから近位側の正中

神経に紡錘状の腫大が見られた(図 la). 神経剥離

後の術中所見では，超音波所見と一致する肘上3cm

から近位側に紡錘状の腫大が見られた(図 lb). さ

らに線維束問剥離術を行うと，腫大部の遺位には2

カ所のくびれが存在していた(図 lc).

症例2 神経腫大の見られた36歳男性例で，発

東京都立広尾病院整形外科〒150・0013 東京都渋谷区恵比寿2-34・10
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232 特発性前 ・後骨聞神経麻擦における神経の超音波所見

霊 性 三手 発症暁 続董
麻由

倒 潮 齢 (ヶ月} 国政

1 女 27 A1N2 12 

2 男 36 A1Nl 7 2 

3 男 46 A刷 2 z 
4 男 51 A1N2 3 

5 男 56 A1N2 2 

s 主 65 A1N2 7 

?女 55 A刑 2 5 3 

8 女 63 A1N2 4 

g 立 3. A1Nl 12 

10 罫 33 P削 e 

11 女 63 Rod 日 2 

図1 症例 1 前骨問神経麻痩

a:超音波検による正中神経縦断

像.肘関節から近位 3cmに

神経の腹大(矢頭)が見られ

たが，くびれは確認できない.

b:神経を展開すると肘上 3cm

に神経束の腫大を認めた(矢

頭)

c:神経線維束問剥離後神経束

の臆大(矢頭)の末梢に 2カ

所のくびれ (矢印)が存在し

た.

表 1 症例一覧

所見 手術 経過

神経由姐著な盟大晶り 手術所毘と一致

神経由腫大がZ力所にあり なL 掴大が謙少

断面で神医車桂が程度増大‘〈ぴれなし なし

姐著なE化なL なし

断面で神経車径が経産増大、〈びれなし なし

断面で神経車径が軽産増大.くびれ立し 〈びれと平一致

断面で神経車径が経庄増大、〈ぴれなし なし

断面で神経車径が経度増大、〈ぴれ立し なし

姐著なJl'tヒなし なし

神経の〈ぴれ.語大島り. 手術所見と一致 肘屈曲て笥白董蝉

神経由〈ぴれ‘温大あり. なし

図2 症例2 前骨問神経麻痩

a:発症 7ヶ月後の初回検査で正

中神経に 25mmに及ぶ股大

が見られるー(矢頭)

b:発症 11ヶ月後腫大部は径

が減少し範囲も狭くなった.

見られた(図 2a).4ヶ月後の 2回目の検査では，

腫大部は径が細くなり，紡錘状ではなく部分的に腫

れが改善している所見が得られ(図 2b). 乙の時点

で針筋電図検査において FPLに神経再支配が確認

された.

症 7ヶ月での初回超音波検査では肘上の正中神経が

長さ 25mmにわたり紡錘状に腫大している所見が

他の 5例においては縦断像で異常が見られず，横

断像のみで神経束の径が 2mm以内のわずかな増大

が見られたこのうち 1例は神経線維束問季1]離術を

行い，前骨問神経の神経束にくびれが確認された

が，術前の超音波検査で径の増大が見られた部位と

は全く 一致していなかった

残りの 2例は縦断{象，横断像ともに明らかな異常
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図3 症例 10 後骨問神経麻嫁

a:後骨問神経にくびれ(矢印)

と神経腫大が見られる* 上

腕骨小頭

b:肘を 40度屈曲すると神経の

くび‘れの末梢側が前方へ管曲

する所見が見られた(矢印).

を認めなかったー

最終的に前骨間神経麻痩 9例のうち神従来のくび

れの所見が観察で、きた症例はなかった.

後骨間神経麻痩

後骨問神経麻癒例(症例 10) は 33歳男性で，超

音波検査で上腕骨小頭の近位に後骨問神経のくびれ

と腫大を認めた(図 3a).また，肘を40度程度屈

曲すると神経がくびれの末梢側で部分的に前方ヘ母

曲変形する所見が観察された(図 3b). 術中所見で

は，後骨間神経に超音波検査所見と同様のくびれな

らびに腫大部の存在が確認された(図 4a).また，

肘屈曲により神経はくびれの周囲で kinkし，末梢

側は強い折れ曲がり症状が見られた(図 4b)

榛骨神経麻痩

榛骨神経例は 63歳女性で，知覚障害がないJI宛篠

骨筋以下の完全麻痩を呈する陳旧例であり ，Rior-

dan変法による機能再建術が行われていた.発症後

4年 2ヶ月時点で超音波検査を行い，篠骨神経を観

察したところ，壌骨神経j者中央に 1ヶ所(図 5a)， 

図4 症例 10 術巾所見

a:超音波所見と一致する神経の

腫大 (矢頭)とくぴれ(矢印)

が存在した

b:肘屈曲により神経には強い

kinkが見られ，末梢似IJは折れ

曲がりが観察された

図 5 症例 11 榛骨神経麻痩 2カ所に

くびれ(矢頭)が観察された

a:様骨神経潜の中央

b:綴骨神経潜の近位側

さらにその中枢側 に 1カ所(図 5b)の明瞭なくび

れが擁骨神経に確認された.
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【考察】

今回の超音波検査の結果から.前骨間神経麻痩例

では神経の異常は神経束の屋大として捉えることは

可能であったが.くびれそのものを捉えることはで

きなかった.その理由として，これまで報告2)され

ているように，前骨間神経麻療では神経束の異常が

前骨聞神経を構成する数本の神経束の一部に存在す

るのみで，かつ前脅間神経の正中神経からの分岐よ

り近位の正中神経本幹内に存在するため，くびれは

他の神経束に固まれており周囲とのコントラストが

つきにくいと考えられる.一方，くびれの周囲で神

経束がある程度以上腫大すれば，神経全体の腫大と

して捉えることが可能になると考えられる.横断像

における神経束の 2mm程度までの径の増加は5倒

に認められたが，手術を行った 1例では異常を認め

ず，またくびれの部位とは無関係であった.よっ

て，この程度の変化は麻痩に関連した変化であると

は必ずしも言えず，生理的変化の可能性もある.今

後正常例での検討などを要する.

中道の報告4)と問機，後骨問神経麻痩では前骨間

神経麻痩に比べくびれの観察が明臨に可能であっ

た.後骨間神経麻痩でくびれが明瞭に観察された理

由として，後骨間神経麻痩では神経束のくびれが肘

関節あたりに存在し s泊gIefunicule)のため後骨問

神経全体としてくびれているため，周囲とのコント

ラストがつきやすいこと，解剖学的に走行が筋間に

あり，太い血管が伴走していないことが考えられ

る.また，榛骨神経麻療においてもくぴれは超音波

検査で明瞭に描出されたが，これは過去の樟骨神経

麻療のくびれの報告例ηωωでも，樟骨神経の中の

一部の神経束が障害されるのではなく，犠骨神経全

体のくびれとして観察されているため，後骨問神経

麻療の場合と同様，神経周囲の軟部組織とのコント

ラストがつきやすいため超音披でくびれを捉えるこ

とが可能であったと考える.

1例ではあるが，神経束の腫大した状態が経時的

に改善した症例が存在した.特発性前脅問神経麻療

は比較的自然回復が期待できる疾患であることから

も，時間経過とともに神経束の状態は変化している

ことが予想され.その変化が観察されたものと考え

る.

本研究により超音波検査を用いて非侵襲的に一部

の前骨間神経麻療や後骨間神経麻痩，榛骨神経麻療

で神経束の異常を観察可能することができたが，症

例数はきわめて隈られており，あくまで予備研究の

域を出ない.今後は，症例数を増やし手術所見との

対比，正常例での神経所見の検討などを行うこと

で，本疾患に対する超音波検査の有用性が明らかと

なるものと考える.

【まとめ】

特発性前骨間神経麻痩症例では神経の異常は神経

束の腫大として捉えられたが，神経束のくびれ自体

は観察できなかった.特発性後骨聞神経麻痩と榛骨

神経麻療の症例では明陳な神経のくびれが観察され

た一部の症例では超音被検査により神経の病変部

の形態が関節運動により変化することや経時的に変

化することが観察された.

【文献1
1)長野昭ほか.砂時計様くびれを伴う特発性前骨問神

経麻痩.日整会誌69:668・668，1995.
2)柴田圭ーほか.砂時計様くびれを伴う特発性前骨問神

経麻ひに対する神経線維束間剥離術の予後.日手会誌

12: 290-293， 1995. 
3)田崎憲ーほか.神経束のくびれによる前骨問神経麻痩

および後脅間神経麻痩.日手会誌 13:788・792，1996.

4)中道健ーほか.後骨聞神経麻樺における神経のくびれ

に対する超音波診断.日手会誌23:716・718，2006.

5)長野昭.前骨問神経麻痩.日手会誌3:894-897， 1987. 

6) Sunderland S， et al. Nerves and Nぽ veInjuries. 2nd ed. 

Newyork. Ch凶'ChillLivings旬ne.pp 802-819， 1984. 
7) BurnsJほか.L低 d包ed∞ns凶.ctiveradiaI neuropathy in 

the absence f既往insic∞mpression:出reeωses.J Hand 

SurgAm 9: 99・103，1984.
8) Yamamoto Sほか.Multiple cons出ctionsof白eradial 

nerve wi白out位士ernaI∞mp問 ssion.J Hand Surg Am 

25:13ι137，2000. 
9) Yongwei Pほか.Non回 umatic戸ralysisof the radial 

nerve wi血 multiple∞nstrictions.J Hand Surg Am 28: 

199・.205，2003.
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75歳以上の肘部管症候群に対する手術成績
せんませいえつ なりた申ういちろう のぐちひで島宮

千馬誠悦，成田裕一郎，野口英明

75歳以上の肘部管症候群の手術成績に検討を加えて報告する.対象は 1997年3月から当科で手術治療

し，術後1年以上の期聞を経過観察できた 21例21肘で.男 16例，女5例で，手術時年齢の平均は 79歳で

あった.擢病期間は平均2年2か月であった.赤堀の術前病期は4が15例， 5が6例で全例が重症例であっ

た.尺骨神経の除圧手術は King変法を 18例に，1..<<三紅mon血筋層下尺骨神経移動術を3例に行ったつまみ

動作が障害されていた 14例にはNeviaser法による示指外転再建術を併用した術後の経過観察期聞は平均

1年 10か月であった.小指のしびれは 17例で軽減し， 4例で消失していた.健側比平均で撞カは術前の

72%から 100%に，ピンチ力は術前36%から 77%に増加していた.赤堀の予後評価では優4，良 5，可 12

であった術後の予後不良因子には，手術時の年齢が高いことがあげられているが，手術により症状が回復

する可能性が高い.つまみ動作に障害のある高齢者の肘部管症候群に対しても示指外転再建術を考慮に入れ

て，手術療法を選択するべきである.

【緒言】

今後は高齢化が進み，高齢者の肘部管症候群を治

療する機会が増加すると予想される.高齢者の肘部

管症候群は重症例が多く，手術をしても術後成績が

不良と言われている. 75歳以上の肘部管症候群の

手術成績を調査し，検討を加えて報告する.

【対象と方法1
1997年3月から 2009年6月まで当科で手術治療

し，術後l年以上の期間を経過観察できた 21例21

肘を対象にした.内訳は男性 16例，女性5例で，

手術時年齢は 75-87歳，平均 79歳であった擢

患側は右 17例.左4例であった.擢病期聞は2か

月-13年，平均2年2か月で， 3か月以内の短期

で急速に悪化した症例が5例， 3年以上の長期擢病

が7例あった.肘部管症候群の診断は小指にしびれ

と知覚障害を有し，尺骨神経領繊の筋萎縮と筋力低

下があり，神経伝導速度とSemmes-Weinstein(以

下SW)知覚検査で異常を呈したことによって行っ

た.診断に際して，頚椎疾患と運動ニューロン疾患

は除外した術前の運動神経伝導速度は 16例で遅

延し， 5例では導出できなかった.知覚神経伝導速

度は3例が遅延し，他の 18例では導出不可であっ

受理日 2011/09/29 

た. SW知覚検査で 12例が red(Ioss of protective 

sensateion) ， 6例 が purple(diminished protective 

sensateion) ， 3例が blue(diminished light touch) 

であった.赤堀の術前病期は4が15例， 5が6例

で全例が重症例であった.

尺骨神経の除圧手術は変形性肘関節症の 18例に

King変法を選択した.肘関節に強い変形がみられ

た変形性肘関節症の 1例と関節リウマチの 2例，計

3例には Learmonth筋層下尺骨神経移動術を行っ

た.つまみ動作が障害されており，なるべく早期に

つまみ動作の回復を希望した 14例にはNeviaser法

による示指外転再建術を併用した.示指外転再建術

を行った群には，赤堀の術前病期の 4が8例， 5が

6例全例が含まれていた.一方，行わなかった群は

術前病期で4が7例であった.術後の経過観察期間

は1年-6年7か月，平均 1年 10か月であった.

【結果】

最終調査時に小指のしびれは 17例で軽減し， 4 

例で消失していた.運動神経伝導速度検査は導出不

可が3例，遅延が 10例で， 8例が正常範囲内に回

復していた知覚神経伝導速度検査は導出不可が

16例，遅延が3例で， 2例が正常範囲内に回復して

中通総合病院整形外科〒010・8577 秋田県秋田市南通みその町 3・15
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いた sw知覚検査では 12例で改善していたが，

10例が purpl巴， 3例がredであった.健側比平均で

みた握力は術前の 72%から 100%に，ピンチ力は

術前 36%から 77%に増加していた. Neviaser法に

よる示指外転再建術を行った群の平均ピンチカは健

側比 80%で，行わなかった群の 70%より増加して

いる傾向があった 赤堀の予後評価では優 4，良

5，可 12であった 躍病期間が3か月以内の 5例

では，優 2，良 1，可 lで，必ずしも全例が良好な手

術成績ではなかった Learmonth筋眉下尺骨神経移

動術を行った 3例はすべて可であった.

症例呈示

症例:75歳，男性

合併症:糖尿病

現病歴 :5年前から右小指環指のしびれが生じ.

3年前から右手に力が入りづらくなり，箸の使用が

困難になってきたため当科を受診した 術前の神経

伝導速度検査で運動神経 知覚神経ともに導出不可

で， sw知覚検査で小指が工巴dであった 示指外転

筋力は Pレベルに低下していた(図1). King変法

とN巴viaser法による示指外転再建術(図 2)を行っ

たー

術後3年の時点で，右小指のしびれは軽減してい

た神経伝導速度検査で、運動神経，ま;[1覚神経ともに

導出が不可で，sw知覚テストでも右小指は redと

術前と変化なかった.第 1背側骨間筋の筋萎縮の回

復はみられていなかったが 右示指の外転筋力は術

前より明らかに増加していた(図 3) 健側と比較

した握力は術前の 64%から 73%に，ピンチカは術

前の 44%から 83%に増加していた.

【考 察】

肘部管症候群はいったん発症すると進行性の絞拒

性神経障害で，保存的治療では症状の改善が期待で

きず，早期の手術が必要とされる.しかし，早期に

手術を行っても，術後成績が不良な症例もみられ

る.術後の予後不良因子には，術前の重症例や権病

期間が長い，手術時の年齢が高いことなどがあげら

れている1)高齢者の肘部管症候群の術後予後に関

連して，仲尾ら2)は中・高年齢層では病期の進行が

早く重症化しやすく，手術後にト分な回復を得られ

にくいと報告している また.山本らは3)65歳以上

では術後 l年の段階で神経伝導速度検査では正常範

囲まで回復することはなく，運動機能評価も軽度の

図 1 症例:75歳，男性 術前の右手指外転

図2Neviaser法による示指外転再建術

図 3 術後 3年 a:右手指内転， b 右手指外転

第 1背側骨問筋の筋萎縮の改善はみられな

いが，右示指の外転は改善している

改善にとどまったと述べているー高齢者の肘部管症

候群の手術では，回復がどれほど期待できるか不確

実な面が多いといえる.

-94ー



75歳以上の肘部管症候群に対する手術成績 237 

今回著者らが手術した 75歳以上の肘部管症候群

をまとめると赤堀の術前病期は4が15例， 5が6

例で，他の報告3)4)と同様に，高齢者では病期が進

行した重症例が多かった術後 1年以上を経過した

時点での赤堀の予後評価では，可が 12例と全体の

57%を占めており，必ずしも良好な手術成績とは言

い難い.山本1)の報告では 40歳以下では可の比率

が 17%となっているのに比べても，高い値となっ

ている.特に，術前病期が5であった6例は予後評

価で良が1例，可が5例と評価の上では成績不良と

いえる.しかし，自覚症状のしびれは全例で軽減か

消失しており，握力とピンチ力，特にピンチ力が健

側比で術前の 2倍強まで増加していた. 21例中 12

例で第 1背側骨間筋の萎縮の回復はみられなかった

が， Neviaser法による示指外転再建術を併用した結

果，ピンチカが術前からより大幅に増加したと推察

した根本ら5)は，第1背側脅間筋萎縮による示指

外転力の低下が運動機能上で最大の障害と述べてい

る.この障害を早期に確実に回復できるために，

Neviaser法による示指外転再建術を肘部管の除圧と

ともに行うべきとしている.

