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舟状骨偽関節の自然経過についての検討
こうむらしんご よこいたつお の白むらひでひこ すず宮 やすし おおのよしゆき

河村真吾大横井達夫事，野々村秀彦*鈴木康柿，大野義幸*柿

【はじめに]舟状骨偽関節擢患期間と SNACwristおよびDISIとの関連を調査し，舟状脅偽関節の自然経

過について検討した.

【対象・方法]対象は舟状骨偽関節29手.SNAC wrist，舟状骨・月状骨角，榛骨・月状骨角， DISIと偽関節

擢患期間との関連を検討した

【結果】 SNACwristはs匂ge1: 8手， stage 2: 1手， stage 3: 1手の計 10手に認め，各s句geでの偽関節擢患

期間は平均 7.2年， 12年， 45年であった DISIは11手に認め， SNAC wristあり群の 50%，なし群の 32%

に認めた.

【考察および結論】 SNACwristは偽関節擢患期聞が1.3年を経過する頃から認められ， 5年以上で全手に

認めた. stage 2発症には 10年以上， stage 3発症には20年以上を要すると推測された. DISIはSNACwrist 

に必発の現象ではなかった.

【緒言】

舟状骨偽関節が放置されると長年の経過で舟状骨

形態の異常，関節軟骨への異常な負荷が原因となっ

てscaphoidnonunion advanced collapse (SNAC) wrist 

と呼ばれる変形性手関節症に移行すること，また

dorsa1 interca1ated segment instability (DISI)と呼ば

れる手根骨配列異常を伴う手根不安定症を呈するこ

とは広く知られている0・7) しかし SNACwristを

呈するまでにどれだけの年月を要するか，また

SNAC wristとDISIの発生関係を十分に説明した報

告はない.

本研究の目的は舟状脅偽関節擢患期間と SNAC

wristおよびDISIとの関連を調査し，舟状骨偽関節

の自然経過について検討することである.

【対象と方法】

2005年から 2010年の 6年間に加療した舟状骨偽

関節 34手中，本疾患に対する手術既往歴および患

側手関節に骨折歴のない 29手を対象とした.性別

は男性23手，女性6手，平均年齢35.6歳 (16-62

歳)，骨折部位の内訳は遠位部4手，腰部 19手，近

位部6手であった.手関節痛をきたすようになった

受理日 201ν10/12 

明らかな外傷から診断までの期間を偽関節擢患期間

と定義したところ，その期間は平均 4.4年 (2か月

-45年)であった.全手に偽関節による痔痛を認

め，偽関節手術または部分手関節固定術が施行され

ていた.

画像評価は手関節単純X鰻写真2方向を基本と

し，斜位像，尺屈像およびCTが撮影されている場

合はそれらを併せて読影した.なお CTは22手に

撮影されていた. SNAC wristの定義は緒家の報告

に準じ.関節裂隙狭小化.骨腕形成，脅嚢目白，骨硬

化を変性所見とし，それらが舟状骨樟骨関節面に見

られるものを stage1，舟状骨有頭骨関節面に見ら

れるものを stage2，月状骨有頭骨関節面に見られ

るものを s匂ge3とした2)，3)，7)(図1).

調査項目は SNACwristの有無およびその s旬ge，

舟状脅・月状骨角 (scapholunate回 .gle: SLA)，榛脅-

月状骨角 (radiolunate叩 gle: RLA)， DISIの有無と

し，それら項目と偽関節擢患期間との関連を検討

したなお DISIは単純X線写真側面像における

SLA70.以上またはRLA-10.以下と定義した1)(図 2).

統計学的手法としてχ2検定， Mann-Whitney U検

定およびSpearmanの順位相関係数を用い， P<0.05 

・岐阜県総合医療センター〒500・8717 岐阜県岐阜市野一色4-6-1
柿岐車県立下呂温泉病院
糾*岐阜大学医学部
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SNAC wrist stage stagel舟状骨機

骨関節面， stage2舟状骨有頭骨関

節商， stage 3月状骨有頭骨関節商

図 1

阻λ:機管軸と月状骨輸のなす角図3

SNAC wrist stage 
単純X線 単純X線.σ
単独読影 併用読影

E 

E 

単純X線単独および単純X線， CT併用読影による

SNACwrist診断の差異

偽関節羅患期間(年)

表2

SLA:舟状骨輸と月状骨輸のなす角

関節面不整像および、骨赫形成が認められた(図 3).

単純X線写真のみを読影した場合， SNAC wristは

5手に 認め， その stageの内訳は stage1: 4手，

stag巴3:1手であり，各 stag巴での偽関節擢患期間は

平均 10 ，3 年 (2~20 年) ， 45年であった (表 2)， 

SLAは偽関節擢患期間 と正の相関を認めたが

(P=0，005) ， RLAは偽関節擢患期間と相聞を認めな

2-

I 

I 

E 

図2

を有意差ありとした.

【結果】

SNAC wristは 10手に認めた.10手における偽

関節部位の内訳は近位部 3手，腰部 7手であった

(表 1)目 stageの内訳は stage1: 8手，stag巴2:1手，

stage 3: 1手であり，各 stageでの偽関節躍患期間

は平均 7.2 年(1.3~20 年)， 12年， 45年であった

SNAC wrist発生は偽関節擢j患期間増加で有意に増

加した (P<O.OOl).また SNACwristを呈した 10

手中 9手で CTMPR像が撮影されており，初期変

化として偽関節部近傍の筏骨遠位関節面掌背側縁の
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表3 DISl11手の内訳

偽関節部位偽関節羅患期間(年LSNACwrist stage 
腹部 0.25 
腰部 0.33 

近位部 0.33 
腰部 0.33 

遠位都 0.58 
腰部 z 
腰部 2.2 
腰部 9 

腰部 12 

腰部 20 
綾部 45 m 

かった.

DISIは 11手に認めた 11手における偽関節部位

の内訳は近位部 l手，腰部 9手，遠位部 l手であっ

た(表 3). DISIあり 11手の偽関節擢患期間は平均

8.4年 (3 か月 ~45 年)，対して DISIなし 18手の偽

関節躍患期間は平均 2.0 年 (2 か月 ~12 年)であっ

たが，両群で・有意差を認めなかった (P=0.44) ま

た DISIとSNACwristとの関連について， DISIは

SNAC wristあり 10手のうち 5手 (50%)， SNAC 

wristなし 19手のうち 6手 (32%)に認めた. DISI 

は SNACwristあり群でより多く認められたもの

の，両群間で有意差は認めなかった (P=0.43).

【考 察】

SNAC wristの発生率について Rubyら3) Inoue 

ら 6) の報告によると，偽関節躍患期間 1~4 年で 9~

22%， 5~9 年で 75~92 % ， 10年以上で 100%とさ

れている.本研究では SNACwristは偽関節躍患期

間 4年以下で 17.4% (4/23手)，5年以上で 100%

(6/6手)の発生率であった. 1.3年を経過する頃か

らSNACwrist発生が認められはじめ， 5年以上で

ほぼ全例に発生すると考えられる.緒家の報告より

もSNACwrist発生は若干早いが， 乙れは 29手中

22手 (76%)において CTによる函館:評価を行った

ため，より早期の関節症性変化を検出できたためで

あろう. SNAC wristの診断において初期病変は榛

骨茎状突起の尖鋭化であるとされ，主に単純 X線

正面像が用いられるが， Inoueら6)は正面像のみで

なく側面像および斜位像での舟状骨椀骨関節面背側

縁の骨赫形成の重要性を報告している 本研究にお

いて CTによる初期変性所見は偽関節部近傍の挽骨

図4 SNAC wrist早期例のcr所見腹部

偽関節偽関節擢患期間 1.7年

図5 SNAC wrist早期例のcr所見近位

部偽関節偽関節援患期間4.4年

遠位関節面掌背側縁の関節面不整像および骨腕形成

であった.CTによる診断が望ましいが，単純X線

写真にて診断する場合は側面像および斜位像も入念

に読影する必要があると考える.また渉猟し得た限

りSNACwristの各 stage進行に要する期間につい

て明般に示した報告はない.それを考察するにあた

りMoritomoらめの報告によると，近位部および腰

部舟状骨偽関節での SNACwrist 14手において，各

stageでの平均偽関節躍患期間は stage1で 9年 (3

3一
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-18年). stage 2で 21年 (9-35年). stage 3で

33年(18-50年)であった.本研究の SNACwrist 

10手において，各 stageでの平均偽関節擢患期間は

stage 1で 7.2年(1.3-20年). stage 2で 12年，

stage 3で45年であった.偽関節躍患期間は同-

stageの症例においても非常にばらつきがあること

から. stage進行には偽関節擢患期間のみでなく患

者個々の活動性，性別，職業，手IJき手等の多要因が

関与すると考えられる.症例数が少なく，各症例の

経時的変化の調査ではないため推測の範囲を出ない

が. stage 2の発生には 10-20年. stage 3の発生に

は20年以上の偽関節擢患期間を要する可能性が示

唆された.

DISIについて緒家の報告からは偽関節擢患期が

長くなるにつれて DISI発生は増加するとされてい

る4)，6) 本研究では DISIの有無で偽関節擢患期間の

平均値に差は認めたものの，統計学的検討にて偽関

節擢患期間と DISI発生には関連は示されず，偽関

節早期から DISIを呈する症例も多々存在した著

者らは DISI発生には偽関節擢患期間のみでなく偽

関節部位の関与もあると考える. DISIを呈した 11

手における偽関節部位の内訳は近位部 1手，腰部9

手，遠位部 1手であり.DISI発生は腰部偽関節に

多く.近位部偽関節には少なかったこれはMorit-

omoら2)が報告しているように，近位部偽関節にお

いて舟状骨遠位骨片背側に舟状月状骨間靭帯が付着

するため，遠位骨片が掌側回旋をきたしにくいため

であると推測される.また DISIとSNACwristとの

関連について，双方の発生には相闘があるとの報告

があるが2)，6) 本研究からは DISIはSNACwristに

必発の所見ではなかった. DISIを呈しやすい遠位

部および‘腰部偽関節と DISIを呈しにくい近位部偽

関節では関節症性変化の発生メカニズムは若干異な

る可能性が示唆された

【まとめ】

SNAC wristは舟状骨偽関節擢患期間1.3年を経

過する頃から発生し. 5年以上で CT画像上全例に

発生していた. SNAC wrist stage 2の発生には 10-

20年. stage 3の発生には 20年以上の偽関節擢患期

間を要する可能性が示唆された. DISIはSNAC

wristに必発の所見ではなく，特に近位部偽関節で

生じにくいと考える.
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6) Inoue G， et a1.百lenat町a¥history of scaphoid non-union. 

Radiogr却hica¥and c¥inica¥ ana¥ysis in 102αses. Arch Or-

白opTraun1a Surg 115: 1・4，1996.
7)谷口泰徳ほか. SLAC (scapholunate advanced collapse) 

wrist， SNAC (scaphoid nonunion advanced collapse) wrist 

の発生機序.臨床整形外科43:203・206，2008.

-4ー



日手会誌(JJpn Soc Surg Hand) ，第28巻第4号 285-288，2012 

~ ".IiI.U事.. 蜘.~

舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術の治療成績
-Zaidemberg法と Makino法の比較
かわ昌吉けいきち いなが宮かつのり た宮がわそういちろう とみたかずなり いけだ じ吻ん まえだとしお

川崎恵吉*稲垣克記帥，瀧川宗一郎**富田一誠榊，池田 純綿，前田利雄**

醐臨 恒 国

一
題盟

舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術である， Zaidemberg法包法)31例と Makino法制法)21 

例の治療成績を調査し，両者の比較検討を行った.長期間経過例，近位部例，手術失敗例， MRIで近位骨片

の壊死を認める難治性例は各々 28手と 16手であった移植骨片の設置は，背側が25手と 17手，掌側が6

手と 4手であった.内固定材料は， k-wireのみが 16手と 0手， headless sα'ewが15手と 21手であった.結

果は， Cooney scoreが各々平均82.7po包tと86.0pointで，可動域は術前後ともに M法が良好であった骨

癒合は28手 (90.3%) と18手 (85.7%)に得られた.採骨量は有意にZ法が大きかった.掌側に大きな骨

移植 (humpbackdeformityの矯正)が必要な場合には，血管茎の問題からz法は難しく，大きな骨の採取か

らM法も難しいという問題点が残されている.

【緒言】

舟状骨偽関節のうち，受傷後経過の長いものや部

位が近位のもの，手術失敗例， MRIで近位部の骨

片に壊死を認める難治性偽関節では，血管柄付き骨

移植術による治療の適応である.本邦では， 1，2 in-

tercompar回 enta1suprare出m血r紅 tぽ yを血管茎と

した接骨遠位背側 (Zaidemb略法:以下z法)1)と，

第2背側中手動脈を血管茎とした第2中手骨基部背

側 (M出 no法:以下M法)2)から採脅されることが

多く，我々は採骨が同一視野から得られる利便性と

骨癒合の確実性から，難治性以外の偽関節にも利用

し，両手術法を行ってきた3) しかしこれまで両手

術方法を比較した文献はない.今回の目的は，当科

における両者の治療成績を後ろ向きに調査し，問題

点を明らかにすることである.

【対象と方法1
2001年以降当科で舟状骨偽関節に対して血管柄

付き骨移横術を行った症例は 57例58手で，今回

6ヶ月以上経過観察しえたz法31例と M法21例

を対象とした z法 :M法で男性は 25例:20例，

女性は 5例:1例，右は 20例:9例，左は 9例:12 

例，両手は 1例:0例，平均年齢は 32.0歳 (14-59

歳): 37.3歳 (14-77歳入術後経過観察期間は

17.8ヶ月 (6-84ヶ月): 14.8ヶ月 (6-39ヶ月)

であった外傷から手術までの期間は，平均 7.0年

(0.25-34年): 8.1年 ω.25-50年)で， 1年以内

が12手 :11手， 1-5年が3手 :4手， 5年以上が

16手 :6手であった偽関節の部位では，近位 10

手:5手，腰部 18手:12手，遺位3手:4手であっ

た.舟状骨の手術の既往があったものは4手:6手

で sα'ewが残存している症例は3手 :4手であっ

た MRI撮影は28手:15手に行われ， T1/T2強調

像ともに lowsigna1は 16手 :4手であった.受傷後

5年以上，近位部例，再手術例， MRIで壊死像のあ

る難治性の偽関節は計28手:16手 (90.3% : 76.2 

%)であった.移植骨片の設置は，背側が25手:

17手，掌側が6手:4手であった.内固定樹料の使

用は， Kirschner・柄re(k・柄re)のみが 16手:0手，

headless sα'ewが15手:21手，前回手術の screw

を温存したものが1手:3手であった.

これらの症例に対して，臨床評価は掌背屈の可動

域と握力を含む Cooneyの評価 CModifiedGreen & 
O'Brien)4)を用いて行い，画像所見は単純X線像と

CT画像で骨癒合やDISI変形，また手術時の採骨

片の面積(長軸径x短軸径)を調査した.2群聞の

比較にはt検定及びχ二乗検定を用い， P<0.05を

有意差ありとした.

受理日 201ν10/14 
*昭和大学横浜市北部病院整形外科〒225・0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南2・7-5
紳昭和大学医学部整形外科
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286 Zaidemberg法と Makino法の比較

表 1 治療成績一画像評価.臨床評価，可動域，握力の

グラフ

Z法 M法

(31手1 (21手}

函像評価

骨量E合 28手(90.3'紛 18手(85.796)

術後口凶変形 3.7' 5.3 . 

線骨量 (mm') 71.6 54.9 

臨床成績

α田n町却時平均 82.7point 86.0point 

白田lIent 9手 10手

G∞d 岱手 且手

Fair 6手 ヨ手

Poor 1手 0'手

可動繊 術前/術後 術前/術後

背届(") 52.2/56.6 61JJ/6:且O

掌屈【・} 515/47.9 625/56.7 

鑓力{健倒比討。 735/89.3 76.1/86.0 

【結果】

臨床成績(表1)では， Z群 :M群で Cooneyscore 

が平均 82.7point : 86.0 pointで， Excellent 9手:10 

手， Good 15手:8手， Fair 6手:3手， Poor 1手:

0手であった.術後の平均可動域は掌屈(P=0.0147)

背屈 (P=0.0018) ともにM群の方が有意に良好で

あったが.術前の可動域も掌屈 (P=0.0150)背屈

(P=0.0091) ともにM群の方が有意に良好であっ

た.術後の握力の健側比は 89.3%: 86.5%で，術前

の73.5% : 76.1 %に比べ，両群ともに有意に改善

(Z群;P=0.0l77. M群 ;P=0.0427)していた合併

症は， M群で軽度の C即 S，度下感染，出回sor

po1licis longus (EPL)再断裂が各 1例づっ存在した.

骨癒合は 28手 (90.3%): 18手 (85.7%)に得ら

れ，術後の DISI変形は3.7": 5.3"であった.また

採骨量(移植骨片の縦径x横径)は， 7l.6mm2: 

53.6mm2で，有意にZ法が大きかった.骨癒合が

得られなかった 6症例を検討すると，全て難治性の

偽関節例で，採骨部位はz法と M法ともに 3手.

内固定k・制reが2手 sぽ'ewが4手，設置部位は背

側が5手，掌側 1手で，有意な差はなかったが，

sα'ewが短すぎたり，設置位置不良など，技術的な

問題が原因と思われる症例もあった.

症例)34歳男性，主訴;右手関節痛，現病歴 :8

年前にスノーボードで転倒受傷，放置してきたが，

最近痛みが悪化し，当科紹介受診となる.画像上

hUIDpback defornrityを有する舟状骨偽関節を認め

た治療経過;手術は榛骨遠位背側から血管付きで

採骨 (Z法)し，移植骨片を掌側に回して挿入し，

sαewで固定した.術後6か月の現在，骨癒合が得

られ， Cooney scoreは8Opo泊tであった(函1).

【考察】

難治性の舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植

術は有用な方法であり，これまで本邦では， z法と

M法の良好な成績が数多く報告されてきた.z法で

は，柿木ら5)は骨癒合率は92.8% (14例中)，小島

ら6)は80%(10例中)で， M法の骨癒合率は，牧

野ら2)は再発偽関節例で 100%(4手中 4手)で，

湾泉ら7)は100%(31例中)であった. しかしこれ

までにこの両者を比較検討した報告はない.我々

は.舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術を行

い始めた当初は， z法で採骨して k・羽reで固定し

ていたが.その後z法と M法の両者を行い， sαew 

で固定することが多くなった.その結果， z群で

90.3%， M法で 85.7%の骨癒合が得られ.両者聞に

は有意な差は得られなかった.

両者の特徴を比較した(表1).Z法は，関節面

から 1cm以上離れており，また骨折の心配もさほ

どないため.榛骨遺位背側を容易に，かつ大きな採

骨が可能で，海綿骨も良質である.一方M法は，

CM関節や隣接指と接し 遠位は細い中手骨骨幹部

であるため，採骨では関節内穿孔や骨折に注意しな

ければならず，また採骨量にも制限があった.我々

の症例では，移植骨片の面積はz法の方が有意に

大きかった.次に，血管茎はM法の方が太く，長

い血管茎の挙上も容易で 掌側に移植骨片を回すの

もZ法よりは容易である.横骨手根関節をまたが

ないM法は，術後の可動域がZ法よりも優ると考

えていたが，今回は術前術後ともにM法が良好で

あったために，両者聞に差は認められなかった.

今回の非癒合例6手の原因を推察すると， 2手で

k・制re固定力不足の可能性が示唆される一方，

headless sα仰の不適切な位置挿入や長さが足りな

いなど，逆に sα'ew設置も容易ではないことが窺が

える.また近位骨片が小さい場合などは，壊死部や

硬化部の掻把が不十分になったり，固定方法に苦慮

したりすることがあり，血行の問題よりも，手術手

技の方に重要性を感じた.津泉ら7)は移植後に k-

wireとsα'ewで固定した群の比較で差はなく，牧

野らおは内固定しなかった症例でも骨癒合したと述

べているが，小畠ら@や Changら8)は， screw固定
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特徴

iZ骨部

関節面との距縫

形状

血管茎

f尭骨手根関節

2aidemberg法と Makino法の比較 287 

A. B. c. 

G. H 

図1 症例 1-2法で掌側設置.screw固定例:術前 A レン トゲン像，

B.CT画像.C. MRI-T1間像.術直後 D.レントゲン像.

術後6ヶ月 E レントゲン像.F. CT画像.

術中写真 (手術の工夫) G 採骨部の近位{l!i!を一部骨切除(→は骨切除

部).同部より斜めにノミを挿入して，海綿骨ごと大きく挙上，

H. 後骨茎状突起を切除(=キは骨切除部)

表2 2法とM法の特徴の比較

Zaidemberg法 Makino法

{尭骨遠位背i則 第2中手骨基部背{JIJ

lcm 以上 関節近傍

侠骨広い 中手骨細い

大きいl~骨も容易 1宰骨が難・大きさに制限

細い 太い

長い挙上は困難 長い挙上も容易

関節をまたぐ移姫 関節をまたがない移植

の重要性を述べており，内固定方法でどちらが有用

かの結論は出ていない.

受傷後長期間経過した症例では. humpback de-

formityを来し，掌側に大きな宵・欠損を生じること

も多い.その際は大きな採骨と，掌側までの長い血

管茎の挙上という，難しい二つの技術が必要となっ

てくる. z法では採骨量は十分であるが，血管径は

制く，逆に M法では血管茎の挙上は容易だが，採

骨量に制限がある. ]onesらめは.z法と， この両
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288 Zaidemberg法と Makino法の比較

者の問題点を補うべく，大腿脅内上頼からの遊離血

管柄付き骨移植術(以下F法)の骨癒合の比較で，

前者は 40%，後者は 100%であったと報告した.

Grayら10)は，腰部の偽関節で， humpback deformity 

の矯正を要し，骨壊死のあるものは， F法を選択し

ている.前述の M法と Z法の問題点の対抗策に，

F法は有用と思われるが下肢からの採骨と血管縫

合という煩雑さから，我々は，現在まで利用してい

ない.我々は， 2法で掌側に大きな移植骨片を回す

方法を以下の工夫をしながら行っている.まず榛

骨から大きな海綿骨付きの骨を採取するために，

Jonesら9)が大腿骨内頼で行っている方法を榛骨に

も応用し，ノミを斜めに挿入して手前の骨皮質を一

部切除している(図 1・Gよ次に掌側に移植骨片を

回す場合には，榛骨茎状突起部先端(骨聴になって

いることも多い)を積極的に切除して，そこを近道

で，かつ血管を圧迫しないスペースとして利用して

いる(図 1・H).

【まとめ1
1.舟状脅偽関節に対する血管柄付き骨移植術に

おける， 2aidemberg法 31例， Makino法 21例の治

療成績の比較検討を行った.

2.骨癒合率は両者ともにほぼ同等であった.可

動域は術前術後ともにM法が良好であった採骨

量はZ法が大きかった.

3.掌側に大きな骨移植 (Humpbackdeformityの

矯正)が必要な場合には， 2法も M法も難しいが，

茎状突起先端を切除する操作等を加える必要があ

る.

【文献1
1) Zaidemberg C， et a1. A new vascularised bone graft for 

scaphoid nonunion. ] Hand Surg 16・A:474-478， 1991. 
2)牧野正晴ほか.再発舟状骨偽関節に対する血管柄付

き第2中手骨移植術. B本マイクロ会誌 17:50・54，
2004. 

3)川崎恵吉ほか.舟状骨近位部偽関節に対する血管柄

付き脅移植術の治療成績. 日手会誌25:67・71，2008.
4) Cooney WP， et a1. Di缶cultwrist fractures. Clin Orthop 

214:136・147，1987.
5)柿木良介良介ほか.舟状脅偽関節に対する舟状脅背

側からの血管柄付き骨移植術.日手会誌 24:74-78， 
2007. 

6) 小畠康宣ほか.舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨

移植術の手術手技.日手会誌20:616・620，2003.

7)君事泉卓哉ほか.舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨

移植術の内固定材の検討-K"羽reかscrewか一.日

手会誌24:70・73，2007.
8) Chang MA， et a1. The Outcomes and Complications of 

1，2・Intercompar也lenta1Supraretinacular Artery Pedided 
Vascularized Bone Grafting of Scaphoid Nonunions. ] 

Hand Surg 31A: 387・396，2006.
9) ]ones DB， et a1. Treatment of Scaphoid Waist Nonunions 

wi仕1an Avascular Proxima1 Pole and Carpa1 Collapse. 

Sぽ giα1Technique. ]B]S 91: 169-183， 2009. 
10) Gray RRL， et a1.羽scularizedBone Grafting of Scaphoid 

Nonunions. Oper Tech Sports Med 18: 155-162， 2010. 
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月状骨脱臼および、月状骨周囲脱臼の治療経験
よしだ Lろう よしだけん U さかいけんすけ なかまけんじろう

吉田史郎*吉田健治*坂井健介*仲摩憲次郎料

認沼滋認詔g

月状骨(周囲)脱臼は比較的稀な外傷であるが手根不安定症を残すものがあり，靭帯修復術の有用性を示

唆する報告はあるもののまだ議論の余地がある.今回，月状骨(周囲)脱臼に対し非観血的または観血的整

復術(舟状骨骨折に対しては内国定術)を施行し 術後 4 か月以上経過観察できた 13 例(全例男性 18~

67歳)を対象にその治療成績を検討した症例の内訳は Green& O'Brienの分類で TypeI:2手，

TypeII: 7手，乃pelV:4手であった一時的手根脅間 pinningを10例 (TypeI: 2例， TypeII: 4例，

TypelV: 4例)に行い，さらに TypelV:の 1例には靭帯修復術も併用した Type1， 11では容易に解剖学

的整復位が得られ，一時的手根骨問 pinn泊gの有無にかかわらず外固定により良好な成績が得られた.

TypeIVは広範な骨靭帯複合損傷をともなうため， 1例には靭帯修復術も施行したが， Type 1， 11に比し成績

は不良であった.

【緒言】

月状骨(周囲)脱臼は比較的稀な外傷で，手根不

安定症を残すものがあるため靭帯再建術の有用性に

ついて示唆されているが1)2) 靭帯再建術の中にも

成績不良例が存在することが明らかになり3) その

必要性・適応についてはまだ議論の余地がある.今

回月状骨(周囲)脱臼の治療成績について検討した

ので報告する.

【対象と方法】

対象は 2000年から 2010年までに当院で治療を

行った 19例のうち， 4か月以上経過観察できた 13

例を対象とした.手術時平均年齢は 34.9 歳 (18~

68議)で全例男性であった.受傷から手術までの期

間は平均 6.6 日(l~18 日)，観察期聞は平均 11.8

か月 (4~26 か月)であった.症例の内訳は Green & 
O'Brienの分類4)で， τ'ype1 : 2手， Type 11 : 7手，

Type IV: 4手であった(表1).受傷原因は高所か

らの転落やバイクによる交通事故など強い外力を受

けたものがほとんどであった.治療は非観血的また

は観血的にすみやかに整復し，舟状骨骨折をともな

う場合には Herbertscrew， A四国kscrewにより内

固定した上で.ギプス包帯による外固定(平均 5.9

週 :4~8週)とした初期の Type 11 3例以外は全

受理日 2011/11/22

表 1 Classification (Green & 0 ‘Brien) 

1 . Dorsal perilunate/ volar lunate dislocation 2 

11 . Dorsal transscaphoid perilunate dislocation 7 

m. Volar perilunate / dorsallunate dislocation 0 

IV. Variants 

A Transradial styloid peri1unate dislocation 3 

B.Na討culocapitatesyndrome 0 

C. Trans甘iqu巴回1fracture-dislocation 

D. MiscellanωiUS 0 

例一時的手根骨間 pinningを併用(平均 9.6週:8~ 

16週にて抜去)した.

臨床評価は Cooneyの判定基準5)に従い， t検定に

より各Type聞の有意差を検定した.また手根配列

の評価として最終診察時単純X線像で榛骨月状骨

角(以下悶d 角)，舟状月状骨角(以下 SL角)，有頭

月状脅角(以下 CL角)を調べ，各Type聞の有意差

を検定した.また RL角， CL角については 18・以上，

SL角は 70・以上を DISI変形の指標とし， これらの

3指標のうち 2つ以上満たしたものを DISI変形あ

りと考えた.また TypeIIを一時的手根骨間 pin凶ng

の有無により臨床成績と画像評価を比較した.