75歳以上の高齢者でも肘部管症候群は手術によ

り症状と機能が回復する可能性が高いことが示唆さ

れた高齢者の肘部管症候群に対しても手術治療を

考慮して，年齢で適応を決定しないことが重要であ

る.つまみ動作の障害があり，術後に早期の確実な

機能改善を希望する症例には積極的に Neviaser法

を含めた示指外転再建術を併用するのが望ましいと

考える.

【まとめ】

高齢者の肘部管症候群でも，示指外転再建術を併

用することで，症状の改善とピンチ力の増加が期待

できる.
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かぎ爪変形に対する骨間筋機能再建法の治療経験

開放性尺骨神経損傷は顕微鏡下縫合を行っても内在筋麻痩は改善せず高度な機能障害が残存しやすい.今

回筆者らは尺骨神経損傷に伴うかぎ爪変形に対し Bur凶alterand S位置it変法による脅間筋機能再建術を行っ

てきたので報告する.症例は5例ですべて男性，手術時平均年齢は32.8歳であった.全例先行する神経縫

合が行われており，その手術より本手術までの平均待機期間は6.6か月であった実際の術式はBurkhalter

らの方法に準じ，原法と異なり移植躍はMitekbone anchorを用いて固定した.術後の平均経過観察期間は

13.2か月であった.

術前，認められていたピンチや握りの障害は変形の矯正とともに大きく改善し，健側比握力は術前平均

19%から術後平均 44%まで改善していた.とりわけ環，小指のピンチカは術前ほぽ不可の状態からともに

50%近くまで改善しており，患者の満足度も非常に高かった.

【緒言】

高度な尺骨神経麻療は典型的なかぎ爪変形ととも

に，手の基本動作である握りやピンチ動作の障害が

大きい.具体的には.MP関節の屈筋(骨間筋およ

び環・小指の虫様筋)が麻癒し.浅・深指屈筋のみ

の作用で指先から巻き上げるように屈曲するため大

きなものを掴めなくなる.また，ピンチに関しては

ほぼ実用性が得られないといったことがあげられ，

患者のADL制限は実に大きいものとなっている.

しかし，これらの機能障害に対しこれまで様々な再

建法が論じられている1)，2)，3)が具体的な術式の適応

や成績に関しての詳細な報告は意外に少ないのが現

状である.

今回，我々は(低位)尺骨神経麻療によるかぎ爪

変形の矯正とともにピンチおよび握りの障害の改善

を目的に，少数例ではあるがBulld凶terらが用いた

骨間筋機能再建法4)を応用してきたのでその治療成

績について報告する.

【対象と方法】

症例は5例.5肢ですべて男性であった擢患側

は右手 1肢，左手4肢ですべて非利き手側であっ

た.麻痩の原因は全例前腕部での開放性尺骨神経損

傷で，合併損傷として正中神経損傷 2例，屈筋

(腫)損傷5例，尺骨動脈損傷4例を認め，初療時

一次修復がなされていた受傷時年齢は 14-54歳

(平均32.8歳)であった.初回手術から再建手術ま

での待機期聞は 4.8-9.8か月(平均 6.6か月)であ

り，術後経過観察期間は 6.8-27.5か月(平均 13.2

か月)であった.なお，同時手術として環指浅指屈

筋腫を用いた母指対立再建術が1例，示指外転機能

再建術 (Ne吋aser法)が 1例，二期的追加手術とし

てNeviaser法および母指内転機能再建術(Li凶er

法)が1例，母指対立再建術が1例追加されていた

(表1).

今回，本法の適応として術前拘縮がないことを原

則に MP関節の過伸展を制動させると E関節が伸

展できるという，いわゆる Bouviertestが陽性であ

ることを前提条件とした術式はBulkhalterらの方

法に準じ，力源は伸展側の長樟側手根伸筋を用い

た.長掌筋腫，足底筋躍を随時採取しながら原則的

にfourtaiIed tendon graftとし対立指すべてのピン

チ能力の向上を目指した.移植腫は虫様筋管内を

経て深中手横靭帯の掌側を通して基節骨榛側(示指

だけは基節脅尺側)中央レベルにそれぞれ固定し

た5) この際，原法とは異なり pullout法ではなく

受理日 201ν'09/19 
聖マリア病院整形外科干回0・8543 福岡県久留米市津福本町422番地
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表 1 症例一覧

初回芋街 積復経過

症例 年齢 震刻 恒星世田 合都損傷 初回手編 からの 稀式 同時亭衝 追加芋街 臨隠閣

持個期間O!l {月}

1 144 男ま 正中神経代骨動脈 神経..縫合 9.8 4 tai佳dtendong団代 母鍛対立再建 27.5 

FOS・FDPのすべて 動静坤1合

FCU. F'αは平創貝偏

2 I 54 男左 FCU 神経・麗混合 4.8 珊 ・小t置ヨみ再建 母指内伝再建 9.0 

Nevi田町議

3 I 14 男 右 正中神経代骨量方腕 神経..縫合 5.0 4 tai&ed t町叫on9団代 母指対立再建 16.0 

FOS・FDP，のすべて 動踊明合

Fω. FCR. 押しは不全損自

4 I 18 男左 尺骨動fi 神経..縫合 6.8 4 tailed tendon 9rョR 6.6 

FDSのすべて
FDP(III，IV) 

5 I 34 男左 尺骨動脈 神経 .JHI告 5.6 4tailedt町世Dngraft. Nevias町議 6.8 

FDS(IV，V)，FDP(IV，V) 動綜咽合

FCU 

A B 

図 1 やtij式 A 長椀側手線仲筋健をカ源に 4tailed tendon graftとした.

B : bone anchorにて移植鍵を固定した

骨アンカーを用いて固定した(図 1) 固定肢位は

手関節背屈 20度， MP関節屈曲 60度， IP関節伸展

O度 (一時的鋼線仮固定併用)で行った後療法は

術後 4週までは shortarm brace固定と し，以後ナッ

クルベンダー装具併用下にリハビリ を開始した.

今回，検討項目としてかぎ爪変形の矯正具合，

DASH score，手の基本動作能力として握力，各対

立指別のピンチ力(原則的に pulppinch). さらに

はアンケートによる術前後の自覚症状の変化および

簡易満足度評価，加えて最終時の知覚回復状況につ

いて調査を行った.

【結果1
~目前認められた高度なかぎ爪変形は全例で概ね

矯正された(図 2). DASH scoreは術前平均 57.9

(37.9-69.0) から術後平均 20.9 (9.5-33.3) まで改善

していた各症例の術前後の握力の推移は多少ぱら

つきはあるものの全体的に回復傾向を認めており

(図 3)，平均健側比 19%であった術前握力は，術後

平均 44%まで改善 していた また，術前のピンチ

カは母指示指問で健側比平均 22%，母指中指問で

(建側比平均 12%であり，とりわけ環 ・小指に関し

ては全く実則性を認めていなかったが，術後は各指

とも平均 50%前後まで大きく改善していた(図 4). 

一方，アンケー トによる調査では，術前の訴えは

表2に示すような内容が主だ、ったが，術後それらは

程度の差こそあれ手指の生理的でスムーズな屈伸運

動の回復とともにほぼ改善されていた また，術後
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A B 
図 2 かぎ爪変形の矯正(症例 4) 術前骨問筋萎縮とともに高度なかぎ爪変形

を認めていたが(A)，術後 MP屈曲カの再建と共に IP関節は伸展可能

となった(8).

0.8 
0.1 
0.6 
0.5 
0.2 
0.2 
0.1 

I I 

3 

症例

rl i H・鮒車術後

注)症例1&. 31立正中神経麻簿合併例

図3 握力(健側比) の変化

60 
50 
40 

書30HiHHH U・棚-術後

20 
10 

母-;r.指問 母・中指同 母.JI福間 母.Jf、指間

指r.I ~J (N=5) 

図4 各指問別平均 pinchカ(健側比)の変化

残存する訴えとしては，作業内容により摘む力がま

だまだ不十分であるということであった.総じて，

手術に対する満足度は大いに満足，満足，どちらで

もない，不満，大いに不満の簡易的な 5段階評価で

行うと全例が大いに満足という好結果となってい

た.

表 2 自覚症状の変化(アンケート調査)

貨盟企主筆
-大きいものが持てない

・ものが摘めない

・カが入りにくい

・重いものが待てない

・母指小指間のピンチができない

・指の屈伸がスムーズに行えない

術後.残存する鼠え

・嫡む力がまだ不十分

5例(1∞%)
5例(1∞%)
5例(1∞%)
5例(100'lも)

5例(100%)

4例(80%)

4例(80%)

なお，最終時の知覚回復状況はこれまでの報告と

同綴に全例 10ssof protective sensationからは離脱し

ており，具体的には初療時での顕微鏡下神経縫合に

より 40代 50代の 2例は Sl，それ以外の若年者は

S2まで回復していることが確認された.
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【考察】

一般的に尺骨神経麻療に対する機能再建は示指外

転機能再建，母指内転機能再建，かぎ爪変形の矯正

の大きく 3つに大別される.前者二つは主に母指・

示指聞の強い keypinch力再獲得のためであり，示

指外転機能再建としては代表的に Neviaser法があ

り，本邦でも比較的良好な追試報告がなされてい

る礼一方，母指内転機能再建は正中神経由来の長

母指屈筋，短母指屈筋の代償作用もあり，意外にそ

のまとまった報告は少なく，実際の適応は少ないよ

うである3)

一方，かぎ爪変形の矯正は主に staticな方法と，

dynamicな方法の二つがあるが，変形矯正だけでな

く機能再建まで考慮すると多くは dynamicな方法が

推奨されている.こうした背景の中，我々はかぎ爪

変形の矯正と同時に手の基本動作の機能改善を目的

に内在筋機能の再獲得として dyr四凶cな方法である

健移行を行ったが，実際，力源に何を使うかが非常

に問題となってくる.また移植腫の固定法も重要で

あり，側索に縫合する方法では，その緊張度決定が

難しく，過矯正により swan-neck変形を生じるなど

の合併症が危倶される.今回，それらを総合的に考

え，結果的に握力の低下を避けるために力源を伸展

側に求め，正中神経麻痩合併の有無に関わらず対立

指すべてに臆移植を行い7) 固定部は側索ではなく

直接基節骨に画定する Bulkhalterらの方法を追試し

た.オリジナル法と異なることは，原著では pulI-

out法による健固定の失敗が報告されており，あえ

てboneanchorを応用したことであるが.術式の簡

略化ならびに腫国定の確実性において実用的な印象

を持っている.

今回のシリーズは，症例数が少なく統計学的解析

は行えていないが，本法はかぎ爪変形の矯正ととも

に， MP関節の屈曲力および安定性を再獲得でき，

機能的にも術前に比べ画期的に円滑な手指屈伸運

動が可能となり，握りのパターンの正常化ととも

に大きなものを把持しやすいように改善されてい

たω，9)，10) また各指別のピンチ力や握力の向上にお

いても，患者の満足度は非常に高く，実際その有用

性はかなり高いことが示唆された.自験例を通し

て，骨間筋機能再建である本法はこれまで言われた

かぎ爪変形の矯正というより最重要である手の基本

動作の再獲得としての意義付けがより強調されるべ

きなのかもしれない.

今回は外傷による神経損傷例だけの適応であった

が，本法の有用性からすると，内在筋の麻痩回復が

期待できないような重度肘部管症候群などへの適応

も積極的に考慮されても良いのではないかと考えて

いる.

今後も症例を積み重ねながら，さらなる追試を行

う予定である.

【まとめ1
1 :尺骨神経損傷後のかぎ爪変形に対する

Bulld凶ter&S回 it変法の治療成績を報告した

2 :本法による骨間筋機能再建は整容的なものだ

けではなく，握りのパターンの正常化ならびに握

力・ピンチ力向上において患者の満足度も高く非常

に有用であると思われた.

なお，要旨は第 53回日本手の外科学会学術集会

(新潟)にて発表した.

【文献】
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MP関節部での伸筋健脱臼例に対する術後早期の

運動療法
のなか白ぷひろ たさ宮かずゆ宮 かいだえいじ みやざきょういち あおやま たかL

野中信宏て田崎和幸へ貝田英二柿，宮崎洋一**青山 隆**

本研究は，手指MP関節部での伸筋腫脱臼例に対して伸筋腫の一部を利用して脱臼を整復する手術を行っ

た後，早期にセラピストによる運動療法を行った効果を検討したものである.対象は 9 伊~9 指で全例中指の

伸筋腫尺側脱臼であった.術後早期運動療法はセラピストが徒手的にMP関節部で伸筋腫を尺側から権側へ

支持し，再脱臼を防止した上でMP関節屈曲運動を中心に行った結果は全例再脱臼することなく良好な関

節可動域を早期に護得した.本運動療法は.伸筋腫が触診できる部位での簡便な徒手療法であり拘縮予防に

高い効果があった.

【緒言】

手指MP関節部での伸筋腫脱臼例の病態や術後成

績の報告は散見されるが，術後早期の運動方法に言

及した報告はない. MP関節部での伸筋障の脱臼

は，一般的にMP関節屈曲運動にて生じるため，修

復術後はMP関節伸展位固定を余儀なくされる.そ

のため術後セラピィでは再脱臼の防止はいうまでも

なく.MP関節の伸展拘縮，修復部周囲での伸筋障

の癒着をいかに予防するかがポイントといえる.今

回伸筋腫の一部を用いて脱臼を整復した手術を行

い，術後早期から MP関節屈曲運動を含めたセラ

ピィを行い，良好な成績を早期に獲得できたので報

告する.

【対象と方法1
2003年から 2010年までの間に手指MP関節部で

の伸筋腫脱臼に対して伸筋腫の一部を利用したMi-

chon法またはloopoperationを行い，術後セラピス

トによる早期運動を行った 9例9指を対象とした

(表1).男性6名，女性3名で手術時年齢は 18歳

-57歳(平均年齢36.8歳)であった全例中指で

あり右側が8例，左側が1例であった.原因は指を

はじくが5例，外傷が2例，中・環・小指で重量物

を抱えたが 1例，不明が 1例であった.全例痔痛や

不快感の訴えがあり.MP関節屈曲運動にて中指伸

筋躍が尺側へ脱臼した. 2003年の 1例のみMichon

法にて，他8例はloop operationにて修復し，術後

早期運動療法を行った.術後6週経過時の関節可動

域，拘縮の有無.再脱臼や痔痛の有無を調査した.

く術後早期運動療法〉

術後2日以内にシーネから中指MP関節榛屈・伸

展位のスプリント(図1)へ変更した.セラピスト

表 1 症例一覧

1
苫
ι
-
S
I
Z
E
S
ヲ
'
E旦
自

爾面通竃過融T刷

盟主
1旦笠
担E
100% 
10盛
100覧

盟笠
盟E
L旦基
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紳愛野記念病院整形外科
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図1 使用したスプリント

図2 徒手的に中指{中筋腿を尺側から榛~!IJへ支持した上で

行う MP関節屈曲運動

による運動時以外は装着させ， PIP・DIP関節のi降

い自動運動は許可したーMP関節運動時はセラピス

トが徒手的に中指 MP関節部で{I$IffJj腿を尺側から擁

側へ支持し，再脱臼させないようにして MP関節屈

曲運動を行った(図 2).術後 4週経過でスプリン

トを除去し.MP関節も含めた自動運動を行わせ

た.術後6週経過時に受傷原因の動作を禁じて患手

使用を許可した

【結果】

日本手外科学会指伸筋鍵機能評価法において術後

図3 術前(左上) 術中(右上) 術後4週経過時(下)

6週経過時， %T品4 は 96 %~101 % (平均 99%)

であり，全例優であった.拘縮や再脱臼も生じな

かった.また手指運動時の痔痛も認めなかった.

<症例提示>

57歳，女性.右中指で虫をはじいて以降，指自

動屈曲伸展に制限あり 特に屈曲時中指伸筋縫が尺

側へ脱臼して痔痛を生じていた Ioop oper泣JOnを

行い，術後翌日からセラピストの徒手にて伸筋躍を

尺側から榛側へ支持して 1日2回MP関節屈曲運動

を行った.術後 4週経過時にスプリントを除去した

が，拘縮はなく %TAMlOO%をすでに獲得していた

(図 3).術後 6週経過時に職場復帰した

【考察】

矢島1)は矢状索や骨間筋健帽は薄いために，縫合

しでもその強度は非常に弱く，最低3週間の外固定

が必要であるとし，伸筋l健の sIipを利用して矢状索

を補強した場合は線維方向に垂直に縫合糸をかける

ことになり，術後 1週間くらいからゆっくりとした

自動運動が可能となると述べている ところが，伸

筋腿の一部を利用して矢状索を補強した手術後の外

岡定期間が記載されている報告を散見すると MP関

節は約 3週間外固定されている2)3) それらの報告

は概ね良好であるが，治療経過中に拘縮をきたして

いたかは定かではない. Ioop operationなどの伸筋

腿の一部を利用して矢状索の補強を行う術法は，よ

り強固に制動できる反面，仲筋腿癒着も高度になり

やすい.また MP関節は伸展拘縮しやすい.そのた

めに著者らは強固に修復できた際は，セラピス トが

徒手的に伸筋鍵を支持して MP関節屈曲運動を試み
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図4 MP関節屈曲で伸筋島幸が尺側へ脱臼(左)徒手的に

脱臼を防止している(右)

た.手背部は伸筋膿が触診しやすい部位であり，実

際に脱臼を支持して MP関節を屈曲できるか術前の

症例にて試行も行った(図 4). 術後においても術

創部の尺側から支持するので徒手による創部痛もほ

とんと、訴えがなかった 本運動療法は MP関節部で

の伸筋鍵の尺側への動きを制限し，近位から遠位方

向への健滑走を維持でき，早期に良好な関節可動域

を獲得できる簡便で安全な方法であると考えてい

るー

【まとめ】

中指 MP関節部での伸筋鍵尺側脱臼 9例に対して

伸筋健の一部を利用した手術を行い，術後セラピス

トによる早期運動療法を行った 伸筋陛を徒手的に

尺側から榛側へ支持した上で行う MP関節屈曲運動

は非常に簡便で拘縮をきたすことなく，かつ再脱臼

することなく早期に社会復帰可能であった.