*翠マリア病院整形外科〒830・8543 福岡県久留米市津福本町 422
紳久留米大学整形外科
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Cooney's 
clinical score 

(poin回)

100 

50 

。

【結果】

p=O.¥l p<O.OI 
「一一一一一一1 1一一一一一一「

.. 
SD-" <n1:' 

ム . 

• • 
p<0.008 

1I IV (万戸)

図1 Type別臨床成績の比較

Green&O・Brien
C1ass盗団tion

Cooneyの判定基準による臨床評価の平均は 82.7

点， excell巴nt: 5手， good: 2手.fair・3手，

poor : 3手で最低点は 50点であった また Green

&びBrienの Type別 Coon句評価については Typ巴

1， II問に有意差なく ，Type IVが1，IIそれぞれに比

べ有意に成績が劣っていた (p<O.Ol)(図 1)(Type 

1 :平均 95:t0点 II:平均 88.6:t12.5点， IV:平均

66土11.8点). x 線学的には RL 角 0~40' (平均

13.2.). SL 角は 45~85. (平均 55.5")， CL 角 1O~26'

(平均 17.8') であった Type別にみると SL角は

Typ巴Iで平均 53.5:t0.7¥Typ巴IIで平均 52.3:t4.1¥

Type IVで平均 62:t15.5¥RL角は Type1で平均 7

:t9.9¥ TypeIIで平均 12.5:t7.9¥ TypeIVで平均

17.5:t15¥ CL角は Type1で平均 21:t1.4¥ TypeII 

で平均 16.6:t7.0¥ TypeIVで平均 18.3:t5.6.と，各

Type聞に画像指標の有意差はなかった (SL:p= 

0.16， RL : p=0.24， CL : p=0.42). DISI変形はType

IVの 1例(症例 3) にのみ認め.成績は fairであっ

た.また TypeIIにおいて一時的手根骨問 pmmng

を行った 4例の成績は平均 86.3:t17点であるのに

対し pinningを行っていない 3例の成績は平均

91.7:t2.9点であり， 手根骨間 pinning群と非固定群

の聞には有意差はみられなかった (p=0.29) また

X線指標は，一時的手根脅問 pmnmg群で SL角:

平均 54:t2.7¥ RL角平均 11.5土10.1¥ CL角 .平

均 16:t7.4'に対し，非固定群では SL角:平均 50土

5¥RL角:平均 14:t5.6¥CL角 :平均 17.3:t8.1'で

あり，一時的手根骨問 pmmng群と非固定群の間に

有意差はみられなかった

a. b. C. 

図2 症例1.a. 受傷時x-p b. 術後x-p

C. 最終診察時x-p

[症例提示]

症例 1:29歳男性.スノーボードで転倒し受傷し

た Typ巴IIで同日徒手整復行うが，整復不能で受

傷後8日に背側より観血的に脱臼整復し一時的手根

骨間 pmmngを行った(図 2.a.b).舟状骨骨折に対

しては HBS(Headless bone screw)で固定した術

後 5避でギプス包帯を除去し，術後 6週で K-wire

を抜去した術後 12か月で握力右 43kg (左 38kg) 

可動域は手関節背屈 90'，掌屈 80'，SL角 55¥ RL

角 22.， CL角 10.で痛みもなく臨床成績は excellent

(Cooney評価 100点)であった(図 2.c)

疲例 2:67歳男性作業中麦袋が右肩に落ち.手

関節の背屈を強制し受傷した. Type 1で徒手整復不

能で受傷 3日後に背側より観血的に脱臼整復し，手

根骨問固定行った(図 3.a.b).術後 4週でギプス包

帯を除去し術後 10週で K-wセEを抜去した 術後

26か月で握力右 28kg (左 29kg)可動域は手関節背

屈 80.，掌屈 70.，SL角 55¥RL角 20.，CL角 16.で

疫痛はほとんどなく臨床成績は excellent(Cooney 

評価 95点)であった(図 3.c). 

症例 3:34歳男性.バイクで車と衝突し受傷した

Type IVで，同日徒手整復を試みたが整復不能で受

傷8日後に背側より観血的に脱臼整復を行った小

皮切で舟状骨骨折に対し骨接合を試みたが整復位が

得られず Henryのアプローチにて展開し整復位を

行い HBSHeadless bone screwで固定したーこの時

点で SL聞は完全に離閉しており，背側アプローチ

で舟状月状骨間を Sutureanchor (mini-Mitek)で靭

10一
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a. b. c. 

図3 症例 2.a 受傷n寺x-p b. 術後x-p

c.最終診察時x-p

図4 症例3.a.受傷時x-p b.術後x-p

c.最終診察時x-p 月状有頭骨問の|調節症性変化

(矢印)

帯修復を行い一時的手根骨間 pmnmgを追加した

(図 4.a.b).術後 4週でギプス包帯を除去し術後 12

週で K司 W仕eの抜去を行った.術後 19か月で握力右

30 kg (左 42kg)可動域は手関節背阻 70".掌屈 45¥

SL角 85¥RL角40"，CL角25"で DISI変形および

月状有頭骨聞の関節症性変化を認め(図 4.c)， CT 

にて月状骨の anchorの脱転がみられ，舟状月状骨

聞の制動が得られず再ft関していた (図 5). 終痛は

軽度残存し臨床成績はf止 (Coon巴y評価 75点)で

あった.

a. b. 
図5 最終診察H寺Cf:a 舟状月状骨問の離開

b.月状有頭骨問の関節症性変化および脱転した

anchor (矢印)

【考察】

月状骨脱臼および月状骨周囲脱臼の治療は早期の

解剖学的整復と整復位の保持が必須であり，新鮮例

では従来より徒手整復+外固定，徒手整復後一時的

手根骨問 pinning，観血的整復術，靭帯修復術など

が行われているが必ずしも一致した見解は得られて

いない.靭帯を直視下に積極的に修復する ことを推

奨する報告もあるが1)2) Type IIは他の型と比べて

少ない外力により受傷している こと，舟状骨骨折が

解剖考会的接復位で骨癒合が得られれば成績良好で靭

帯修復は必須ではないという報告もあるω7) また

本研究でも最も多かった Typ巴IIにおいては，手根

骨問 pmnmgの有無により臨床成績および画像評価

に明らかな有意差がなかったことより，靭帯修復は

もとより 一時的手根骨問 pmmngも不要で，舟状骨

の正1itt.確実な内回定と十分なギプス固定で十分で

あることが示唆された.さらに症例は少ないが，

Typ巴Iにおいても靭袴修復無しで TypeIIと同等の

成績を示しており， Type 1， IIにおいては靭帯修復

は不要である可能性が高い. しかしながら Typ巴IV

に関しては Type1， IIよりも臨床成績が劣り， 別に

考える必要がある 今回 TypeIVに対しては全例骨

暗合術および手根骨問 pirmingを行ったが，統計学

的有意差はないものの手根配列の X線学的指標は

Type 1， IIに劣る傾向に有り，靭帯修復により臨床

成績を向上させ得る可能性はある.靭帯修復術を追

加した 1Wtlも，大きな外力により損傷を受け脆弱化

していた月状骨母床に挿入した anchorが脱転して

おり靭帯不全が残存したため最終的に変形性関節

- 11ー
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症に陥った.今後はTypeIVに対して靭帯修復術を

施行した症例を増やし比較することが必要と考えら

れるが，靭帯損傷に加え骨軟骨損傷の合併が靭帯修

復を困難にすることも念頭におき，靭帯再建術も考

慮しなければならない.さらに合併する骨軟骨損傷

そのものが臨床成績を悪化させている可能性も否定

できない.Type IVには4つの subtypeがあり，今

回の症例にも 2つの sub切 eが含まれていないので

一括して論ずることはできないが，少なくとも靭帯

修復術の適応はTypeIVの中にある可能性が高く，

症例を増やして検討することが課題である.

【まとめ】

月状骨脱臼および月状骨周囲脱自の 13例につい

て予後調査を行った Green& Q'Brienの分類と

Cooneyの判定基準による臨床評価でTypeIVは1，

Eに比べ有意に成績が劣っていた Type1， 11では

容易に解剖学的整復位が得られ，一時的手根骨間

pin凶ngの有無にかかわらず外固定により臨床成績

も良好で，靭帯修復術を併用する必要が無いことが

示唆された乃peIVはType1， 11に比し術後成績

は不良であり，靭帯修復衡の必要性が示唆された

が，靭帯損傷のみならず広範な骨軟骨損傷をともな

うことも念頭に術式を考慮する必要がある.

【文献1
1)露口雄ーほか.月状骨周囲脱臼に対する早期間歌的整

復・靭帯修復術の治療成績.日手会誌 14:36-38， 1997. 
2)三浪明男ほか.月状骨(周囲)脱臼に伴う手根不安定

症の治療. 日手会誌 9:793・796，1993.
3) Amadio PC. What's new in hand surgery. J Bone Joint 

SurgAm83・A(3): 473-477， 2001. 

4) Green Dp， et a1. Class宣cationand management ofαrpal 
dislocations. Clin Orthop 149: 55・72，1980.

5) Cooney WP， et a1. Di笠c叫twrist fractures. Clin Orthop 
214: 136・147，1987.

6)斉藤聡彦ほか.新鮮月状脅脱臼および月状骨周聞脱臼

の治療成績. 日手会誌22:753・757，2005.
の露関宏幸ほか.新鮮月状骨周図脱臼および月状骨脱臼

の治療経験. 日手会誌 18:89・91，2001.
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舟状月状骨解離に対する榛骨手根骨間制動術の

治療経験
とみたかずなり
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舟状月状骨解離に対し行った携骨手根骨間制動術である Blatt法と Brune11i法の治療成績を検討し，その

有効性を検討した 6か月以上経過観察した Blatt法8例 Brunelli法2例，計 10例を対象とした平均年

齢32歳，平均観察期間は28か月であった除痛効果は著明で 55%に術後疫痛が消失し，手関節伸展は術

前52.8"から 70.6"ヘ，握力は健患側比が59%から 86.6%へ有意に改善した.舟状骨月状骨間距離は有意に修

復され最終観察時まで保持されていたが，全てのパラメーターが最終観察時にはやや増大していた.榛骨手

根骨間制動術は臨床症状を改善させる有用な治療法であった今後は，長期的な症状の変化やX線学的変化

を追跡する必要がある.

【緒言】

欧米において，舟状丹状骨解離(以下SL解離)

は外傷性手根不安定症の中で最も多く発生すると言

われている1)しかし本邦では，頻繁に遭遇する疾

患ではない.静的な不安定性のみでなく，動的な不

安定性，無症候性，骨折や偽関節に伴う不安定性な

ど，その複雑な病態から，診断に至らない症例が存

在する可能性がある.この比較的稀で診断に難渋す

る病態に対して，様々な治療法が現在広く行われて

いるが，未だにそのコンセンサスは得られていな

現在行われている治療法の多くが，靭帯，関節

包，腫などの軟部組織を利用した制動術である.当

科では，直視下，又は関節鏡視下に SL靭帯を確認

し，靭帯を修復した後，榛骨手根骨間制動術である

Bl銑t法(以下 BL法)2)とBrunelli法(以下 BR法)3) 

を行ってきた第一選択はBL法で，舟状骨掌屈転

位が大きい症例には BR法を選択してきた.本研究

の目的は，当科における SL解離に対する榛骨手根

骨間制動術の治療成績と問題点を調査検討し，その

有用性を検証する事である.

【対象と方法】

対象は手関節背側痛を主訴に当科を受診し，単純

X線の手関節正画像で SL間距離が3mm以上聞大

受理日 2011/10/04 

した症例を SL解離と診断し，榛骨手根骨制動術を

施行した症例で術後6か月以上の経過観察が可能で

あった 10例 (BL法:8例. BR法:2例)であった

症例の内訳は平均年齢 32歳 (17・53歳入男性 7

名，女性2名，右手 7手，左手3手であった.平均

観察期間は 28か月 (7・118か月)であった亜急

性が 1手，慢性が9手.静的不安定症が 8手，動的

不安定症が2手.全て外傷性であった.検討項目は

臨床成績として，最終観察時の痛みの Visua1Ana-

logue S回le(以下VAS)，治療前後の手関節可動域

(屈曲川申展)，治療前後の握力(患側と健側，患健

側比).治療前と最終観察時の MayoWrist Score (以

下Mayoscore)を総合評価として調査した.単純X

線評価として治療前，治療直後，最終観察時での，

SL間距離， RL角， RS角， SL角を比較検討した.

統計学的には， T検定を用いて P<0.05を有意差あ

りとした.

【結果】

最終観察時には， 55.6%で痔痛が消失した.術前

の痔痛は著しく改善したが，寒い時の痛み，背屈時

の痛み，違和感などの愁訴が 44.4%に残存し，その

平均VASは1.5(O~6.8) であった.治療前平均可動

域は，屈曲が 50.0・(5・80・)，伸展が 52.8・(0・80・)

で，最終観察時は，屈曲が 57.2"(15・80")，伸展が

句百和大学医学部整形外科〒142・8666
H 昭和大学犠君主市北部病院整形外科

東京都品川区旗の台 1・5・8
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70.6' (50・90')であった.伸展が有意に改善した

治療前平均握力は患側が 31.0kg (12-55 kg)，健

側が 42.0kg (20-60 kg) ，患健側比が 59.0% (23.7-

91.7%)で，最終観察時は，患側が 47.8kg (38-68 

kg)，健側が 42.9kg (32-63 kg) ，患健側比が 86.6%

(47.1-107.1%) であった 治療前後で患健側比が有

意に改善した. Mayo Scor巴は，治療前が 51.7点 (0・

75点)で，最終観察時が 80.0点 (55-100点)で有

意に改善がみられた(表 1). カテゴリー別にみる

と，握力の改善が最も不良であった(図 1)

単純X線評価で，術前，術直後，最終観察時の

各パラメーターの経時的推移は SL間距離がそれぞ

れ 4.4mm (2.0-7.5 mm). 1.8 mm (1.4-2.1 mm)， 2.6 

mm (1.5-4.0 mm)で， RL角はそれぞれ -15.4'(-30-

ーn，-6.8' (-15-10')，ー10.3'(-24-5')で， RS角は

それぞれ 63.1"(46-75')， 49.8' (37-58')， 56.8" (45-

72.)で，SL角はそれぞれ 70.2(55-88'). 53.0' (46-

64.)， 60.1' (50-75")であった SL問距離と SL角

は最終観察時でも有意な改善を維持し， RS角と SL

角は，争J.J前から術直後へ有意に改善したが，全ての

パラメーターで術直後に比べ最終観察時では再び軽

度増大傾向にあった(表 2)

[症例呈示]35歳。，男性 主訴は布手関節の痛み

表 1 検骨手根骨問制動術の臨床評frlfi

は VASで 5.8，抜ける感覚があった 約 l年前アメ

フト 11"に手関節を捻り受傷した.身体所見として

SL聞に圧痛があり， Watson testが陽性で， 屈曲は

80"，伸展は 80・であった単純X線所見では，術前

の SL間距離が 3.7mm，RL角が -30".RS角が 60'，

SL角が 75¥ DISI変形は 20・であった MRI検査で

SL靭帯断裂を認めた(図 2).関節鏡視所見では

Geissl巴r分類で Grade4であった.慢性 SL解離の診

断にて BL法を行った術直後の SL問距離は1.5

mm， RL角が・2¥ RS角が 48¥ SL角が 46¥ DISI

変形が 2.であった 1年半の最終観察時に痛みは全

くなく VASが 0，Q-DASHが 0，屈曲が 45¥ 伸展

が 80.，握力が 46/40kgであった最終観察時の SL

間距離は1.7mm， RL角が ー7¥ RS角が 58¥ SL角

が 51¥ DISI変形が 9"であった. Mayo scoreは 100

点でアメフトに復帰している.

25.0 

20.0 

15.0 

圃圃圃圃圃圃腕o s稿欄主ーー服蹟 10.0 

痛み 1.5(0・6.8)
四

屈曲 (0 ) 50.0(5-80) 57.2 (15・80) 0.47 5.0 

{申展 (0) 52.8(0・80) 70.6 (50-90) 0.05 

患側握力 (kg) 31.0(12-55) 47.8(38・68) 0.14 
0.0 

患側/健側(軍 59.0(23.7-21.η 86.6(47.1-107.1) 0.27 p，ln Fu帽 i聞 ..，、，.

Mayo wrist score 51.7(0・75) 80.0(55・100) 0.004 図 1 Mayo wrist scoreの各パラメーター

表2 榛骨手線骨間制動術のX線学的評{同i

EOfi担・・・・・・
4.4(2.0-7.5) 

63.1(46-75) 

70.2(55-88) 

自語画畑・・・関節瞬..昭司瞳

2.6(1.5-4.0) 

ー 6.8(二 15-:~O)

-10.3( -24-5) 0.24 

56.8μ5-72) 0.12 

60.1(50-75) 0.04 
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図2 a 術iiiJX線正面， b 術前側面，C. 術前M悶前額|折， d.術前冠状断，

e. 術中写真 (SL靭帯完全断裂)， f.術中写真(関節包縫着)，

g.術直後X線正面， h.術i直後側面 最終観察時X線正面，

j 最終観察時~!I周

【考 察】

SL靭帯は背側部が最も厚く短く力学的に重要な

部位であるが4) 背側部にまで損傷が及ぶと，月状

骨は背屈し掌側に転位，舟状骨は掌屈し背側に転位

する 我々は，術中に舟状骨，月状骨を }oy-stick法

にて整復し， Kirchn巴r-Wlr巴で手根骨問を仮固定し

た後に，手関節の背側関節包を用いて背側古11を再建

する BL法2)と，舟状骨掌屈転位が高度な場合に

は，掌屈した舟状骨を掌側から榛側手根屈筋鍵(以

下 FCR)の半裁躍によって整復し，機骨遠位尺側

に固定し遠位掌側の支持機構とした BR法3)を行っ

てきた.

BL法は，術後平均 34か月間観察した研究で¥

可動域と握力に有意な差はなかったが，術後の痛

み ・機能が有意に改善したという良好な臨床成績が

報告されている5) BL法は， BR法や他の方法に比

べ，侵襲が少なく，手技が煩雑でなく，カ源として

失うものがない利点を有する.本研究でも，最終観

察時に 55.6%はf割高が消失し，残存した痛みの平均

VASは 1.5で，握力は健患側比約 87%を獲得でき，

手関節伸展は術前 52.8
0

が最終観察時 70.6
0

と改善

し • Mayo scoreが 51.7点から 80点へ術前と比して

有意に改善し，概ね良好な臨床成績を得た

本法における問題点のひとつに手関節掌屈制限が

ある このため榛骨手根骨聞を固定するのではな

く，手根骨問内で修復固定する改良法が報告されて

いる.背側手根骨間(以下 DIC)靭帯を月状骨背側

に縫着 しSL間を整復する Mayo法や DIC靭帯の外

側付着部を切離し舟状骨遠位へ縫着し舟状骨を整

復する Szabo法などが代表で，その長期成績が報告

されている6)7)8)9) これらの報告では， DIC靭帯か

FCR半裁般による手関節を跨がない手根骨内固定

の成績，榛骨手根骨問固定と手根骨内固定の成績比

較， DIC靭帯による手担管内固定と FCR半裁腿に

よる手根骨内固定の成績比較を述べているが，いず

れも痛みは改善しているが可動域制限が残存してい

る.今回の我々の調査結果では，健側に比べ約 13
0

の掌)自制限を認めた.機骨手根骨問固定である BL
法と BR法でも，それらを改良し手根骨内固定をし

た方法でも最終観察時の可動域制限は同様に認め
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た.接骨手根骨聞を跨ぐことだけが可動域制限の原

因ではないかもしれない.

第2の問題点は長期的な制動効果である.本研究

では， SL間距離と SL角は術直後と最終観察時で

も有意に改善していたが，絶対値は再びやや聞大

傾向であり，他のパラメーターも最終観察時では，

術直後に比べやや増大傾向にあった. dorsal田，psu-

lodesisの検討では， SL間距離が術前2.7mmから最

終3.9mmへ， SL角が衛前560から最終620へと増加

し8)，Szabo法も術前平均 4.5mmから術直後2.6mm

に改善した SL間距離が，平均 86か月で 3.5mmに

増大し， 8例が関節症変化をきたしてしたと報告し

ているωMayo法と modifiedBR法の比較研究にお

いても，両群間で SL問距離と RL角に有意な差は

なく，同様の結果であったω.再建組織が関節包，

靭帯，躍と制動方法の違いがあっても，長期的には

再び不安定性が出現し，少なからず関節症変化へ進

行してしまうようである.

本研究においても BL法及びBR法は.痛み，握

力，機能などの臨床症状を改善する有用な方法であ

るが，掌屈制服が残り，術後3年程度で不安定性が

軽度再発してしまう傾向があった.長期的な経過

で.制動効果が失われる原因が，再建組織自体の変

性なのか，固定部位の緩みなのか.背側部だけの再

建では不十分なのかは不明である.近年，骨と軟部

組織でなく，骨と骨の固定による再建術である骨・

靭帯ー骨移植術が行われ，血管付き骨靭帯骨移植の

報告もある.今後は，これらの制動効果と長期成績

に注目したい.

Z釘1m血sらが， 468名の米国と加の手外科医へ，

SL解離に対するマネージメントについてアンケー

ト調査を行い，急性期には SL靭帯修復術+BL法

とSL靭帯修復術単狸が，慢性期には， BL法単独

とSL靭帯修復術+BL法が最も行われていたと報

告しているように， capsu10desisは広く一般的に行

われている方法であり，長期成績も安定した手術方

法である 10) 著者らの行った榛骨手根骨間制動術

は，症例数が少なく短期報告であるため限界がある

が，臨床症状を改善する有効な治療法のひとつであ

ると考えた.今後長期的に，臨床症状と画像評価の

変化を追跡していく必要性がある.各治療法のコン

セプト，功罪を十分理解したうえで，年齢や手根骨

の形態変化などの各病態にあった治療法を選択する

必要があると思われた.

【まとめ】

1.舟状月状脅解離に対する樟脅手根骨間制動術

(BL法と BR法)10例の治療成績を検討した.

2.臨床評価において，約 55%で痔痛が消失し，

残存した痛みの平均 VASは1.5で，伸展.握力の

患担IJI健側比， Mayoscoreは有意に改善した.

3.単純X線評価で， SL間距離は術後有意に改善

したが，軽度増大傾向となり，平均28か月の最終

観察時でも安定性が維持されていた.

4.榛骨手根骨間制動術は，舟状月状骨解離の臨

床症状を改善させる有用な治療法のひとつである.
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関節リウマチにおける Sauve-Kapandji法の治療成績
一関節リウマチとその他の原因での比較-
つのだけんじ いしいひで宮 そのはたもとき あさみあきひこ

角田憲治矢石井英樹*園畑素樹林，浅見昭彦*

箆蕊径

一
認蕊$ 胃 胃 噌 盟

関節リウマチに対する Sauve-Kapandji法の術後成績を評価し，その他の疾患，外傷に対する Sauve-

Kapandji法と比較し検討した.評価項目は関節可動域， X線像での carpalheight ratio， carpal tr血 slationratio 

とし，臨床成績は日手会機能評価基準を用いて評価した.関節リウマチ群は非関節リウマチ群に比べ術後の

掌背屈が有意に低かった.X線評価では.術前よりリウマチ群が非リウマチ群に比べ手根骨の圧潰が強かっ

たが，両群とも術前後での手根骨の圧潰や尺側偏位の進行はなかった.両群間の臨床成績に有意差はなかっ

た.関節リウマチに対する Sauve-Kapandji法は.薬剤でコントロールが良好であれば，非関節リウマチとほ

ぼ同等の臨床成績が獲得できる.

【緒言】

関節リウマチ (RA)患者の遠位榛尺関節障害に

対する外科的治療として，我々は Sauve-Kapandji法

(S-K法)を第一選択としている. S-K法は変形性関

節症 (OA)，骨折などの外傷などに起因する遠位榛

尺関節障害に対しでも用いられているが， RAでは

OAや外傷とは異なり，滑膜炎.骨脆弱性，手根骨

の配列異常などの問題が S-K法の臨床成績に影響

を及ぼしている可能性がある.今回， RAの問題の

影響の有無を検証するため， RAに対する S-K法の

臨床成績を評価し，その他の疾患，原因に対する

S-K法と比較し検討したので報告する.

【対象と方法】

対象は当科において 2005年より S-K法を行った

症例のうち，術後4か月以上経過した 43例 47手

(男性3例3手，女性 40例 44手)である.手術時

平均年齢は 66 歳 (36~89 歳)，平均経過観察期間は

13 か月 (4~38 か月)であった.原因が RA による

ものを RA群，その他の疾患，外傷によるものを非

RA群として各項目を比較した. RA群の術前分類

はLarsenの分類で grade1がO手， grade 2が8手，

grade 3が 11手， grade 4が6手， grade 5が5手で

あった RA群は全例，近医で DMARDsや生物学

的製剤による管理をされているが，遠位榛尺関節障

受理日 2011/11/22 

害による症状があり当院へ紹介となった患者であっ

た.評価項目は術前および最終観察時の関節可動

域を計測し， X線学的評価として術前および最終観

察時の carpalheight ratio (CHR) ， c紅'Paltr釦 slation

ratio (CTR)を調査した CHR1lは手根骨圧演の指

標であり，CHRが小さくなれば手根骨の圧潰が進

んだこととなる. CTR2lは手根骨尺側偏位の指標で

あり，CTRが大きくなれば手根骨の尺側偏位が進

んだこととなる.また，臨床成績は日手会機能評価

基準を用いて評価した.統計学的検討で臨床成績の

比較には Mann-WhitneyのU検定を用いて行い，そ

の他の項目は pared-t検定を用いて行い，危険率 5%

未満を有意差ありとした.

手術適応は遠位穣尺関節の障害があり，前腕囲内

外制限や伸筋腿断裂，尺骨頭の変形や不安定性を認

めるものとした.

手術方法はまず，手関節背側に S字の皮切を入

れ，伸筋支帯，遠位榛尺関節関節包を切開する.尺

骨を遠位端から 10・15mmの部位で骨切りし，さら

にその近位を骨切りする.近位の骨切り部位は，尺

骨遠位骨片をゼロバリアントで固定した場合に偽関

節部のギャップが約lOmmとなる部位としている.

遠位榛尺関節を海綿骨が出るまでエアトームで削

り，螺子とKirschner銅線で榛骨と尺骨遠位骨片を

固定する.尺骨骨切り部の近位断端は脅膜および周

事佐賀社会保険病院整形外科〒849・8522 佐賀県佐賀市兵庫南3丁目 8・1
料佐賀大学医学部整形外科
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表両群の結果

RA群 ~FRA群 P値

年齢(歳) 64 (SO 12) 69 (SO 16) 0.270 

性別{男/女〕 。/30 3/14 

平均経過観察期間(月} 19 (SO 12) 12 (507) 0.092 

箪圏(!i) 術前 51 (5020) 55(5011) 0.536 

最終観察時 50 (5019) 63 (5014) 0.042 

育屈{度} 術前 46 (5025) 60 (SO 18) 0.173 

最終観察時 56 (SO 20) 69 (5011) 0.028 

国外{度) 衛前 75 (SO 24) 76 (SO 15) 0.958 

最終観察時 86 (506) 87 (SO 9) 0.864 

囲内{度} 街前 79 (5011) 66 (SO 29) 0.196 

最終観察時 86 (SO 5) 86 (SO 5) 0.980 

CHR 術前 0.47 (500.07) 0.54 (50 0.04) 0.001 

最終観察時 0.47 (500.09) 0.54 (SO 0.04) 0.0日4

差 0.00 (50 0.05) 0.00 (50 0.03) 0.907 

CTR 術前 0.38 (50 0.05) 0.36 (SO 0.05) 0.156 

量終観察時 0.39 (50 0.04) 0.35 (SO 0.10) 0.055 

釜 0.01 (SO 0.04) -0.01 (SO 0.09) 0.288 

目手会評価基準街前 優:由良.:10可:15不可5 低0良:4可:12不可:1 0.612 

墨釜盤窒墜 優:16良:12可':2不可:0 優位良:5可0不可:0 0.208 

囲の筋膜を十分に縫合し，被覆する.その後，伸筋

躍の断裂があれば膿移行，鍵移植を行う.

【結果】

各項目の結果を表と図に示す.関節可動域は RA

群において，術前に比べ最終観察時の掌屈がわずか

に低下したが.その他の項目は両群とも改善した.

X線学的評価項目は両群とも術前と最終観察時での

有意差を認めなかった.

RA群と非 RA群の比較では，最終観察時の掌屈

(P=0.042)および背屈 (P=0.028) において RA群

が非 RA群と比べ有意に小さかった.術前，最終観

察時ともその他の可動域では有意差を認めなかっ

た. CHRはRA群が非 RA群に比べ術前から有意に

小さく (P=O.OOl). RA群のほうが術前より手根脅

の圧潰が強いことを示していた.最終観察時も RA

群が有意に小さかったが (P=0.004). 術前と最終観

察時の差は両群問で有意差はなかった (P=0.907).

CTRは術前 (P=0.156). 最終観察時 (P=0.055).

その差 (P=0.288)のすべてにおいて両群聞に有意

差はなかった.

日手会機能評価基準は RA群が術前の優O手，良

10手，可 15手，不可5手から優 16手，良 12手，

可2手，不可 O手に有意に改善し (P=O.OOl).非

RA群が術前の優 O手，良 4手，可 12手，不可 1

手から優 12手，良 5手，可O手，不可O手に有意

に改善した (P=O.OOl).術前，最終観察時とも両

群聞に有意差を認めなかった (P=0.612.0.208). 

【考察】

S-K法は 1936年に Sauveらにより初めて報告さ

れた3) それまで遠位榛尺関節障害に対する手術と

してDarrach法が用いられることが多かったが，術

後に起きる尺骨頭切除症候群や手根骨の尺側偏位な

どの問題を解決する手術として S-K法が発展して

きた4) 非RAに対する S-K法の成績は安定してお

り，その適応は広げられ.RA手関節障害の手術的

治療として行われるようになった5)

リウマチ手関節の自然経過として，尺骨頭の亜脱

臼と手根骨高の低下，手根骨の尺側移動，掌側脱臼

が進行していくことが知られているω.Van Gemert 

ら7)はRA患者の手根骨の尺側移動距離が平均 6.2

年の経過で平均 3.7mmであったと報告している.

単なる尺骨頭切除術では手関節尺側での脅性支持が

ないため手根骨の尺側移動が加速される可能性があ

り6) 尺骨頭を温存する SK法が用いられるように

なった.政田らωはRA発症後 10年以上経過した

手関節障害を検討し，尺骨頭が手関節の破壊や脱臼

を防ぐ重要な要素であると報告した.しかし.SK 
法では手根骨の圧演や尺側偏位を完全に防止できな

いとする報告も散見される9) 今回の調査では.RA

患者は非 RA患者に比べ術前の時点で手根骨の圧演

が進んでいたが，術後に手根骨の圧潰や尺側偏位が

進むことはなかった.

Chantelotら9)はRAで変形が進行した症例では術

後に有意に掌背屈が減少したと報告しており，同様

の報告はほかにも散見される.著者らの症例では，
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図両群の結果

最終観察時の掌背屈において RA群が非RA群と比

べ有意に小さかったが，これは術前においてRA群

が非 RA群に比べ CHRが有意に低下していたこと

からもわかるように.RA群では非 RA群に比べ手

術時に手関節の変形が進行している症例が多く，

Chantelotらの報告同様，掌背屈が有意に小さくなっ

たと思われる.

RAに対する S-K法の安定した臨床成績は報告さ

れてきたが5)帥，著者らが渉猟する範囲ではRAと

非RAでその臨床成績を比較した報告はない.今

回，臨床成績においても両者の聞に有意差を認めな

かった.短期的に RAに対する S-K法は，薬剤でコ

ントロールされていれば，滑膜炎，骨脆弱性，手根

骨の配列異常などの RAに特徴的な問題の影響をあ

まり受けることなく，非RAとほぼ同等の臨床成績

が護得できる.今後さらに症例を重ねて検討し，長

期的な成績も評価したい.

【まとめ】

RAに対する S-K法の臨床成績を評価し.RA以

外に対する S-K法と比較し検討した RAに対する

S-K法は，薬剤でコントロールが良好であれば，非

RAとほぼ同等の臨床成績が獲得できる.

【文献1
1) Youm Y， et a1. Kinematics of the wrist. 1. An experimenta1 

study of radia1-ulnar deviation and tlexion・剖.ension.J 

Bone Joint Surg Am 60: 423-431， 1978. 
2) Chamay A， et a1. Radiolunate arthrodesis in rheumatoid 

wrist (21 cases). Ann Chir Main Memb Super 10: 197・

206，1991. 
3) Sauve L， et a1. Une nouvelle technique de位百itement

chirurgica1 des luxations， rl回 devantesisoee de l'田・

仕emitecubi包le泊f釘ieure.J Chir 47: 589・594，1936.
4)池上博泰. Or由opractice 私の治療法関節リウマチ

の手関節手術 DEBATE Sauve-Kapandji法.A措凶出・
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Surg Br 24: 405・409，1999.
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tips for surgi伺1suα巴ss.Hand Clin 26: 559・572，2010.
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手関節尺側における変形性関節症

関節症の進行過程について

(第 1報)
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[目的]手関節尺側の変形性関節症の進行過程を明らかにするこ と

，uu、
学**

[対象と方法]手関節 2方向 X線撮影を行い，骨折や骨折後変形，関節リウマチ，無腐性骨壊死，

析，先天奇形等の 2次性の変形性関節症を除外した 1128人を調査した.

血液透

方法は手関節単純X線正面像で DRUJおよび手根骨の各部位を番号付けし，関節症性変化(骨硬化・骨

練 ・ 骨のう !J包)を有 1 ・~!1Ii 0と記録した関節症性変化を有する最も高頻度の部位を評価し，次にどの部位

との組み合わせが多いかを連続して評価し関節症性変化の進行過程を推測した

[結果]手関節尺側の 1次性の変形性関節症は 139人 発生頻度は 12.3% (139/1128)であった

頻度は DRUj97.8% (136/139). 尺骨月状骨関節 66.9% (9ν136) .尺骨三角骨関節 90.1% (82/91). 

関節症の

榛骨月状

骨関節 46.3% (38/82). 月状骨有頭骨関節 43.9% (36/82)の)11買であった.

[考察]手関節尺側の関節症は主にDRUJから尺骨月状骨関節，尺骨三角骨関節に進行し，

骨関節または月状骨有頭骨関節に進行する.

次に検骨月状

【患者 言】

手関節尺側の変形性関節症の発症に影響する病

因，関節症の進行過程は未だ不明な点が多い.本研

究の目的は手関節尺側の変形性関節症の進行過程を

明らかにするこ とである.そのために手関節尺側の

変形性関節症は遠位検尺関節(以下 DRUJ)から尺

骨月状骨関節，榛骨月状骨関節，榛骨舟状骨関節へ

段階的に進行し.榛骨 ・尺骨の形状と手根骨配列が

その進行過程に影響するとの仮説を立てた.そこで

遠位権尺関節，権骨手根間関節，尺骨手根間関節，

手根中央関節の関節症性変化の頻度を調査し， 手関

節尺側の変形性関節症の進行過程の樹系図を作成し

検討した

【対象と方法】

本研究の対象は 2008年 1月から 2010年 12月ま

での期間に当院の手外科外来を受診し手関節単純2

方向 X線撮影を行った患者全てとした.機準的な

手関節 2方向とは正面 PA像7)は肩関節が 90・外転，

肘関節は 90'屈曲位，前腕は回内外中間位で撮影

し，尺骨茎状突起が尺'冒頭の外側縁に接する像と

受理日 2011/11/13 

し，側面像6)は上腕を体幹にそわせ肘関節を 90・屈

曲.前腕を回内外中間位で水平にして撮影し，豆状

骨が舟状骨結節掌側縁と有頭骨掌側縁の聞に存在す

る像とした(図 1). また，管端線が閉鎖した成熟

骨を対象とした

除外基準は機管 ・尺骨・手担骨 ・中手骨に骨折お

(a) (b) 

図 1 標準的な手関節単純X線

(a) :正面像 (b) : {WJ面像

本国保中央病院整形外科 〒636-0302
柿奈良県立医科大学 健康政策医学

奈良県磯城郡田原本町宮古 404-1
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図2 榛骨・尺骨・手根骨に番号付けした各
部位に対応する関節
遼位榛尺関節:1，3，4榛骨月状骨関節:

5， 7尺骨月状骨関節:2， 8三角骨有鈎
骨関節:12， 13 月状骨有鈎骨関節:9， 

13 月状骨有頭骨関節:10，14舟状骨
有頭骨関節:15，17舟状骨大菱形骨関

節:18， 20榛骨舟状骨関節:6，16関節
症性変化有:1，無:0として記録する

よび骨折後変形を認めるもの，関節リウマチ，無腐

性壊死，維持透析患者，母指形成不全症・ Made-

lung変形・ LT癒合症などの先天奇形による 2次性

の変形性関節症とした.

調査開始にあたり手関節単純X線正画像の篠骨・

尺骨・手根骨の各部位に番号付けを行う.関節症性

変化とは先程番号付けした各部位に骨練・骨硬化

像・軟骨下のう胞のうちいずれか 1つ以上認めるも

のと定義し.関節症性変化有:1・無:0として記録

した具体的にはDRUJであれば番号 1(尺骨頭)・

3 (sigmoid notchの背側)・ 4(sigmoid notchの掌側)

のいずれかに関節症性変化を認めることとし，この

番号付けした各部位を関節と関連させ関節症性変化

を記録した(図 2).

検討項目は手関節尺側の関節症性変化の分布頻度

を調査することである.その方法は関節症性変化を

有する最も頻度が高い関節を 1番目とする.次に関

節症性変化の頻度が l番高い関節に関節症性変化を

認めた症例のなかで次に関節症性変化の頻度が高い

関節を 2番目とする.これを繰り返し評価し変形性

関節症の進行過程の樹系図を作成した.

250 

200 
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50 

O :ft一一一一
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図3 対象症例 (1128例)の年齢別分布図

【結果】

対象の3年間に手関節単純2方向X線撮影を行っ

た症例は 1408例.除外基準に合致した症例は 280

例であり，研究の対象症例は 1128例であった.そ

の内訳は男性 488人，女性 640人，平均年齢 54.2歳

(19歳........100歳)であった(図 3). このうち DRUJ，

尺骨手根間関節を中心とする手関節尺側に 1次性の

変形性関節症を認めた症例は 139例， 12.3%であっ

たその内訳は男性 49人，女性 90人，平均年齢

67.5歳 (29歳........100歳)であった.

関節症性変化を認めた 139例の手関節単純X線

撮影を行った原因は非手術・非受傷側が 30例と最

も多く，打撲・捻挫・挫創23例，手関節炎 19例.

手根管症候群 16例，変形性関節症 12例，腿鞘炎

12例，軟部腫湯 7例， TFCC損傷 6例，尺骨突き

上げ症候群 5例，軟部組織損傷5例，感染・炎症3

例，手根不安定症 1例であった

関節症性変化の頻度を関節毎に示すと最も頻度の

高い関節は 139例中 136例， 97.8%である DRUJで

あった(図 4).つまり DRUJから変形性関節症が進

行することが推察された. DRUJからは順次，

DRUJに関節症を有する 136例中 91例， 66.9%に尺

骨月状骨関節の関節疲性変化を認め(図 5)，DRUJ 

と尺骨月状骨関節の両者に関節症を有する 91例中

82例， 90.1%で尺骨三角骨関節に変形性関節症を

認めた. 4番目に頻度が高い関節は DRUJ・尺骨月

状骨関節・尺骨三角骨関節に関節症を有する 82例
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DRUJ : 136/ 139例， 97目8%

図4 関節毎の関節症性変化の頗l支

図DRUJ .尺骨月状骨関節
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図5 DRU] (136例)，尺骨月状骨関節 (91例)に関節

症性変化を有する症例の年齢別分布図

中 38 伊~， 46.3%で筏骨月状骨関節に関節症性変化

を認めた また 4番目に頻度が高い関節として 82

例中 36例， 43.9%と月状骨有頭骨関節にも関節症

性変化をほぼ同じ頻度で認めた(図 6). 

【考察】

手関節尺側の変形性関節症の発生頻度は我々の今

回の調査では 1128例中 139例， 12.3%であった

山崎ら8)は骨腕 ・関節裂隙狭小化・ 骨硬化像 ・軟骨

下のう胞などを総合的に評価する Kellgren-Lau-

rence分類5)を用いて無症候性の遠位榛尺関節症の

評価を行い 26%の発生頻度であったと報告してい

る.今回の検討では関節症性変化の有無を骨腕 ・骨

硬化像 ・軟骨下のう胞で評価し， 関節裂隙狭小化の

有無について評価しなかった.その理由は，関節裂

303 

4・1尭骨月状骨関節

1遠位憐尺関節 (DRUJ) 

136/139例 97.8%

8 
2・尺骨月状骨関節

91/136伊l・66.9%

8 
3 尺骨三角骨関節

82/91例 90.1%

ノ¥
38/82伊1): 46.3% 36/82伊1):43.9% 

i 
図6 変形性関節症の進行順序とその関節症性変化の頻度

隙狭小化は変形性関節症の重要な X線学的特徴で

あるが1) 手関節の早期 OAでは関節裂隙幅の評価

はnorrnalvolunteerと統計学的有意差がないこと2)

計測する場所が検者間で異なり，検者内・検者間で

の信療できる計測が困難であるため3) 関節裂隙計

測の確実性及び再現性の低さから用いなかった.関

節症性変化の調査項目が減少した結果関節症性変化

がより厳密に反映され手関節尺側の変形性関節症の

発生頻度が 12.3%と低くなったと考えられる

また手関節尺側の変形性関節症 139例のうち変形

性手関節症と診断された 12例が DRU]に，尺骨突

き上げ症候群と診断された 5例が尺骨月状骨関節に

関節症性変化と痕痛を有する有症候性の関節症で

あった有症候性関節症の発生頻度は合計 17例，

1.51% (17/1128例)であり 以前にこのような発生

頻度に閲して調査された報告はなかった.

次に，手関節尺側の関節症性変化の進行過程は図

6のごとく， DRU]から尺骨月状骨関節，尺骨三角

骨関節へ進行し，さらに榛骨月状骨関節または月状

骨有頭骨関節の 2系統に分岐することが示された.

この 2系統の進行過程のうち最も多い経路は順次，

擬骨月状骨関節から 38例中 24例に月状骨有頭骨関

節， 24 f9'tl中18例に月状骨有鈎骨関節， 18例中 15

例に三角骨有鈎骨関節に関節症性変化を認め，手根

中央関節の月状骨有頭骨関節から尺側に変形性関節

症が進行する経路であった.

今回の検討から手関節尺側の変形性関節症は

DRU]から生じることが判明した 井上ら4)の報告

では DRU]の関節症は uvの増加だけでなく sig-

moid notchの形態などの要因の関与も大きいのでは
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304 手関節尺側における変形性関節症(第 1報)

ないかと述べており今後の検討課題である.

【まとめ】

手関節尺側の変形性関節症はDRUJから尺骨月状

骨関節，尺骨三角骨関節に進行し，次に榛骨月状骨

関節または月状骨有頭骨関節に進行する.
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掌側ロッキングプレートと bridging型創外固定器の

、.-.0> 

.... 4<.処.A:$.rtr+-
併用による die引 lnchfragmentを含む TypeC3榛骨遠位

端骨折の治療成績
品。ぞのゆきとも はまだよL吉

有薗行朋，浜田良機

die-punch fragmentを含んだ可rpeC3榛骨遠位端骨折は治療に難渋することが多く，掌側ロッキングプレー

ト固定を行った場合でも術後に矯正損失を生じる症例を経験してきた.著者らは，このような症例に対して

は掌側ロッキングフ。レートと bridging型創外固定器を併用しているので，その治療成績を報告する.使用プ

レートは DRV，ACU-LOCとAPTUSのいずれかで創外固定は全例クイックフィクサーを使用した.対象は

2007年1月から現在までに手術を施行し，術後6ヶ月以上経過観察できた榛骨遠位端関節内骨折の男 6例，

女4例，計 10例.平均年齢は 58歳，平均経過観察期間は， 12.2ヵ月であった骨折型は AO分類乃peC3

でいずれも初診時に 5mm以上の g却がみられた.創外固定器は平均 3.6週で抜去，手関節可動域訓練を開

始した.整復位損失の評価は，最終観察時のX線所見での RI，UV，PT値で行った臨床成績は Cooneyの評

価法を用いた.最終観察時， RIは平均 23.1¥UVは0.7mm，PTが6.3'で明らかな矯正損失をみる症例はな

かった.関節可動域は掌屈は平均 64.5¥ 背屈 72.5'，前腕囲内 83.5'，国外 89'で，握力は健側比 69.7%まで

回復， Cooney評価でも Excellent9例， Good 1例と良好であった.合併症として 1例に長母指屈筋膿 (FPL)

の腫損傷を認めプレート抜去をおこなった.その他，中指PIP関節の屈曲拘縮，中指MP関節伸展拘縮をそ

れぞれ1例に認めた.終痛は2例に軽度の手関節痛を認めるのみであり，全例が受傷前の仕事に復帰可能で

あった.

【緒言】

榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

による治療法は確立されつつあり，その成績は良好

である. しかし， die-punch企agmentを含んだ背側

粉砕型の苛peC3榛骨遠位端骨折例では掌側ロッキ

ングプレート固定を行った場合でも，術後に矯正損

失を生じる症例が少なくない.今回，著者らはこの

ような症例に対して，掌側ロッキングプレートに

bridging型創外固定器を併用した治療成績を報告す

る.

【対象と方法】

対象症例は 2007年1月から現在までに手術を施

行し，術後6ヶ月以上経過観察できた榛脅遠位端関

節内骨折の男 6例，女 4例，計 10例であった.平

均年齢は 58歳 (35-76歳)，平均経過観察期間は，

12.2ヵ月 (6-19ヵ月)であった.骨折型は全例 AO

受理日 201ν10/18

分類乃peC3でいずれも初診時に 5mm以上の gap

がみられた.使用したプレートは DRV(MIZUHO) ， 

ACU・LOC(小林メディカル)， APTUS (エム・

イー・システム)の 3種類の掌側ロッキングプレー

トで，創外国定器は全例クイックフィクサー(エ

ム・イー・システム)を使用した.人工骨はかTCP

(オリンパス)を使用した.手術時間は平均は 125

分であった創外固定器は術後の骨折部の安定性

とX線所見での仮骨形成に応じて，術後3から 5

週で抜去し，手関節可動域訓練を開始した.X線所

見の評価は術直後，最終観察時で Radia1Inclination 

(RI). mnar Va1iance (UV)， Pa1mar Tilt (PT)を計

測して整復位損失の評価をおこなった. (手術手

技】まず第2中手脅基部と榛骨骨幹部に創外固定器

を装着するが，手関節に対して掌背側の両方から

アプローチできるように榛側設置とした.創外固定

器装着後，関節裂隙が十分に聞大するまで手関節

みつわ台捻台病院整形外科干264-0621 千葉県千葉市若葉区若松町531-486
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306 TypeC3 t完骨遠位端骨折の治療成績

表 1 X線所見評f~1i Cooney 評価でも平均 114 点 (95~125 点)， Excel-

lent 9例， Good 1 #"11と良好な治療成績で全例原職に

復帰していた合併症として 1例に FPLの部分損

傷を認めプレー トを抜去した.また，中指 MP関節

伸展拘縮，中指 PIP関節屈曲拘縮をそれぞれ l例

に認めた.自覚症状としては 2例に軽度の手関節痛

を認めた.

[代表症例]

症例 1:51歳男性ー トラ ックの荷台から転落して

受傷.初診時手関節の高度腫脹があり，皮膚はやや

紫色で榛骨動脈は触れず，循環障害を認めた.X線

表2 臨床成績 所見では関節内粉砕骨折で，CT所見では d巴-punch

企agmentを伴う高度背側粉砕骨 折 で AO分類

typeC3であった.直ちに徒手整復術を施行した.

牽引にて循環障害はすみやかに改善したため，中手

脅より直達牽引を施行し，受傷 5日後に手術を行っ

た手術は，手術手技と同様の手順で創外固定器，

Aptus掌側ロッキングプレートを用いて固定した

術直後平均 22.8度(18-27)

RI 最終調査時 23.1 11 (18 -27) 

差(L!RI) 0.311(0 -2) 

術直後平均 O.4mm(一1-2) 

uv 最終調査時 0.711 (一1-2) 

差(L!UV) 0.311(0 -1) 

術直後平均 6.9度(一5-18) 

PT 最終調査時 6.3 11 (ー5-18) 

差(L!PT) -0.6 11 (0 --4) 

平均自動可動域

掌屈 64.50 (40-80) 

背屈 72.50 (55-85) 

囲内 83.50 

(70-90) 

回外 890 (75-95) 

握力(健偵IJ比%) 69.7(27-95) 

Cooney score 114(95 -125) 

Excellent 9例

Good 
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【結果】

最終観察時の X線計測では，平均 RI23.1" (18~ 

27")， UVは0.7mm(-1~2mm) ， PTが6.3'(ー5~18' )

と整復状態は良好で，術後の矯正損失も平均 RI0.3' 

(O ~2') . UVO.3 mm (O~ 1 mm). PT-0.6' (O~ーイ)

とごく軽度で，整復位は良好に維持されていた.関

節症変化は 1例のみにみられた.関節可動域は，掌

屈平均 64.5"(40~80') . 背屈 72.5" (55~85'). 前腕

回内 83.5'(70~90・) .回外 89・ (75~95・) .握力は

健側比平均 69.7%(27~95%) まで回復した.また， 術後A:X線所見正面像 B:側面像
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TypeC3榛骨遠位端骨折の治療成績 307 

最後に牽引を緩めて手術を終了した.術後の X線

所見では整復状態は良好で， uvは2mmであるが，

健側と同様であった術後 4週で Kirschner鋼線

(K-wire) と創外固定器を抜去，手関節可動域訓練

を開始した術後 7ヶ月の最終観察時では屈曲 60'，

伸展 85¥ 囲内 70'，回外 90'，握力38，1kg健側比

76%で痔痛もなく，肉体労働に復帰している

症例 2:66歳女性転倒して受傷した初診時手

関節は，フォーク様変形を呈し， X線， CT所見で

関節内背側粉砕骨折， AO分類、 typeC3であった

徒手整復術を施行したが安定性がえられず， 中手骨

より直達牽引施行し，受傷 6日目に手術施行を行っ

た 手術は，手術手技と同様の手順で創外固定器，

Aptus掌側ロ ッキングプレートの近位を固定した.

骨粗揺があって背側粉砕骨片の整復が困難であった

ため，軟骨下骨に挿入した 2本の K-wireを用いて

背側関節面の VTを矯正しつつ，末梢のロッキング

症例2 術前A:X線所見正面像 B:側蘭像 C: 3DCT 

術後A:X線所見正面像 B: 1l!iJ面像

スクリューを固定した.最後に牽引を緩めて終了し

た.術後 6ヶ月の現在.屈曲 75¥ 伸展 75¥ 囲内

80'，回外 90'，握力 12.9kg健側比 86%で痔痛もな

く，自営'業に復帰している

【考察】

携骨遠位端骨折に対する掌側ロ ッキングプレート

による治療法はおおむね良好であり，高井ら1)は，

AO分類乃peC3型に対しても掌側ロッキングプ

レートに K-wireによるピンニングを併用すること

で良好な治療成績を報告している.しかし， Gerald 

ら2)はAOTypeC2，C3の焼骨遠位端関節内骨折に対

して掌側ロッキングプレートを使用し， VT5度以

上の矯正損失を生じた症例が55例中 22例(43.1%)

にみられたと報告している.また L巴ungら3)は榛

骨遠位端関節内骨折 144例について，創外固定法と

掌側ロ ッキングプレート固定法を比較し，臨床所

見，関節症変化とも掌側ロッキングプレートが勝る

としながらも. AOTypeC3骨折ではどちらの方法で

も正確な整復と安定した固定を維持することは難し

いと述べている.また， Rogachefskyら4)は C3骨折

に対してノンロッキングプレー トと創外国定器を 7

週間装着することで良好な整復位の維持が得られた

ことを報告している.我々は掌側ロッキングプレー

トによる内固定と創外固定器による平均 3.6週の外

固定を併用した 10例で，きわめて良好な結果をえ

た外固定法として創外固定器には， ligamentotaxis 

による整復位保持， TFCC損傷や骨問靭帯損傷等の

合併損傷に対する十分な安静固定，関節包の拘縮予

防が可能であるといった利点がある反面，過牽引に

よる CRPSの発症，{~fI筋"建の過緊張による指伸展拘

縮などの欠点もある しかし，固定性はギプスに比

べて，栂めて強固で，安定していると考え，不安定

型の筏管遠位端骨折の術後整復位の維持を目的に用

いた.創外固定器装着期間の決定は難しいが，我々

は掌側ロッキングプレート固定でロッキング機構に

破綻がない場合，術後 3週以降での矯正損失を経験

していないことから，術後の骨折部の安定性と仮骨

形成の状態を X線所見で確認し， 3から 5週，平均

3.6週で抜去をおこなった. 今回創外固定器を導入

した最大の理由は，少なくとも 2mm以上のgap，

step-offをなくすことで関節j症変化を予防する こと

である.最初に創外国定器を装着し，術中に卜分な

牽引を維持できる ことで， C3骨折のような高度関
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308 ちpeC3境骨遼位端骨折の治療成績

節内粉砕骨折においても整復操作を比較的容易にし

た.また， die-punch fragmentに対しての直接的な

創外固定器による牽引効果はあまり期待できない

が， Rogachefskyらによれば，創外固定法は，骨吸

収と早期の骨形成が最大になる 2.......4週の期間にお

いて骨折部の転位を防ぐと述べており，掌側ロッキ

ングプレートのスクリューを用いて 1本でも die-

punch fragmentを固定できれば，創外固定法によっ

て転位を防ぐことが可能であり，最終的に関節症変

化を予防すると考えている.明らかな関節症変化を

生じた症例は1例のみであったが，観察期間が短い

ため，今後長期でのX線所見の経過観察が必要と

考えている.

【まとめ】

die-punch fragmentがあり，かつ高度伊pを有す

る背側粉砕型の樟骨遠位端関節内骨折では掌側ロッ

キングプレートのみでは整復位維持が困難な症例も

あり，創外固定器の併用は，強聞かつ安定した固定

性獲得のために有用な手段の一つである.

【文献1
1)高井盛光ほか.犠骨遠位端骨折に対する掌側ロッキン

グプレート固定.臨床整形外科44:1097・1103，2009.
2) Gruber G， et a1. Vo1ar P1ate Fixation of AO乃peC2釦 d

C3 Dista1 Radius Fractures， A Single・CenterStudy of 55 

Patients.. J Op白opTrauma 22: 467-472， 2008. 
3) Leung F， et a1. Com戸市onof Externa1 and Percl血neous

pin rlX8.tion wi白 PlaterlX8.tion for In位置-articu1arDis凶

Radius Fractures. A randomized study. J Bone Joint Surg 

Am 90: 16-22， 2008. 
4) Rogachefsky RA， et a1. Tr回出lentof Severery Comminut-

edIn位置・Articu1arFractures of白eDis匂1End of白eRadi-

us by Open Reduction and Cornbined Interna1 and Exter-

ba1 Fixation. J Bone Joint Surg Am田:509・519，2001.
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Polyaxia11ocking plate: VariAx plateの治療成績
うえ由ゆきお かb吉宮けい曹ち いながきかっ回り た童がわそういちろう とみたかずなり もんましゅうすけ

上野幸夫*， JrI崎恵吉料，稲垣克記***瀧川宗一郎***富田一誠*柿，門馬秀介料*

Watぽ shedlineを考慮したプレートデザインである VariAxplate (S句 ker社)を用いて，不安定型榛骨遠

位端骨折に対して，内固定を行った 59例の短期治療成績を調査した.術後 CooneyScoreは，平均86.9point 

であった.合併症については， FPL臆断裂.遠位sα'ewの脱転，手根管症候群は認めず，軽度の複合性局所

築痛症候群を 1例，表層感染を 1例に認めた.単純X線での矯正損失については，諸家の報告と比較して遜

色はなかった.

羽riAXplateは，遠位 23日jから複数本のスクリューが挿入でき， Double-tiered Subchondral Support法を行

うことで，国定カの向上が期待できる.また， Watershed lineを越えずに， lunate facetをより遺位まで支持

可能なデザインであり，榛骨遠位端粉砕骨折の治療に有用であると考えられた.

【緒言】

ロッキングプレートの登場に伴い，榛骨遠位端骨

折に対して掌側ロッキングプレートを用いた手術

がさかんに行われるようになった.粉砕骨折や高齢

者に対して初期固定力獲得のために，軟骨下骨支持

が推奨され.より遠位にプレートを設置するように

なり，逆に屈筋臆断裂の報告も散見されるように

なった.そのような中， Watershed lineを考慮した

プレートデザインである VariAxplate (S位yker社)

が圏内で使用可能となった.今回，このプレートを

使用し，短期治療成績を調査したので報告する.