【文献】

1)矢島弘嗣. MP関節部{中筋鍵脱臼 OS NOW No28手

の外科.東京.メジカルビュー社 pp75-79， 1997 

2) Watson H.KほかーSagittalBand Reconstruction. J Hand 

Surg 22-A: 452-456， 1997. 

3)古作英実ほか.伸筋腿脱臼に対する loopoperationの

治療経験. 日手会誌 27(5):610-612， 2011. 
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Buddy splintによる手指PIP関節掌側板付着部裂離
骨折に対する早期自動運動療法の治療成績
はたなか わたる

畑中捗

伸展位で脱臼しない指PIP関節の掌側板付着部裂離骨折は，骨片の骨癒合を得ることよりも関節拘縮を起

こさないことが大事である. PIP関節機能障害残存予防のために，隣接指との buddysplintによる早期自動

運動療法を行ってきたので その有益性を検討した.

対象は53例で，隣接指との buddytaping群が33例.buddy s位置p作製群が20例である.最終調査時， 8 

例に痔痛残存を認めたが.骨片が反転したままなのは 1例のみであった. PIP関節の健側に対する伸展差，

%日nch，%握力はbuddytaping群の方が成績が良かったが.buddy taping群の 1例に接触性皮j昔炎を生じ治

癒まで時間を要した例があった.

隣接指との buddysplintによる早期自動運動療法が有効であることは以前より示されていたが.buddy 

strap作製でなくても buddytapingのみでも有効であった

【緒言】

過伸展損傷により生じる指近位指節間関節(以下

PIP関節)の掌側板付着部裂離骨折は，日常よく見

られる損傷であるが，手術適応や保存療法について

の見解が一致していない.骨癒合を目指して屈曲位

で固定した結果，伸展制限残存が多いことから，掌

側骨片の骨癒合を得ることよりも，癒着を起こさ

ず，機能障害を残さないことが重要であると考え，

伸展位で脱臼しないものは早期運動療法が薦められ

ている1)2) 背側脱臼のない PIP関節掌側板付着部

裂離骨折に対し，伸展制限残存を予防するための隣

接指との buddysplintによる早期自動運動療法を

行ったので，治療成績を調査し，治療指針について

検討した

【対象と方法1
2004年5月から 2010年8月までに著者が終診ま

で直接治療に当った 53例を対象とした男性24

例，女性29例で，平均年齢は22.4歳 (11-71歳). 

利き手受傷 19例，非利き手受傷34例であった.受

傷指は示指 12例，中指 10例，環指 12例，小指 19

例で，受傷原因はスポーツ外傷が38例，一般外傷

が 15例であった.合併損傷は，健側に比べ軽度の

受理日 2011109/20 

不安定性を有する側副靭帯損傷合併が12例あった.

治療方法は，腫脹が強い例では 1週間未満のシー

ネ固定を先行して行うことがあるが.隣接指との

buddy splint固定を行い，自動運動を制限しなかっ

た. Splint素材で2群に分けて検討したが，作業療

法土が Splint作製可能な時間帯以外はテープでの

buddy taping治療群(以下T群)に，作業療法士が

作製可能な時間帯はベルクロ製材を用い加工作製し

たbuddys回 p作製群(以下S群)に割りつけた.

T群が33例， S群が20例であった T群では，理

解力のある患者では次回受診時までにテープが剥が

れたときには同様にテーピングするように指導した

が，コンブライアンス不良と思われる患者には次回

受診時までテープを剥がさないように指導し，受診

毎に貼り替えた. S群では，つけ外しが容易なた

め，外して手洗いすることを許可した(図1).

検討項目は，全例に Splint治療期間と X線評価

(骨折型，骨癒合の有無)を検討した.また，治療

開始後6週間以上経過観察できた 31例に対して，

治療成績として痔痛・圧痛・過伸展時痛の有無，

PIP関節の伸展・屈曲制限の健側比，さらに TAM'

pinchカ・握力を健側比で評価し.Gaineらの機能

評価ω(表1)を検討した.さらに ROM'pinch力・

札幌東徳洲会病院〒065・0033 北海道札幌市東区北33条東 14丁目 3番 1号
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図 1a buddy strapの外観

表2 両群問の治療成績

T群 s群 p値

Sp/ i nt使用期間(日 ) 20.5 〈 22.3 0.35 

経過観察期間(週) 8.7 〉 7.0 0.36 

P/ P関節伸展角度 0.8 〉 0.4 0.94 

健側に対する P/ P伸展不全角度 -0.8 > ー1.6 0.92 

P/ P Ii!幽角度 100.7 < 101.6 0.97 

健側に対する PIP屈曲不全角度 ー1.8 〈 -0.4 0.82 

拍 TAM 99.7 く 102.1 0.53 

9もpi nch 95. 1 〉 92.0 0.66 

判世主力 97.6 > 83. 1 0.02 

が31例であった Schenck5)の骨折型の分類では，

関節面に占める骨片の割合が 10%以下の Grade1が

27例， 1l~20% の Grade2 が 26 例であり， Grade3 

以上はなかった 53例中， 47例で骨癒合が得られ

た骨癒合が得られなかった 6例は全例 T群で，

図 1b buddy strapの着用状態 骨片が反転したままの状態であったが，反転例のう

ち痔痛残存は 1例のみであった.

表1Gaineらの機能評側 (Gain巴WJ，I吋ury1998を改変) 治療開始後 6週間以上経過観察できた 31例の内

Exce / / ent Good Fa i r Poor 

ROM Fu" <15 /055 of <30 /055 of )30 1055 of 

extens i on extens i on extens j on 

Pa i n Free M i nor Moderate Pa i nfu / 

jo i nt 

8ack to 8ack 8ack Some Not 

work/5port5 d i ff i Cu / ty 

Patient Sati5fied Satisfied Indifferent Dissatisfied 

satisfy 

握力を治療方法別に比較した.合併症として，接触

性皮膚炎の発生をチェ ックした.統計学的評価は，

Mann-Whitney' s U testを用いた

【結果】

Splint使用期間は， 全体で平均 21.5日， T群で平

均 20.5日， S群で平均 22.3日であった.両群聞に

有意差は認めなかった(表 2).

Nanc巴ら4)による骨折型の分類では， Dot (点)が

3例，Sliver (縦長の骨片)が 19例， Fragment (破片)

訳は，T群が 20例，S群が 11例であった.平均経

過観察期間は，全体で 8.1 週 (6~ 17 週)， T群で

8.7 週 (6~17 週). S 群で 7.0 週 (6~10 週)であっ

た.両群聞に有意差は認めなかった.

31例中軽度実痛残存が 8例に認められ，全て T

群であった圧痛の残存がT群の l例に認められ

た. PIP関節の過伸展時痛の残存は認めなかった

PIP関節の伸展角度は，平均+0.7"で，T群で平

均+0.8¥ S群で平均+0.4"であった.健側に対する

伸展不全角度は平均 1.1"で， T群が 0.8"，S群が1.6"

であった いずれも両群聞に有意差は無かったが，

T群の成績が良かった

PIP関節の屈曲角度は，平均 100.9"で， T群で平

均 100.7¥ S群で平均 101.6"であった健側に対す

る屈曲不全角度は平均 1.5"で， T群が 1.8¥S群が

0.4"であった.いずれも両群間に有意差は無かった

が，S群の成績が良かった.

%T，品4は平均 100.3%で，T群で平均 99.7%，S 

群で平均 102.1%であった.%pinchは平均 94.4%

で， T群で平均 95.1%，S群で平均 92.0%であった.

いずれも両群聞に有意差は無かった. 一方%握力

は平均 94.3%で， T群で平均 97.6%，S群で平均
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83.1%であり，両群聞に有意差を認めた (p<O.05). 

Gaineの機能評価では， 31例中 ExcelJentが23例

(T群 14例.Si洋9Wtl)， Goodが8例 (T群 6例，

S群2例)で， Fair・Poorは無かった両群問で Ex-

celJent例の占める割合は， T群は 70.0%， S 群は

81.8%で， S群の方がより成績が良い傾向があった.

T 群で接触性皮膚炎の発生をl{)iiJ認めたが，テー

プ素材を変更する ことで改善した.

一症例供覧-

14歳，男性 }Io利き手の環指にバスケッ トボー

ルをぶつけて受傷.変形を自己整復後に，環指 PIP
関節痛・ IJ重脹を主訴に初診.単純 X線上，Nanc巴

分類の Sliver，Sch巴nck分類の Grade1を呈してい

た.伸展位で再脱臼が見られないため，中指との

Buddy tapingを行った.受傷 11週後，骨片は反転

遊離したままだが，終痛 ・庄痛 ・不安定性無く ，

PIP関節の伸展不全角は 2
0

で.%T品 4は98.7%，

%pinchは87.5%， %握力は 83.1%で，機能上は問

題なかった(図 2). 

【考察】

過伸展損傷により生じる PIP関節掌側板付着部

裂離骨折では，従来は軽度屈曲位固定による保存療

法が一般的であったが6)7) 裂離骨片に対し積極的

に観血的再建を行う という報告8)もある. しかし石

黒1)は，隣接指とのテーピングで積極的に屈伸運動

を行わせることで，掌側骨片の骨癒合を得ることよ

り癒着を作らずに治療を行うことが重要で，掌側板

付着部の裂離脅片が関節閣の 40%以下の骨折で

は，癒合が得られなくても可動域が確保されれば将

来的に機能障害を残すことは無いことが多く，伸展

位で再脱臼しないものには保存的治療の適応である

と述べている.

軽度屈曲位や伸展位での回定の場合，治療後に

PIP関節の伸展制限が残ることが多く，佐々木ら9)

はPIP関節伸展不全角が屈曲位固定で 4.6¥伸展

位固定で 2.9'と報告し， 伸展位固定の有用性を述べ

ている.シーネ固定群と buddysplintによる早期自

動運動療法群を比較した既報2)では， PIP関節伸展

不全角はシーネ固定群が 4.7
0

に対し，buddy splint 

固定による早期自動運動療法群が 2.2
0

と良好な結果

が得られていた.さらに今回の結果では• PIP関節

伸展不全角は 1.1'と良好な結果が得られた

素材別に治療成績を検討すると.buddy tapmg群

図2 a初診時単純X線側面像

図2 b終診時単純X線側面像

は健側に対する伸展不全角度が少なく. %pinch 

と%握力は高かった. buddy strap群は健側に対す

る屈曲不全角度が少なく %T品 4は高かった素

材別に健側に対する不全角度に差が出た要因とし

て taping群は素材の薄さにより自動伸展の範囲が

ベルク ロ素材を加工した strap群より大きくなる可

能性が考えられる一方，屈曲時には strap群に比べ

てねじりが起こるために自動屈曲域が制限された可

能性が考えられる.ただし. buddy taping群では接

触性皮j荷炎の発生を認めたこと， 痔痛 ・圧痛の残存

や過伸展時痛の残存が多かったこと. buddy strap 

群ではつけ付け外 しが容易なため手洗いが簡単にで

き清潔を保てることから患者満足度が高かったこと
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から1ω，どちらの治療が最も優れているとは言い

切れなかった.

今回の検討はカルテ調査からの泥仕'Ospective

studyであるため，治療法には変遷がある.作業療

法士がbuddys回 p作製をいとわない時間帯以外は，

テーピングによる固定を行っていた.テーピング素

材の材質に注意しながら， buddy splint固定を続け

ることで，今後も早期機能回復に努め，検討を継続

したい.

【まとめ】

過伸展損傷により生じる指PIP関節の掌側板付

着部裂離骨折は，掌側骨片の骨癒合を得ることよ

り，癒着を起こさず，機能障害を残さないことが大

事で，伸展位で脱臼しないものには，隣接指との

buddy splint固定による早期自動運動療法行うこと

が，軽度屈曲位や伸展位でのシーネ固定に比べて有

効であることが示された.
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石黒法による練旧性骨性槌指の治療成績
しん まさ奮 い白うえごろう 晶さのけんいち さえ宮ま吉おみ と tまやかわとも白り

申 正樹大井上五郎*浅野研一大佐伯将巨大小早川知範帥

陳旧性骨性槌指に対し，経皮的操作による新鮮化や観血的整復を行わずに石黒法で治療した成績を報告す

る.受傷28日以上経過した陳旧性骨性槌指 11例を対象とした手術時年齢，受傷から手術までの期間，最

終観察時の可動域.治療成績(蟹江， Crawfordの評価基準)等について検討した.手術時平均年齢は 16.6

歳，受傷から手術までの期間は平均 56日，平均35日で抜釘した.観察期間は平均 8.2か月， DIP関節可動

域は伸展平均網3.9.，屈曲平均 68.，治療成績は蟹江で，優8例，良 1例，可2例， Crawfordで，優6例，良

1例，可3例，不可 1例であった.全例で骨癒合を認めた.石黒法は陳旧例にも有用だが経皮的操作や観血

的整復が必要とされている.経皮的操作には骨片の破損や軟部組織の損傷等があり慎重な操作が必要であ

る.観血的整復は操作が煩雑で骨片の破損や骨片への血流障害をきたす可能性があるためなるべく回避した

い.今回の検討から，対象年齢が若い場合では，陳!日例でも経皮的操作や観血的整復を加えずとも良好な結

果が得られた.

【緒言】

石黒法1)の普及とともに陳旧性骨性槌指に対しで

も石黒法による治療が広く行われている.受傷から

3週以上経過した陳旧例では注射針を用いた経度的

操作による骨折面の新鮮化が必要で， 6週以上経過

した症例では openreductionの適応2)3)とされてい

るが，筆者らは受傷後28日以上経過した骨性槌指

に対し，経皮的操作や観血的整復を行わず.新鮮例

と同様に石黒法で治療したのでその成績を報告す

る.

【対象と方法】

当院および関連病院で，受傷後28日以上経過し

た陳旧性骨性槌指に対して経度的操作を加えず石黒

法を施行した 11例を対象とした.内訳は男性4例，

女性7例.受傷時年齢は平均 16.6歳 (11......26歳)， 

擢患側は右7例，左4例，擢患指は示指5例，中指

1例，環指3例，小指2例.受傷から手術までの期

間は平均 56日 (28......111日)であった.背側骨片

の大きさが関節面の 1β 以上1/2未満であったのが

4例，1/2以上が7例，術前に DIP関節掌側亜脱臼

を伴ったのは 11例中 7例であった.

手術は局所麻酔下に現法に基づいて行った.抜釘

受理日 201V09/21 

は基本的に 2段階で行った術後平均25日 (21...... 

29日)でまずextensionblock pin (以下blockpin) 

のみ抜去し，術後平均35日 (30......41日)で関節固

定pin 以下固定pin) を抜去した.抜釘時に仮骨

形成不良な場合のみ伸展位保持の splintを1......2週

間装着した.観察期間は平均 8.2か月 (4......17か

月)であった.

検討項目は痔痛， DIP関節可動域， X線所見およ

び合併症で，臨床成績には蟹江。および Crawford5)

の評価基準を用い，屈曲 65・未満のものを屈曲制限

ありとした.

【結果】

軽度の察痛を 1例に認めたが.残りの 10例は痔

矯その他の愁訴もなかった.DIP関節の平均可動域

は伸展・.3.9.(・15......0.)，屈曲 68.(43......90.)であっ

た X線で全例骨癒合を認めた pin刺入部感染や

爪変形などの合併症は認めなかった.治療成績は蟹

江の評価基準で，回目llent8例， good 1例， fair 2 

例， Crawfo吋の評価基準で，位cel1ent6例， good 1 

例，盆ir3例， poor 1例であった(表1).