【対象と方法】

2010年1月から 2011年3月までに当院および関

連施設で，不安定型榛骨遠位端骨折に対して，Vi紅i-

Axを使用したものは 100例であった.今回，術後

経過観察期間が6カ月以上であった 59例を対象と

した内訳は，平均年齢 58.3(:1:18)歳，男性 18

例，女性 41例，右25例，左34例であった

骨折型について，転位別では，背側転位型 46

例，掌側転位型 13例で， AO分類ではA2:1例，

A3: 10例， B3: 7例， C1: 8例， C2: 1例， C3: 

32例であった

手術は，仕組sflexor carpi radialis approachで展開

受理日 2011/10/12 

し，掌側から VariAxのみを用いて内固定を行った.

骨移植を併用したものはなかった.術後平均観察期

間 8.2 (:1: 2.4)か月であった.

これらの症例に対して，臨床成績評価には

Cooney score2lを用い，単純X線評価には，各種パ

ラメーター{叫narvariance 以下UV)， volar tilt (以

下VT)，radial inc1ination (以下 RI)} を，術直後お

よび最終時の値を計測し，その差を矯正損失として

評価を行った.統計処理には， t検定を用い P<0.05

を有意差ありとした.また，術後に CTを撮影可能

であった症例について， fixed angleとV紅iable田 gle

のガイドごとに，連位 2~Jのロッキングスクリュー

の挿入位置の比較検討を行った. CTは，遠位ロッ

キングスクリュ一部での矢状断を作成し，尺側より

願に 1から 7とした.

【結果】

平均可動域は，背屈 70.5(土12.6)'，掌屈 65.0

(士13.8)'， 囲内 83.9(:1: 11.1)・，回外 85.0(土9.8)・

で，平均握力健側比は， 83.2 (:1:21.5) %であった.

Cooney scoreは，平均 86.9(:1:9.7) pointでExcel-

lent 33例， Good 20例， Fair 4例， Poor 2例であっ

た.

合併症については， FPLを含めた睦断裂.遠位

・太田西ノ内病院盤形外科〒963・8558 福島県郡山市西ノ内2・5-20
H 昭和大学横浜市北部病院整形外科
...昭和大学医学部整形外科

-29ー



310 Vむ凶xplate の治療成績

screwの脱転，手根管症候群はなく，軽度の複合性

局所痔痛症候群を 1例，表層感染を 1例に認めた

が，いずれも一過性で保存療法にて軽快した

単純 X線評価(図 1) について，全体で， UVは

術直後 0.2mmが最終時 1.1mm， VTは令f-I直後 6.7"

が最終時 7.0'，RIは術直後 22.0'が最終時 22.5'で

あった. また，転位型別に分けてみると，背側転位

型で， uvは術直後 0.3mmが最終時 1.2mm， VTは

術直後 7.0'が最終時 7.2'，RIは術直後 22.1"が最終

時 22.7'であり，掌側転位型で， UVは術直後 ー0.3mm

が最終時 0.5mm，VTは術直後 5.7'が最終時 6.3"，

:J::P<O.c6 

25 初

15 

25 

a:::====三毛

m 
-5 

-2 
捕直置 量軒時 栢直世 量現時 街直桂 量軒時

(a) (b) (c) 

図1 単純X線評価

(a) UV (mm)， (b) vr (0)， (c) RI (0) 

RIは術直後 21.5'が最終時 22.1'であった uvにつ

いて，全体 (p<O.OOOl)および転位型別(背側転位

型:p<O.OOOl，掌側転位型 :pく0.0008) で有意に

転位を認めたー

矯正損失について，平均で uvは 1.0(士0.8)mm，

VTは1.5(:t 1.2)¥RIは 1.8(士1.6).であ った.矯

正損失の値が UV:2mm以上，も しく はVTや RI:

5度以上の症例を転位群とすると， UVでは 11例

(18.6 %)， VTでは l例(1.6%)， RIでは 3例 (1.6

%)認めた.

術後 CTでは，fixed angleとvariableangleのスク

リユー挿入位置を比較すると，遠位列尺側 2本

(1.3)とstyloidへの 2本 (6.7)は相違はなかった.

背側縁を支えるべき 2.4.5の3本 (点線0)につい

ては，fixedでは variableよりも，軟骨下脅から離

れた位置に挿入されていた(図 2)ー

[症例供覧)60歳女性，背側転位型，AO-C3の骨

折である.mediumを使用.舟状骨骨折も合併して

おり，併せて内固定を行っ た 術後 8か月 Coon巴y

scoreは 90pointで.単純X線像で， UVは術直後

2.2mmが最終時 1.8mm，VTは術直後 11.1'が最終

時 13.5¥ RIは術直後 20.2'が最終時 24.2
0

であった

(図 3).

【考 察】

2010年 1月より国内で使用可能となっ た Var凶x

尺組IJ→

図2 ドリルガイド別，遠位スクリユ一位置の比較cr(矢状断) 尺側より①

から⑦の順上段 fixed angle 下段 :variable angle，点線丸:軟骨
下骨から離れているスクリユー (fixedでは)
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制~与
図3 症例 a， b受傷時単純X線，c. d受傷時cr，

e， f術直後単純X線， g，h最終時単純X線

plateは， プレートの厚みが 2.0mmと比較的薄く，

遠位にロッキングスク リュー穴を 2列有し，各方向

に 15度の自由度をもった polyaxia11ockingplat巴(以

下 plp)で，また Watershedlineを考慮したプレー

トデザインをその特徴とする.

Watershed line7)は 2005年に Orbayが pronator

quadratus遠位の骨性隆起を結んだ‘ラインで，この

ラインを超えると屈筋臆断裂の危険がある と提唱し

た.Andemahrらは，侠骨遠位端主主側に骨性隆起が

存在し.lunate fac巴tvolar extensionllとJI子び，高さ

5土1(4~ 7) mm. I隔 19土4(lO~26) mm であった

と報告した 今谷はこの骨性降起を含めて Safety

line3)と11乎び，榛骨遠位端掌側と FPLを含む閥筋!腔

との詳細な関係を報告し このラインが屈筋腿|新裂

の真のリスクラインであるとした.

本プレートの形状は， Watershed lin巴あるいは

Safety lineに合わせて，様側よりも llmmのl隔で尺

側遠位へ 2mm迫り出していて，今までの radialin-

clinationに合わせたプ レートと大きく異なってい

る

これらの特徴より. Var泊xの利点は，第 1に各

facetへ複数本のロッキングスク リューを挿入し，

Double-tiered Subchondral Support 法 (以下 DSS

法)5)8)を行うことで，初期固定力の向上が期待でき

ること， 第 2に掌側骨性隆起をある程度カバーし，

lunat巴facetをより遠位まで支持可能であることで

ある.
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図4 VariAxの問題点 プレートの遠

位幅がやや大きい(矢印)

著者らの矯正損失は，を諸家の報告と比較して

みると， monoaxial locking plateを用いた長田ら

(DRV : UVO.6 mm. VTO¥RIn 6
)，坂野ら (Stellar: 

UVO.5 mm) 10)や. plpを用いた川崎ら (APTUS:

UV1 mm， VTl. 7・)4). 酒井ら (Smartlock: UVO.1 

mm. VTO.3¥ RIO.4・)9)の報告と比較しても遜色は

なかった.また. }，国筋腿断裂も現在のと ころ認めて

いない 以上より. v.訂凶xプレー トは接骨遠位端

粉砕骨折の治療に有用であると考えられた.

一方，問題点として，第 1に sizematchingの問

題が挙げられる.プレー ト選択の際， sma11 (遠位列

3穴)では遠位スクリューの本数が少なく， 整復位

保持に不安が残る.実際に，高齢女性のJ患者に

smallを選択して至適位置に設置をしたにも関わら

ず転位した経験から，可能な限り medium(遠位列

4穴)を用 いている. しかし，m巴diumを設置した

女性で，やや遠位l隔が大きいと思われた症例が存在

した(図 4)

そこで，国内で使用可能なロッキングプレート

15種，30サイ ズのプレート遠位幅についてカタ ロ

グを参照に調査を行った. mediumと同じ 4穴は，

16種類に認め.平均 24(:t2.6)mmであった.

Var凶x (m巴dium)は 27.5mmであり，遠位1隔がや

や大きいと言える.遠位列スク リューは 4本で，遠

位l隔を縮小したサイズバリエーションの追加が望ま
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しいと考えられた.

第2に，透視時間を長く要することである.川

崎5)はSAWBONEを用いスクリューと関節面までの

距離を計測し，Ve紅泊xでは，遠位列尺側2本は関

節面中央を， 3本目と近位列尺側2本は背側縁を支

えていたと報告した著者らは，可及的に尺側遠位

にプレートを設置し，川崎の結果を指標に DSS法

を行っている.術後 CT(図 2) より fixedangleガ

イドで挿入したスクリューは，遠位列尺側の 2本以

外は軟骨下骨に挿入されておらず，それゆえに

DSS法には成りえない.ただし，整復位の状況や

プレート設置位置により結果は異なる. DSS法を

行いながら手術(透視)時間を短縮させるために

は，両者のガイドを併用して挿入するか，自動的に

行えるガイドブロックの作製が望ましいと考えられ

た.

【まとめ1
I)Ve訂泊xを使用し，術後6か月以上経過観察可

能であった 59症例の短期治療成績を調査した

2) 術後 CooneyScoreは平均 86.9pointでおおむ

ね良好で，単純X線での矯正損失については，諸

家の報告と比較して遜色はなかった.

3) Var泊xの利点は， 2列より複数のロッキング

スクリューで固定でき，初期固定力の向上が期待で

きること，また， FPL断裂のリスクラインである

Watershed lineあるいは Safetylineを超えずに lu-

nate facetをより遠位まで支持できることである.

4) 遠位幅の sizemachingや透視時聞が長くかか

るなどの問題点が挙げられた.
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榛尺骨遠位端骨折に対する両骨プレート固定の成績
かわばた あ量ら 晶iJ、Lけんいち さ古書こうすけ 古かぐち量みかず

川端確，明石健一，佐々木康介，坂口公一

はじめに)当院では榛尺骨遺位端骨折に対する観血的手術として両骨プレート固定を第一選択とし治療し

てきたのでその治療成績を報告する.

対象と方法)樟尺骨遠位端骨折に対して榛脅を Acu-LocDista1 Radius Plate System，尺骨を AOminicondy-

lar plate 1.5を用いて手術を施行し，術後3か月以上経過観察可能であった 23例を対象とした.男性 1例，

女性 22例.手術時平均年齢 71.3歳，平均経過観察期間 7.2ヶ月.受傷より手術までの平均期間は6.4日で

あった.これらの症例に対して臨床的， X線学的に評価した.臨床評価として Mayowrist scoreを使用し，

X線学的評価としてulnarvariance (UV)，骨癒合の有無を検討した.

結果)Mayo wrist scoreは平均84.1点 (excellent7例， good 12例，白ir4例)であり， X線学的に全例で

骨癒合を認めた.uvは術直後・0.3mm 最終観察時・0.5mmで.術連後と最終観察時では統計学的に有意

差を認めなかった.

結論)榛尺骨遠位端骨折に対する両骨プレート固定は.臨床的， X線学的に良好な成績を期待できる治療

法の一つである.

【緒言】

榛骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折に対す

る治療法として骨接合術1)2)3)4)5)保存療法6)7) 尺

骨頭切除術8)などの報告があり，未だに一定の見解

は得られていない.近年 榛骨遠位端骨折に対する

掌側ロッキングプレート固定がスタンダードな治療

になり，それに準ずるように尺骨遠位端骨折に対し

でもプレートを用いた内固定の報告が散見され，良

好な成績を得ている1)2)3)4)5) 当院では榛尺骨遠位

端骨折に対する観血的手術として両脅プレート画定

を第一選択とし治療してきたのでその治療成績を報

告する.

【対象と方法1
2009年4月から当院で榛尺骨遠位端骨折に対

して榛骨を Acu・LocDista1 Radius P1ate System 

(ACUMED)，尺骨を AOminicondylar plate 1.5 

(SYNTHES) を用いて手術を施行し，術後3か月

以上経過観察可能であった23例を対象とした男

性 1例，女性 22例，手術時平均年齢 71.3(20・96)

歳，平均経過観察期間 7.2(3-14)か月，受傷より

受理日 201ν10/25 

手術までの平均期間は 6.4(2-14) 日であった.骨

折型は，榛骨遺位端骨折はAO分類でA2が1例，

A3が 13例， C1が3例， C2が2例， C3が4例で，

尺骨遠位端骨折は Biyani分類9)で句碑1が6例，

type2が4例， type3が4例， type4が9例であり，

Gusti10分類10)type1の開放骨折の合併を 4例に認め

た.手術方法として，まず榛骨を掌側アプローチで

整復固定後，引き続き尺骨を尺側アプローチで整復

固定した.尺骨は榛骨の整復固定後の整復状態にか

かわらず，術前画像評価 (X線， CT)で転位を認

めた症例を手術適応とした. Biyani type4の3例で

ピンニングの追加を要し，外固定を 4逓施行した.

それ以外の症例は術後の外固定を行わず早期可動

域練習を許可した.これらの症例に対して臨床的，

X線学的に評価した.臨床評価として Mayowrist 

scoreを使用し， X線学的評価として叫n紅 variance

(UV)，骨癒合の有無を検討した.

【結果】

臨床評価

最終観察時における痔痛は 14例でなし， 9例で

東住吉森本病院整形外科〒546・0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合3・2・66

-33一



314 援尺骨遠位端骨折に対する両骨プレート固定の成績

軽度，握力は健側 13.7(4-25) kgに対して患側は

10.5 (1-26) kg， ilJ動域は手関節背屈 72(40-85)度，

掌屈 62(40-80)度，前腕囲内 78(60-85)度.国外

部 (70-90)度であった Mayowrist scoreは平均

84.1 (65-100)点(巴xc巴llent7例， good 12例， f包r4

例)でめった.

X線学的評価

全例で骨癒合 を認め，lNは患側で術直後 ー0.3

(-2-2)mm，最終観察時 ー0.5(-3-2) mm，健側で+0.6

(-1-3)mmであった 患側のやFI直後と健側は有意差

を認め，0.9mmの差であったが，やf.I直後にすでに

尺骨が榛骨に比して相対的に短縮しており，手術を

施行しでも健側と向程度の整復位を得るのが困難で

あったといえる.患側の術直後と最終観察時では統

計学的に有意差を認めず.術直後の lNを維持した

まま骨癒合を得た患側の最終観察時と健側でも有

意差を認め.最終的に尺骨は榛骨に比し短縮が残存

した.

合併症

重大な合併症は全例で、認めなかった.尺骨インプ

ラント周囲の軽度の刺激症状が2例，スクリューの

パックアウ トが 2例あったが最終観察時に問題と

なった症例はなく.抜釘は年齢的な要因で 20歳の

1症例のみに施行した.

[症例提示]

症例:70歳，女性

主訴 :左手関節痛

現病歴:歩行中転倒し受傷.

画像所見受傷時 X線にて，榛骨は AO分類A3，

尺骨は Biyani分類 type2の左様尺骨遠位端骨折を認

めた(図 1A，B).健側X線では lNOmmであった

手術所見 ・受傷後 9日目に手術を施行(榛骨.

Acu-Loc Dista1 Radius Plate System，尺骨:AO mini-

condylar plate 1.5)した.術直後X線(図 2A，B)は

lN -2mmであり，尺骨が軽度短縮していた

術後経過 :骨癒合を得て，最終観察時(術後 12

か月)の Mayowrist scor巴はexcellent (90点)で

あった最終観察時 X線(図 3A，B) でlN-2mm

を維持しでした.

【考察】

本研究において，榛尺骨遠位端骨折を両骨プレー

ト固定する際に，榛骨は背側皮質が粉砕していて

図1A 受傷時X線正面像

図1B 受傷時X線側面像

も，アプローチする掌側では解剖学的整復の指標に

できる程度に掌側皮質が残存している症例が多く，

それに対し尺骨はアプローチする尺側の骨折部の粉

砕があれば整復位の指標とするものがなくなり，ま

た，骨質が不良でプレー トをスクリュ一回定する前

の仮固定が困難な症例が多かった.よって，本研究

のX線学的評価で術直後に尺骨が検骨に比して短

縮していた一因として，榛骨はより解剖学的に整復
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図2A 術直後X線正面像

図3A 最終観察時X線正面像

しやすく ，尺骨は撲骨に比して整復が困難であった

ためと推察した.また， UVは術直後と最終観察時

において有意差はなかったが，UVの測定結果から

は焼肴，只骨それぞれの矯正位損失は不明であり，

図2B 術直後X線側面像

図3B 最終観察時X線側面像
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榛骨，尺骨ともに同等の矯正位損失が生じたか，も

しくはともに矯正位損失が生じなかったといえる.

本研究の臨床成績は良好であり， X線学的評価にお

ける尺骨の解剖学的整復困難，および術後に生じて

いる可能性のある榛骨.尺骨の矯正位損失に関して

は臨床的に問題がなかったといえる.現在，スタン

ダードな治療となっている榛骨遺位端骨折の掌側

ロッキングプレートの固定性は良好であるといえ，

本研究のm泊icondyl紅 plate1.5による尺骨遠位端骨

折の固定性もあわせて良好であったと考えられた.

回ngら1)は樟骨遺位端骨折に合併する尺骨遠位端

骨折に対してm泊icondylar plate 2.0を用いて内固定

を施行した 24例において機能的に良好な成績で

あったとしているが，合併症として樟骨の偽関節を

2例，尺骨の偽関節を 1例認めたと報告している.

榛脅の手術方法がプレート，創外固定，ピンニング

と一定しておらず榛骨の治療結果の影響があったこ

とは否めない.また，プレートの不快感による抜釘

を7例に要しており，阻ato凶回1プレートでない本

プレートは尺骨の形状に沿いにくいと考えられた

また，本邦の報告では榛骨を掌側ロッキングプレー

トで固定し，尺脅についてはさまざまなプレートが

使用され，良好な成績が報告されており2)3)4)検

骨を掌側ロッキングプレートで強固に固定できれば

尺骨はいずれのプレートを選択しでも，良好な臨

床成績が期待できると考えられた.よって，本研究

では榛骨に掌側ロッキングプレートを使用し，尺骨

にはインプラントの刺激症状の軽減を目指し阻碍

ら1)の報告からプレートサイズをさげminicondylar

p1ate 1.5を選択した.

榛骨に掌側プレート固定を行い，尺骨を保存療法

とした難波ら6)の報告では，臨床評価は良好であっ

たとするものの7例中 5例で遺位樟尺関節の離聞や

尺脅の変形が残存したと報告しており，今後の遠位

樟尺関節障害が危慎される.やはり，尺骨の保存療

法には罷界があり，手術による解剖学的整復が必要

な症例や早期の可動域練習により尺脅の再転位を引

き起こす症例があるのではないかと考えられる.

よって本研究では，棲骨の整復固定後に，尺骨の整

復位がある程度得られた場合にも早期可動域練習を

目的に尺骨を内固定した.保存療法を選択した場合

に比べて治療成績を向上させることができたかどう

かは，現時点で不明であり今後の課題である.

本研究で使用した m泊icondylar plateでは，角度

安定性をもつものは 1本のバットレスピンのみとな

り，骨質不良の尺骨遠位端に他のスクリューによる

強固な固定は期待しにくい.本研究でBiyani4の症

例が9例あり，その内3例でピンニングと外固定の

追加が必要であった.結果的に問題となった症例

はなかったが， Biyani4で粉砕が強い症例での本プ

レートの固定性には限界があると考える.遠位スク

リューであらゆる尺骨遠位骨片を支持できるような

祖 ato出国lなロッキングフレートでの固定が望まし

いと考える. Dennisonら5)が尺骨遠位端骨折に対す

るロッキングプレート固定の成績を報告している

が，症例数は5例と少なく今後母集団の大きい研究

が期待される.

本研究では樟骨，尺骨ともに固定材料を限定して

使用した.榛骨をすでに確立された手術法といえる

掌側ロッキングプレート固定に統一したことで，論

点の重点を尺骨遺位端骨折に置くことができた.手

術適応がまだ確立されていないが，転位のある尺脅

遠位端骨折に対してAOminicondylar plate 1.5を使

用し，臨床的， X線学的に良好な成績を得た.本研

究で施行した樟尺骨遠位端骨折に対する両骨プレー

ト固定は良好な成績を期待できる治療法の一つであ

る.

【まとめ】

榛尺骨遠位端骨折の両骨プレート固定の治療成績

について検討し，臨床的， X親学的に良好な成績を

得た.
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手任
Q4'iI'A 回調匹司p唱~r

榛骨遠位端骨折に対する Desmanet変法と
掌側ロッキングプレートの併用手術
ささき しん はまはたともひろ

佐々木伸，漬畑智弘

描躍盟 官官掃湾却 議箆滋諮盆 箆怒翠鑓塗2盤鎗祭壇

一
目的:榛骨遠位端骨折に対し Desmanet変法に掌側ロッキングプレートを追加する併用手術法の臨床成績

を調査した.対象・方法:併用手術を実施した榛骨遠位端骨折 14例 15手で平均年齢は 66.5歳であった

骨折型(斉藤分類)は，関節外 Colles骨折4手，関節内 Colles骨折 11手であった.結果:日本手外科学会

評価表の斎藤の減点法による平均減点数は 2.1:t2.3点で， excellent 11手， good 4手で， fair以下はなかっ

た.x線計測では手術後， Kirschner鋼線抜去時.最終評価時で大きな変化は見られず，明らかな矯正損失

はなかった. Kirschner銅線による伸筋躍の問題はみられなかったが 一過性 もしくは術前に起因すると

思われる合併症が3例にみられた.結論:この併用手術の臨床成績は良好で手術後の矯正損失はほとんどな

く強固な固定ができていた.併用手術の適応は今後の課題である.

【緒言】

榛骨遠位端骨折の外科的治療で掌側ロッキングプ

レートの良好な成績とともに，その良好な成績を

得るためのさまざまな工夫や改良などが報告され

ている.一方で掌側ロッキングプレートのみでは良

好な安定性を得ることが困難な症例が存在するの

で1)2) さまざまな合併手術や他の手術方法も報告

されているが，未だ検討すべき課題がある.当院で

は2007年より Desmanet変法に掌側ロッキングプ

レートを併用する方法3)を行ってきたので磁床成績

を報告する.

【対象と方法】

対象は 2007年 10月より 2010年8月までの聞に

併用手術を実施した榛骨遠位端脅折 14例 15手を対

象とした.平均年齢は 66.5:t13.2歳 (50--78歳)

で，平均経過観察期間は 7.7:t3.9か月 (3"-'12か

月)であった.骨折型は斉藤分類4)によると，関節

外 Colles骨折4手，関節内 Colles骨折 11手で，関

節内 Colles骨折の内訳は ulnodorsa1split 7手， dor-

sa1 split depression 4手であった.

臨床成績は日本手外科学会評価表の斉藤の減点

法5)により評価した.また X線撮影で手術後，

Kirschner銅線抜去時，最終評価時にそれぞれ掌側

受理日 201ν10/24 
厚生中央病院整形外科干153・8581 東京都目黒区三田 1・11-7

傾斜角.尺側傾斜角，尺骨変異を計測した.また合

併症の調査を行った.

併用手術では最初に Desmanet変法を行った3)

徒手整復を行った後，榛脅茎状突起部の小皮膚切開

から，榛骨神経皮枝を避けて榛側のKirschner鋼線

を刺入した.次に榛骨遠位端の尺背側の角を狙っ

て，小皮膚切開から第5伸筋区画を聞けて固有小指

伸筋躍を尺側に避けてKirschner銅線を刺入した.

Kirschner銅線は1.6mm径の stainlessstea1製で，

榛骨骨髄内奥深くまで滑らせて挿入した.以上の操

作で榛骨遠位端脅折のおおまかな整復位を獲得でき

ることが多い. Kirschner銅線の断端は皮膚損傷を

避けつつ抜去を容易にする目的で，榛側を涙滴状

に，背尺側をカーテンフック状に加工し断端を伸筋

支帯より表層に置くように皮下に埋没した.次に掌

側から仕ans-FCRapproachで進入して掌側骨皮質を

追加整復し，掌側ロッキングプレートを設置した.

掌側ロッキングプレートは近位設置を心がけた.基

本的に外国定はせず，手術後の痛みにあわせて指，

手関節の自動運動による可動域訓練を開始した.手

術後51:t12日目でKirschner鋼線を抜去した

【結果】

臨床成績は，平均減点数は 2.1:t2.3点で， excel-
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図1 掌側傾斜角.術前，手術後，臨時chner銅線抜去時，
最終評価時をX線上で測定した.平均値は太い破

線で示す.手術後， Kir宮chner銅線抜去時，最終評

価時で大きな変化は見られない

lent 11， good 4手で，危な以下はなかった可動域

は掌屈 56.9土17.0"，背屈 65.8土16.6"，樟屈 12.81:

3.6"，尺屈 25.61:6.8¥ 囲内 80.0土9.4"，回外 80.0土

9.1"であった.

X線計測で掌側傾斜角は手術後，回rschner鍋線

抜去時，最終評価時で大きな変化は見られず，最終

評価時の平均値は 4.9士3.9度であった(図1).尺

側傾斜角も同様に術後の変化はみられず，最終評価

時の平均値は22.7土3.2度であった(図 2). 尺骨変

異も同様，最終評価時の平均値は 0.5土0.5mmで，

X線計測上明らかな矯正損失はみられなかった(図

3). 

合併症は 15中3手にみられた.脅癒合不全はな

く，手関節可動域制限2例，手指拘縮2例(以上重

複)， CRPS1例(手関節，手指拘縮と重複)，榛骨

神経皮枝領域の一過性の疲れ感 1例であった.樟骨

神経皮枝損傷は最終評価時までに完全に回復した

腫損傷はみられなかった. CRPSの1例は術前に約

3週間のギプス固定がなされていた症例で，手術時

面'It叫曲 開国明暗暗嗣 ，田副岨"'whs Iast圃.... 聞酬

s・

25 

2・

15 

10 

。
図2 尺側傾斜角.図1と同様に測定した.術後の変化

はみられない.

。

-1 

-2 
和電vlsIl 開園。酬ntlol晴 聞 n回..."'.田 恒喧....... 田町唯

図3 尺骨変異.図1と同様に測定した.同様に術後の

変化はみられない.

点ですでに手関節，手指拘縮が認められた.手術に

より骨折を整復し，以後リハビリテーションや薬物

療法などを行い， CRPS症状は徐々に改善傾向であ

る.
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図4 50歳男性.Dorsal split depression.術前

図5 Desmanet変法後の術中搬影.お

おむねの形状を獲得できている.

天蓋骨片は小皮膚切開から鐙復

されている.

症例 :50藤男性の dorsalsplit depr巴ssionである.

榛骨遠位端の背側縁は粉砕しており遠位骨片を螺子

でとらえることは閤難と考えた(図 4). 強固な回

定ですぐに手を使用できる状態を希望されたため

併用手術を適応した Desmanet変法を行ったと こ

ろおおむねの形状を獲得できた(図 5).次に掌側

侵入で掌側ロッキングプレートを追加した ロッ

キングスク リューは短く軟骨下骨から距離がある

が安定性は良好である(図 6). 遠位機尺関節の安

定性は良好であったので.外固定はしなかった.

Kirschner銅線抜去後の 2方向撮影を提示した f 

脅茎状突起も骨癒合し，減点 O点で， excel1entで

ある(図 7).

【考察】

掌側ロッキングプレー トは今日の模骨遠位端骨折

-40 

図6 手術後.遠位骨片は合計3方向

から支えられている. ロッキン

グスクリューは短く軟骨下骨か

ら距離がある.

図7 Kirschner鋼線抜去後尺側傾斜

角 220，掌側傾斜角 70，尺骨

変異 Omm. 
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。
図8 Desmanet変法と掌側ロッキング

プレートの併用手術.3方向か

ら遠位骨片を支える.

の外科的治療法の中心的役割を担うが，良好な成績

のためにはときに繊細な手技と工夫が要求され，決

して容易ではない.実際，国内外で掌側ロッキング

プレートへの合併手術として intrafoca1pinningの併

用や fragment-specific fixation. 軟骨下骨下への pin-

ningなどの方法が報告されている.

Desmanetによる Desmanet法は榛骨茎状突起部

分と手関節背側の小切開から榛骨骨髄内に挿入した

2本のKirschner銅線の弾性で遠位端骨片を押さえ

込む方法である6)が. Kirschner銅線の断端形状や

刺入点などを改良して伸筋腫の障害を改善した

(Desmanet変法)7). この方法は小侵襲で，大まか

な榛骨の形状を整復でき，背側，榛側方向の不安定

性に対して良好な安定性が獲得できる.併用手術

は，榛骨遠位端骨片を Desmanet変法で榛側，背尺

側の 2方向から支えたうえに掌側ロッキングプレー

トを併用することで，合計3方向から押さえ込ん

で安定化する方法で. Desmanet変法の欠点を補っ

た方法である3)(図 8). 掌側ロッキングプレートを

中心に置いた観点からいえば，機背側方向への矯

正損失をしっかり予防する方法である.またいわ

ゆる企agment-speci五cfixation 8)の2枚のプレートを

Kirschner銅線に置き代えることで，榛側と背尺側

の侵襲を軽減した手技とも考えられる.

今回検討した 16例 17手の臨床成績は良好で手術

後の矯正損失はほとんどなく良好な固定ができてい

た.合併症は一過性，もしくは術前の外固定に起因

すると思われるものを認めたが，概ね良好な成績が

得られていた.

この併用手術の利点は，手術中の利点として最初

にDesmanet変法で概ねの榛骨遠位端の形状が自動

的に再獲得できることでその後の操作が容易にな

り，掌側骨皮質や撹骨遠位関節面の整復に集中でき

ること，その際骨折部位に適度な遊びが残っており

掌側骨皮質の追加整復ができるが，その整復過程で

先に得たおおまかな整復位が大きく織れる心配はな

いことである.手術後にも榛側や背側への安定性は

良好で，背屈方向の矯正損失を防ぐために遠位ロッ

キングスクリューを軟骨下脅ぎりぎりに挿入する必

要弘背側骨皮質を捕らえる必要もない.結果とし

てプレートを近位に設置でき螺子は短めでよく，そ

のため内固定材料に起因する腫損傷を避けることが

できる.固定は強固であるので早期可動域訓練が容

易である.

この併用手術でも Desmanet変法と同様に

Kirschner鋼線の刺入部分が粉砕している症例では

適応できない.また Desmanet変法のKirschner銅

線は遠位骨片の刺入部，近位骨片の骨髄内の骨折部

すぐ近位，および榛骨髄腔内の 3点支持であるた

め. Kapandji法のように骨折部分の粉砕は問題にな

らない.この併用手術の欠点は，後日Kirschner鋼

線の抜去を必要とすることである.

併用手術では2本のKirschner鋼線はプレートの

近位レベルの骨髄内で交叉するが，スクリュー固定

の直前に透視で正面像を確認してからドリルを使用

することで問題は生じていない.またKirschner鋼

線の適当な弾性と断端の加工のしやすさから stain-

less stea1製のKirschner銅線を好んで使用してい

る.チタン製のプレート・クリューと stainless

stea1製の Kirschner銅線の組み合わせが平均 7週間

存在することになるが. stain1ess stea1と titanの組

み合わせは臨床的に問題ないとされており9) 電解

腐食(ga1va凶.ccorrosion)の経験はない.

掌側ロッキングプレートの良好な成績が報告され

ている今日，プレート単独では矯正損失が生じると

予測し，併用手術を適応する症例を選別することは

今後の課題である.現在は不安定な背側転位型で，

遠位骨片が脆弱で螺子が利かないため二次転位が危

倶される骨折であれば併用手術の良い適応であると

考えており，関節内骨折と関節外の双方に適応して

いる.

【まとめ】

榛骨遠位端骨折に対し Desmanet変法に掌側ロッ

キングプレートを追加する併用手術の臨床成績は良

好で.手術後の矯正損失はほとんどみられず強固な

固定ができていた.併用手術の適応は今後の課題で

ある.
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榛骨遠位端骨折掌側フレート固定における intermediate
fibrous zone切離法の長母指屈筋健損傷予防効果
ぜんざいけい じ ご とう た'すし はら 血コさ

善財慶治，後藤 剛，原 夏樹

検骨遠位端骨折掌側プレート国定時に interm巴diatefibrous zone横切開 ・方形囲内筋温存を行うことでイン

プラント遠位部を比較的丈夫な軟部組織で被覆する方法を施行した症例の抜釘例を検討し，その長母指屈筋

(FPL)鍵損傷予防効果につき検討した. 本法施行 92手関節中， FPL臆滑走j末を被覆できたのは 77手関節

であり，うち抜釘例 27手関節においてはスク リューのパックアウ ト例 1例を除いた全症例で軟部組織によ

るインプラン ト被覆が保たれ FPL腿損傷を認めなかった. この症例群のうち 18手関節 (67%)がインプ

ラント遠位設置であり，本法によりFPL雌滑走床が軟部組織で被覆できれば，インプラン ト設霞が遠位で

あっても術後臆損傷を予防しう る可能性が高いことが示された

【緒言】

榛骨遠位端骨折に対して掌側ロ ッキングプレー ト

が広く使用されるよう にな り，骨接合後の|臨床成績

は向上したが， 一方で合併症として屈筋鍵，特に長

母指屈筋 (FPL)腿の損傷報告が近年増加している.

著者らはこの合併症を予防する 目的で1.方形囲内

筋 (PQ)を温存し，その際遠位の切離部は Orbay

ら1)の言うintermediatefibrous zone (lFZ)で行う，

2.内回定後， IFZを修復することでインプラント遠

位部を比較的丈夫な軟部組織で被覆する，の 2点に

注意して骨接合を行う方法を報告した2)

今回本法施行後の抜釘例を評価し， FPL腿断裂

予防に対する有用性を検討したので報告する.

【対象と方法】

本法を開始した 2006年 7月から 2009年 10月ま

での聞に掌側ロ ッキングプレート を使用して骨接合

を行った榛骨遠位端骨折は 111例あ り，うち本法を

施行したのは 91例 92手関節であった.性別は男

22例，女 69例， 年齢は 18歳から 93歳，平均 64歳

であった

本法の手技は以前報告したとおりであり 2) PQ 

温存法においてプレートを挿入するための遠位切開

部を PQ筋腹と手関節包の聞に位置する線維構造で

ある IFZのレベルで行う(図 1). ポイン トとして，

受理日 2011/10/18 
新潟労災病院整形外科 〒942-8502 新潟県上越市東雲町 lふ 12

図1IFZ切離による内固定.左;プレート設置完了後，右;

IFZ修復後

1.最初から損傷されている場合を除き， IFZとPQ

筋腹の連続性を温存する こと，2.骨折部の整復時，

背回転位を残さない様留意すること， 3.プレート

遠位部を榛骨表面に密着させること. 4.インプラ

ント被覆時は FPL陣の滑走床である榛骨中央から

尺側を意識してしっかり修復すること，などがあ

る なおプレートの設置位置決定に際しては water-

shed lineは意識せず，可及的に subchondralsupport 

が得られる ことを念頭に置いた.使用したインプラ
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ントは日本ユニテックの Stellar(33)，シンセスの

]uxta-Articular (JA) LCP-DRP (23)， Extra-Articular 

(EA) LCP-DRP (l)，小林メディカルのACU-LOC

(35)であった.術後は縫合部の安静などを目的に

最短で 1週間の外国定を施行した

抜釘は比較的若年の症例，希望者など 32例 (32

手関節)に対して行った抜釘時期は術後 7か月か

ら46か月，平均 15か月(中央値 13か月)であっ

た

{結果】

骨接合時インプラント遠位部全体を軟部組織で被

覆できたのは 55手関節，インプラント中央から尺

側の FPL膿滑走床を被覆できたのは 22手関節で，

以上をまとめて被覆群とした(全体の 84%) イン

プラン トが FPL膿滑走床に露出したままとなった

のは 15手関節でこれを露出群とした なお骨折部

でPQが損傷されていた例 (28)での被覆群の割合

は57% (16)であったが PQ損傷のなかった例 (64)

では 95% (61)であった.使用インプラント別の被

覆群の割合は Stellar;91%， ]A LCP-DRP ; 71%， 

EA LCP-DRP ; 100%， ACU-LOC; 86%であり，骨

折線が遠位の;場合に選択することが多かった]A

LCP-DRPでやや低い傾向にあった.

術後側面 X線像でプレート遠位端が榛骨の volar

nm以遠に位置する例を Crossら3)の記載より遠位

設置例とする と， 54手関節 (59%) がこれに該当

した.各群における遠位設置例の割合は被覆群で

60% (46/77)，露出群で 53% (8/15)であった.

一方抜釘例 32手関節中被覆群は 27手関節(うち

遠位設置例 18)，露出群が 5手関節(うち遠位設置

例 4) であった.被覆群の抜釘時所見としては，イ

ンプラントが軟部組織に十分に覆われており鍵損傷

を認めなかった例が 22手関節，軟部組織修復部が

一部破綻していたが癒痕に覆われており膿損傷を認

めなかった例が 4手関節 (Stellar1， ]A LCP-DRP 

1. ACU-LOC 2)，敢えてロ ックさせずに挿入した

スクリューがパックアウトして突出し， FPL腿が

癒着していた例が 1手関節 (ACU-LOC)あった

露出群の抜釘時所見は，インプラン トが露出したま

まとなり FPL臆の部分損傷や癒着を認めた例が2

手関節 OALCP-DRP， ACU-LOC各1)，癒痕組織

でFPL鍵滑走床が被覆され臆損傷を認めなかった

例が3手関節 OALCP-DRP 2， ACU-LOC 1)であっ

図2 症例 1 術後X線写真

た.なお，H建損傷を認めた 2例ともインプラントは

遠位設置であったが浮き上がりはなく，骨折部の整

復不良や大きな矯正損失もなかった.

[症例呈示]

症例 1: 69歳，女性

現病歴-年末に雪で階段2段ほどを滑り落ち，右

榛骨遠位端骨折受傷.受傷後 13日目に骨接合術施

f寸.

手術所見 様側手根屈筋腫鞘を切開 して展開.

PQは損傷なく，遠位部を IFZで切開 した寓'折線

は関節面に近く ，骨折部整復後]ALC-DRPをPQ

の背側に挿入し，内固定. IFZ修復によりインプラ

ントは十分に被覆された.術後側面 X線像ではイ

ンプラン ト遠位部は榛骨 volarrim上に位置してい

た(図 2)

術後経過 :術後 1週間の掌側シーネ固定を行った

後，可動域訓練を開始した骨癒合後の症状は違和

感程度だが抜釘の希望あり，骨接合後 l年 1か月で

抜釘施行ー

抜豊]時所見 :イ ンプラント遠位部は軟部組織によ

り完全に被覆されており，屈筋臆損傷は認められな

かった(図 3)

最終評価 :骨接合後 1年3か月時点で手関節可動

域 80/65(健側比 100%に前腕回外/囲内90/75(健

側比 100%)，握力 23kg (健側比 97%)司実痛なし，

Cooney scor巴90点であった.

症例 2:47歳，女性

既往歴.今回の受傷 1年 10か月前に反対側上肢

のEss巴x-Lopresti損傷を受傷，手関節 ・前Il宛拘縮残

存.
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図3 症例 1 抜釘時所見.左 ;FPLl総の状態，右 ;イン 図5 症例2抜釘時所見.左 ，イ ンプラン トの一部が露

プラント被援状況 出(矢印)， 右 FPL腿表層損傷 (矢印)

図4 症例2 術後X線写真

現病歴 屋内で転倒し右榛骨遠位端骨折，尺'湾'茎

状突起骨折受傷.受傷後 5日目に骨接合術施行.

手術所見 :PQは骨折部で横断裂していたが，

ACU-LOCを用いて同様の手技で内固定.術中に

IFZを損傷したため FPL腔滑走床での修復不可能

であった.遠位榛尺関節に徒手的ス トレスで不安定

性を認めたため尺骨茎状突起も t巴nsionband wmng 

で骨接合し，安定性を得た 術後側面 X線像でイ

ンプラント遠位部は榛骨 volarrim上に位置してい

た(図 4). 

術後経過.術後 3週間の外固定後可動域訓練開

始 骨癒合後痛みは軽度のみ，手指の動きに問題は

なかった 術後 9か月で抜釘施行.

抜釘時所見 :遠位中央でインプラン トの一部が露

出しており， FPL躍は表層の損傷を認めた(図 5)

最終評価 :骨接合後9.5か月時点で手関節可Yl.IJj或

-45 

75/80，前腕回外/囲内 85/80，痛みなし，握力 26.4

kg， Cooney score 100点であった.

{考察】

榛骨遠位端骨折に対する主主側ロッキングプレート

による内固定後の合併症として屈筋腿i濠客，中でも

FPL腿j負傷の報告が増加しているが， これらを分

析すると大部分において軟部組織に覆われずに露出

したインプラントが直接健と接触していたことが摘

傷原因であった2) Orbayら1)の強調する， water-

shed line以遠へのインフラント設置のみが健損傷

の峨ーの原因と確定できた報告例はなかった.著者

らの前回の研究後現時点までに出された報告も渉猟

しうる限りにおいて同様の傾向であり 4)訪日7). イン

プラントが軟部組織にしっかりと被覆された状態で

雌損傷が起こった例の報告はない.以上のことか

ら，スク リューのパックアウ トなどによる軟部組織

穿破例を除けば，術中に軟部組織によりインプラン

トを被覆しなかった(あるいはできなかった)こと

が屈筋腿損傷の原因であり遠位設置とは関係がない

と言う仮説を立てた.全例に抜釘すべきという意見

もあるが8) 抜釘には様々な問題もあり2) 避けら

れればそれに越したことはない.本法によりしっか

りとした軟部組織で FPL腿滑走床を被覆できれば

腿損傷は予防可能であると考え.本研究では抜釘例

を中心に検討した.

今回の症例群において骨接合時はwatershedline 

を考慮せず，可及的に subchondralsupportを獲得で

きるように意識した その結果，術後側面 X線写
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真で接骨遠位端の volarrim以遠にインプラント遠

位縁が位置する例3)を遠位設置例と定義したところ

全症例の 59%が遠位設置となったが，このうち

85%の症例で FPL健滑走床を軟部組織で被覆する

ことが可能であった.近位設置例での被覆成功率

(82%) とほぼ同等だったことから，本法ではイン

プラント設置位置には関係なく一定の率で被覆がで

きたことがわかる.被覆不可能であった主な理由は

受傷時に高度に PQが損傷を受けていたことであ

り.PQに大きな損傷がなかった例では 95%と大多

数において被覆可能であった.また前回の報告時と

比較して被覆成功率が向上している(全症例の 79%

から 84%へ，直近の 1年間に限れば89%) ことか

ら. learning curveも関与していると思われる.

本法施行後の抜釘例を検討したところ.骨接合時

に軟部組織で被覆できた群ではスクリューがバック

アウトした 1例を除いて全例でインプラントと屈筋

鍵の聞に軟部組織が介在し，腫損傷を認めなかっ

た.この群のうち 67%が遠位設置であったことを

考慮すると，設置位置が遠位であっても本法により

腫損傷を予防できる可能性が高いと考えられる.

一方で軟部組織により FPL鍵滑走床を被覆でき

なかった群では整復が良好でインプラントの浮き上

がりがなくとも高率に睦損傷を認めた. Lifchez9)も

骨折整復並びにハードウエア設置に問題がなかった

ものの軟部組織で被覆されていなかった例での

FPL臆断裂例を報告している.また中村ら10)も同

様にプレートが遠位設置ではないものの軟部組織で

被覆されていなかった例での FPL健損傷例を報告

し，プレート露出例は設置位置が適正であっても抜

釘を考慮すべきとしている.

今回の研究は当初の仮説を肯定しうる結果となっ

た.軟部組織でしっかり被覆されているインプラン

トはたとえ遼位設置であろうとも健損傷を起こさ

ず，逆に軟部組織での被覆のない場合は浮き上がり

設置等がなくても膿損傷を起こす可能性が高いと考

えられる.従来のように PQ筋腹遠位縁で切離する

方法では修復が困難であり軟部組織でのインプラン

ト被覆が不十分になりがちであったが，本法を用い

ることでインプラントが遠位設置であってもしっか

りとした修復が可能となる.なお今回は PQ温存法

を施行した例を対象としたが，骨折部の粉砕程度及

び脅折線の位置によっては PQを完全に尺側に翻転

する必要のある症例も存在する.しかしこのような

場合も，遠位の切離部を PQ筋腹遠位縁にせず.

IFZで切離することにより内固定後の修復が容易に

なるため，あらゆる骨折型に対して本法及びその応

用が施行できる.

本研究の制限として抜釘施行例が比較的少ないこ

とがある.被覆群においても術後修復部分の破綻が

進み，インプラントが露出して睦損傷を生じる可能

性は否定できないため，さらなる検討が必要であ

る.

【まとめ1
PQと連続性を保ったまま IFZを切離し，骨接合

後FPL臆滑走床を軟部組織でしっかりと被覆する

本法により，インプラントが遠位設置であっても術

後 FPL鍵損傷を予防しうる可能性が高い.
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保存的に治療した小児榛骨遠位単独骨折の転位例の

検討
おおたそういち か吉田きりょ号す叶 ふじたさとし 0) ぐちたかし かいざわゆきとし す曹もとま吉ゆ宮

太田壮一*柿木良介大藤田俊史竺野口貴志*貝揮幸俊*杉本正幸柿

小児榛骨遠位単独骨折治療中に生じた転位の危険因子について後ろ向きに検討した.対象は，骨端線離開

を含まない榛骨遠位単独完全骨折 13例である.受傷時年齢は 4-15歳であった.経過観察中に 6例が矢状

面で 10度以上転位し，全例で初回外固定後 1週目に確認されていた内訳は粉砕型 4例(若木骨折破綻型

3例含む)，完全型2例(飯合不良型 1例.騎乗型1例)であった背側転位の若木骨折破綻型の 2例は，

初回外固定後1週目での転位量は許容範囲内であったが，その後も転位が進行し， 25度以上背側転位が進

行した 2週目に再整復した.全例長上肢ギプス固定を肘関節 90度屈曲，囲内外中間位，手関節中間位ある

いは軽度掌屈位で施行していたが，骨折部の 3点支持を意識した固定ではなかった.骨幹遠位に発生した背

側転位の若木骨折破綻型榛骨単独骨折は，初期診療時には温存されている尺骨により一見安定しているかの

ように見えるが，榛骨単独骨折の中でも転位する危険性が高く要注意と考えられた.

【緒言】

小児の榛骨遺位骨折は頻度の高い外傷の一つであ

り，保存的治療中にギプス内で転位することがあ

り，しばしば治療に難渋する.転位の原因としてこ

れまでに様々な要因が挙げられており，再転位の危

険性が高い骨折型に対しては，整復後にピンニング

を追加すべきとの報告もある1) 1994年に Gibbons

らは，榛脅単組骨折における再転位の危険因子につ

いて報告したが，その後，同様の報告はない2)

2009年に筆者らは小児榛骨遺位骨折症例のうち，

再整復を必要とした再転位例の過半数が撹骨単独完

全骨折であったことを報告した3) 今回，著者らは

小児樟骨遺位単独完全骨折の保存的治療中に生じた

転位について，その原因を検討した.

【対象と方法】

当院の関連病院1施設で 2005年-2009年に治療

した小児接骨遠位骨折99例中，脅端線離聞を含ま

ない榛骨遠位単独完全骨折 13例を対象として，年

齢，骨折型，初期治療(徒手整復の有無と固定法}， 

転位時期，転位後の治療について後ろ向きに検討し

た.骨折型については側面像で分類し，掌側および

背側両方の皮質脅に骨折線の認められる完全な骨折

受理日 201ν1ν14 

を対象とした骨片の性状により，掌背側両方の皮

質骨の連続性が完全に断たれて第3骨片のないもの

を完全型，骨折部凹側の皮質骨に第3骨片を認める

ものを粉砕型とした.骨片の転位状態をサブカテゴ

リーとして，依合不良型(掌背側両方の皮質骨が外

固定後に噛み合っていないものに若木骨折破綻型

(tension failure greenstick fracture :掌背側両方の皮

質骨に骨折線が認められ，骨折部凸側度質骨は完全

に離聞しているが，凹側皮質骨の連続性は保たれて

いるもの)4)，騎乗型(遠位骨片の骨折端が近位骨

片の骨折端に騎乗したもの)とし，初期転位が軽度

であれば未整復のまま外固定した例もあり，整復不

良とは表現せず飯合不良と分類した.転位量は，正

側面単純X線像で測定し，近位骨片長軸に対する

遠位骨片長軸の角度で表した.矢状面で掌側への転

位はマイナス記載した.徒手整復の有無やギプスの

固定方法は，カルテ記載事項およびギプス固定した

状態でのX線像から確認した.

【結果】

受傷時年齢は 4-15歳(平均年齢6歳)，経過観

察期間は.2-6か月(平均 2.8か月).転位の方向

は背側転位 10例，掌側転位3例であった(表1).

・京都大学医学部整形外科〒606・8507 京都府京都市左京区聖護院川原町54
H 市立長浜病院整形外科
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表 1 症例一覧

定 年 1生 車王位
骨折型

サヲカ子ゴ 。nl室崎
(Jj 高官 s'I 骨折宮町立 方向 リー 徒手笠復

1 115 M 脅草寺端 者側 粉砕 + 

2 114 M 骨車字通位 哲{割 粉砕 若木骨折磁1<:

3 112 M 骨Gf!高 哲(!4 完全 + 

41 9 M 骨量字通位 掌倒 完全 録音不良 + 
5 112 M 骨華字S高 哲{割 粉砕 若木骨折破綻 + 
619 M 骨皇宇治位 首{閉 完全 + 

7 1 9 M 骨E字通位 背{割 粉砕 若木骨折破綻

816 F 脅喜字通位 哲{割 完全

9 1 4 F 骨車字通f立 哲(!4 粉砕 若木骨折破綻 + 
101 9 M 骨量宇治f立 背(!4 完全 騎最 + 
111 F 脅E手漣位 背(!4 紛砕 有木骨折磁錠 + 
121 7 M 骨量宇i車位 寧(!4 完全 若木骨折破綻 + 
131 4 F 骨E宇治位 寧(!4 完全 若木骨折磁1<: + 

完全型は 7例. 粉砕型は 6例であった サブカテゴ

リーでは，若木骨折破綻型は 7例(完全型 2例.粉

砕型 5例).依合不良型と騎乗型は各 1例でともに

完全型であった初診時に整復操作の未施行例は 3

例あった.全例，長上肢ギプス固定を肘関節 90度

屈曲位，囲内外中間位.手関節中間位あるいは軽度

掌屈位で 3~5 週間施行していたが， 骨折部の 3 点

支持を意識した固定ではなかった.経過観察中に矢

状面で 10度以上の転位を認めた症例は6例で，全

例で初回外固定後 1週目に転位を確認した初回外

固定後 1週目以降も転位が進行し. 25度以上背側

転位した 2例で.初回外固定後 2週目に再整復を施

行したー転位した 6例の内訳は，粉砕型 4例(若木

骨折破綻型 3例含む).完全型 2例(依合不良型 1

例，騎乗型 1例)であった.阪合不良型を除き，全

て背側転位例であった再整復を必要とした 2例は

背側転位の若木骨折破綻型であった 1例は，全麻

下に再整復後ピンニングを施行し，もう 1例は局麻

下に再整復後ギプス固定した全例とも最終経過観

察時，矢状断，冠状断とも転位量は許容範囲内にあ

り，手関節掌背屈，前腕囲内外，肘関節屈曲伸展の

可動域は健側比 90%以上に改善した

[症例提示]

症例 1;若木骨折破綻型(図 1)

14歳，男性.スノ ーボード中に転倒して受傷し

た同日当院救急外来受診し榛骨骨折と診断され

た.特に整復操作は加えず，長上肢ギプス固定を施

行 した_ 2週目の祷診時に 28度と背側転位が増強

したため，全身麻酔下に徒手整復後，経皮ピンニン

グを追加した 5か月後の最終経過観察時，手関節

背屈 90度，掌屈 80度，囲内外各 90度と可動域は

IDI宝'寄 笠復f量 再笠復時
再笠復方法

ギブス内 長主終 経過観察

，.位量 fi(;圭量 車王位量 事王位 車.1，企量 期r.，
27 3 + 25 3M 

14 28 ピンエンゲ + B 3M 

10 。 3 2A{ 

-7 -4 + -20 4M 

25 16 22 2M 

10 。 2 6~{ 

9 + 19 3M 

4 1 3M 

13 。 25 徒手続五 + s 2M 

7 7 + 17 2M 

12 。 。 2A{ 

-20 -0 -10 2五4

-30 。 -3 3M 

図1 症例 1.14歳男性，若木骨折舷綻裂の榛骨骨幹遠位

骨折.

a， d;初診時X線像

b， e; 2週日再診時X線像転位が摺強.

C， f;:再整復後ピンニング施行した.

正常化した.

症例 2;依合不良型 (図 2)

9歳，男性.転倒して受傷した 同日当院救急外

来で榛骨骨折と診断された.局所麻酔下に徒手整復

したが，掌背側皮質骨の依合不良は残存，長上肢ギ

プス固定を施行した_1週日の再診時， 20度と掌側
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図2 症例2.9歳男性，飯合不良型の撹骨骨幹遠位骨折.

a， e;初診時X線像

b， f;;徒手整復，ギプス固定直後のX線像

C， g; 1週目再診時X線像掌側転位が増強.

d， h; 4か月目X線像.

転位が増強したが，保存的治療を継続.その後，転

位の憎悪、は見られず，4か月後の最終経過観察時の

可動域は掌背屈各 90度，囲内外各 80度であった

症例 3;騎乗型(図 3)

9歳，男性.鉄棒より転落して受傷した 同日当

院救急、外来で榛骨骨折と診断された.局所麻酔下に

徒手整復後， 5週間の長上肢ギプス固定を施行し

た 経過観察中に 10度背側転位がi曽強したが，2 

か月後の最終経過観察時の可動域は， 掌背!国各 90

度，囲内外 90度であった.

【考察】

撹骨遠位骨折は，小児の骨折中で最も頻度の高い

骨折の一つであり.救急外来での初期診療時に経験

の浅い研修医が対応する ことが多い. リモデリ ング

能の旺盛な小児では，矢状断で 15度以下， 5ミリ

以内の転位であれば整復の必要性はないとの報告が

あり 5) 著者らは軽度の転位であれば諮復操作を加

えず外固定を行っている3) また， Zamzamらが再

転位の危険性を示唆した模尺骨遠位骨折の完全転位

例では，可能な限り受傷日当日に手術室で全麻下に

図3 症例3.9歳男性，騎乗型の榛骨骨幹遠位骨折

a， d;初診時X線像.

b， e;徒手強復，ギプス固定直後.

C， f; 2か月目X線像.背倶IJ再転位が見られる

徒手整復し，経皮ピンニングを施行している1)そ

の結果，著者らは，小児榛骨遠位骨折全 99症例の

うち，再強復を必要とした再転位症例の過半数が榛

骨単独完全骨折であった ことを以前に報告した3)

Gibbonsらは，様脅単独骨折では徒手整復後 91%に

矯正損失が生じたと報告し，整復後に経皮ピンニン

グを行うことを勧めたの.しかし，その後，再転位

の危険因子として榛骨単独骨折を挙げている報告は

見られない.著者らは，本研究以前に再整復を必要

とした小児機骨遠位単独骨折を数例経験しており，

何らかの危険因子があるのではないかと考えてき

た目

本症例 ~I~，骨幹部遠位に発生した若木骨折破綻型

は，混存された厚い骨膜により凹側皮質骨は連続し

ているもののヒンジ状に屈曲し，凸側皮質骨は連続

性が断たれ離関していた背側転位の若木骨折破綻

型は，4例全てに凹側皮質骨に第 3骨片を認めた.

しかし， 挙側転位の若木骨折破綻型の 2例では凹側

皮質骨に第 3骨片は認めなかった.掌側転位では再

転位もなく安定傾向にあったのに対して，背側転位

では再転位例が多く見られたことから， この第 3骨

片の存在(粉l咋)が易転位性と関係していると考え
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図4 骨折部位による腕榛骨筋の影響力の違い.榛骨骨

幹端よりも骨幹部遠位の方が“支点からの距離..(両

矢印)が長く，腕榛骨筋の牽引力による影響が大

きい(矢印).