【症例提示】

症例 1(図1): 16歳，女性.バレーポールがあ

‘豊橋市民病院〒441・8570 愛知県豊橋市青竹町字八開西50番地
柿長野赤十字病院
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表 1 11症例

5 

5-2-1ゐ i681134 

図 1 症例 1 16歳，女性受傷後

83日で手術施行 A初診時

B術直後 C術後6か月

D術後 14か月

たり左環指を受傷したが放置していた 痛みが残る

ため近医受診し当科紹介.受傷後 83日で手術を

行った術後5週で抜釘し関節可動域訓練を開始し

た最終観察時 (14か月)の DIP関節可動域は伸

展 0.，屈曲 65.で察痛なく，蟹江および Crawford

の評価基準は巴xcel1entであった

症例 2(図 2): 14歳，女性. ドッジボールがあ

たり右示指を受傷したが放置していた.痛みが残る

ため受傷 3か月後に近医受診し当科紹介 受傷後

111日で手術を行った 術後 24日で blockpinを抜

去し，術後 38日で固定 pinを抜去し関節可動域訓

練を開始した 術後4か月で骨癒合が得られ.最終

図2 症例 2 14歳，女性 受傷後

111日で手術施行 A初診時

B術直後 C抜釘時

DE術後8か月

観察時 (8か月)の DIP関節可動域は伸展 0.，屈曲

80.で痔痛なく， l墨江および Crawfordの評価基準は

excellentであった.

症例 3(図 3): 12歳，女児.バレーボールがあ

たり右示指を受傷したが放置していた.痛みが残る

ため受傷5週後に近医受診し当科紹介.受傷後 42

日で手術を行った 術後 31日で抜釘し関節可動域
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図3 症例 3 12歳，女児受傷後

42日で手術施行 A初診時

B術直後 C抜釘時

図4 症例 4 11歳，男児受傷後

28日で手術施行 A初診時

B術直後 C抜釘時 図5 症例 5 15歳，女性受傷後

85日で手術施行 A初診時

B術直後 C抜釘時
D術後 17か月

D術後7か月

訓練を開始した 術後2か月で骨癒合が得られ，最

終観察時 (7か月)の DIP関節可動域は伸展-5¥

屈曲 80'で痕痛なく，評価は蟹江で excellent，

Crawfordはgoodであった

症例 4 (図 4): 11歳，男児.バスケ ットボール

があたり左中指を受傷したが放置していた.槌指変

形残るため受傷 3週後に近医受診し当科紹介.受傷

後 28Bで手術を行った術後 22日で blockpinを

抜去し，術後 34日で固定 pmを抜去し関節可動域

訓練を開始した.術後2か月で骨癒合が得られ，最

終観察時(17か月)の DIP関節可動域は伸展 0'，

屈曲 80'で痔痛なく，蟹江および Crawfordの評仰i基

準は excellentであった

症例 5(図 5): 15歳，女性.ソフトボールが右

示指にあたり受傷したが放置していた. 受傷2か月

後に近医受診し当科紹介.受傷後 85日で手術を

行った術後 21日で blockpinを抜去し，術後 36

日で固定 pmを抜去し可動域訓練を開始した術後

2か月で骨癒合が得られ最終観察時 (5か月)の

DIP関節可動域は伸展 0'，屈曲 67'で痔痛なく，評

価は蟹江および Crawぜordで巴xcell巴ntであった

D術後5か月

【考察】

受傷 6週以上経過した症例に対しでも経皮的操作

後に石黒法を施行して良好な成績を得たとの報告6)

もあるが， I凍旧例に対し経皮的操作や観血的整復を

行わずに石黒法を施行した治療成績の報告はほとん

どない 経皮的操作を行った陳旧例でも抜釘直後は

仮骨形成が不十分で骨折部に間隙が残存し，一見

fibrous union様に見える症例を時々経験するが，そ

のような例でも，過度の負荷がかからないかぎりは

背側骨片が再転位することもなく次第に骨癒合が得

られ，最終的にはほとんどの症例で骨癒合が得られ

偽関節になることは非常に少ない.これは骨折部の

間隙は療痕組織が介在しているためすぐには仮骨形

成されないが，介在した癒痕組織は当初は fibrous

ull10nの状態であるが，わずかでも仮骨形成されれ

ばその部分から徐々に癒痕組織が仮骨に置換されて

いき，最終的に骨折部全体の'青癒合が得られるため

ではないかと筆者らは推測した.すなわち，骨折部

に若干の癒痕組織が介在していでもある程度の整復

位で固定されれば，一時的には fibrousunionに見え

る状態が続いても徐々に骨癒合が得られる可能性が

高いと考えられた 一方，経皮的操作による新鮮化
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により癒痕組織が完全に除去されるわけではなく多

少残存するものであり，経度操作を行わずともある

程度整復可能な例も多いことから経皮的操作が必ず

しも必要な処置ではないのではないかと思われた.

以上の理由から，陳旧例でも経皮的操作を加えずと

も石黒法で骨癒合が得られるのではないかと考え今

回の治療を試みた.結果は 11例全例に骨癒合が得

られ，最終観察時の DIP関節可動域も比較的良好

であった.癒痕組織が介在して背側骨片の良好な整

復位が得られない場合は，反モスキート錯子の先端

で表皮上から背側骨片が整復位になるよう押し当て

つつ可及的整復位で固定した.整復時に完全整復に

こだわって無理な整復を行うと blockpinによる骨

片の骨折の危険があるため 骨片が小さい場合や薄

い場合は，無理な整復を行うのではなくある程度の

整復位で固定している.今回の症例では幸い骨片の

骨折は認めなかった.転位が残存したまま骨癒合し

た部分は経時的に remodelingされていくことが分

かった.関節面の gapがlmm程度であれば骨癒合

後に gapがほぼ消失している(図 5) のに対し，

gapが2mm程ある場合は骨癒合後も gapはほぼ不

変であった(図3). 関節面の stepoffは0.5mm程

までならば骨癒合後に stepoffが平坦化する傾向が

認められた(図 1，4). 従って，関節面の gapを1

mm， step offは0.5mm以内に整復固定することが

X線学的には重要と思われた.また，掌側E脱臼が

ある例では亜脱臼が残存すると関節症変化をきたし

やすいため，亜脱臼を整復固定することが重要であ

る.今回の検討では背側の骨練形成は認めるものの

関節裂隙の狭小化や二次的な関節症変化はあまり認

めなかった.しかし，長期的には関節症変化をきた

す可能性があるため，今後長期での検討も必要と

考えている.今回平均年齢が 16.6歳と若年者の症

例が多かったことも骨癒合が得られた一因と思わ

れる.26歳の最年長例では痛みが残存したため

Crawfordの評価で不可であったが，それ以外の症

例 (22歳以下)では蟹江およびCrawfordともに可

以上の成績が得られていることから，少なくとも

20歳頃までは本法の適応としてよいと考える.30 

歳代以上の症例については特に適応外としたわけで

はないが今回の症例には含まれなかった.年齢が高

くなるにつれて評価は願時悪化する傾向がある4)こ

とから， 30歳代以上で本法を行った場合に許容可

能な成績が得られるかどうかは今後の検討が必要で

ある.

抜釘は術後3-4週でまずblockpinを抜釘し， 4 

-5週で固定pinを抜釘する.block pinを先に抜釘

するのは術後3-4週以降では伸筋躍の伸展カのみ

では骨折部が離閲することはないと考えるからであ

る.陳旧例では抜釘を遅らせた方が骨癒合の観点か

らは有利であるが， pin泊1配tionを防止するために

は可及的早期に抜釘したほうがよいと考え固定pin

も術後5週までには抜釘し，さらに固定が必要な場

合はDIP関節伸展位で splint固定している.経皮的

操作は新鮮化による骨癒合促進効果がある半面，背

側骨片の破損，関節軟骨および軟部組織の損傷，骨

折部の間隙形成などの危険性もあり慎重な操作が必

要である.また，陳旧例では骨折部の新鮮化を行う

ため整復が不十分になりやすく，できるだけ手術の

侵襲を少なくして関節症変化を最小限にとどめるこ

とも大切であるという報告@もあることから，全例

に経皮的操作が必要かどうかは議論の余地がある.

まずモスキート錯子等を用いて整復を試み，整復不

良であった場合に経皮的操作を考慮すればよいと考

える.一方.観血的整復は，操作が煩雑であり，骨

片の破損.終止健の損傷，皮膚や骨片への血流障害

などをきたす可能性があるためできる限り回避すべ

きで，整復不能な場合の最終的な選択枝と考える.

本研究の泊凶凶onとしては， re'位。spectiveであ

ること，対象症例が 10-20歳代に限られているこ

とがあげられる.しかし 骨性槌指は 10-20歳代

のスポーツ外傷が大部分であることを考慮すれば，

一般的な母集団から大きく解離するものではないと

思われる.

【まとめ】

陳旧性骨性槌指に対して経皮的操作や観血的整復

を加えず石黒法で治療した成績を報告した.11例

全例で骨癒合がえられ，癒合部は経時的に remodel-

ingされていった.対象年齢が若い場合では本法で

良好な成績が得られると考えられた

【文献1
1)石黒陵ほか.骨片を伴った ma11etfingぽに対する

c10sed reductionの新法. 日手会誌5:444-447， 1988. 
2)石黒隆.陳!日性マレット指の治療.MB Orthop 8: 27・

33，1四5.
3)千馬誠悦ほか.石黒法を用いて治療した陳旧性骨性槌
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石黒法による陳旧性骨性槌指の治療成績

指の治療成績. 日手会誌17:119・121，2000.
4)蟹江純ーほか.最近14年聞に治療したrnalletfingerに

ついての検討.整形外科34:1499-1501， 1983. 
5) Crawford Gp， et a1. The molded poly血enesplint for ma11巴t

finger deformities. J Hand Surg 9A: 231・237，1984.
6)豊山起光ほか.陳旧性骨性槌指に対する石黒法による

治療経験.日手会誌24:149・152，2007.
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小児における指節骨遠位端骨折に対する手術症例の

検討、.-_e 
司、知事..，..-

会苅佐島*写実萎挙ベ ih屯貫通ペ軍将 41彦三*苫芸吾首帥

小児の指節骨遺位端骨折に対する手術施行例を検討した.対象は 15歳未満の小児における指節骨骨頭，

頚部骨折に対して手術を施行した 12例 12指で 年齢は2......13歳(平均 9.4歳)であった. 8例は新鮮例で

4例は仮骨形成を認めた棟旧例であった.新鮮例には2歳児の症例と開放骨折例を除き経皮銅線刺入を，他

に対しては観血的整復固定を行った.これらに対し.1)擢患部位.2)受傷機転， 3)骨折型， 4) 関節可動

域， 5)画像評価による遺残変形と自家矯正の有無について検討した.粉砕を伴う 1例を除きおおむね良好

な成績を得たが，観血的整復固定を施行した 7例中3例において骨頭の萎縮や頼間部の骨吸収像を認めた.

また術後に残存した榛尺屈変形は最終追跡時においても自家矯正されていなかった.指節骨遠位端骨折では

小児においても準背屈変形以外の自家矯正はあまり期待できず解剖学的整復が必要であるが.成人同様に侵

襲が大きくなれば骨萎縮や骨吸収を来たす可能性があり，小侵襲を心がける必要があると思われた.

【緒言】

小児の指節骨骨折は日常診療においてよく遭遇す

る外傷であるが，自家矯正能を有し骨癒合も得やす

いことから保存的に治療可能であることも多い.し

かしその中で指節骨遠位端での骨折は比較的頻度も

少なく，治療に難渋することも稀ではない.今回，

小児における指節骨遺位端骨折の 12例に対して手

術的治療を施行したので，その治療成績を検討し若

干の文献的考察を加えて報告する.

【対象と方法】

対象は 15歳未満の小児の基節骨および中節骨骨

頭，頚部骨折に対して手術を施行した 12例 12指

(男 8例，女4例)で，年齢は2......13歳(平均 9.4歳)

であった.受傷指は示指4例，中指3例，環指 1

例，小指4例であった. 8例は新鮮例であり， 4例

は手術まで3週以上経過し仮骨形成を認めていた陳

!日例であった.新鮮例に対しては2歳児の症例と開

放骨折例を除き非観血的整復および経皮銅線刺入を

施行した.仮骨形成例に対しては骨癒合部をいった

ん切離した後に観血的整復固定を行った.術後経過

観察期間は3か月......6年 1か月{平均 1年 10か月)

であった.これらの症例に対して，1)擢患部位，

受理臼 201V09120 

内 内 内 門
I型 E型 皿型 N型

〈単摂荷額にまたがる粉砕)頚部)

図 1 骨折型(牧らの分類:2∞4) 

2)受傷機転， 3)骨折型.4)関節可動域.5)単純

X線評価による遺残変形と自家矯正の有無，につい

て検討した.骨折型は牧らの分類に準じて(図1)，

単頼骨折の I型，両頼にまたがる E型，遺位骨片が

二つ以上に粉砕したE型，頚部骨折のIV型に分類し
た1)

【結果】

結果を表1に示す.擢患部位は示指基節骨 1例，

示指中節骨3例，中指基節骨2例，中指中節骨 1

例，環指基節骨 1例，小指基節骨4例であった受

傷機転は運動中の突き指が8例と最も多く， ドアに

指を挟んでの受傷が2例，石が指の上に落下しての

直達外傷が1例， 2歳児の 1例は詳細不明であった

がはい歩きをしている最中の受傷であった.突き指

症例の運動種目ではバスケットポールが8例中 4例

事厚生連屋島総合病院干761・0186 香川県高松市屋島西町 1857・1
"香川大学医学部整形外科
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表 1 12症例の結果

{[iJiJ 年宣告 性別 受IlI'箔 受傷機転 骨折型
t フ

術式 ROM iH主変形 自家土器疋等 追E言明間
〈究慨から手間宮で〉 国t./Oex

l 11 女
左ハ バスケットボールで

N (-) 経皮的1碍級車j入 full 尺sl1O" (ー} 5.5か月
基節・ 突きf旨

2 13 男
1;ハ バスか'"トポールで N (-) 経皮的録袋f1J入 釦且 (-) 3か月
基節' 突き指

3 10 男
右京 ソフトボー}~で

E {ー)
骨終合→

PIP -25・150・ (ー) 5年1かFl
基節' 突きf旨 関節形成

4 12 晃
右， 、箔 バスケットボルで

E {ー} 経皮的錦紋f1J入 full {ー〉 4か月
基鐙i雪 'l¥l芦指

5 2 易

霊
はし惨さ中 N {ー) 鋭血的墜復固定 fUlI 復怠 7' (ー) 3年8か月

s 12 男
石がIliのよt::lT下

N (-) 鋭血的豊富復固定 PIP -50' 1 80' (-) 7か月
(開放骨折)

7 12 女 荷馬践で突き指 N {ー} 経皮的鍛敏刺入 full 俊足5' {ー} 2年1か月

8 9 晃
左京 サッカポ}~で

N {ー} 経皮的紛鋭利入 DIP 0' /74" (ー} 4力、月
中前 突習指

9 12 J号 E小 バスケットボールで
N 

( t) 
iJ!血的盤復関定 PIP -10" 190" 頼関の骨吸収 (ー) 11か月

基量官 突き指 ( 3.5~哩)

10 E 女
三丘五中塁箆節笠E盆笠骨i 

liのドアに挟む E 
(t) 

鋭血的益復固定 DIP -{)' 130" 骨頭の萎縮 (喝) 1年7か月
(3適 }

11 5 女 ドアに祭む N 
( t) 

綬血的豊富復劃定 DIP -0・ /70" 骨t宇都の繍径の減少 {・) 5王手1か月
(3週)

12 s 晃 五一空丞笹主雪主 野線中Lこ突き1首 N 
(t) 

銀血的整復閤定 DIP -5' 175" (.ー〉 6.5か月
( 5週}

(受傷時〉 (術後〉 (1.桁表 3か月)

図2 症例2

と半数を占めていた.骨折型では， II型が2秒'tl，m 
型が 1例， IV型が 9例であった最終関節可動域は

単純骨折の新鮮例では全例において満足する結果を

得たが，粉砕骨折であるE型や開放骨折，陳旧例な

どの観血的整復固定を要した症例では関節可動j或制

限が残存した.単純X線評価liでは，経過観察期間

が平均 2年 4か月と短く最終評価とは言えないが，

遺残変形や骨吸収像などを認めた6例は全例におい

て自家矯正されていなかった.

<症例提示>

代表症例を提示する

症例 2:13歳の男児で，バスケッ トボール中に左

小指を突き指し，他院にて骨折を指摘され紹介され

た.単純 X線写真において背側転位型の基節骨頚

113 

部骨折を認め，経皮的鋼線刺入術を施行し問題なく

治癒した(図 2). 

症例 7:12歳の女児で，騎馬戦中に左小指を過伸

展して突き指した背側転位型の基節骨頚部骨折を

認め，経皮的鋼線刺入術を施行した.術後に残存し

ていた榛屈 5'の変形は，術後 2年 1か月となる最

終追跡時においても自家矯正はされずに残存してい

た(図 3). 

症例 9・12歳の男児で，バスケッ トボール中に左

小指を突き指して受傷した.他院にて基節骨頚部骨

折を指摘され徒手整復及び外固定による保存的治療

を受けたが.徐々に転位の進行を認め受傷後 3.5週

にて紹介をされた.当科受診時の単純 X線写真で

は既に仮骨形成を認めており，骨折部では背側転位



256 小児における指節骨遠位端骨折に対する手術症例の検討

(受傷時) (術後) α年1か月)

図3 症例 7

(当科初診日寺〉 (術後) (2か月〉 (11か月)

図4 症例 9

および回旋変形が残存していた. これに対して観血

的に骨折部をいったん切離し直視下に整復後，銅線

刺入国定を施行した術後 4週にて骨癒合は得られ

抜釘を行った.その後，経過良好であったが術後2

か月の単純 X線写真にて頼間部の骨透亮像が明ら

かとなり，術後4か月では骨吸収像を認めた また

PIP関節の伸展制限も残存したが，最終追跡時に頼

間部の骨吸収によると思われる症状は認めなかった

(図 4).

症例 10:6歳の女児で左示指を車の ドアに挟み受

傷した. 3週後に他院を受診し骨折を指摘され紹介

された 単純 X線写真では仮骨形成を伴い両穎に

またがる中節骨骨頭骨折を認めた.観血的に骨癒合

部をいったん切離し，整復固定を行った.骨癒合は

得たが，最終追跡時に DIP関節の自動屈曲は 30.と

屈曲制限が残存した.また単純 X線側面像にて骨

吸収を疑わす透瞭像を一部に認めた(図 5).

症例 11: 5歳の女児で，右中指をドアに挟み受傷

した 2.5週後に細菌性腸炎で小児科に入院し，指

の腫張が残存していたことから当科に紹介されたー

単純 X線写真にて仮骨形成を伴った中節骨頚部の

背側転位型骨折を認めた.小児科医からの指示にて

細菌性腸炎が軽快するまで更に待期をした後に観血

的整復固定術を施行した.術後5年 1か月となる最

終追跡時において関節可動域は正常であったが，単

純X線写真では隣接指や健側の中指中節骨と比較

すると骨幹部の横径が減少しており，手術侵襲によ

ると思われる骨萎縮あるいは成長障害を示唆する像
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〈初診日寺) 〈術後) (1年6か月) (1年5か月)

図 5 症例 10

EZ 

〔初52時〕 (術後〕 (5年1か月)

図 6 症例11

を呈していた(図 6)、

【考 察】

指節骨骨折のうち遠位端骨折の占める割合につい

て小児に限定した報告は渉猟しえなかったが，成人

を含めたものではまとまった報告が散見される.岡

村ら2)は中節骨骨折 88例のうちの 13例 (14.8%)， 

基節骨骨折 80例のうちの 18例 (22.5%)が，また

設楽らめは基節骨骨折 320例のうち 64例 (20.0%)

が遠位端骨折であったと報告しており，指節骨骨折

のうちで遠位端骨折は約 2割前後と考えられる.次

に骨折型について検討すれば，自験例においては

頚部骨折であるIV型が 12例中 9例と多く ，牧ら1)

の報告でも 15歳未満に限定すれば 13例中 7O"u 

(53.8%)とIV型が過半数を占めた.IV型では保存

的治療の適応症例もみられることを考えれば，小児

の指節骨遠位端骨折の中では頚部骨折が高頻度に発

生する と思われる.それ以外の骨折型については症

例数が少なくまとまった報告も渉猟し得なかった.

いずれにしろ日常診療において小児指節骨遠位端骨

折に遭遇し，なおかつ手術を行う機会は少ないと言

える.

受{岳部位や受傷機転、について自験例をまとめる

と受傷部位では示指が 4例，小指が4例と辺縁指
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に多い傾向を認めたが，これは受傷機転に運動中の

突き指が多かったことに起因すると思われる.実際

に突き指で受傷した8例のうち 7例が示指または小

指であった.また詳細にみれば小指の基節骨遠位端

骨折が4例と最も多く.これらは全てバスケット

ポール中の突き指であった.次に受傷機転と年齢と

の関係をみれば，学童期以上の年長者9例中 8例は

スポーツによる突き指であった.以上より小児の指

節骨遠位端骨折は，年長者において運動中の突き指

で受傷することが多く，また示指小指の辺縁指に好

発すると考えられる.

次に治療についてであるが，小児の指節骨骨折は

他の部位での骨折同様に自家矯正能を有することや

早期に骨癒合が得られることから非観血的に治療可

能であることも多い.ただし，本邦では他部位での

骨折のようにどの程度まで自家矯正が期待できる

かについての詳細な報告は少なく，治療方針の選択

に悩むことも少なくない.小児手指骨折のうちで観

血的治療が必要となる頻度は，過去の文献をみれば

ほぽ一致している.Leοnardら4)は263例中 26例

ω.9%)，上野ら5)は23例中 2倒 (8.7%)，岡田ら@

は35例中 7例。0.0%)，佐々木らηは約 20%の症

例に対して観血的治療を施行したと報告しており，

小児の手指骨骨折全体で言えば1-2割程度が手術

適応と考えられる.しかし指節骨頚部骨折に限定す

ればもう少し高頻度となるようである.西ら8)は1

-17歳の指節骨頚部骨折 47例中 26例に手術を施

行したと報告し，また高沢らωは観血的治療を要し

た小児指骨骨折9例のうち 4例が頚部骨折であった

と報告している.手術適応を決める上で参考とすべ

き自家矯正能の限界についてであるが，先に述べた

ように本邦での報告はあまりないが海外では散見さ

れる.Crickら1ωは，小児指節骨骨折の自家矯正能

についての報告をまとめているが，自家矯正が期待

できるのはおおむね屈曲伸展方向のみ，とまとめて

いる.自験例でも術後に残存した鏡尺屈変形は最終

追跡時においても自家矯正されていなかった.一

方，岡村らのは背屈転位60.以下の頚部骨折に保存

療法を行い自家矯正を得た2例を報告している.以

上より，どの程度まで許容できるかは年齢も含めて

更に検討する必要はあるが，指節骨遺位端骨折にお

いて基本的に許容できる転位は掌背屈のみ，と考え

て治療方針の決定をしておけば間違いないと思われ

る.また骨頭および骨幹の萎縮や吸収についてだ

が，自験例では観血的整復固定を施行した 7例中 3

例において骨頭の萎縮や頼間部の骨吸収などを認め

最終追跡時においても残存していた.牧ら1)も成人

を含む基節骨骨頭骨折の手術例 18例中 13例に頼関

骨吸収像を認めたと報告している.一方，指節骨遠

位端骨折に対して保存的治療を施行した症例では脅

頭変形は来さなかったとの報告などもあり，手術症

例の方が重傷度が高かったと思われるが愛護的操作

が必要なことは言うまでもない.

佐々木ら7)は小児の手指脅折における手術適応と

して，切断例や開放脅折などのほかでは，転位のあ

る指骨遠位端骨折， PIP掌側脱臼，徒手整復不能例

や整復不安定例，自家矯正不可能と考えられる陳旧

例や変形癒合例を挙げており，指骨遠位端骨折では

他の部位以上に手術的治療を積極的に検討する必要

があることを示唆している.ただし，乳幼児などで

は全身麻酔が必要であり，指節骨が小さいためX

線透視ではあまり鮮明には写らないことや非観血的

整復では十分な整復位を得られない可能性も念頭に

入れるべきである.また解剖学的整復を求めて観血

的整復を施行した際には骨頭変形や骨萎縮などを惹

起する可能性も高くなり.繰り返しの鋼線刺入操作

により骨片の破壊や十分な固定性が得られなくなる

可能性なども考慮する必要がある.

最終的に保存的治療か観血的治療かの選択，また

経皮鍋線刺入か観血的整復固定を行うかの選択は，

術者の技量も含めて慎重な検討を要するが，最低限

cross fingerを起こすような回旋変形と過度の榛尺

屈変形，関節面の不整は残さないようにすべきであ

る.以上，小児の指節脅遠位端骨折の治療上の特徴

をまとめると， 1)手術を要する可能性が比較的高

い， 2)回旋変形や樟尺屈変形の自家矯正はあまり

期待できない， 3)小児においても骨吸収や骨萎縮

を来す可能性がある， 4)骨片が小さく，十分な透

視や強固な固定が国難， 5)繰り返しの鋼線刺入操

作では骨片粉砕の可能性が高いことなどが挙げら

れ，これらに留意し治療にあたることが重要であ

る.

【まとめ】

1，小児における指節骨骨頭・頚部骨折に対して

観血的治療を施行した 12例を報告した.

2，小児指節骨遺位端骨折では，特徴を把握し保

存的治療に固執せず治療方針を決定する必要がある
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小児における指節骨遠位端骨折に対する手術症例の検討

が，より愛護的操作を行うことが肝要である.

【文献1
1)牧裕ほか.内田定手術を要した基節骨頚.頚部骨

折の治療成績.日手会誌21:746・750，2004.

2)岡村祐二ほか.骨片の背側転位を伴った指節骨頚部

骨折について.関東整災誌 19:16・19，1988.

3)設楽幸伸ほか.基節骨骨折の検討.日手会誌 11:160・

163，1994. 
4) Leonard M.H. Open reduction of fractures of the neck of 

the proximal phalanx in chi1dren. CIill Or出op116: 176・

179，1976. 
5)上野博章ほか.小児の手指骨骨折について.整形外

科33:1562-1564， 1982. 
6)岡田雄二ほか.小児の手指骨折の治療経験.中部整
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受傷後3か月以上経過した陳旧性DIP関節内骨折の
関節牽引療法を併用した手術治療
はまだよしたか とのがいいちろう ひび田なおひと やま由まさひろ さとうらま吉や

浜田佳孝て殿谷一朗*日比野直仁大山野雅弘**里浦雅也*紳

亜脱臼と拘縮を伴った陳IB性DIP関節内骨折(MaIlet骨折)の DIP関節牽引療法を併用した手術法を紹

介した.対象は7例(男性4例，女性3例)である.手術では，主骨片をキルシュナー銅線で整復し.終止

躍を含めh∞kp1ate国定を併用した.術前 1週から DIP直達室長引下に可動域訓練を行った.術後も牽引は継

続して後療法を行った (A群4例).残る 3例はB群とし， DDA・2創外固定を術後牽引のみ併用した.平均

DIP自動可動域の改善は， A群61度で， B群 19度であった Crawford's scoreはA群Ex白 llentかGoodで，

B群はGoodから Fairであった.3例に行った骨移植は必ずしも必要ではなかった.術前の牽引と可動域訓

練は関節を柔軟にし，手術が行いやすく，可動域改善も良かった.術後数週間の牽引は，この間も牽引下に

後療法が可能で，損傷関節の形態や関節柔軟性が維持でき有用であった.

【緒言】

DIP関節内骨折は，時間が経過すると DIP関節

拘縮や亜脱臼を伴い，治療に難渋することがある.

DIP関節牽引療法を併用した陳旧性DIP関節内骨

折の手術療法を紹介する. DIP関節の脱臼や亜脱臼

を伴う骨折は，背側に大きな骨片を伴うことが多

く.関節適合性に問題があり亜脱臼を残すことがあ

る.この病態はMaIlet骨折の究極の形であり，混

乱を避けるためにはMallet骨折と呼ぶべきではな

いとする報告もある1)ここでは多少なりとも関節

が拳側へ亜脱臼し拘縮をともなった症例を治療した

ため，陳旧性Ma1let骨折とせず，亜脱臼と拘縮を

伴った陳旧性DIP関節内骨折とした.

【対象と方法1
2008年 1月から 2010年 11月までに当院で上記

手術を行った 7例(男性4倒，女性3例)を対象と

した(表1).

手術療法を先に示す(図1).最初に行った4例

は，術前 1週から DIP関節をキルシュナー銅線 (K-

訓re)と輪ゴムで作成した直達牽引を行い，術前可

動域訓練を開始した.手術では偽関節部分を掻破

し，主骨片をK・柄reで整復し，終止腫を噛むよう

受理日 2011/09/28 

表 1 対象患者一覧

IkIlC 
iflliN. 広ea匪・tE量bilt砂宮sτ t' 

111. JIIP F寧a&曲.. 世田園町

車'Btuf 0111 手IIIIkで aaan，era 防
~lIIl!JIIII ，..，明 -110

A群
1 M 33 右理指 4 屯し 35 + 21 

2 M 55 右中指 7.5 信し 4 + 11 

3 F 47 右壇指 3.5 シー手固定 3 + 12 

4 M S9 右中指 3.5 唱し 4 + 10同

平均 48.5，.. 4.6.. 3.6 ... 4嶋田 13.Sar

B群

1 M 29 主事翁 3 屯し 4 ー ' 
2 F SS 右中街 3 屯し 4 + 10 

3 F 41 右中指 s 石且法 4 + 7 

平均 42，.. 3 .. 4 .. 2嶋田昌.7"， I 

にしてh∞kplate固定を併用した2) 最初の 4例は

A群とし，その内3例は肘頭から少量の海綿骨を移

植した術後も牽引療法は継続しながら後療法を

行った.最後に行った3例はB群とし， DDA・2創

外固定を術後のみ使用し，骨移植も行っていない，

うち 1例は整復すべき骨片は以前に受けた石黒法の

ブロックピンで細片化しており.h∞，k plate固定は

おこなえずp凶Ioutwire法で終止鍵を縫着した

権健康保険鳴門病院 整形外科〒772・田03 徳島県鳴門市撫養町黒崎字小谷32
H 健康保険鳴門病院形成外科

事....健康保険鳴門病院 リハビリテーション部

-118-



B~脱臼 と拘縮を伴った DIP 関節の関節直達牽引療法

対象

7症例
観血的
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術後数遇閣の牽引療法

"'B群 3例
DDA-2創外固定を術後
のみ使用 骨移植卜)

一…-、.山切山一一一-一、崎町均一

--=な拍

_"_~_~~Sß2007 
図 1 手術療法のシェーマ K-wireと輪ゴムで作成した術前+術後牽

引はA群4例におこない.B 群3例は術後より DDA2で室長引を

おこなった.手術では偽関節部分を騒{政し，主骨片に K-wireを骨

折部位から一旦逆行性に刺入して整復し，掌側まで貫いて固定

した.その後に終11::腿を噛むように hookplat巴固定を併用した

A群 4f9"tl.B群 3例で，受傷から手術までの平均

期間は A群 4.6か月. B群 3か月，骨接合の術後平

均 DIP牽引期間は A群 3.6週， B群 4週であった

牽引除去後もスプリント指導(夜間伸展位は最低3

か月)した適応は多少の変形性関節症変化を認め

ても希望があれば適応とした.

【結果】

DIP関節の平均可動域は， A群で術前i(伸liI屈
曲 -11/24)，術後(伸liI屈曲 4/70)，自動可動域の

改善は平均 61度であった B群は術前(伸勘屈曲

-22β0) ，術後(伸展/屈曲 -15/42)，自動可動域の改

善は平均 19度であった.平均 DIP自動可動域の

改善は，A群 61度で，B若手 19度で，統計上は有意

差があった Crawforcl's scoreはA群 Excellentか

Goodで， B群は Goodから Fairであった(表 2). 

骨は癒合し，関節面の形態も良好で，患者の満足度

も特に若い患者では高かった.

症例呈示(図 2A-D) 33歳男性 3か月前にバス

ケットボールで受傷.術前の自動可動域は伸展制限

が 5度で屈曲 25度，ほぽ伸展位で末節骨が掌側へ

亜脱臼していた(図 2A). 骨接合術前 1週から牽引

し，可tJJ域訓練をしておいた(図 2B). 手術では，

表 2 成績一覧

CAS< 
DIP 師同向岬 '-由叫'f

}W"" 。巧拙 ua可'Ord苛
N(1， U"ion 一A群 -5/25(20) 7S + 〆ー E.xcdIlI!al ー++刊185(95)

_15/20(5) 
4S + Y4tLMt GOM z ー.O/50(50) 

-'5125(10) 
+ 〆ー3 ー.0/75(15) 6S urdIlI!・4

-10/25(15) 
6U + 〆ー4 

- 1-5/70(1司
'"日目印t

平均
_1J/24(13) 

61 
-.け咽ロ4)

B群 _2.5/3.5(10) + メ FllIc 

1 → -151.5(30) 20 

z -15/30(15) 30 
+ シバ Good 

『 ・ 101日 (4司

3 -25125(0) 5 士部分徳合 〆ー Falr 

→ _2tJ/2S(S) 

匝盟二::;m 19 

整復に使用した K-wireを掌側へ抜いておき， ここ

へフックプレートで聞定し，牽引を継続した(悶

2C). 術後経過は，術前伸展制限 5度から 10度過

伸展可能となり，自動屈曲は 25度から 85度まで可

能となった，自動可動域の改善は 75度で満足度も

高かった(図 2D)ー

【考 察】

これまで陳旧性 Mallet骨折の治療法として， DIP 
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262 亜脱臼と拘縮を伴った DIP関節の関節直達牽引療法

図 2A 症例l(A群)術前の状態ほぽ伸展位で末節骨が掌

倶IJへ亜脱臼している

図2B 術前牽引の状態

関節の牽引療法は無論として，観血的内固定も不要

で，石黒法で対応可能とする発表もある3)4) 牽引

や観血的骨接合まで行う本法は侵襲が石黒法より大

きくなる.関節適合性に問題があり，末節骨が DIP

関節で掌側へ亜脱臼 し，さらに拘縮を ともなった症

例は陳旧性 Mallet骨折のなかでも最も難治例と考

えられる. これらは Mallet骨折の究極の形であり

混乱を避けるためには Mallet骨折と呼ぶべきでは

ないとする報告もある1)関節の適合性がよい症例

図 2C 手術所見主骨片は K-wireで整復 ・固定し.hook 
plate固定で補強した.