られた.また，皮質骨の連続性が完全に断たれた骨

折部凸側では，骨!肢を含めた軟部組織の損傷も合併

しており， これがさ らに易転位性を助長していると

考えられた Sharmaらは この背側転位の若木骨

折破綻型を代表例として挙げ背側の粉砕"を小

児の榛骨遠位骨折における再転位の危険因子のーっ

として報告している6)

権骨遠位骨折の荘、位における腕様骨筋の影響を示

唆する報告がある7) 本症例の若木骨折破綻型の中

で，骨幹端に生じた症例では，経過観察中の転位量

は軽度であったが，骨幹部遠位に生じた症例では初

期転位量を超えてさらに転位が増悪する傾向にあっ

た.榛骨骨幹端よりも骨幹部遠位の方が，挺子の原

理における“支点からの距離"の違いから，腕榛骨

筋の牽引力による影響が大きくなるためと考えられ

た(図 4).また，本研究では冠状断における転位

量は最終的に許容範囲内にあった これは榛骨骨折

の粉砕部が背側に存在し 温存された尺骨により骨

折部位での短縮が制限されていたため，腕検骨筋の

牽引力が最も容易に転位しやすい背側方向へと集中

したためと考えられた

援骨遠位骨折に対する外固定肢位については，現

在一定の見解は得られていない. PoIlenらは腕榛骨

筋が囲内位で転位を誘発するとしすべての症例で

回外位固定を勧めている8) また. Guptaらは背側

転位型の榛骨遠位単独若木骨折の外固定肢位に対し

て無作為研究が行い，腕榛骨筋の影響が最も少ない

回外位固定が最も望ましいと報告している7) しか

し，最近の Boyerらによる研究では，囲内，回外，

中間位で治療成績に有意差は示されなかった9) 本

症例では全て凹内外中間位で固定されており，前腕

肢位による影響についての検証はで、きなかった.

尺骨が温存されている榛骨遠位単独骨折の場合，

初期転位が軽度な場合や，許容量を超えた転位量で

あっても比較的容易に整復可能なことが多い.その

ため，特に経験の浅い研修医は，不十分なモデリン

グのギプス固定を行う傾向にあり，本症例でも再転

位した全例で，骨折部の 3点支持を意識した固定は

行われていなかったーしかし，ギプス固定を整復直

後に行った場合には，ギプス障害予防にギプスに割

を入れざるを得ないことも多く.例え 3点支持を意

識した固定を行っても矯正位が緩む可能性があり，

腫脹の改善によるギプスの緩みと同様に特に注意を

要する.

著者らは，様尺骨遠位骨折で転位の著しいものに

ついては初期治療で経皮ピンニングを選択したた

め，機尺脅遠位骨折完全転位例と榛骨単独骨折例の

再転位の発生率を比較することはできなかった 若

木骨折破綻型の検骨単独骨折は，著者らが経験した

全小児榛脅遠位骨折 99 例 rl~ 8例と比較的稀であっ

た.そのうちの 3例に 10度以上の転位を生じたと

しても小児榛骨遠位骨折症例全体における頻度とし

ては非常に少ない しかし 再矯正を必要とするよ

うな著しい転位へと進行する可能性が高く ，背側転

位の若木骨折破綻型の榛骨単独骨折に遭遇した場合

には，初期転位の程度に関わらず. 3点支持を意識

したギプスのモデリングを心がけ，再転位に注意を

払うことが必要と忠われた必ずしも初期診療段階

でピンニングを追加する必要はないと考えている.

本研究では. 4才から 15才までの年齢層を対象

とした.年齢によるリモデリング能に差があり，再

転位時に許容できる転位量や最終成績をこの年齢帯

全てで同列に論じる ことはできない しかし，本症

例中，再転位のために再矯正を必要とした 2例は 4

才と 14才の背側転位の若木骨折破綻型例であり，

この骨折型はこの年齢帯における再転位の危険因子

のーっと考えられた

【まとめ】

小児の榛骨遠位完全骨折の保存的治療における再

転位の危険因子について検討した 頻度としては少

ないものの榛脅単独骨折で背側転位の若木骨折破綻

型は再転位の危険因子と考えられた.
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小児 Ga1eazzi類似骨折に対する治療経験

鏑木秀俊，太田剛

比較的まれな小児 Ga1eazzi類似骨折の 5例を経験した.対象は 2004-2010年までに当科を受診した 5{9IJ 

5手関節で，性別は男児が4例，女児が l例，平均年齢は 12.3歳 (11-13歳)であった.骨折型である

Letts分類では，榛骨若木骨折背側bowing，尺骨遠位骨端線損傷と骨幹端の背側転位である乃peCが2例，

榛骨遠位 1β骨折と尺骨遠位骨端線損傷と骨幹端の掌側転位である苛peDが3例であった尺骨の脅端線損

傷は全て Sa1ter-Harris分類苛peIIであった.治療方法は徒手整復後に保存的治療を行った症例が1例，手

術的治療が4例であった.関節包が骨折部に介在し，尺骨遠位骨端線損傷の整復が困難であった 1例に対

し，観血的整復固定を必要とした合併症として1例に尺骨遠位骨端線早期部分的閉鎖と尺骨短縮を認めた.

【緒言】

小児において，尺骨遠位骨端線損傷と境骨遠位骨

幹部の骨折を合併したものは小児 Ga1eazzi類似骨折

と呼ばれ，比較的まれな外傷とされている.今回わ

れわれは，本外傷の 5例を経験したので報告する.

【対象と方法】

対象は2004年 1月から 2010年 10月まで当院に

て加療した小児 Ga1eazzi類似骨折5例 5手関節で

ある.性別は男児が4例.女児が 1例，平均年齢は

12.3歳 (11-13歳)であった.受傷原因はスポー

ツ外傷2例，自転車走行中の転倒，木から転落，遊

具から転落がそれぞれ 1例であり，平均経過観察

期間は 6.8か月 (2-18か月)であった.骨折型は

Letts分類。の乃peC(榛骨若木骨折背側 bo柄ng，

尺骨遠位骨端線損傷と骨幹端の背側転位)2例，

乃peD(榛骨遠位ν3骨折と尺骨遠位骨端線損傷と

骨幹端の掌側転位)3例であった(表1).尺骨の骨

端線損傷は全て Sa1ter-Harris分類苛P巴IIであった

治療方法は保存的治療 l例，手術的治療4例で，手

術的治療の内訳はイメージ透視下に徒手整復した

後，両骨ともにキルシュナー鋼線(以下 K銅線)

による経皮的ピンニング 1例，榛骨は Kapandji法，

尺骨が経皮的ピンニング2例，榛脅は経皮的ピンニ

ング，尺骨は徒手整復が困難であったため，観血的

整復固定後にピンニングを行った症例が 1例であっ

た整復阻害因子は関節包であった(表2). 調査

項目は，骨癒合の有無，手関節可動域，合併症とし

た.

【結果】

全例で骨癒合し， K銅線は術後から平均 5.8週間

で抜去した全例で前腕，手関節の可動域は正常で

ADL上の支障はないが， 1症例で尺骨遠位骨端線早

期部分的閉鎖・尺骨短縮を認め，経過観察している

(表3).

症例3:11歳男児

主訴:左手関節痛

表1 症例一覧

受理日 201ν10/08 
済生会川口総合病続整形外科干332・8558 埼玉県川口市西川口 5・11・5
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表2 治療法と整復阻害因子

表3 結果

図1 症例3の単純X線像 A:初診時 B:徒手整復後 C:受傷後 18か月

現病歴:2009年 9月木登りをしていて転落受傷.

同日某医受診し，当院紹介受診となった

検査所見:初診時レン トゲン像で僕骨遠位ν3骨

折と尺骨遠位端線損傷と骨幹端の掌側転位を認め，

小児 Galeazzi類似骨折と診断した(図1).

治療:牽引と手関節掌屈位で徒手整復し.良好な

整復位を得たのでギプス固定を行った. (図1)

経過 :受傷後4週間でキャストオフし，可思j域訓

練を開始した.受傷後 18か月のレントゲン像で

は.骨癒合し，尺骨遠位骨端線の早期閉鎖や尺骨発

育障害は認めなかった(図 1). 手関節の可動J或は

正常で ADL上の支障はない.

症例 4:12歳女児

主訴.右手関節痛

現病歴・ 2010年 8月，遊具から転落受傷 同日

某医受診し，当院紹介受診となった

検査所見 :初診時レントゲン像で榛骨遠位 1/3骨

折と尺骨遠位骨端線損傷と骨幹端の主主側転位を認

め，小児 Gareazzi類似骨折と診断した(図 2)

手術所見 :徒手整復が困難であったため，Ka-

pandji法で整復し，榛骨は 2.0mm，尺骨には 1.6mm

のK銅線で固定した

術後経過 :K鋼線は術後 6週間で抜釘し，可動域

訓練を開始した.術後 7か月のレントゲン像では，

骨癒合は良好だが，尺骨遠位骨端線早期部分的閉鎖

を認め， ulnar varianceは 2mm(健側 ulnarv紅 1-

ance-1 mm) と尺宵・の短縮も認めた(図 2). 手関

節iの可動域は正常で‘ ADL上の支障はないが，今後

も経過観察していく予定である.

【考察】

小児 Gal巴aZZl類似骨折は 1982年に Recklingら7)

が初めて報告し，比較的まれな外傷で， Walshら8)

は小児の榛骨遠位端骨折のうち， 3%に認められる

と報告している.本邦でも散発的な報告に留まり，

まとまった報告例は少ない.二回71くら.久賀ら，小

林らは尺側手根伸筋，小指{申筋腔，骨膜，伸筋支帯

などの軟部組織が整復障害因子となった症例を報告

し2)4)6) 徒手整復が不可能であった場合には，介

在物の存在が考えられ，観血的整復も必要となるこ

とがある4)と述べられている. 自験例では， 5例中

1例において尺骨遠位骨端線損傷の透視下で‘の徒手

整復は困難であり，関節包が骨端線離間部に介在し

たため，観血的整復を必要とした.術後経過におけ
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図2 症例4の単純X線像 A:初診時 B ・術後 C:術後7か月 D:健側

る合併症として自験例では， 5例中 1例において尺

骨遠位骨端線の早期部分閉鎖と尺骨短縮を認めた.

諸家の報告でも尺骨の成長障害が合併症として報告

されており1)2)3) 尺骨延長術などを行った報告も

散見されるが，可動域制限などの ADL上の|嘩筈が

出現しない限り，経過観察とする報告が多い 本疾

患、は，尺骨遠位端の成長障害 ・変形を起こす可能性

があるため，注意が必要である.

【まとめ】

小児 Ga1eazzi類似骨折の 5症例を経験し，検討

した関節包が骨折部に介在し，尺骨遠位骨端線損

傷の整復が困難であった 1例に対して観血的整復回

定を必要とした. 1例に尺骨遠位骨端線早期部分的

閉鎖と尺骨短縮を認めた

【文 献1
1)今村恵一郎ほか.小児の Galeazzi骨折 equivalenttype 

の3例.11(1)日小整会誌:1-5， 2002. 

2)小林由香小児 Gal四 ZIeq山valentfradureの治療経

験.30骨折:581-584， 2008. 

3)古月額宗ほか.小児GaleazziEquivalent Lesionの3

例 13(1)日小整会誌 :34-37， 2004 

4)久賀養一郎ほか 尺側手根伸筋および小指{市筋縫が整

復障害となった小児 Galeazzi類似骨折の 1例. 47盤形
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重度手根管症候群に対する同時母指対立再建術の術後
短期成績
こうだひさ お まつぎ宮ひろ回り やましたはるよし

幸田久男車，松崎浩徳*山下晴義制

お理

一
【目的】重度手根管症候群 (CTS)に対し手根管開放術と同時に母指対立再建術を行った症例の短期成績

を調査した.【方法】対象は同時母指対立再建術を行った CTS12例 (67・82歳，平均 77歳，女性 11例)で

ある. Camitz法 (11例)または環指FDSの移行 (1例)で再建した.自覚症状(しびれ，痛みに知覚障害

(swr) ，短母指外転筋活動電位 (APB・CMAP)，知覚神経活動電位 (SNAP)， CTSI-]SSHを術後6ヵ月で評

価した.【結果】自覚症状は全例で改善し， CTSI-]SSHも良好な結果を示した.swrは11例で改善した

APB・CMAPは術前導出不能8例中 6例で測定可能となり， SNAPは術前全例で導出不能だったが，術後は2

例で測定可能となった【考察】重度 CTSでも手根管開放術のみでAPB機能が回復する可能性はあるが，

術後早期からの実用的な対立機能の護得のためには，同時母指対立再建術が有用と考えられる.

【緒言1
母指対立障害を伴う重度手担管症候群(以下

CTS)に対する同時母指対立再建術については，高

度の筋萎縮を有する症例や高齢者，擢病期間の長い

症例などで早期からの対立動作を強く希望する場合

に行われるべきと考えられている.

CTSの術前および術後評価としては，従来から

手指知覚検査 (Sernrnes-VVeInste包 test;swr)，短母

指外転筋複合筋活動電位 (APB・CMAP)，知覚神経

活動電位 (SNAP)，筋力評価などの定量的評価が

多く用いられてきたが，それらが必ずしも主観的な

症状を反映するとは限らず，術前重症度や術後成績

を評価するには不十分であるという問題点があっ

た.そのため，最近ではDASHスコア1)2)や CTSI-

]SSH2ゆといった主観を重視する QOL評価を用い

た報告も散見される.

一方，杉岡らωによると，重度 CTSに対する手

根管開放術後6カ月では十分な対立機能回復が得

られる症例は少ないとされている.つまり，重度

CTSに対する同時母指対立再建術後6ヵ月での対

立機能を評価した場合，短母指外転筋の機能回復は

ほとんど関与しないはずである.

これらをふまえ，本研究では重度CTSに対する

同時母指対立再建術後6ヵ月の成績を，従来の客観

的評価指標に CTSI-]SSHを併用して評価するとと

もに，成績評価法に関して検討する.

【対象と方法1
2005年12月から 2009年8月までに，当科で同

時母指対立再建術を行った 12例 12手を対象とし

た男性 1例，女性 11例，年齢 67-82才で平均

77才であった手根管の開放は全例従来法 (Open

田中a1tunnel rel団関;OCTR)で行い，母指対立再建

法は長掌筋腫の移行である C回世包法が 11例，長掌

筋腫欠損例に対する環指浅指屈筋障の移行が 1例

だった.

術後6ヵ月における swr，APB・CMAP，SNAP， 

CTSI-]SSHによる成績評価および合併症の評価を

行った. CTSI-JSSHの重傷度スコア (symptomse-

verity score，以下SS)を自覚症状の評価に用い，

機能的状態のスケール (functiona1status sca1e，以

下FS)を対立障害の評価に用いた.

【結果】

swrでは，術前 12手中 9手 (75%)がredだっ

たが，術後は 7手 (58%)がblueまたはpurpleと

なった.APB・CMAPは術前に 4例のみが導出可能

であったが，術後は 10例で導出可能となり，運動

受理日 201ν11/20 
事燕労災病院整形外科〒959・1228 新潟県燕市佐渡6お番地

"新湯布民病院整形外科
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神経遠位潜時は 4.7~17.8 (平均 8.43msec) だっ

た.SNAPは術前に全例が導出不能であり，術後導

出可能となったのは 2例のみだった.術後 6ヵ月 に

おける CTSI-jSSHの SSは1.1~2.3 (平均 1.49)，FS 

は 1.1~2.2 (平均 1.59)だった(表 1).合併症は

術後 6ヵ月での創部痛の残存を 3例に認めた.ま

た.術後2週でRSD様びまん性腫脹を認めた 1例
は，プレドニゾロン (5mglday)とワクシニアウイ

ルス接種家兎炎症皮膚抽出液 (24単位/day) を約 8

週間内服することにより軽快し，術後6ヵ月では腫

11長は完全に消退していた

症例呈示

症例 :82歳，女性

主訴 :右手のしびれとつまみ動作の障害

現病歴 :2年前から右母指，示指，中指のしびれ

と母指対立障害を自覚するも放置していたが，しび

れが増悪したため当科を紹介受診した.

検査所見 :SWTは広範に purpl巴から Redだ、った

APB-CMAP. SNAPはともに測定不能であった.

表 1 結果

Pre-ope Post-ope 

sw丁result Blue 。 2 

PU巾 le 3 5 
Red 9 5 

APB-CMAP measurable 4 10 
unmeasurable 自 2 

SNAP measurable 。 2 
unmeasurable 12 10 

CTSI-JSSH ~ no data 1-2.3 (1.49)* 

~ no data 1-2.2 (1.59)* 

牢 minimum-maximum(mean) 

A 

図1 症例呈示

B 

手術所見:手の屈筋支帯(横手根靭帯)の肥厚と

正中神経の絞把を認めた. Camitz法による同時母

指対立再建術を行った(図 1).

術後経過 ・thumbspica castで術後2週まで固定

した後，母指可動域訓練を開始した 術後 6ヵ月の

SWTは術前に比し Redの範囲が縮小しており(図

2)， SNAPは測定不能の ままであるが APB-CMAP

は導出可能となった運動神経遠位潜時は 17.8

msecだった.術後 6ヵ月の CTSI-ASSHは SSが

1.5. FSが 1.7であり， しびれの軽減とつまみ動作

の獲得に患者は満足していた(図 3). 

【考察】

重度 CTSに対する母指対立再建術に関しては.

諸家により種々の適応が提唱されてきたが，現在で

Red 

A B 

図2 術前 ・術後のswr
A 術前 B. 術後6ヵ月

C 

A 皮切 B.手掌鍵膜を採取 C.鍵移行後
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図3 術後6ヵ月

良好なつまみ動作を獲得

は高度の筋萎縮を有する症例，APB-CMAP導出不

能例，高齢者，擢病期間の長い症例などで早期に対

立機能の改善を希望する場合に同時母指対立再建術

の適応とするのが一般的である.APB-CMAPにつ

いては，杉岡ら4)が導出不能例の半数で術後 1年以

上高度の筋萎縮が残存していたと報告し，年齢に関

しては S巴rorら5)や吉田ら6)が 70才以上の母指球筋

の機能回復はよくないと報告している.また， 長野

ら7)はAPB-CMAP導出不能例で対立障害を認める

場合，手根管開放術のみで対立機能がいずれ回復

するとしても，それまでの待機期間中の "Internal

sprint"として母指対立再建術を併用すべきである

と述べている つまり，仮に長期的な術後経過で

APB機能が十分に回復したとしても移行腿はその

運動を障害しないため，回復が不ji'(f実もしくは回復

には長期の待機期間を要するこ とが予想される症例

に対して，術後早期から実用的な対立動作を獲得す

ることがこの手術の目的である.

本研究においては，同時母指対立再建術後 6ヵ月

時の自覚症状を CTSI-]SSHの SSを用いて評価し，

平均 1.49(1.1 ~2.3) であった. この評価法につい

ては比較する報告が少ないが，内山ら3)が軽症例を

含む検討において術後3ヵ月時で平均 1.81という

成績を報告している.本研究は重症例のみであるこ

とを考慮すると，比較的良好な結果を獲得できたと

思われる.また， SWTでの成績改善や APB-CMAP

が多くの症例で導出可能となった ことを含めると，

諸家の報告と同様に，重度 CTSであっても手根管

開放により比較的早期から神経機能の回復が期待で

きると考えられた

しかしながら対立機能の回復に関 しては， SWT 

やAPB-CMAPの改善とは必ずしも相関せず，杉岡

ら4)のAPB-CMAP導出不能例の長期的な調査によ

ると，開放術後 6ヵ月で APB筋力が MMT3以上を

示したのは 16例中 3例に止まっていた.すなわ

ち，重度 CTSでは術後 6ヵ月で実用的な対立動作

を得られる症例は少ないと考えられる. 一方，本研

究で対立障害の評価として用いた CTSI-]SSHの FS

は平均 1.59 (1.3~2.4)で，前述の内山ら 3) の成績

(平均1.71) と比較すると. SSと同様に良好な結果

が得られていた.その要因は APB機能の回復とは

考えにくく，移行腿の働きによるものと示唆され，

この評価法においても，争fg後早期からの対立機能の

改善には同時母指対立再建術が効果的であることが

示された

CTSI-]SSHは主観的評価法であり，自覚症状を

定量的に測るものである.本評価法は個々の患者に

おける症状の経時的変化を比較したり，異なる施設

問の成績を共通の尺度で比較することが可能であ

る.また.疾患特異性の高い評価法であり，内山

ら3)はDASHや SF-36に比べ. CTSの臨床症状の変

化に鋭敏であるとしている. しかし一方で. Katz 

ら8)はSWTや神経伝導速度(以下 NCV) とは必ず

しも相関せず，術後経過の予測因子とはならないと

述べている.以上の点を考慮すると，合理的な治療

効果判定のためには，従来評価の中心であ った

SWT， NCVおよび握力やピンチ力計測などの客観

的指標に加えて，患者立脚型の主観的評価法も併用

した成績評価が望ましいと思われた.

Camitz法以外の母指対立再建術としては，環指

浅指服筋腿の移行が考えられ.近年宮I[碕ら9)はこれ

に早期運動療法を併用し 良好な成績を報告してい

る.また，森谷ら10)は，示指固有伸筋鍵の移行を

報告しており，鍵移行直後に示指伸展の指示なく母

指の対立が可能であったことから，大脳皮質での母

指・示指運動野の重複を示唆している.すなわち.

switchingの必要が無く，より早期から対立機能を

獲得できる可能性があり 従来法との比較・検討が

期待される

本研究の限界として，やfq前に CTSI-]SSHを用 い

た評価が行われていない点があげられる.現在我々

は従来の評価項目に加えて，やI~前から CTSI-]SSH

による訂'価を行っており，今後の症例においては術

前 ・術後の CTSI-]SSHを比較することで，より詳

細な検討が行えるものと考えている
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【まとめ】

当科で行った重度 CTSに対する同時母指対立再

建術の短期成績を報告した.術後6ヵ月における自

覚症状と対立障害の評価に CTSI-jSSHを用いた.

術後早期からの対立機能を求める症例において，同

時再建は有用な手段と考えられた
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経泡包盤窓

締?
重度肘部管症候群に対する健移行術による
つまみ動作再建の治療成績

‘l'et.at:.A.回事司F令r もりさわ やすし こみやまたかっぐ まつむらたかし たかやましんいちろう
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目的:重度肘部管症候群に対する腿移行によるつまみ動作再建の結果を報告する.

症例は6例，男性 4例，女性2例，年齢は平均 67.7歳，経過観察期間は平均 16カ月であった適応は赤

堀分類で 4期以上，母指内転筋，第 1背側脅間筋の筋萎縮が存在し，つまみ動作の困難を訴える症例とし

た.術前に母指の内転力と示指の外転力を健側と比較して著しく低下しているものを再建した.全例で

Neviaser法，そのうち 3例に Smith法， 2例に Littler法を併施した検討項目は1.ピンチカ(術前を 1と

して評価)， 2.赤堀の予後評価基準， 3. ADL障害の改善程度， 4.満足度とした. ADL障害は4つの ADL

に関して4段階，計 12点満点で評価，満足度を 4段階評価とした.

結果:ピンチ力は 2.2，赤堀の予後評価基準では良 3，可 3，ADL障害の改善は平均 8.8点，満足度は大変

満足2，満足3，普通 1であった

考察:重度肘部管症候群に対する腫移行によるつまみ動作再建術の成績は良好で術前に筋萎縮が強い症例

に対しては積極的に施行されるべきと考えられた.

【緒言】

手内筋の萎縮が高度な重度肘部管症候群では肘で

の神経除圧のみでは十分な運動機能回復が困難なこ

とが多い.今回，重度肘部管症候群に対する健移行

によるつまみ動作再建の有効性と問題点について検

討した.

【対象と方法】

対象は 6例6肘，性別は男性 4例，女性2例，年

齢は 57~84歳，平均 67.7 歳，術後経過観察期間は

12~21 カ月，平均 16 カ月であった. 6例のうち症

例3と5の2例ではすでに尺骨神経の除圧は施行さ

れており，今回は腿移行のみを施行した.手術の適

応としたのは赤堀分類1)2) stage 4以上で母指内転

筋，第 1背側骨間筋の筋萎縮が存在し，本人がつま

み動作の困難を主訴とする症例とした.

手術は母指の内転力と示指の外転カのうち健側と

比較して低下している方を再建した(両方低下して

いる場合は両方再建した).示指外転再建としては

長母指外転筋腫に移植鍵をつなぎ，それを第1背側

受理B 201ν10/23 

骨間筋停止部へ縫着する Neviaser法。，母指内転再

建は短榛側手根{申筋を移植腫を用いて延長し，第

2・第3中手骨聞を通し掌側へ出し，母指内転筋停

止部へ縫着する Smith法6) 小指伸筋臆を母指内転

筋停止部へ縫着するLittler法のを施行した(図1).

母指内転再建は初期の症例ではLi凶er法としたが，

術後一過性に小指の伸展制限が発症した症例を経験

してから，現在は Smith法としている.なお，小指

のかぎ爪指変形の矯正と内転機能再建に対して

Bul凶a1ter法ω(中指浅指屈筋腫を小指基節脅にあけ

た骨孔に通し固定)を 2例に施行した(図 2). 施

行した術式は表のとおりである(表1).

検討項目は術前と最終診察時のピンチカ，これは

術前を 1として評価した赤堀の予後評価基準 (4

段階評価)1)2)，4つの ADL(書字，ボタンかけ，箸

の使用，つまみ動作)に関して 4段階評価(計 12

点満点)，満足度 (4段階評価)で検討した(表2).

【結果】

ピンチ力は最終診察時平均 2.2と改善を認めた.

$独立行政法人国立病院機構埼玉病院整形外科〒351・0102 埼玉県和光市諏訪2・1
H 松村外科整形外科

"‘独立行政法入国立成育医療研究センター
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建一再一転一一外一
一指一

一

-m
一

Neviaser 

Littler 

図1 各術式 (Neviaser，Smith， Li凶er)6lη

生笠旦?貴賓努矯正と内転機能再建

! B urkh~~!.j 
図2 Bulkha1ter法的 中指浅指屈筋腿を小指基節骨にあ

けた骨孔に通し， interference screwで固定した.

表 1 症例と施行した腿移行術式

症例 Neviaser Smith Littler Burkhalter 
O O 

2 O 
3 O O 
4 O O O 
5 O O O 
6 O O 

また， 全例でピンチカの改善を認めた目赤堀の予後

評価では良 3，可 3，ADL障害の改善は 8.8点(12

点満点)，満足度は大変満足 2，満足 3，普通 1で

あった(表 4).

症例 4，62歳男性.主訴:左小指のしびれ，握力

低下，物の把持困難.現病歴:元来.拡張型心筋症

表2 検討項目

検討項目

-ピンチカ(術前と最終診察時:健側比覧)

.赤堀の予後評価基準

優 。正常、ただし、筋力l立正常になっているが、軽度の筋萎縮を残すもの、
寒冷時の冷感、きわめて軽度の知覚鈍麻を残すものを含む.

良 。筋力4以上となり変形を残さないもの.日常生活において気にならない

程度の知覚鈍麻をのこすもの.
可 。症状は改善しているが、c1aw変形、小指肉転障害、 Froment徴候のうち、

いくつかを残すもの.日常生活において気になる程度の知覚鈍麻を残す.

不可 症状が術前に比し変わらないか、むしろ増悪したもの.

• ADL障害の改善程度 (4段階評価)
(書字、ボタンかけ、箸の使用、つまみ動作)
J: Iまぽ元通り 2・かなり改善 l軽度改善 0:不変 (12点満点)

・満足度(大変満足、満足、普通、不満)

があり，心筋梗塞で救急入院し， 2週間意識消失し

た意識回復後から，上記主訴が出現した.身体所

見，検査所見:手内筋の重度の萎縮があり，示指外

転力.母指内転力の低下を認めた.筋電図では重度

の尺骨神経麻痩，赤堀分類 stage5であった保存

的には改善を認めず，発症後2カ月で手術を施行し

た手術所見:肘での尺骨神経の圧迫は著明であ

り，前方移動術に加えて， N巴viaser，Smith， Burkha1-

ter法を施行した. やf;j後経過 :術後 21カ月の時点

で，示指外転カ，母指内転力も改善，ピンチカは

3.4と改善し，赤堀の予後評価基準で良であった

(図 3，4). 
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表3 各症例の赤堀予後評fllli基準，術前，最終診察時のピンチカ.ADL障害の

改善程度，満足度

症例l年齢性別左右赤堀評価ピンチカ(最終)書字ボタン箸つまみ』言 語雇雇
1 I 68 男右 良 1.6 3 2 3 2 10 満足
2 I 57 男右 良 2.6 3 3 3 3 12大変満足
3 I 62 男右 可 1.5 3 3 2 2 10 満足
4 I 62 男左 良 3.4 大変満足
5 I 74 女右 可 1.2 2 2 2 2 8 満足
6I 84 女右 可 ~7 4 普通

平均I67.7 2.2 2.4 2.2 2 2 8.8 

図3 a:手内筋の萎縮は若明である.

b:恵、側の示指外転力は若しく低下していた

c:健側の示指外転力は正常であった.