図2D 術後 1年の状態可動域の改善も良好で.1t-痛も

ほとんどなくバスケットポールが行えている.

には練旧例であっても症例によっては石黒法で対処

可能と思われる.

術前及び術後牽引の有効性を述べるには，今後，

さらに症例を積み重ねる必要性はある.また，本研

究で B群 3例中 1例はフックプレート固定できず

部分的に偽関節を残しているため. 2群を比較する

には対象として問題が残る.本研究の欠点として，

2群問の比較には症例数が少なすぎる こと，また無

作為化が行われていないことが挙げられる.

しかし，今回の結果からは，術前牽引計二の可動域

改善度が，術前牽引していない群よりも優れてい
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車脱臼と拘縮を伴った DIP関節の関節直達牽引療法

た.牽引療法は労を要する煩わしさはあるが，関節

の適合性・柔軟性の改善に有効で，高いゴール設定

に意欲的な患者には適応があると思われた.

また整復に使用した K-wireを掌側へ抜いてお

き，ここへフックプレート固定することで，術中は

骨片の整復と保持が簡易となり.さらに強固な内固

定もできるため，術後早期から自動可動域訓締が開

始できた.少し骨折部が安定してきたと考えた時点

でこの K-悦reは掌側から容易に抜釘できた.骨移

植についてはA群 1例と B群で行っていないが，

骨癒合は良好で必ずしも必要ではないと考えてい

る.

【まとめ】

術前 1週の DIP関節の直達牽引と術前可動域訓

練は関節を柔らかくし，手術を行いやすくした.iiJ

動域の改善も，術前牽引していない群よりも優れて

いた.術後数週間の牽引は，この間も牽引下に後療

法が可能で，損傷関節の形態や関節柔軟性の保持が

期待でき，有用な方法と思われた.

【文献】

1)恒国y釘 DT.Distal interphalang叫 jointinjuries.抱 ndClin

4: 1-4， 1988. 
2) Teoh LC， et al. MaIlet fractures: a novel approach ωinter-

nal fixation using a hook plate. J Hand Surg 32B: 24・30，
2007. 

3)高田治彦ほか.陳旧位地llet骨折の治療成績.日手会

誌26:50・52，2010.
4)甲正樹ほか.石黒法による陳|日性Mallet骨折の治療成

績. 日手会誌28:101--，2011. 
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Dupuytren拘縮の手術成績
たなかひろ申書 しまだこ弓ぞう のぐちりょうす吋

田中啓之，島田幸造，野口亮介

Dupuy出 n拘縮に対する創部閉鎖療法および創部開放療法の術後成績を比較することを目的として本研究

を行った対象はお例31手で，男性25例，女性1例，擢患側は左側8例，右側 13例，両側5例であっ

た.手術時年齢は 48-75歳，平均 65歳，術前の重症度はMeyerding分類で grade1が8手， grade 2が9

手， grade 3が 11手.grade 4が3手であった.術式により以下の2群に分類した. Zig-zag切開やZ形成に

て病的手掌腫膜を切除し創部を一期的閉鎖したものを閉鎖群，皮線に沿った横皮切にてアプローチし創部を

開放したものを開放群とした.閉鎖群は 13例 16手.開放群は 13例 15手であった.拘縮改善率は全期間に

おいて開放群の方が高く，特に術後2週. 1ヶ月の時点では優位に高い改善率を示した.開放療法では創閉

鎖に長時間を要すること，感染に注意が必要であることなどの欠点はあるが，閉鎖群と比べて創部の緊張が

少ないため，術後早期から積極的な可動域訓練が可能となる.そのため，術後早期から高い拘縮改善率が得

られたものと考えられた.

【緒言】

Dupuytren拘縮に対する手術治療に関して，手掌

腫膜を切離するだけの方法，あるいは手掌腫膜を切

除する方法(部分切除あるいは全切除)など，これ

までに様々な方法が報告されており，概ね良好な成

績を収めている.当科では以前は創部閉鎖療法を

行っていたが， 2007年以降は術後早期から積極的

に可動域訓練を行う目的にて，横切開による手掌腫

膜部分切除術，創部開放療法を行ってきた.そこで

本研究は， Dupuytren拘縮に対する創部閉鎖療法お

よび創部開放療法の術後成績を比較することを目的

とする.

【対象と方法】

当院で 1999年から 2010年に手術治療を施行した

Dupuy位en拘縮の 26例31手を対象とした.性別は

男性25例.女性 1例で手術時年齢は平均 65歳

(48-75歳)であった.擢患側は左側8例，右側 13

例，両側5例であった重症度分類ではMeyerding

分類ωのgrade1が8手， grade 2が9手， grade 3が

11手.grade 4が3手であった.

手術は伝達麻酔下あるいは全身麻酔下に行い，

zig-zag切開やz形成を用いて病的手掌瞳膜を切除

受理日 2011109/18 
大阪厚生年金病院〒日3-0003 大阪府大阪市福島区福島4・2・78

表 1 閉鎖群と開放群のまとめ

閉鎖群 開放詳

症例数 16手 15手

性別
男性 12例 13例

女性 1伊l 0例

手術時平均年齢 65歳 65織

Gr割引 8手 0手

Grade 2 2手 7手
Meyer叫ing分類

5手 6手Grade 3 

Gr割 e4 1手 2手

した上で，一期的に創部を閉鎖した閉鎖群 (1999

年から 2006年に手術を施行した 13例 16手)と，

皮線に沿った横皮切を加えて病的手掌臆膜の可及的

切除を行った上で，創部を開放した開放群 (2007

年から 2010年に手術を施行した 13例 15手)とに

分類した(表1).術後は両群とも手術翌日より創

部の寒痛の状態に応じて可及的早期運動療法を行

い，夜間は手指伸展装具を装着した.開放群ではア

ルギン酸塩創傷被覆材およびポリウレタンフォーム

を使用し.できるだけドレッシング材を薄くするこ
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拘縮改善率

% 
閉鎖群

% 
開放群

120寸一一一ー一一一一 白山一司一一一・… 120 

100 1∞ 

80 80 

60 60 

40+一一一一一一一一一一一ーー一回一則一

20←一一一一一一一一一一一剛一一 20 -f一一一一一一 一一一一一一一ー

OE2週 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月量終 {術品 2週 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月最終

図1 個々の症例における拘縮改善率の経時的変化

とにより，可動域訓練の妨げにならないように努め

た.

乙れらの症例に対して，創治癒までの期間，最終

経過観察時の百lbianaの評価基準8¥DASHスコア，

擢患指の拘縮改善率2)について検討を行った.術後

経過観察期間は平均 1年 11ヶ月 (6ヶ月"'-'8年)

であったなお統計学的解析は χ2乗検定および

Mann-Whitney Uテストを用いて行った

【結果】

創治癒までの期間は閉鎖群で 15日，開放群で 43

日と，閉鎖群の方が優位に短かった (p<O.OOl，

Mann-Whitney Uテスト).最終経過観察時の手術成

績について， Tubianaの評価基準では，閉鎖群にお

いてverygoodが4手， goodが 10手， fairが2手，

poorがO手であった一方，開放群ではverygood 

が5手， goodが 9手， fairが 1手， poorが0手で

あり，両群聞に有意差 (χ2乗検定)は認められな

かった.DASHスコアは閉鎖群で 18.9，開放群で

19.1であり有意差 (Mann-WhitneyUテスト)は認

められなかった.

拘縮改善率について，閉鎖群，開放群における

個々の症例についての経時的変化を図 1に示す.閉

鎖群では術後早期から最終経過観察時に至るまで，

拘縮改善率にあまり変化を認めなかった.一方開放

群では術後早期には改善率は高い傾向を示したが，

その後，最終経過観察時まで徐々に低下していくこ

とがわかった.閉鎖群，開放群における拘縮改善率

のまとめを図2に示す.閉鎖群では術後1ヶ月の時

点で最も高値を示し，その後，徐々に低下する傾向

% 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

拘縮改善率

2週 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 最終

図2 拘縮改善率のまとめ

*， p<0.05 

・*，p<0.005 

Mann-Whitney 
U-test 

を示した.一方開放群では術後早期には高い改善率

を示すが，その後徐々に低下していくことがわかっ

た.術後2週(閉鎖群 80%，開放群96%)，1ヶ月

(閉鎖群86%，開放群94%)の時点では両群聞に有

意差(術後2週ではp=0.004，術後 1ヶ月では p=

0.045， Mann-Whitney Uテスト)が認められた

両群において，術後の一時的な手指のしびれを除

色神経損傷や感染などの合併症は認められなかっ

た.

【考察】

Dupuytren拘縮に対する横切聞を用いた開放療法

は， 1964年に McCashがopenpalm法5)を，その後

1976年にはBeltr四らがopenpalm and digits法1)を

報告している.開放療法の利点としてはこれまで

に，合併症の発生頻度が閉鎖療法より低い3) 手掌

の開放創は線状癒痕として治癒する心，アルギン酸
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塩創傷被覆材を併用することで，早期運動療法が可

能となった7) など様々なものが報告されている.

一方，長期間の創部開放に伴う感染は合併症として

最も危倶されるところであるが，幸い本研究におい

ては感染徴候を認めた患者はいなかった過去には

15手中 2手に表層感染が発症し，その 2例とも棒

原病患者であったという報告7)があることから考え

ても，糖尿病などの易感染性患者に対しては特に感

染に注意が必要であると思われた.

本研究においては， Meyerding分類において術前

の重症度は閉鎖群より開放群の方が高かったにもか

かわらず，術後早期から最終経過観察時まで，全期

間において閉鎖群に比べて開放群の方が拘縮改善率

は高く，特に術後1ヶ月までが優位に高値を示して

いた.これは開放群においては創部の縫合を行わな

いために，術後早期の創部のつっぱり感がなく，可

動域訓練を強力に行うことができたためと考えられ

る一方，閉鎖群においては術後2週の時点では著

明に拘縮改善率が低かったが，これは創部閉鎖に伴

うつっぱり感や痔痛により早期可動域訓練がスムー

スに行えなかった乙とによる影響が考えられる.

拘縮改善率は閉鎖群の術後2週から術後1ヶ月の

時点での経過を除いて，最終経過観察時に向けて

徐々に低下していく傾向を認めたため，術後早期に

できるだけ高い拘縮改善率を獲得しておくことが重

要であると考えられる.そのためには術後早期から

積極的に可動域訓練を行うことができる開放療法は

有用な治療法であると考えられた.

【まとめ】

Dupuytren拘縮の 26例31手に対して手術治療を

行い，創部閉鎖療法と開放療法について術後成績の

比較を行った.百lbiana評価基準， DASH scoreでは

両群聞に優位差を認めなかった. 術後2週， 1ヶ月

の時点では，開放群の方が優位に拘縮改善率が高

かった.これは術後早期からの可動域訓練が可能で

あったことによると恩われた.
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手指屈筋健皮下断裂例 (Zone3， 4)に対する
減張位早期運動療法
かじよしお いまいずみやすひこ なかむら おさむ やまもとてつじ かがわよしお

加地良雄*今泉泰彦*中村修*山本哲司*香川好男紳

2趨

一
屈筋鍵皮下断裂の再建後に減張位早期運動療法を行い治療成績を検討した.

対象はZone3，4での屈筋膿皮下断裂例 10例で，原因は有鈎骨鈎部での摩操6例，指の伸展強制2例，原

因不明 1例，議骨遺位端骨折変形治癒に伴うもの 1例であった手術時年齢は平均63識.擢患指は示指 1

例，小指6例，示中指 1例，環小指2例であった.手術は患指の断裂した深指屈筋健を隣接指の深指屈筋躍

に腫移行した.術後は患指に隣接指を overlapさせて減張位に保ち，手術翌日より自動可動域訓練を行った.

最終観察時の平均関節可動域はMP関節 87.2'，PIP関節 90.5"， DIP関節 53.8'であった. %TAMの平均は

88.7%で，機能評価は優7例，良3例であった.

手指屈筋腫度下断裂に対する減張位早期運動療法は，簡便かつ比較的安全に行える利点がある.適応は限

られるが，有用な選択肢のーっと考えられる.

【緒言】

伸筋腫皮下断裂例に対し減張位早期運動療法を行

う報告は多いが，屈筋腫再建後に本法を用いた報告

は少ない. 今回著者らはZone3，4に発生した深指

屈筋健(以下FDP)皮下断裂に対し減張位早期運

動療法を行った症例の治療成績を検討した.

【対象と方法】

対象は手指Zone3， 4での FDP皮下断裂に対し減

張位早期運動療法を行った 10例で，性別は男 7

例，女3例.平均年齢は 63歳 。1から 80歳)で

あった擢患指は示指 1例，小指6例，示中指 1

例，環小指2例であった.臆断裂の原因は有鈎骨鈎

部での摩擦に伴うもの6例，指の伸展強制によるも

の2例.原因不明のもの 1例，樟骨遠位端脅折後の

変形治癒に伴うものが 1例であった.経過観察期間

平均 10.0か月。-21か月)であった(表1).

手術は断裂した FDPの遠位断端を隣接指の FDP

に端側で瞳移行した.具体的には小指FDPのみの

断裂の場合には断裂腫の遺位断端を環指FDPに移

行した(示指の場合は中指に移行した)(図1).環

小指の断裂に対しては小指 FDPの遠位断端を環指

FDP遠位断端に移行した後，環指FDPを中指FDP

受理日 2011/09/21 

に移行した(示中指の場合は示指FDPを中指 FDP

に移行した後.中指FDPを環指FDPに移行した)

(図 2).

後療法は隣接指を患指に overlapさせてテーピン

グ固定することで誠張位とし，手術翌日から自動運

動を許可した.日常は過伸展予防の装具を装着し，

ハンドセラピストの監視下ではこれを除去してリハ

ビリテーションを行った(図的.術後3Wで装具

を除去したが，テーピングは術後6週まで継続し

た力仕事や， powergripは術後8Wまで禁止した.

評価は最終観察時の各関節可動域， %TAM，日

手会指屈筋腫機能評価を評価した.なお示中指，環

小指など2指躍患例では評価の劣る指の成績をその

症例の成績とした(例:示指が優，中指が良の場

合，その症例の成績は良とした).

【結果】

最終観察時，可動域の平均はMP関節 87.2'(65' 

-105")， PIP関節 90.5"(70・-115")，DIP関節目.8'

(20"-70')であった. %TAMの平均は 88.7%(73.1 

-100%)で，機能評価は優7例，良3例であった.

良となった症例は小指単独擢患例の 1例と環小指2

指擢患例の2例であった(表1).

・香川大学医学部整形外科干761・0793 香川県木田郡三木町池戸 1750・1
**屋島総合議院整形外科
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表 1 症例の概要

症例 原因 年齢

1昌の伸展強制 31 

有紛骨喜明日 61 

有鈴骨蹄 35 

有Z号骨E欄 67 

原因不明 80 

有鈴骨量母音日 75 

有鈴骨量垢日 77 

続脅i.!l位捕吏形j古Z霊 77 

f旨の伸震強電IJ 6' 

10 有鈴骨量母音日 75 

小指屈筋礎断裂の場合

? 
環指FDP 環指FDP

図 1 小指深指屈筋臆断裂例の再建方法

環・小指屈筋腿断裂の場合

FDP t 
中指FDP 中指FDP

図2 環小指深指屈筋臆断裂例の再建方法

[症例]症例 6:75歳女性既往に SLEがあ り，

ステロイド治療が行われていた.誘因なく小指の屈

曲障害が出現し，当院を受診した(図 4).術中所

見では有鈎骨鈎部でソj、指 FDPが断裂していた.小

指 FDP遠位断端を環指 FDPに端側で移行し，術後

は減張位早期運動を行った(図 5).最終観察時，

%T.品fは85%であり，治療成績は優であった(図

性別

勇

男

男

男

男

女

男

女

男

女

干軍憲!e %TAM 成績

示f昌 100 {基

IJ呼旨 98.1 イ葺

小18 100 優

IJ可旨 92.3 優

小指 90.4 優

小指 84.6 便

小指 82.7 良

示!~ 92.7 イ重
中指 目 (~t1; 優、中指優)

環2旨 90.4 良

小指 80.8 (!まj~ 優、 4寸旨良)

環f8 76.2 良

小f旨 73.1 王宮指良、小指良)

図3 術後後療法

図4 症例 6:術前所見

6) . 