図4 術後21カ月時点で示指外転カ，ピンチカは改善し，

赤堀予後評価で‘良であった.

a: ;示指外転カは改善した

b:つまみ動作もでき，手指の可動域制限もない

ピンチカは増加し，赤堀予後評もIIiで良であった
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【考察】

重度肘部管症候群の予後に関しては，種々の報告

があり，見解の一致をみていない.長野3)は術後成

績は術式による差はなく， 術前の神経障害程度と関

係し.第 l背側骨問筋が筋力 Oの場合は回復不良

で，ピンチカの減弱を訴える症例では神経除庄術と

同時にまたは早期に示指外転機能再建術の適応があ

るとしている.尼子ら4)は 手内筋の筋萎縮が強い

症例では神経の除圧のみでは筋萎縮の改善は得られ

ないとのべている 松崎ら5)は，尺骨神経の除圧だ

けでも長期の経過では回復がみられるとしている.

著者らは，重度肘部管症候群で機能障害を主訴と

する症例では，たとえ長期経過で神経の除圧のみで

機能改善がえられるとしても，早期に機能障害を改

善し ADLを向上させたほうがよいと考え，健移行

も併施している 今回，著者らはつまみ動作の再建

に関して.母指内転作用をもっ母指内転筋と示指外

転作用をもっ第 1背側骨間筋のうち.健側と比較し

て筋力低下しているものを再建した 示指外転機能

再建の Neviser法のみを施行している報告もある

が，著者らは筋力低下しているものを再建したほう

が良いと考えている.今回の検討ではピンチカは全

例で改善し.重度肘部管症候群に対する腿移行術の

有効性が示唆されたただし，厳密な意味での健移

行術の有効性を評価するには，神経除庄のみの症例

と除圧と腿移行を併施した症例の比較検討が必要と

考えており.今後検討中である.

【まとめ】

重度肘部管症候群に対して腿移行術によるつまみ

動作再建を施行した.臆移行術によるつまみ動作再

建にて良好な成績がえられた.高度な筋萎縮が存夜

し，患者がつまみ動作の困難を訴える症例では早期

のADL向上のために腿移行術は積極的に施行され

るべきである.
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鏡視下手根管開放術後の pil1紅panに関する検討

毒多芸 L温三，苫芸籍主*笠完結対j*，草差益竺噂

鏡視下手根管開放術(以下 ECTR)は低侵襲な治療法であるが，術後経過の中でpi11arpainを訴える患者

が少なからず存在する.今回われわれはECTR(奥津法)施行後の pi11arpainの発生頻度を患者の主観に基

づき評価し.術後経過を検討した.対象は当院で手術を行い 6ヶ月以上経過観察が可能であった手根管症候

群(以下 CTS)症例 175例である. pi11ar painの内訳は男性 5手，女性 23手で圧倒的に女性に多く，また特

発性 CTSで55手中 20手 (36.3%)，長期血液透析 CTSで120手中 8手 (6.7%)で統計学的に有意に特発

性 CTSに多かった.ECTRに伴う pi11arpainは，特発性 CTS症例のうち女性に比較的多く生じ，日常生活

に支障を来す症例が存在した.長期血液透析患者では特発性に比較し有意に少なく，術直後の安静度，患者

の活動性が影響していると考えられた.

【緒言I
pill紅 painと呼ばれる手根管開放術後に生じる手

掌部痛は，観血的手根管開放術(以下 OCTR)後の

問題点とされ，鏡視下手根管開放術(以下 ECTR)

の開発により解決が期待された.しかし ECTRは

低侵襲な治療法ではあるが，術後経過の中でpillar

painを訴える患者が少なからず存在する.また pil-

lar painそのものの定義が暖昧であり，発生頻度お

よび持続期間は報告者により様々である.今回われ

われは ECTR(奥津法)施行後の pi11arpainの発生

頼度を患者の主観に基づき評価し，術後経過を検討

した.

【対象と方法】

対象は 2005年4月より 2010年3月までに当院

で手術を行い 6ヶ月以上経過観察が可能であった手

根管症候群(以下 CTS)症例で，特発性 CTS50例

55手(年齢60.4::t:15.7歳，男性20例 22手，女性30

例33手)，長期血液透析に伴う初発 CTS100例 120

手(年齢60.5歳::t:10.3歳，透析期間26.3土5.8年，

男性 43例 53手，女性57例 67手)である.手術法

はすべて外来手術，局所麻酔下に行い， τbur凶quet

は使用せずUSEsystemを用いた onepo抗altech-

nique 奥津法)で行った.手関節掌側遠位手首皮

線より 2横指近位，長掌筋臆のすぐ尺側に1.5cm

受理日 2011/10/23 

の皮切を加え進入，外套管を挿入し屈筋支帯を遠位

より近位に向けて切離，切離断端が手掌圧迫により

十分間くことを確認した.術翌日朝まで包帯固定と

し，術翌日より手指の日常使用を許可した.

経過観察は術後 1週間， 1ヶ月， 3ヶ月， 6ヶ月

で行い，目11arpainを圧痛計で3kgの圧力を加えて

生じる圧痛と定義し判定した.圧痛部位，圧痛の有

無，継続期間を記録し検討した.圧痛部位は大菱形

骨結節部周囲(母指球基部)および有鈎骨鈎周囲に

分けて記録した.

また DASHscoreを用いて pi11arpainを有する症

例群と有さない症例群で差があるかどうかを検討し

た.

統計学的検索には student'st-test， M担任Whit-

ney's Utestを用いて比較した.

【結果】

術後1週間でpi11arpainを訴えた患者は 175手中

65手 (38.2%に術後1ヶ月では35手 (20.0%)，術

後3ヶ月で28手 (16.0%)にp迎紅 painが存在し.

術後6ヶ月では pi11arpainを訴える患者は消失した

(表1).

術後3ヶ月での pi11紅 painの内訳は男性 5手，女

性 23手で圧倒的に女性に多く，また特発性 CTSで

55手中 20手 (36.3%)，長期血液透析 CTSで 120

*虎の門病続分院整形外科〒213・8587 神奈川県川崎市高津区梶ケ谷1・3・1
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344 鏡視下手根管開放術後のがllar開in

表1 術後pillarpainの頻度

健闘R 175手中】

街後1遁間 65手

街後1ヶ月 35手

術後3ヶ月 28手

衝後6ヶ月 。

表2 術後3ヶ月のおけるpi1larpain

男性女性 計母集団

特発性CTS 3手 17手 20手騎手

血漉透析。:TS 2手 6手 S手 120手

5手 23手 23手 175手

手中 8手 (6.7%)で統計学的に有意に特発性 CTS

に多かった(表2).

圧痛部位は有鈎骨鈎周囲 14手，母指球部 14手で

あった.術後3ヶ月時点での， DASHによる自覚的

評価では特発性 CTSの患者のうち pil1arpainを呈す

る患者はDASHs∞，re 15.5:1:14.3点で呈さない患

者2.5土3.3点と比較し，統計学的に有意に DASH

scoreが高かった.また長期血液透析患者では同様

にpil1arpainを呈する患者は DASHscore 6.8:1:9.8 

点で，呈さない患者 5.5土6.4点と比較し両群の

scoreに統計学的有意差を認めなかった

【考察】

手根管開放術後の手掌部痛は，発生部位として

は，手掌部でも母指球，小指球基部の痛みから屈

筋支帯切離部までばらつきがある.また痛みの性

状も自発痕，圧痛があり 正中神経手掌皮枝の損

傷1)5) 皮膚癒痕痛，滑膜炎などが原因としてあげ

られているお. しかし，放散痛や知覚障害を伴うも

のは，神経損傷であり pil1釘 painとは区別すべきと

考える.われわれが今回対象とした pil1arpainは自

発痛は認めず，圧痛のみを認め術後経過の中で消失

する痛みとした.

諸家の報告では pillarpainは女性に多く，透析患

者では少ないとされているが4) 我々の検討でもそ

の傾向が見られた.しかし，透析患者で全く pillar

painを認めないわけではなく，やはり女性で多い傾

向が見られた.DASHを用いた比較では特発性

CTSにおける p迎紅 painが手術満足度に大きな影響

を与えていることが伺える.一方で血液透析 CTS

では両群聞にスコアの差を認めなかった.長期血液

透析患者ではアミロイド沈着による手指の可動障

害，拘縮などがあり pil1arpain以上に手術満足度に

大きな影響を与えている可能性がある.われわれは

以前，透析患者の CTS術後満足度は， DASHを用

いた多変量解析による解析で，透析時痛の改善の有

無に極度に依存しており，術後の圧痛である p辿ar

painの影響度は低いと報告した2) 透析患者の CTS

ではpillarpainが軽減するメカニズムが存在する可

能性もある.

今回の検討ではpil1紅 painは術後6ヶ月で全例消

失した.両側施行例では両側共に生じる症例が多

く，男女ともに利き手側に生じやすく，また肉体

労働者で多い印象を持ったが.さらに症例数を増や

し検討する必要がある.また pil1arpainの定義の確

立， OCTRとECTR術後pillarpainの比較対象研究

が必要と考える.

【まとめ】

ECTRに伴う p迎.arpainは.特発性 CTS症例のう

ち女性に比較的多く生じ.日常生活に支障を来す症

例が存在した.長期血液透析患者では特発性に比較

しpillarpainが有意に少なく，術直後の安静度，患

者の活動性が影響していると考えられた.

【文献1
1)池田登ほか.特発性手根管症候群に対する手術法に

ついて一合併症の発生を最小限にするために一.整形
外科55(4): 379-382， 2004. 

2)喜多島出ほか.長期血液透析に伴う手根管症候群の
発症，再発に関する危険因子の検討.日手会誌 25(5): 

586-588， 2009. 
3)小西池泰三ほか.ECTR (奥津法)後のがllar戸inの検

討. 日手会誌22(2):6・9，2005.

4)牧裕ほか.手根管開放術後の凶larpainの発生頻度
と術後経過.日手会誌26(3): 142-143， 2010. 

5)森津妥ほか.長期透析患者の手根管症候群に対する
小皮切手緩管開放術の治療成績.整形外科 58(12): 

1545・1549，2007.
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上腕骨骨折後内反肘に合併する尺骨神経走行異常と
Ilizarov創外固定器による三次元矯正術締

‘('t)~AB ;Iド司p恥.~ やす い なつお

安井夏生*
ひびのなおひと

日比野直仁**
はまだょしたか

浜田佳孝**
たかはしみつひこ

高橋光彦へ

上腕骨骨折後の内反肘において.末梢骨片は通常，内反，1)刊を，過伸展が組み合わさった三次元的変形を

呈している.今回llizarov創外固定を用いた変形矯正の成績を報告する.症例は 7-9歳の 3例である.術中

に尺骨神経を確認し 1例は神経の恒久性脱臼と遠位部絞拒を，他の2例でも肘屈曲に伴う前方脱臼が認め

られた.closing wedg巴借切りによる術中一期的矯1.Eを2例に，opening wedgeによる緩徐矯正を 1例に行っ

た 創外固定装着期間は一期的矯正例では 6-7週，術後緩徐矯正を行った症例では 12週であった.内反肘

矯正骨切り手術においては.尺骨神経走行異常により神経損傷の危険性がある.神経走行異常は末梢骨片の

内旋変形も関与していると考えられ.手術では三次元的矯正が必要と考えたまたその目的に， Ilizarov創

外固定は小さい末梢骨片を整復位で固定するために有用と思われた.

するか.二次元で内反(+過伸展)のみ矯正するか

議論の分かれるところである.著者らは Ilizarov創

外固定を用いた三次元的矯正を行っており，その際

注意すべき点と，治療の成績を報告する.

【対象と方法】

対象症例は内反肘変形を呈して当院で平成 20年

以降に手術を行った 3例(男 2例.女 1例)である

(表1).同時期に他の手術を行った内反肘症例はな

い.手術時年齢 7から 9歳で，初回受傷(頼上骨折

2例， 外頼骨折 1例)からの経過は 3から 7年で.

【緒言】

小児上腕骨遠位部で、の遺残内外反変形は自家矯正

が働きにくいことが知られている 内反肘を来たす

原因で最も多い上腕骨頼上骨折は， 小児骨折でも頻

度の高い骨折の一つである.そのため， 日常診療で

遺残内反肘変形を診察するこ とは決して稀ではな

い. 一般的に上腕骨頼上骨折後の内反肘の発生頻度

は9から58%と報告されている1)小児上腕骨頼上

骨折後の内反肘変形の多くで，末梢骨片は内反して

いるだけではなく内旋，過伸展変形も来している.

そして三次元的に内反 ・内旋 ・過伸展の全てを矯正

症例のまとめ
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表 lの続き
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うち 2例は前医で外科的治療(初期のピンニング 1

例，矯正骨切り 1例)を受けていた.術前外観上の

carrying angleはー25から -30.で，肘過伸展とそれに

呼応した肘屈曲制限が 2例にみられ，もう 1例では

逆に 10.の伸展制限があった.X線で Baumann角の

健側との差は 21から 39・で，頼部前捻角の健側差

は-15.から ー32.であった Yamamotoらによる内旋

変形評価2)は2例で術前に計測されており，症例 l

で30.，症例 3で25.であった.また上腕骨遠位の

頼部肘関節回転軸に対する骨頭の後捻の正常値は約

30・とされており3) 術前 CTで上腕内旋変形の存在

が全例に認められた. これらの症例の術中尺骨神経

の所見，術後可動域， X線画像，創外固定装着期間

について検討した.

手術では， 1例に openingwedgeによる緩徐矯正

(内旋変形を術中に一期的矯正した後に，骨延長に

より内反 ・過伸展を矯正)を行った(図 1).他の2

例ではcJosingwedge骨切りにより， 内反も含めた

全ての変形を術中に一期的矯正を行った(図 2).

手術は，最初に上腕骨内側上頼後方の約 3cmの

皮切から尺骨神経を確認する.肘頭窟上縁レベルで

上腕骨遠位関節面とほぼ並行になるように Ilizarov

ワイヤーを刺入するもう一本はすぐ近位か.肘頭

稿下縁に llizarovワイヤーを刺入する (図3) 肘頭

禽下縁では骨端線を損傷しないように注意する.な

おワイヤーは内側から，神経を確認した皮切とは離

して刺入するが，神経を避けていることを十分確認

する.さ らに後外側より外頼のみに3mm径halfpin 

回定を追加する.近位ワイヤーの約 1cm近位が骨

図1 症例 1 術後緩徐矯正例.上段は外観正面で下段は単純X線正面像.左

より術前，術直後，術後5週頃，術後7か月の時点を示す.
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図2 症例3 術中一則的矯正例 左より術前X線像，術前正面外観，術直後

正面，術直後の屈曲・仲展可動j或(仲j長は健側に合わせて軽度過伸展に

設定)

図3 症例3 術巾X線イメージ画像.

A:遠位部でのワイヤー刺入(木症例では肘頭禽

の遠位 ・近位に一本ずつ刺入).

B:外側からのc10singwedge骨切り内反・過伸

)長・内旋の各変形，

C:側方転位も矯正して骨片を圧迫.

D:側面像で頼部前捻が適切であることを確認

切りラインとなる.近位骨幹部に2*のhalfpinで，

榛骨神経損傷に注意しての固定を行う. llizarov 

図4 症例3 術後経過.術直後(左)と術後4週(右)

で仮骨形成は良好である.

nngを，それぞれの骨軸にほぼ義直となるように設

置する.遠位では)Jサ関節屈曲を妨げないように 5/8

ringを前方が openになるように設置する.

骨切りは上記で定めたレベルで外側より経皮的に

行う.皮膚は 1.5cmの縦切開で骨膜を最低限度剥

離し， Kirschner鋼線で骨切りライン上の multiple

企illingを行った後に，ノミにて骨切りを完成させ

る. Closing wedge一期的矯正の場合は，この骨切

りラインの近位にももう一本， 目的矯正角度で骨切

りができるように Kirschner鋼線をガイドとして刺

入し，双方で multipledrilling，ノミにて骨切りを行

う.内反は肘伸展位で健側同様の carryingangleと

なるように，内旋変形は見た目の肩関節外旋 ・内旋

可動域が健側同様になるように，また肘屈曲伸展
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も健側を指標として，軽度の過伸展ができるように

ring聞を固定する. Closing wedgeで内側骨皮質を

回転中心とすると外頼が突出する.その際は遠位骨

片をやや内側に移動させる.二つの ring聞に捻れ

が出てくるため， hingeやconica1washerを使用し

てring聞を固定する.骨片聞に軽度圧迫力がかか

るように調整を行う.術後は，創外固定器装着中も

痛みのない範囲で関節の自動運動を許可した.

【結果】

術後平均 8.0ヶ月時点で，全例で健側と同じ可動

域となっていた.外観上は健側とほぼ同様の国立子

ing血 gleを獲得できたが， X線計測を行うと Bau-

m四n角，頼部前捻角には健側との差があるものも

あった(表1).

術中尺骨神経の所見では， 1例で神経の恒久的前

方脱臼と遠位部での絞拒を認めた.他の2例でも肘

屈曲に伴う神経の前方脱臼が認められた.術中の内

旋矯正により，肉眼的に神経の緊張は減少した.術

前・術後を通じて尺骨神経領域に何らかの神経症状

を来している症例はなかった.

創外固定装着期間は一期的矯正例では 6・7週間

で，緩徐矯正例では創外固定装着期間は 12週間で

あった.抜釘は全身麻酔にて行ったため，手術予約

の都合上，創外固定装着期間は骨癒合期間に比べ長

くなっていた(表1).

【考察】

従来，内反肘の治療は主として美容的観点から外

科的矯正の適応が考えられてきた.しかしながら内

反肘では，後外側不安定性や遅発性尺骨神経麻痩き

たすなどの問題が指摘されるようになり.これらの

改善を目的とする手術適応も考えられるようになっ
た4)5) 6) 

治療法については，脅切りにより内反変形を矯正

することが中心となる.さらに内旋・過伸展の変形

を全て矯正するか，内反(+過伸展)のみ矯正する

かについてはまだ議論の余地がある.著者らは.後

で述べる術中尺骨神経所見も勘案して，三次元矯正

を行うこととしている.いずれの矯正方法を選択す

るにしても，上腕骨頼上部での骨切りが理想的で，

その後いかに矯正位で骨片を固定するかが問題にな

る.プレートは侵襲が大きくまたかさぼることが多

く，またKirschnぽ鏑線 (tensionband wiringも含

めて)では矯正損失が起こることが報告されてい

る7) 特に内旋，過伸展などに対して三次元的矯正

を行った場合には，骨片の接触面が少なくなり，不

安定になり矯正損失が多いとの報告されている8)

その点で助制V創外固定では，骨片聞の接触面積

が少なくても，遺位脅片に関節運動を妨げないよう

にかつ十分な骨片把持ができる.脅切り面の不整

や，骨片間接触面積減少があったとしても，小切開

で経皮的な骨切りを行っておれば早期の脅癒合が期

待できる.骨片接触面積を増やすため Stepcutなど

の複雑な骨切りを推奨する論文もあるがω，日zarov

創外国定を使用し，経皮的骨切りを行えば，その必

要性はないと思われる.

阻zarov創外固定の長所は，骨片接触が少なくて

も十分な固定力が得られることと，万が一の損失に

対しても三次元的に術後追加矯正が可能であること

があげられる.一方.内固定と比較しての問題点と

しては，創外固定そのものが体外でかさばること，

half p担刺入部の皮膚癒痕が目立つ場合があるなど

が挙げられる.

今回は一例で op回初gwedgeを行った.頼上脅折

後内反肘変形であれば短縮を伴っており，乙れも矯

正すべきと考えたためである.しかしながら上肢で

は通常，肢長差が問題になることはほとんどないた

め， closing wedgeによる一期的矯正で十分であり，

治療期間も短縮でき，以後は行っていない.

一般的に遠位骨片の過伸展変形は自然矯正される

と言われているが，今回の症例では受傷後3・7年の

経過があるにも関わらず，全例で可動域制限を伴っ

て.矢状面での変形が残存していた.前医で不適切

な治療を受けていたり， 2回目の骨折をきたした症

例も含まれているため断定できないが，手術に際し

ては過伸展変形の矯正も必要な場合があると考え

る.一方.尺骨神経走行異常の成因としては，内反

肘により上腕三頭筋が内側に移動して尺骨神経を押

し出すことの他にも，上腕遠位が内旋していること

により尺骨神経が相対的に外旋位にあることも影響

していると思われる10) 著者らの症例でも，術中

減捻を加えることにより，肉眼的に神経の緊張は減

少し前方脱臼も消失していた.内反の矯正だけでも

尺骨神経にかかるストレスは減弱し，遅発性尺骨神

経麻痩の危険性は減少すると考えられるが.完全な

尺骨神経の除圧のためには.術中に尺脅神経を確認

しながら内旋の矯正も同時に行うべきと考えた.加
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えて今回の神経所見は内反肘矯正骨切り手術におい

て遠位骨片へのワイヤー刺入において，尺骨神経走

行異常により神経損傷の危険性があることを示唆し

ており.著者らが行ったように直視下で確認するな

どの注意が必要である.外側からの closingwedge 

骨切り(内側骨皮質が回転中心となる)ではいくら

かの尺骨神経の牽引が生じる.これによる神経損傷

を回避するためにも，術中に直視下に神経を確認し

ておくべきと考えた理由である.

【まとめ】

遺残内反肘変形に対する皿zarov創外固定を用い

た骨切りは，三次元的矯正を容易にしかっ，強固な

国定を提供してくれる.術後の矯正損失は生じず，

また経皮的骨切りにより早期の骨癒合を実現でき

た.遺残内反肘変形には尺骨神経走行異常が存在す

ると考えるべきであり，直視下に確認するなどの対

応を行うべきと考える.
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末梢神経再生における拡散テンソル法の有用性に
関する検討

、・ .. 
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一
拡散テンソル法 (di血siontensor imaging; DTI)は，神経定行の描出に有用な画像診断法であるが，末梢

神経障害への応用はまだ確立されていない.そこで.DTIの末梢神経障害および再生過程における評価法と

しての有用性を invivoで検討した. 6週齢ラットの坐骨神経を 5分間結禁した後.解除した圧挫損傷モデル

を作製した.経時的に坐骨神経横断面の DTIを撮像し，各スライスでの FractionalAnisotropy (FA)および

固有値 (λl'λ2'入3)を算出した末梢神経損傷部から遠位 4mmにおいて. FA値が受傷後に減少し. 3週

以降上昇したまた， λ2'λ3は，受傷後2週まで上昇した後， 3週以降減少し. FA値と逆相関を認めた.

同時期の組織学的検討では，再生軸索数および占拠面積がFAの経時的変化と同様傾向を認めた. In vivoで，

DTIは坐骨神経損傷後，神経再生に相関した変化であると考えた.

【緒言】

末梢神経障害に対して，損傷部位および障害の程

度を正確に診断することは治療方針を決定する上で

非常に重要である.末梢神経障害に対する他覚的診

断法として，電気生理学的検査が中心的な役割を果

たしている. しかしながら，電気生理学的検査は.

痛みを伴い，また神経再生の有無が判断できるまで

に時間を要する1) さらに画像診断法としてMRI

が用いられるが，従来の撮像法では，再生の有無な

どの機能的評価をする上では不十分であったこの

ため，非侵襲的でかつ精度の優れた診断技術の開発

が望まれる.

拡散テンソル法 (D出lsionTensor Imaging: DTI) 

は， 1994年に Basserらによって開発された MRIの

新しい撮像法である2)3).T1， T2強調画像は，異なっ

た組織問のコントラストを表現するには限界があっ

た.拡散テンソル法は，水分子の方向性に着目した

撮像法で，神経線維などの 3次元的走行を検知する

のに非常に有効である4) DTIのパラメータとして

は，異方性の強さを示すFractiona1Anisotropy (FA) 

やその固有値 (λl'入2，入3)がある5) 固有値λ1は

神経線維に平行な成分を， λ2'λ3は垂直方向の成

分を反映していると考えられている.われわれは，

DTIが泊 vivoで末梢神経損傷の診断法として有用

受理日 201ν10/06 

かどうかを検討した6)

【対象と方法】

6週齢雄ラットの坐骨神経を 5分間結悲した後，

解除した圧挫損傷モデルを作製した (n=9).ラッ

トに 2%イソフルランで吸入麻酔を施し，カスタム

メイドの固定台に左側臥位とし，右下肢を伸展位で

固定した.経時的(損傷直前，損傷後 1，2，3，4週)

に損傷部から近位 2mmから遠位 10mmまでを撮

像した.MRIは.4.7T動物用 MR装置 (Bruker社，

ドイツ)を使用した.DTI (TR!fE/shots/b=4 s/34 mS/ 

16 shots/O.700) およびT2強調画像を撮像した.

DTIのパラメータとして FAおよび固有値 (A1，λ2，

λ3)を算出した.

さらに DTIの経時的変化との比較のため.DTI 

撮像時期と同時期の組織学的評価を行った.坐脅神

経を摘出し，グルタールアルデヒドで固定した後，

エポン樹脂に包埋し，損傷部から遠位 4mmで横断

半薄切片を作製した.統計学的解析には.DTIと組

織学的評価ともに one-wayANOVAを用いた.

【結果】

坐骨神経の損傷部から遠位 4mmにおける大腿部

の横断像を図 1に示す.坐骨神経の解剖学的位置は

京都府立医科大学整形外科苧602・8566 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町 465
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図1 坐骨神経の損傷部から遠位4mmにおける代表画像.上段の矢印が坐骨

神経であり，下段が坐骨神経拡大像である.損傷直前をO週とした.
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図2 FAは，損傷後1週日でO週に比較して有意に低下し

た その後，損傷3週目に上昇に転じた λ1は，損

傷前後で・有意な変化を認めなかった.̂2および、λ3は，

t負傷後1.2週で上昇し<3週目以降低下する傾向を

示した.

T2強調画像で同定した(図 1七段)，拡大岡面上

(図 1下段)で，坐骨神経に関心領域を設定し，各

パラメータの坐骨神経の信号強度を算出した.損傷

直前の状態を O週とした FA (図 2A)は， j負傷後

1週日で O週に比較して有意に低下した.その後，

t員傷3週目に上昇に転じた λ1 (図 2B)は，損傷

前後で有意な変化を認めなかった λ2 (図 2C)

は，損傷後 1，2週で上昇し， 3週目以降低下する傾

向にあった.入3 (図 2D)はλ2と同様な傾向を示

した.

DTIのλ3の坐骨神経の長制lで、の変化を明 らかに

するため，損傷 0，2，4週の信号変化を検討した(図

3) ，横軸が損傷部からの距離を示す，0週に比べ，

損傷後 2週目で上昇し， 4週目で低下した.
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図3 3̂の坐骨神経長軸方向での経時的変化を表す 損

傷0，2， 4週の信号変化を検討した.横軸が損傷部

からの距離を示す 0週に比べ，損傷部遠位でλ3は

O週自に比べ， 2週目で上昇し.4週目で低下した

さらに， DTIの経時的変化が組織学的変化と相関

するかを検討するため，同様の時期の組織学的評価

を行った(図 4)，損傷後 1週目は.Wall巴r変性によ

り，髄鞘の形態が破壊されていた損傷後 3週目で

再生軸索が出現し，4週目では著明に増加した.

【考察】

末梢神経は，障害遠位部でまず Waller変性が進

行し，新たな再生軸索の足場が形成される.その

後，再生芽が出現し，刺i索を伸張させる.われわれ

の結果では，異方性の強さの指標である FAはt負傷

後一度上昇ーした後，低下 した この変化は.λ2と

入3の変化と FAと逆相関 していた. λlは有意な変

化を認めなかった.組織学的解析によると.損傷後

3週目で再生軸索がi将加 しており， FAおよびらの

信号変化と同様の傾向を示した 以上の結果から，

DTIのパラメータは m VlVO末梢神経損傷モデル

において，神経再生の指標となる可能性がある

ラッ ト坐骨神経を用いた先行研究である高木らの
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図4 DTIの撮像時期と同時期の組織学的変化を示す.損傷後1週日は，ワーラ一変性

により，髄鞘の形態が敏慶されていた損傷後3週日で再生軸索が出現し.4週

目では若:明に増加した

結果と比較すると.λの変化に相違点があった7)

高木らの報告では， λ1が FAと相関したが，われ

われの結果では， λ2.λ3が FAと同様の変動を示し

た.高木らのモデルは exvivoであり.撮{象条件が

結果に影響した可能性がある Songらは，んは，

制l索と平行な成分の変化を表し，入2，およびらは，

ともに軸索と垂直な成分として髄鞘の形成に依存し

た変化である可能性があると報告している8) 今

後.DTIの意味をさらに解明するため実験を行う予

定である.