症例 8・72歳女性 強皮症に対し，症例 6同様ス

テロイド治療が行われていた.また， 50歳時に右
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環指FDP

~-
図5 症例 6:術中所見と再建方法

図6 症例 6:最終観察時

図7 症例 8:術前所見

断裂した

小指FDP

榛骨遠端骨折変形治癒の既往歴があり，焼骨遠位端

掌側に骨疎形成を認めた.誘因なく右示指， 中指の

屈曲障害を認め，当院を受診した (図 7). 術中所

見では骨赦部で示指，中指 FDPおよび FDSの|新裂

を認めた.示指 FDP遠位断端を中指 FDP遠位断端

に移行した後，これを環J旨FDPに移行した(図

8).術後は減張位早期運動療法を行った最終観察

T 

図8 症例 8:術中所見と再建方法

図9 症例 8:最終観察時

時， %TAMは示指 92%，中指 92%で機能評価は優

であった(図 9). しかし，細かなものをつまむ際，

示指，中指を同調させる必要があるとの訴えが残っ

た

【考察】

減張位早期運動は石黒らが伸筋健皮下断裂の治療

法として報告した方法であるが1) 簡便かつ安全に

術後早期運動療法を行える非常に優れた方法であ

る.また良好な術後成績の報告が多く ，関節リウマ

チに合併した伸筋鍵断裂など伸筋健皮下断裂の治療

として多くの施設で行われている2)3)4)

一方屈筋鍵に対して減張位早期運動療法を行った

報告は，症例報告が散見されるにと どまり 5)6) ま

とまった報告は見られない.我々の施設では 2004

年以降，周筋健皮下断裂例に対し症例を選んで本法

を行っており，良好かつ安定した術後成績が得られ
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ている.

屈筋腫皮下断裂に対する本法の利点は，伸筋躍の

治療における利点と同様で手技が非常に簡便であ

ること，自動運動により躍の癒着や関節拘縮を予防

できること，移行腫採取による犠牲を回避できるこ

とと考えている.

一般的に深指屈筋腫断裂の治療においては，橋渡

し腫移植やFDSを用いた腫移行が行われることが

多い.しかし，健移植では myostatic∞n回 ctureの

ため陳!日例では十分な躍滑動距離が得られないこと

があり， FDSを用いた腫移行では腫滑動距離の異

なる FSDでは十分な可動域が得られないことがあ

るなどの問題がある.そのため，治療成績が全例優

となる良好な治療成績が報告されている一方で71

施設によってはほとんどの症例が良となるなど十分

な治療成績が得られていない報告も散見されるω.
この理由として，縫合の緊張度，縫合方法，後療法

など技術的な問題が，術者やリハビリテーションス

タッフの技量に依存するためと思われる.

一方，屈筋腫に対する誠張位早期運動療法は手技

が非常に簡便かつ比較的安全であるため，施設問の

成績の差も生じにくく，これまでの報告例でも小指

単独例が中心ではあるが，いずれの報告でも良好な

治療成績が得られている.

本法の適応は，母指以外のZone3から 5での屈

筋腫皮下断裂で，できれば独立運動の必要性が少な

い尺側指としている.今回の症例では示指または示

指・中指の擢患例があったが，示指単独例では指使

用時の独立性に問題は生じなかったが，示指・中指

擢患例では独立性が障害され，つまみ動作時に示

指・中指を同時に曲げる必要があるなど，多少の使

いにくさが残った.しかしこの症例は 70歳を超え

る高齢者の 2指擢患例であり，通常の臆移行や橋渡

し腫移植では今回の様な良好な可動域を獲得するこ

とは容易でなかった可能性もある.また，環指小指

の2指擢患例では他の擢患例よりも若干治療成績が

劣っていた.そのため.基本的には 1指擢患例に行

うことが適当と考えられるが， 2指例でも良以上の

成績は得られており.後療法に対し十分な理解が得

られない高齢者などでは，その簡便性と安全性から

選択され得る治療法かと思われた.

【まとめ】

・屈筋腫皮下断裂例に対して，隣接指への健移行

と術後減張位早期運動療法を行った.

. 1指擢患例に対しては非常に良好な術後成績が

得られた.

. 2指擢患例に対しては 1指躍患例よりも治療成

績は劣ったが，その治療成績は比較的良好であり，

再建方法のーっとなり得ると考えられた.

【文献】

1)石黒隆ほか.手指伸筋腫皮下断裂に対する再建法一
減張位早期運動療法について一. 日手会誌 6:509・512，

1989. 

2)杉原隆之ほか.関節リウマチによる手指伸筋腫断裂に

対する減張位早期運動の治療経験.日手会誌 23:993・

997，2006. 
3)関敦仁ほか.関節リウマチにおける伸筋縫皮下断裂

の治療法. 日手会誌22:528-530， 2005. 
4)池上博泰.手指の陸損傷の治療 早期運動療法への鍵

縫合法の工夫手関節部総指伸筋腫皮下断裂に対する

治療端側縫合による膿移行と減張位早期運動療法.

整形・災害外科46:1067・1074，2003.
5)田原優二ほか.小指屈筋腫皮下断裂の2例.整形・災

害外科48:1173・1176，2005.
6)岳原否ーほか.陳旧性小指屈筋腫皮下断裂に対し，橋

渡し鍵移植後に減張位早期自動運動を行った 1例.整
形外科と災害外科58:21ι.217，2009.

7)吉津孝衛ほか.手掌部深指屈筋鍵断裂への橋渡し鍵移

横後の早期自動屈曲・伸展療法. B手会誌却:699・
793，2003. 

8)山崎宏ほか.手関節部での屈筋腫皮下断裂に対する

遊殿鍵移植術.日手会誌24:695・698，2008.
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当院での先天性絞挺輪症候群の治療経験

、 I・.句ぬ;:f...，... ~ 

ふ〈おかまさとL せ古 車つひと みやざき かおり たかぎたけひこ 〈さかベ ひろし たかやましんいちろう

福岡昌利，関敦仁，宮崎馨，高木岳彦，日下部浩，高山真一郎

手指に生じた先天性絞挺輪症候群に対する治療体系を検討する目的で，手術を行った 24例46手 80指に

対し，各術式の治療成績，患者家族の満足度などを調査した.絞掘輪形成はZ形成で対処し，リンパ浮腫の

改善は優良 19指，良 10指，不可2指であった.リンパ浮腫は完全には解消されないものの，良好な成績が

得られた.有窓性指聞を伴う先端合指では 多数指聞でも一期的分離が可能であった.合指分離21例中 17

例では植度を有し， 2例で二期的な分離を行ったが，植皮の生着は良好であった.第1指問形成，指間引き

下げの形成は新たな拘縮の出現もなかった.総合的な患者家族の満足度は優良 13例，良 10例，不可 1例で

あった.先天性絞拒輪症候群では障害が複数部位にわたるため，初回手術をできるだけ早い時期に施行する

ともに，段階的に適切な治療計画を立てることが良好な治療成績の獲得に必要と考えられた.

【緒言】

先天性絞拒輪症候群による手指の形態異常は.絞

躯輪，先端合指，切断， リンパ浮腫などの要素に大

別されるが，その治療の詳細について言及した報告

は少ない.今回，本疾患の手指の障害に対する治療

体系を検討する目的で，著者らが経験した症例につ

いて調査した.

【対象と方法1
2002年-2010年までの期間に.手指に生じた先

天性絞拒輪症候群32例 56手を対象とした男児

19例，女児 13例で，右のみ3例，左のみ5例，両

側 24例であった.擢患指は母指 10指.示指 30

指，中指 45指，環指 46指，小指22指であった

絞拒輸は 27例 46指，先端合指は 25例 87指(う

ち 12例では有窓性指問)，切断は 23例 92指，リ

ンパ浮腫は 19例33指に認めた.

手術を行った症例は 24倒 46手 80指であった

が，うち 20例では複数回の手術を行った.初回手

術時の年齢は平均 1歳2か月 0か月一2歳7か

月)であった.手術内訳は，リンパ浮腫改善目的の

絞拒輪形成を 18例 31指，合指分離を 21例 43指

問，指問形成を 6例 9指聞に行った.

以上の症例に対し，治療成績，合併症，患者家族

の満足度などを調査を行った.患者家族の満足度は

受理日 2011/09/20 

診察時に聴取を行った.

治療成績は術後6か月-1年の時点で行い.各症

状に応じて評価を行った.絞施輪形成については

Uptonら1)の評価法を参考に評価を行った.リンパ

浮腫の改善は優良:ほぽ改善，良:術前より改善し

たが残存，不可:改善なし，と評価し.創部の状態

を絞担輸がほぼ消失，陥凹が残存.むしろ盛り上

がった，の3段階に分けて評価を行った.また，全

周性の絞拒輪に対して一期的に絞拒輪形成を行った

症例を評価し合併症の発生の有無を調査した.合指

分離については二期的手術の割合，植皮を用いた割

合と生着率，新たな拘縮の出現の有無，合併症の有

無を調査した.指問形成は手術部位を第1指間と他

指間に分けて評価を行った.術後の拘縮の出現の有

無，合併症の有無を調査した.また，機能・整容面

を含めた総合的な結果の患者家族の満足度を優良，

良，不可の3段階で評価した.

【結果】

絞拒輪形成術後のリンパ浮腫の改善は優良 19

指，良 10指，不可2指であった.創部の状態は絞

掘輪がほぼ消失24指，陥凹の残存6指，むしろ盛

り上がった 1指であった.全周性の絞拒輪に対して

一期的に絞拒輪形成を行った症例は 12例であった

が，指尖の壊死が生じた例はなかった.

国立成育医療研究センター干157・8535 東京都世田谷区大蔵2-10・1
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272 当院での先天性絞拒輪症候群の治療経験

合指分離は 21例中 2{~J で血行障害の可能性が

あったため二期的に行った.植皮は 21例中 17例で

行い，全例で植皮の生着が得られた 術前と比べて

新たな拘縮の出現は認めなかった 1例では，寒く

なると指の色調が悪くなる症状を訴えていたが，術

前より悪化したかどうかは不明であった

対立再建術目的の第 1指聞の形成は 6例中 2例で

あった 2例とも把持動作の改善は著明であった

他指聞の指間形成は指間の引き下げ目的で行われて

おり，術後，新たな拘縮の出現はなく，合併症も認

めなかった

総合的な患者家族の満足度は優良 13例，良 10

例，不可 1例であった不可のl{fflJは絞拒輪形成後

にリンパ浮腫の改善が全くみられなかった症例で

あった.

[症例呈示]

症例 1:女児

主訴:両手の変形

現病歴 :生下時より先天性絞拒輪症候群と診断さ

れ，右手は示指中指環指の先端合指と末梢部の切

断，左手は中指環指の絞拒輪およびリンパ浮腫，小

指の末梢の切|析を認めた.初回手術は生後 10か月

で右手に対して，合指分離と足関節内泉下部からの

遊離植皮を行った. 1歳 1か月で左中環指に対する

絞拒輪形成を行った 2歳 6か月の時点で.見かけ

上の指の長さを獲得するために指問形成および遊離

植皮を行った.3歳 6か月の時点で，右手での把持

動作も可能であり，左手指のリンパ浮腫の改善も得

られた患者満足度は優良であった

【考察】

手指における絞拒輪について. 手術時期.手技な

どに一定の見解が得られていない.手術時期につい

ては，生後数か月 以内に早期の形成を薦める報告

や，末梢の循環障害など緊急性がなければ6歳くら

いまでの幼少期のうちに行えばよいとの報告2)もあ

るが，手指の絞拒輪に関する報告は少ない.著者ら

は岸遁ら3)の報告と同様に壊死を起こすような緊急

状態でなければ，麻酔や手術手技的に安定する 1歳

を目安に手術を行ってきた.

また著者らは，基本的に絞拒輸が全周にわたって

もZ形成による一期的形成を行ってきたが，指尖

の壊死が生じる ことはなかった 経験上，前腕や下

腿の絞拒輸に対 しては， 全周性の Z形成では癒痕

図 1 症例 1 右手示指中指環指の先端合

指と末梢部の切断を認める.基部

には有窓性指問を認める

図2 症例 1 初回手術所見有窓性指

聞が存在するため分離する範囲

は小さい.

図3 症例 l初回手術直後すべての指

聞に対し一期的に合指分離を行っ

た

が目立ちやすいこと，形成部分が盛り上がる傾向が

ある点を考慮し，絞拒輪部を輪状に切除。，と Z形

成を併用する方法を行っている. しか し手指では軟
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図 4 症例 1 初回手術後 1年合指の分

総および植皮の定着は良好である.

図5 症例 1 初回手術後 1年8か月

指問形成を施行した.

図 6 症例 1 初回手術後 2年8か月

見かけ上指を長く見せることが

でき，患者満足度も高かった.

部組織の余裕が少ないため， Miura4)の報告と同様

に，著者らは全周性の Z形成での絞把輪形成が望

ましいと考える.

リンパ浮腫の改善に関しては，おおむね結果は良

好であった 2例の不可症例は手術時年齢がそれぞ

れ 10か月 10歳であったが，症例数が少ないため

年齢との相関は不明であった. リンパ浮腫の改善の

評価に関しては，手指の周径を健側指と比較して評

価する方法なども考慮した. しかし手指の周径は成

長とともに変化を認め，また健側指も催患指である

ことが多く，現状では定量的評価が困難であり， 主

観的な評価に頼らざるを得なかった.今後の課題と

して浮腫の改善を定量的に評価できる方法を検討す

る必要があると考えた.

絞拒輪形成の創部の状態は良好であったが，31 

例 ~I" 6例で軽度の陥凹が残存した.特に絞拒輸が爪

にかかっていたものでは，陥凹が残存し良好な形態

獲得は難しかった.

先端合指に対する合指分離について， Kawamura 

ら 5) は指の機能低下を考慮し 6 か月 ~ 1 歳までで対

処すべきと述べている. 著者らは， 1歳未満に初回

手術を行う方針をとってきたが，治療時期が遅すぎ

て骨格変形や拘縮が残存したと考えられた症例は認

めなかった.

先端合指では，先端の豆状部分もできるだけ温存

して合指分離を行い，初期治療では有窓部は無処置

とした皮膚欠損部が直媛縫合できない場合は足関

節内果下部からの遊離植皮を用いた.先端合指は複

数指が擢患する ことがしばしばであるが，有窓性指

問などもあり， 一期的に分離を行っても問題は生じ

なかった.ただし広範囲での分離で皮膚欠損が大き

く，血流不全が危慎される症例では，鈴木ら6)と同

様に一期的手術にこだわる必要はなく 二期的に分離

を行うべきと考える.先天性絞J厄輪症候群では通常

の合指に比べて皮膚欠損面積は少なく，時に植皮な

しで対処できる場合もあるが， 21例中 17例で植皮

を行った縫縮による皮脂の過度な緊張は拘縮や循

環障害の原因となるため，植皮を避けることに こだ

わるべきではないー3)

第 1指聞の狭小化を伴う症例では指間形成をおこ

なったが，指聞を広げることで対立機能が改善する

ことができた.示指から小指では本来の指問よりや

や高いことが多く，指間部を引き下げることで見か

け上の指を長く見せることができる.しかし，有窓

性指聞を伴う合指分離の初回手術では，手技的に煩

雑になることと ， 有~性指間部には垢がたまってい
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て感染の可能性が懸念されるなどを考慮し，同時に

行うことは避けている.患者の希望に応じて数年後

に指間部の引き下げ手術を行ってきたが，見かけ上

の指がやや長く見え，患者家族の満足度は高かっ

たまた先天性絞拒輪症候群では，複数指の切断が

多く，また軟部組織の余裕がないため，整容的改善

を目的とした骨延長が適応となる症例は少ないと考

えている.

先天性絞拒輪症候群は障害が複数部位にわたるた

め，複数回の手術を想定して，治療計画を立案しな

くてはいけない.初回手術はできるだけ早い時期に

計画すべきで，著者らも 1歳前に行うようにしてい

るが， リンパ浮腫の強い部位，骨の変形を伴う合指

を優先的して処置する.一期的手術にこだわらず.

段階的に適切な治療計画を立てることが，良好な治

療結果を得るために必要と考えられた.

【まとめ】

先天性絞拒輪症候群において手指の障害に対する

治療体系を検討する目的で著者らが経験した症例

に対し，治療成績，合併症，患者家族の満足度など

を調査した.

絞拒輪形成についてはZ形成で，良好な改善が

得られた.リンパ浮腫は完全には解消されないもの

の，改善効果は得られ，患者家族の満足度も高かっ

た.

有窓性指聞を伴う先端合指では，通常の合指より

分離後の皮膚欠損面積は小さく，多数指間でも多く

の症例で一期的に分離が可能であった

【文献1
1) Upton J， et al. Correction of constriction rings. J Hand 

Surg Am 16: 947・953，1991.
2) BぽnalE， et al. Constriction Ring Syndrome. J Craniofac 

Surg 20: 1018-1020， 2009. 
3)岸塗美幸ほか.絞鑓翰症候群.PEPARS 5: 90・96，2005.

4) Miura T. Congeni凶 cons甘ictionband syndrome. J Hand 
Surg Am 9: 82-88， 1984. 

5) Kawamura K， et al. Constriction Band Syndrome. Hand 

C也125:257・264，2009.
6)鈴木啓之ほか.絞挺輪症候群.形成外科 51:43-49， 

2∞8. 
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綿山、
関節リウマチにおける同一上肢に榛骨頭切除と
尺骨遠位切除を施行した際の上肢機能の評価
すずき たく いわもとたく じ さ〈ま ゅう ときたあさみ ももはらしげ吉

鈴木拓，岩本卓士，佐久間悠，鴇閏朝海，桃原茂樹

RAにおける手 ・肘関節障害に対して榛骨頭切除術や尺骨遠位切除術がしばしば行われる.同一上肢に榛

骨頭、切除術と尺骨遠位切除術を施行した症例における上肢機能について検討した. RA 患者 12例 12肢を対

象とし，肘関節は 6肘に滑鰻切除術， 6 J付に TEAを施行し，手関節は全例 SK法を施行ーした.尺骨遠位，榛

骨近位骨切り問距離，前腕可動域，囲内外時の箆痛，クリック，不安定感の有無，患者満足度について評価

した 前腕回内/回外可動域は術前平均 64.4/57.5
0

から最終観察時平均 77.8/80.0
0

と改善を認めた.遠位骨切り

部間隙は術直後平均 8.3mmから最終観察時平均 6.1mmと減少し，様尺骨に回旋不安定性を認めた症例は

なかった.同一上肢に尺脅遠位端と榛骨頭を切除するや1，[式は推奨される術式ではないが， RAにおいては不

安定性や上肢機能に不自由を認める症例は少なく，重大な合併痕なく概ね良好な成績が得られた.

【緒言}

関節リウマチ(以下 RA) の手 ・肘関節障害に対

して榛骨頭切除術や尺骨遠位切除討すがしばしば行わ

れる.一方，外傷等においては榛骨頭切除による遠

位検尺関節障害，あるいは尺脅遠位切除による近位

榛尺関節障害の発症が危倶されている.今回，同一

上肢に榛骨頭切除術と尺骨遠位切除術を施行した症

例における上肢機能について検討した.

【対象と方法1

1999年から 2009年まで当科にて様骨頭切除術お

よび尺骨遠位切除術を同一上肢に施行した RA患者

12例 12肢(男性 1例， 女性 11例)を対象とした

肘関節は 6JJヰに滑膜切除術， 6肘に人工肘関置換術

(Total elbow arthroplasty以下 TEA) を施行し，手

関節は全例 Sauv巴-Kapandji(以下 SK)法を施行し，

l手に部分手関節固定術を併用した.初回手術と 2

回目の手術の間隔は平均 37(0-87) か月で.最終

手術時における年齢は平均 57(26-75)歳，術後経

過観察期間は平均 54(12-101)か月であった.

評価は 2回目の手術前，手術直後と最終経過観察

時に行い.尺骨遠位，榛骨近イ立における骨切り開距

離(図1)，前腕回旋可動域，囲内外時のf割高，ク

リック，不安定感の有無，患者満足度について検討

a b 

図1 骨切り間距離 a:尺骨遠位 b:榛脅近位

した.両群の有意差については paired-t検定を行っ

た.

【結果]

前腕の田内/凹外自動可動域は術前平均 64.4/57.5
0

から最終観察時平均 77.8/80.0・と回外可動域は有意

に改善が見られた (pく0.05)(図 2).尺骨遠{lL/榛骨

近位骨切り問距離は術直後平均 8.3/7.4mmから，

最終観察時平均 6.1/7.2mmと尺骨遠位骨切り間距

離は有意に減少 した (Pく0.05)(図 3).3例に囲内

外時の終嫡，クリックを認めたが，榛尺骨に著明な

不安定感を訴えた症例はなかった. 12例中7例が

満足と答え，比較的満足度は高かった不満足と回

答したものは重量物保持困難や痔痛の残存による満

受理日 2011/09/20 
東京女子医科大学附属 修原病リウマチ痛風センター整形外科 〒162-0054 東京都新宿区河白!日J10-22 
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術前 最終観察時

*P<O.05 

図2 前腕回旋自動可動域

術直後 最終観察時

8.3mm 

図 3 脅切り間距離

-尺骨遼位

ロ続骨近位

*P<O.05 

足度の低下も散見されたが機能的には問題なかっ

た.

症例提示

症例 1: 75歳，女性.リウマチ性肘関節炎に対し

て TEAを施行した.肘関節手術 7か月後にリウマ

チ性手関節炎と伸筋鍵皮下院rr裂に対して SK法と鍵

移行術を施行した.最終手術から 60か月経過した

時点で脅切り部の距離は榛骨近位が術前 8mmから

術後 9mm，尺骨遠位は 9mmから llmmと明らか

な短縮は認めず， X線上で稜尺骨の捻れ等の不安定

性も認めなかった(図 4).前腕囲内/回外自動可動

域は最終手術前 40/60"から術後 60/90"と改善し，骨

切り断端部の蒸痛やクリ ックは認めなかった 日常

の上肢使用に際して不自由は感じず，満足度は高

かった.

症例 2:61歳，女性. リウマチ性手関節炎に対し

SK法を施行し.その 8年後にリウマチ性肘関節炎

に対し，TEAを施行した最終手術から 25か月経

過した時点において骨融合はしなかったものの尺骨

遠位骨切り部に骨形成を認め，骨切部距離は術前

4mmから術後 1mmと近接した(図 5). しかし，

術直後 最終観祭時 (術後60か月)

E二 FJドーEと-=副|

接骨近位骨切り開距離 8mm → 9mm 

尺骨遠位骨切り開距隊 9mm → 11 mrn 
前腕回内/回外可動域 40勺60。→ 600/900 

図4 代表症例 1

最終観察時 (術後25か月)

1}~' ，-
後骨近{立骨切り開距離 17mm → 17mm 

尺骨逮位骨切り開距荷量 4mm → 1 m皿

前腕囲内/囲外可動域 850/650 → 900/90。

図5 代表症例 2 尺骨遠位骨切り部が近接している

前腕囲内/回外自動可動域は最終手術前 85/65"から

術後 90/90"と改善を認め，前腕可動域には現在のと

ころ影響は及ぼしていない.

【考 察】

榛尺骨間の主な支持機構は近位榛尺関節，遠位榛

尺関節および前腕骨間膜である. RA肘関節におい

て滑膜切除や TEAの際にしばしば模骨頭が切除さ

れるため近位榛尺関節の支持性を失い，尺骨遠イ立切

除では遠位榛尺関節の支持性を失う.それ故，同一

上肢における榛骨頭と尺骨遠位切除は榛尺聞の支持

は骨間膜のみとなり，安定性を著しく損なう可能性

があると考えられる.

外傷等においては榛骨頭切除後の肘関節動揺性や

尺骨突き上げ症候群等の手関節障害が懸念されてい

るJ)また SK法術後に遠位榛尺関節の支持性を失
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DOB 

骨間膜

図 6 Distal Oblique Bundle (DOB)の位置. 尺骨頭から

尺骨全長の約 116の長さの位置に起始部を持ち，

sigmoid notchに停止している

うことによる肘関節脱臼や肘関節症変化も報告され

ており 2) 同一上肢に尺骨遠位切除と擁肯頭切除を

行うべきでないとも考えられている3)

近位・遠位榛尺関節が破綻した前腕骨はいわゆる

“floating for巴arm"4)の状態を呈しており，長if!rli方向

や捻れの力に対して不安定性を生じると考えられ

る.榛尺骨の長軸方向への移動や，榛尺骨間で捻れ

の不安定性を示すことも予想されたが，本検討では

検尺骨が近接する症例こそ認めたが榛尺骨に著明な

回旋不安定性を生じた症例や上肢機能に不自由を感

じている症例は比較的少なかった

Nodaら5)は前腕骨間膜の最遠位に屍体を使用し

た実験で約 40%にdistaloblique band (DOB) が存

在することを報告した(図 6). DOBは尺骨頭から

尺骨全長の約 1/6の長さの位置に起始部を持ち，

sigmoid notchに停止しており，遠位榛尺関節の安

定性に寄与している可能性がある SK法において

尺骨骨切りが比較的近位で行われたことにより，機

管頭が脱臼した報告がある6)ことからも，遠位機尺

関節の支持を失う SK法では骨問/J英を損傷しない事

が重要であると考える.そのため，著者らは SK法

を行う際には骨切り量が近位に偏りすぎないよう

に，尺骨骨切り部が尺骨遠位端から 3cm を超えな

いように注意している.

また今回の検討において手 ・)]サ関節を同一手術

日に手術施行した症例が 1例あったが，脱臼等の

不安定性は認めなかった しかしながら SK法単独

でも術後に肘関節脱臼を生じた症例も存在するた

め2)6) 現在では骨切り部における軟部組織の状態

がある程度安定する時期までは，原則として 2回目

の手術は行わないよう心がけている.

今回の検討では著明な不安定性を認めず高~~患者

満足度が得られたが，その原因として対象が比較的

高齢であったこと，また同一上肢の手関節・肘関節

に手術を必要とする RA患者は多関節躍患であり術

前の ADLが低い傾向にあることが考えられ，手術

による除痛や可動域改善が満足度に影響したと考え

られるただし重度な不安定性こそ生じなかったが

近位，遠位榛尺関節の支持'性を失った前腕骨は今後

脱臼等の合併症に十分注意を要すると思われる ま

た再癒合まではしなかったものの骨切り部が術後に

近接する症例も存在し，今後さらなる症例の蓄積と

長期的な経過観察が必要と考えられた

【まとめI

RAにおける同一上肢に撲骨頭切除と尺骨遠位端

切除を施行し，重大な合併症なくおおむね良好な成

績が得られた.
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将山市、
指静脈血栓症 3例の治療経験

のかずふみ きむもかずまさ はしもとともひさ ますだ ようこ おおぜき さとる

佐野和史，木村和正，橋本智久，増田陽子，大関 覚

まれな指静脈血栓症の 3例を経験した.

全例女性で平均年齢 47才，権病期間は平均 6ヶ月であった発生部位は左示指榛側，左中指榛側，左中

指末節掌側であった.全例腫癌の自覚を主訴とし 2例で!王痛を伴っていた.可動域制限，知覚異常は認め

ず，血液検査， X線検査で異常は認めなかった MRIにて Tl低信号 T2で周辺のリング状高信号を認め

た.全例局所麻酔下の切除生検にて，病理学的に拡張した静脈内のフィプリン血栓を認め，血管炎を思わせ

る炎症性細胞浸潤に乏しい静脈血栓であった.

手指の静脈血栓は認知度が低い一方で腫癌の切除生検が容易であり病理検査も良性であるため日常診療で

軽視される可能性が高いと思われるが，後に脳梗塞などの重篤な合併症を引き起こす可能性のある抗リン脂

質抗体症候群の初発症状であったとする報告もあるため，注意深い経過観察と時に二次性血栓予防の治療も

必要と考える.

【緒 言】

手外科診療において指静脈血栓に遭遇することは

少なく，特に外傷歴の明らかでないものはまれであ

る.著者らは近年3例の静脈血絵症例を経験したた

め，診断，治療，鑑別など過去の文献を踏まえ報告

する.

【対象と方法】

全例女性で平均年齢 47才，擢病期聞は平均 6か

月あった.それぞれにおいて症例提示する.

【結果】

症例 1:43才，女性

主訴:左示指 MP関節榛側の弾性硬腫癌と示指榛

側の しびれ(図 1).

現病歴 :6か月前より腫癌を自覚し圧迫により示

指標側の放散痛を認め来院指輪装着を含め同部位

への外傷歴なく，避妊薬服用歴もなかった

身体所見:上腕部駆血による腫癒増大は認めな

かった.

血液検査所見 :プロトロ ンビン時間(以下 PT)
10，4秒，活性化部分ト ロンポプラスチン時間(以下

APTT) 28，1秒と凝固機能は正常であったまた抗

図 1 腫~遠位で示指榛似IJに放散痛を認めた.

カルジオリピン抗体 8U/ml (基準値 10，0U/ml以

下)，ループスアンチコアグラント陰性，B2グリ コ

プロテイン抗体陰性で抗リン脂質抗体に異常は認め

なかった.

画像所見:腫婚は MRIにて Tl低~等信号， T2 

ではリング状の高信号を呈していた(図 2). 神経

鞘腫，巨細胞腫などの可能性も踏まえ，服窓伝達麻

酔下に切除生検を施行した.

手術所見:約 1cmの硬く増大した血管様組織を

認め，その深層で指神経が圧迫されていた(図 3a，

受理日 2011/09/21 
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b). 

図2M悶爾像.)j章第(矢印)は.Tlで低~等信号，

1'2で周辺にリング状高信号を認めた.

図3 摘出所見.約lcmの血管性脆擦を摘出した.

病理所見:拡張した静脈内にフィプリン血栓を認

め，炎症性細胞浸潤は乏しく 血管炎は否定的であり

静脈血栓と診断した(図 4).

-137 

図4 病理所見 HE染色 (40倍).拡張静脈

内のフィプリン血住と炎症性細胞浸潤に

乏しい所見より静脈血絵症と診断した

やl(j後経過:術後放散痛は消失し，術後約 1年が経

過するが静脈血栓の再発は認めていない.

症例 2:23才，女性

主訴:左中指基節部楼側の弾性硬腫癌.

現病歴 :約 9か月前に自覚した 指輪装着を含め

同部位への外傷歴なく，上腕部駆血による腫癌増大

も認めなかった避妊薬服用歴もなかった

血液検査所見:PTlO，7秒. APTT28，7秒と凝固機

能は正常であった また抗力ルジオリピン抗体 8U/ 

ml (基準値 10，0U/ml以下).ループスアンチコア

グラン ト陰性.B2グリコプロテイ ン抗体陰性で抗

リン脂質抗体に異常は認めなかった.

画像所見:MRIでは症例 1同様に Tl低~等信

号. T2ではリング状の高信号を皇していた.II夜宮

伝達麻酔下に切除生検を施行した.

手術所見・症例 l同様の血管様組織を摘出した.

病理所見・拡張した静脈内にフィプリンJIIl栓を認

め，炎症性細胞浸潤は乏しく血管炎は否定的であり

静脈血栓と診断した

術後経過.その後，静脈血栓の再発は認めていな

い

症例3:68才，女性.

主訴 :左中指末節部の腫癖と圧痛.

現病歴 :3か月前より自覚し来院した強いて言

えば約 l年前に車のドアに同部位を挟んだ、記憶があ

るが，殆ど痛みもなく軽微なものであった その他

検査所見は痕例 1，2同様異常を認めなかった.

画像所見 :MRIでは症例 1，2同様に Tl低~等信

号， T2ではリング状の高信号を呈していた 指ブ

ロック麻酔下に切除生検を施行した.
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病理所見:症例 1，2同様に拡張した静脈内にフィ

プリン血栓を認め，炎症性細胞浸潤は乏しく血管炎

は否定的であり静脈血栓と診断した.

その後，静脈血栓の再発は認めていない.

【考察】

手背部では静脈確保後やその他の外傷によりし

ばしば静脈血栓の発生を認めるが.外傷歴の定か

でない手指での報告は文献上過去22例のみであっ

た1)2)3)4)5)ω. その 90%は女性で主に PIP関節掌側

発生であった. Bauersachsら1】によれば避妊薬服用

は静脈血栓のリスクを優位に堵大させるとされる

が，文献上の症例には具体的に服用歴を記述した

報告は少なく，女性発生の多いこととの因果関係は

不明であった.本報告3症例では避妊薬服用歴は認

めなかった.補助診断として，我々の 3症例では

M阻を用いたところT1低~等信号，T2で周辺に

リング状高信号を呈する特徴的所見を認め，巨細胞

腫などの手領域の好発軟部腫療との鑑別に有用と考

えられた.一方で神経鞘腫では類似な像を呈する事

もあり，特に症例 1の様に腫癌に圧排された神経の

放散痛を認める場合では， MRIによる診断には注

意を要すると考えられた.上腕部駆血により腫癌の

増大を認めないことは血管腫との鑑別に有用であっ

た夙過去の指静脈血栓の報告の中には，いずれも

放置すれば致命的な事態となる肺梗塞の初発症状と

して2例制抗リン脂質抗体症候群の初発症状と

して 1例の報告5)があり，凝固機能検査，抗リン脂

質抗体検査は凝固能異常を伴う全身疾患の部分症と

の鑑別に重要である. Hofe~)は指静脈血栓を，深

部静脈血栓症に様に凝固能克進によるもので2-3

週間で消退するタイプ，自覚されない程度の些細な

外傷の先行によるもので，数ヶ月持続するタイプ，

過度の手作業などにより生じた閉塞性静脈内膜炎に

近いもので数日で消退するタイプの3つに分類でき

るとしている.しかしいずれのタイプであっても抗

リシ脂質抗体の初発症状の可能性には十分留意すべ

きとしている2) 治療は自然消退を期待し経過観察

で構わないとされるが.痛み，大きさの増大が続く

ものは切除生検を行い，病理検査にて拡張静脈内の

フィプリン血栓と炎症性細胞浸潤に乏しい所見にて

診断的治療を行うω. 病理所見，血液検査所見よ

り，本報告症例は全て自覚されない程度の些細な外

傷の先行によるものではないかと考えられた.

【まとめ】

指静脈血栓に対して手術加療を行った3例を報告

した.
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