拡散テンソル法による画像解析の結果，坐骨神経

損傷後 FAが有意に上昇し，その後神経再生時期に.

FAは低下した.また，入2，A3が FAの変化と同様

の傾向を示した.拡散テンソル法による坐骨神経の

信号変化は，組織学的変化と相関した拡散テンソ

ル法が末梢神経損傷の診断に有用であると考えた.

【まとめ】

拡散テンソル法による画像解析の結果，坐骨神経

損傷後 FAが有意に上昇し.その後神経再生時期

に. FAは低下した また， λ2，λ3が FAの変化と

同様の傾向を示した 拡散テンソル法による坐骨神

経の信号変化は，組織学的変化と類似した変動を示

した.以上から，拡散テンソル法が末梢神経損傷の

診断に応用できる可能性があると考えた.
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フックプレートを用いた PIP関節背側脱臼骨折に

対する新たな治療法
かわ 0)まさあき まるいし あ宮ら ひろせよしなる ひらおかちひろ ちばきょうへい

河野正明，丸石晃，慶瀬純成，平岡千寛，千葉恭平

PIP関節背側脱白骨折はしばしば治療に難渋する外傷である.著者らは本外傷に対しミニプレートを形成

して作成したフックプレートを用いることにより良好な成績を得ているので，その術式を紹介し成績につき

検討した.

2009年 1月-2010年6月に本手術で治療した PIP関節背側脱臼骨折8例を対象とした.男性5例，女性

3例であり，示指が 1例，中指が2例，環指が4例，小指が 1例であった手術時平均年齢は 32.5(15-

57)歳，術後平均経過観察期間は 11.4(4-21)ヶ月であった

術式:1)背側脱臼を整復し伸展プロックピンを挿入する.2) PIP掌側でA3プーリーを切開し屈筋腫を

側方に避け掌側板骨片を中枢に反転する.中節骨の陥没した関節面を整復し.できた空隙に榛脅遠位から採

取した海面骨を充填した後，反転していた掌側板骨片を整復する.3) Y型ミニプレートを用いて作成した

フックプレートのフックの部を掌側板の付着部に掛け中節骨骨幹部に 2本のスクリュウで固定する. 4)両

側のFDS中節骨付着部を縫合してプレートを被覆する.

全例で痛みなく受傷前の生活に戻っていた.PIP関節の ROMは伸展平均 0.5(・5-10)¥ 屈曲平均 90.5

(85-100)'であり，現時点で関節症性変化を生じている例はない.

本術式は比較的手技も容易で良好な成績が得られる方法と考えられた.

【緒言】

PIP関節の背側脱臼骨折は指の外傷の中で最も治

療に難渋する外傷の一つである. PIP関節を過伸展

されることで生じるタイプは掌側骨片が小さく比較

的治療しやすいものの，軸庄損傷によるタイプの多

くは関節面の陥没骨折を有し掌側の骨片も比較的大

きく治療に難渋する.

この陥没骨折を有する PIP関節背側脱臼骨折に

対しては.これまで決定的な治療法はなく観血的な

手術の成績が必ずしも芳しくないため.Robぽtson

による 3方向牽引方法1)やピンアンドラパートラク

ションなどの創外固定に準じた方法2)が報告され，

ある程度の成績が得られてきていた.しかしこれら

の方法は，指に装着するのにはかなり大がかりであ

るばかりでなく，手技そのものも銅線の刺入位置や

方向など熟練なくしては容易な手技とは言い難い方

法であり，成績にもばらつきがあることはやむを得

ないことである.観血的な手技としては側方や掌側

受理日 2011/11/05 
興生総合病院整形外科〒723・8686 広島県三原市円一町2・5・1

からのアプローチによる内匝定が試みられている.

しかし満足しうる安定した成績を得ることのできる

手技はないのが現状である.

この陥没骨折を有する PIP関節背側脱臼骨折に

対し，ミニプレートを形成して作成したフックプ

レートを用いて掌側アプローチでの治療を行い良好

な成績を得ているので，手術術式を紹介し成績につ

き検討すした.

【対象と方法1
2009年1月-2010年6月に前述したプレートに

て観血的に治療した PIP関節背側脱臼骨折8例を

対象とした損傷指は，示指 1例，中指2例，環指

4例，小指1例であり，全例関節面の陥没雪片を有

する軸圧損傷によるタイプであった.内訳は男性 5

例女性3例であり，手術時の平均年齢は 15-57(平

均32.5)歳，術後平均経過観察期間は 4-21(平均

11.4)ヶ月であった.
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図 1-1 Y型プレートの股の部分(図 1-上段の線の部位)

を付属のカッターで切断する.続いてY字に分岐

したすぐの部位(図 1-下段の点線の部位)で直

角に曲げる.

図1-2 先端の2穴を落とすように(図1の点線の部位で)

カットしてフックプレートを作成する

術 式

Extension block pin 

図2-1 徒手的に背側脱臼を整復し経皮的に

PIP関節背側から Extensionblock pin 
を挿入する.

[術式]

フックプレートの作成方法を図 1に，手術手技は

図2にまとめた.

図2-2

術式

PIP関節学似1)にアプローチする.皮下を

展開し A3プーリーを切開し，屈筋1建を

側ブJに避ける 直下に挙制1)板骨片が確認

できるため，この骨片を近位に反転する.

血股を処理し陥没した関節面を有する骨

Jtを同定する.

術式

図2-3 この陥没した関節面を整復し，様骨遠位

より採取した海面骨を関節下の空隙に移

植する.

【結果】

全例で痛みなく受傷前の生活に戻っていた PIP

関節の ROM は伸展平均ー5~10 (平均 0.5) 度，屈

曲平均 85~100 (平均 90.5)度であった最終評価

時の X線検査にて関節症性変化を生 じている症例

はなかった.

[症例]

27歳男性.

主訴:右環指 PIP関節痛.
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術式

図2-4 先に反転していた掌側板骨片を整復する

(必要に応じてO.7mm銅線にて仮固定する.)

先に作成していたフックプレートののフッ

クの先端を掌側板の付着部に掛け巾節骨

骨幹部に2本のスクリューで画定する.

術式

フックプレートの被覆

図2-5 最後に両側のFDS巾節骨付着

部を縫合してプレートを被覆
する。

現病歴 :歩行中転倒し受傷 し，紹介され来院し

た.

身体所見・検査所見 :初診H寺，右環指は PIP関

節中心に腫脹が強く，可動域は大きく制限されてい

た X線検査にて陥没骨折を有する PIP関節背側J1見

臼骨折を認めた目CT上矢状断の MPRにて関節面

の陥没がよく確認された(図 3-1).

手術所見 :3日後フックプレートを用いた手術を

施行した.術中掌側からのアプローチにて陥没した

関節面はよく観察され十分な整復位が得られフック

プレートによる固定性は十分であった(図 3-2). 

術後経過:l等いテープ剤で創をカバーし翌日より

1日5回の ROM訓練を実施した 2週間の抜糸時

には可動域はほぼ左右差がなかった骨癒合も速や

-75 

MPR(Sag.) 

図3-1 初診時画像所見

図3-2 術後単純レントゲン像

かで 2か月後には痛みなく原職に完全に復帰した.

1年後の X線検査で関節面も良好に保たれており，

関節症変化も認めなかった(図 3-3)ー

【考察】

PIP関節背側脱臼骨折は治療に難渋する ことの多

い外傷であるこれまでの治療法の中心は，徒手整

復したあと，伸展ブロックスプリントを装着する方

法や伸展ブロックピンを刺入する方法，鋼線牽引す

る方法，特殊に工夫した創外固定2)を装着する方法

などであった.観血的に整復し内回定を行う報告も

散見されるが，固定材料としては Kirschner鋼線や

ミニスク リュー，引き抜き鋼線，引き寄せ鋼線がほ

とんどである.

Aladinらは 2005年に徒手整復と観血的整復を比

較した研究を報告している3) 彼らの報告によると，
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図3-3 術後1年単純レントゲン像

観J鼠的整復の方がレントゲン上の関節面の適合性は

良好であったが，関節可動域は徒手整復の方が有意

に良く，屈曲拘縮も徒手整復の方が有意に少なく，

さらに痛みや知覚障害および寒冷不耐性といった合

併症は観血的整復の方が多かったとしており，臨床

成績は徒手整復の方が観血的整復に優っているとま

とめている.ちなみに彼らの観血的整復の際の内固

定材料はラグスクリュウとサーキュレージワイヤー

であった.

2005年に池田らは我々と同様の掌側アプローチ

によるロープロファイル ミニプレートを用いた内

回定を行い良好な成績を報告している4) しかし，

彼らは 10例の平均屈曲拘縮が 12.2度であったこと

と屈筋躍の癒着を 2例認めたとし，改良すべき点と

考察している.

今回著者らの用いたフックプレートはフックを掌

側板の付着部に引っ掛けることで整復固定が容易で

あり，関節近傍にスクリューを打つ必要がなく，さ

らに骨幹部のスク リュ ウヘッドやプレートは被覆す

ることが可能で屈筋躍の癒着を少なくできたため，

良好な結果を得たと考えている.

【まとめ】

1. 8例の PIP関節背側脱臼骨折例にフ ックプレー

トを用いて治療し良好な成績を得た.

2.本法はロープロファイルな内国定材で強聞に

固定が行えるため，早期よりしっかりと可動域訓練

が行える良い方法と考える.

【文献1
1) Robertson RC， et al. Treatment of fracture dislocation of 

the interphalangeal joints of出ehand. J Bone Joint Surg 

28: 68-70， 1946. 

2)松木寛之ほか.手指 PIP関節背側脱臼骨折に対する

Dynamic Distraction Apparatusを用いた治療成績ー日手

会誌 25(5) : 703-706， 2009. 
3) Aladon A， et al. Dorsal仕acture-dislocationof出eproximal 

interphalangeal joint: a comparative study of percutaneous 

Kirschner wire fixation versus open reduction and intemal 

fixation. ] Hand Surg Br 30 (2) : 120-128，2005 

4)池田全良ほか Low-profil巴 mini-plateを用いた指 PIP

関節背側jj党白骨折の手術療法. 日手会誌 23:132-136， 

2006. 
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jtA 
‘C'.~魯A 園事司島喰r

手指PIP関節掌側背側脱臼骨折に対して観血的

骨接合術と DynamicDistraction Apparatusを併用した
治療経験
いわしろひろ田ぷ

岩城啓修

著者は手指PIP関節脱臼骨折に対して， Dynamic Distraction Apparatus (以下DDA)と観血的整復固定術

(以下 ORIF)を併用した手術方法を行っている.同じ手術術式を行い， 6か月以上の経過観察が可能であっ

た5例5指を対象とした.性差は男 3例女2例，受傷時年齢は 16歳-60歳平均 35歳であった.躍患指は

環指3例，小指2例であった. 1例が掌側脱臼， 1例がpilon骨折， 3例が背側脱臼であった.受傷時から手

術までの期間は 7-16日間で平均 12.8日間であった.経過観察期間は6か月-24か月で平均 13.8か月で

あった.手術はまずDDAを装着し，背側縦切開で展開し中央索と側索の間を切開し最小限に剥離を行い関

節内に到達し， DDAで牽引を加えながら剥離した部位から銅線を2本刺入し関節面の陥凹が大きい場合は

銅線を用い整復した後固定を行い，中央索と側索が滑走するのを邪魔にならないように側担sormechanism 

を修復して閉創した術後早期運動を開始した.成績は， %TAM平均 90.6%，木野らの基準で優2例，良2

例，可1例，石田らの基準で優4例，可 1例となり比較的良好な結果が得られた.

【緒言】

手指PIP関節脱白骨折に対し大野らにより発表

された DynamicDis住actionApparatus (以下DDA)
を用いた術式で良好な結果が報告されているが，臨

凹骨片の整復や固定性などに問題点が認められる.

今回著者は，手指PIP関節脱臼骨折5例に対し，

DDAと観血的整復固定術(以下 ORIF)を併用し，

これらの問題点を改善する事ができたので報告す

る.

【対象と方法】

対象は2008年以降当院で手指PIP関節白骨折と

診断し治療した9例のうち同一手術術式を行い 6か

月以上の経過観察が可能であった5例5指を対象と

し た 男3例女2例，右3例，左2例であった，受

傷時年齢は 16歳-60歳平均35歳であった躍患

指は環指3例，小指2例であった.受傷原因は4例

がスポーツによるもの. 1例が転倒であった. 1例

が掌側脱臼， 1例がpilon骨折， 3例が背側脱臼で

あった.受傷時から手術までの期間は 7-16日間で

平均 12.8日間であった.経過観察期間は 6か月~

28か月で平均 13.8か月であった

手術術式はまず基節骨頭中心と中節脅に DDA装

置に付属している鋼線 (S-pin)を平行に刺入，次

に背側縦切開で展開した.遠位は鋼線刺入予想部か

ら近位はPIP関節(基節骨までは達しない)まで

中央索，側索聞に切聞を加え関節内に到達した.

この時関節包や骨膜の剥離は最小限にとどめた.

表1 症例一覧

受理日 2011/10，匂
板橋中央総合病院整形外科干174・0051 東京都板橋区小豆沢2・12・7
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DDAで牽引を加えた後，関節内を直視とイ メージ

を併用し観察した.切開部から中節骨に鋼線を背側

から掌側に向け 2本刺入した.一本は関節商ぎりぎ

りにもう一本はそれより遠位に刺入した，陥没が大

きいと判断した場合，刺入している鋼線2本で陥凹

蘭を整復した後骨片を固定ー陥凹がわずかと判断し

た場合，同部位から同様に銅線を 2本刺入し骨片を

固定した.指関節を可動させ中央索と側索が滑走す

るのを鋼線が邪魔にならないよう ext巴nsormecha-

nismを修復し，銅線、は切開部から皮膚外に出した

状態で閉創した.

術後翌日から痛みに応じて自動可動域訓練を開始

し，一週間以内に他動可動域訓練も開始する.術後

4週から 6週(平均 4.4週) で DDAは抜去した.

鋼線は DDAと同時に抜去した.

【結果】

全例骨癒合は認められ，感染は認めなかった

PIP 関節可動域は伸展 -30 度~O 度(平均 -8 度)屈

曲は 95 度~1l0 度(平均 103 度)，可動域の平均は

95度であった DIP 関節は伸展 -20 度~O 度(平均

-8 度)屈曲は 60 度~80 度(平均 70 度)可動域の平

均は 62度であった 術後成績は石田ら 1)の基準で

優 4i7ilJ， 可 l例，木野ら2)の基準で優2例，良 2例，

可 l例であった.石田，木野の基準で共に可の評価

であった患者は同一患者であり既往歴に脳梗塞があ

り麻痩側であった %TAMは60%から 100% (平

均 87.6%)であった.

[症例提示]

症例 1:16歳，女性.

主訴:左小指矯

現病歴 :バレーボールの練習中指先にボールがぶ

つかり受傷.受傷当日近医でシーネ国定をするも，

転位が進んだ為当院受診となった

検査所見 :単純X線像で pilon骨折を認めていた.

術後経過 :受傷から 2週間後に手術を行った術

後翌日より自動可動域訓練開始し，術後 4週間で

DDAと鋼線を抜去した.

術後2年 4か月 の単純 X線像で骨癒合は得られ

関節面はリモデリ ングされている

PIP関節可動域は伸展 -10度，屈曲 105度， DIP 

関節可動域は伸展 -10度，屈曲 70度，石田らの基

準で優，木野の基準で良 %TAMは90%であった.

(図 1) (図 2)

図1 症例1， x線側面像術前， 術巾，

術後

図2 症例 1，術後28か月 屈曲，仲
j妥時

症例 3:38歳，男性.

主訴 :右小指痛

現病歴 :バスケッ トをしていて，指先にボールが

ぶつかり受傷，翌日当院受診した.

検査所見:単純 X線像で掌側脱白骨折を認めて

いた.
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図3 症例3，X線側面像術前，術巾，

術後

図4 症例3，術後12か月 屈曲， 仰

Ji主時

術後経過:受傷後 1週間で手術を行った 術後翌

日より自動運動を開始し術後 4週間で DDAと鋼線

を抜去した

術後 l年の単純 X線像で骨癒合は得られている

PIP関節可動域は伸展O度，屈曲 110度， DIP関

節可動域は伸展 O度，屈曲 80度，石田らの基準，

木野の基準でともに優，%T品 4は 100%であった

(図 3)(図 4)

図5 症例4，X線側面像術前，術中，

術後

症例 4:25歳，男性.

主訴.右環指痛

現病歴 :バレーポールをしていて，指先にポール

がぶつかり受{足当日近医受診シーネ固定を行うも

転位が進んできたため当院受診となった

検査所見:単純X線像で背側脱白骨折を認めた

術後経過:受傷後 16日で手術を行った.術後翌

日より自動運動を開始し術後 4週間で DDAと鋼線

を抜去した.

やr~後 6 か月の単純 X線像で骨癒合は得られてい

る.痛みはまだ残存している.

PIP関節可動域は伸展 O度，屈曲 105度， DIP関

節可動域は伸展 O度，間曲 70度，石田らの基準，

木野の基準でともに優， %TAMは96%であった

(図 5)(図 6)

症例 5・36歳，男性.

主訴 ・右環指痛

現病歴 :!Ilf球をしていて.指先にボールがぶつか

り受傷，翌日近医受診シーネ闇定を行うも転位が進

んできたため当院受診となった.

検査所見:単純X線像で背側脱臼骨折を認めた

術後経過 :受傷後 16日で手術を行った 術後 3

Bより自動運動を開始し術後 4週間で DDAと銅線

を抜去した.

術後 9か月の単純 X線像で骨癒合は得られてい

る.

PIP関節可動域は伸展 O度，屈曲 100度， DIP関

節可動;域は伸展 ー10度，屈曲 70度，石田らの基準

で優，木野の基準で良，%T品 4は92%であった.
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図6 症例4，術後6か月 屈曲，仲

Jj引寺

図7 症例5，X線側面像術前，術中，

術後

(図 7)(図 8)

【考察】

PIP関節脱臼骨折の理想の手術術式は，低侵襲で

解剖的整復位と固定性が得られ早期運動が可能なも

のというのには異論がないと思われる.大野ら3)に

よって発表された DDAは低侵襲で十分に牽引が可

能であり早期運動も可能であるが，緒言に記した問

題点が認められるとの報告がある4) これらを改善

図8 症例5，術後9か月 屈曲，{I中

展時

する為に著者は鋼線 2本を用いた ORIFを併用して

いる.

掌側背側アプローチいずれでも ORIFとDDAは

併用が可能となるが.掌側アプローテは背側アプ

ローチに比べ侵襲が大きく手技も煩雑である為，著

者は背側アプローチを用いている しかし背側から

の銅線固定は鋼線刺入部が巴xtensormechanismを

直接貫通することで伸筋腿側索の滑走域が減少し

回 tensionlagが生じるとの報告5)がある.この問題

に対し仲筋腿の中央索，側索聞に切聞を加え exten-

sor mechanismを直接鋼線で貫通させず，修復時に

中央索と側索が滑走するのに鋼線が邪魔にならない

様にする事によりこの問題を解決した しかし，切

開部の癒着という新たな問題点が生じる.これに限

らず癒着はPIP関節， DIP関節の可動域制限の原因

となる6)7) 可能な限り切開の長さと剥離範囲を少

なくする，早期に自動他動可動域訓練を開始する，

DDA装置をなるべく早く外すなどの工夫によ りこ

の問題を改善させた.

本法は，通常の ORIF単独では得られない牽引力

が得られる為整復操作が容易であるという利点があ

る.

鋼線を 2本用いる事によりHin仕mger法めと異な

り鋼線の先端を曲げなくてすみ，同じ鋼線で陥凹骨
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片の整復と固定が一期的に可能となり.さらに 1本

を関節面ぎりぎりに刺入する事で再陥凹の予防もで

きる.

固定は，鏑線単独では固定力が弱い為 sα'ewの使

用を推奨する報告9)があるが， DDAと併用するこ

とで整復位保持も鋼線2本で十分得られ，早期運動

を行っても支障は生じなかった.また， screw固定

より剥離範囲が狭いため，骨片への血流障害が起き

づらく脅癒合が得られやすく，癒着も少なくでき，

しかも抜釘も容易であった.

この背側アプローチによる 2本の鋼線固定を用い

るORIFは. DDAのみならず他の創外固定法にも

併用可能であり有用であると思われる.

【まとめ1
1 DDA併用により，通常の ORIF単独では得ら

れない室長引力が得られる事により鏑線2本で整復が

容易となり，整復位保持が可能であり早期に運動を

開始することができた.

2 剖 :ensormechanismを直接貫かなくてすんだ

事，ぽtensorの滑走の障害にならないよう修復した

事，剥離範囲を狭くした事，早期に運動を開始した

事，等によりぽtensionlagを少なくすることが可

能となり，ほぽ満足いく可動域となった.

【文献1
1)石田治ほか.手指PIP関節背側鋭白骨折の治療遠隔

成績. 日手会誌 12:144-148， 1995. 
2)木野義武ほか.陥没骨片を伴った指PIP関節脱白骨折

の治療.日手会誌ロ:149・153，1995.
3)大野博史ほか.指関節損傷に対する新しい創外固定

法. 日手会誌 10:618・621，1993.
4)松木寛之ほか.手指PIP関節背側脱臼骨折に対する

DynamicDis脱出nApparatusを用いた治療成績.日手

会誌25:703・706，却09.

5)稲田有史ほか.Compass Elbow and PIP joint Hingeの

使用経験.日手会誌14:65・68，1997.
6) Posner MA， et a1. Chronic戸lmardislocation of proxima1 

interpha1angea1 joints. J. Hand Surg 11A: 253・.258，1986.
7) Rosenstadt BE， et a1. PaImar仕acturedislocation of也e

proxima1 interpha1angea1 joint. J hand Surg 23A: 811・820，
1998. 

8) HintringぽW， et a1. Perla血neVersorgung von intraarti・

h必r田 Frakturender finger-mittelglieder. Handchirurgie 

18:356・362，1986.
9)村井正和ほか.PIP関節学側脱臼骨折の骨接合.整・

災外33:119・122，1990.
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PIP関節掌側脱臼骨折に対する Minihook plateの応用
ょこいたつお こうむらしんご の白むらひでひこ

横井達夫，河村真吾，野々村秀彦

PIP関節掌側脱臼骨折は，観血的治療を必要とするが本損傷は希なこともあり，治療法についてまとまっ

た報告は少ない.著者らはMinihook p1ateを用いた症例を経験したので報告する.【方法]1.5mmまたは

1.2mmのAOHand modu1ar system s凶 gbtplate (SYNTHES③)を術中に加工しMinihook plateを作成，中

央索上からプレートの鈎をかけ sα'ewで固定した.術後は隣接指とのbuddytapingのみで， 2週目より積

極的に自動運動を行った.【結果]17歳男性(右環指)， 14歳女性(右小指)， 47歳男性(左示指)，の3例

に行い，術直後より自動運動可能，抜釘まで観察可能であった前2例は 90'以上の屈曲が得られた.本法は

指伸展機構にあたえる影響は少なく，術後早期運動が可能であった.生体力学的検討は必要であるが，外固

定または関節仮固定を必要としない本法は有用であると考える.

【緒言】

PIP関節掌側脱白骨折は，外固定では整復位の保

持は困難であり，観血的治療を必要とする.また従

来より報告されていた方法は，整復位の保持に PIP
関節の仮固定を伴う.しかし本損傷は希なこともあ

り，治療法についてまとまった報告は少ない1)2)3)

著者らは，百oh，福田等が骨性マレット指の治療

に用いたMinihook p1ateを応用4)5) 関節固定を必

ずしも必要とせず，術直後より自動運動可能な方法

を考案し，3例に経験する機会を得たので報告する.

【対象と方法】

対象は 2009年 1月から 2010年 11月までに当院

を受診したPIP関節掌側脱臼骨折3例，男性2，女

性1例である(表).

【手術方法1
1.5mmまたは1.2mmのAOHand modu1ar system 

s回 ightp1ate (SYNTHES@)を術中に加工し， 2-3 

穴のMinihook p1ateを作成した. hookはp1atehole 

中央で切断， 90'曲げて作った.術野にて，脅片と

中央策付着部を捉え，かつ関節軟骨に干渉が最小限

になるように. hookの長さを調整した.観血的整

復後.中央索のついた骨片を 0.7mm Kirscbnぽ鋼

線で仮固定してから， hookを中央索上から背側骨

片にかけ. screw2-3本で固定した. p1ate遠位は

伸展機構下(三角靭帯)に滑り込ませた.術後は隣

接指とのbuddytapingのみで， 2週目より積極的に

自動運動を行った. (図1)6)

【結果】

3例とも術後早期より自動運動可能であった. 3 

か月以上観察できた2例はPIP関節について健側

に遜色ない改善を得られていた. 14歳女性例で

DIP関節の可動域制限を残した(表).

【症例提示】

症例 1:17歳.男性.右環指.

表 1 対象症例と結果

受理臼 201V11/29 

岐阜県総合医療センター整形外科干500・8717 岐阜県岐阜市野一色4ふl
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図1 手術方法 A:作成したHookplate B:術巾所見

図2 症例 1 A 受傷時 B:当院初診時 C:手術直後
D 抜釘直前

主訴:右環指運動障害

現病歴:ラグビー試合中受傷，近医にて徒手整

復，背側シーネ固定を受け 6週後再脱臼を指摘さ

れ，当院紹介となった

所見 .右環指 PIP関節は自動屈曲不可能， X線で

は亜脱臼位を残していた.

手術所見:受傷後 8週で観血的整復術を行った

1.5 mm， 3穴の Minihook plateで固定した

術後経過-術後 5か月，抜釘後 PIP関節伸展 o'
屈曲 95¥DIP関節伸展 o'屈曲 80'得られていた(図

2) . 

症例 2:14歳.女性.左小指

主訴:左小指痛，運動障害

現病歴・ソフトボール中突き指で受傷，外固定で

整復位保持できず.当科紹介

所見:左小指は腫脹を認め， PIP関節， DIP関節

とも自動運動は不可能であった X線では亜脱臼位

83 

図3 症例2 A:受傷時 B:手術後

を残していた.

手術所見:受傷より 1週間で観血的整箆術を行っ

た. 1.2 mm， 2穴の Minihook plateで固定した.

術後経過 :術後 4か月で PIP関節伸展 -10。屈曲

90'， DIP関節伸展 O。屈曲 70'得られていた(図 3). 

症例 3:47歳.男性.左示指.

主訴:左示指運動障害，底痛.

現病歴 .作業中金属ブロックが左示指背側にあた

り受傷.背側皮膚の挫滅創をともなっていた.近医

で当日観血的整復術(鋼線)を受けるも 4週で背側

骨片を固定した鋼線が脱転 骨片が転位したため当

院紹介となった.

所見:PIP関節は鋼線で回定されていた挫滅創

は治癒しており，感染を疑わせる所見はなかった.

手術所見 :受傷後 6ilNで観血的整復術を行った

関節を固定していた銅線を抜去，骨折部分を新鮮化

してから，1.5 mm， 3穴の Minihook plateで固定し

た.

術後経過・術後 1か月で自動伸展 -10'屈曲 80'可

能であった.その後通院が途絶え観察出来ていない

(図 4).

【考察】

PIP関節掌側脱臼骨折は中央索付着部分の骨折を

伴うため，骨片が転位しやすく，観JIll的治療を必要

とする.本骨折は背側脱臼'胃守斤に比べ，稀なため，

治療法の報告は少なく，また術式も関節の仮固定を

必要とするものがほとんどである1)2)3) 近年鍵，

靭帯付着部剥離骨折に対して hookplat巴を用いた報
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図4 症例3 A:前医手術後 B ・当院紹介時 C:最終

確認時

告が散見され，本損傷に応用した4)5) 6) plate遠位

が三角靭帯にかかるものの 術後早期から自動運動

可能であった.伸展機構への干渉を減らすため，中

央策付着部をつけた背側骨片を直接 screwで固定す

る方法，脅性マレット指で行われているような 1穴

Hook plate5)での回定が考えられるが，前者は小さ

い骨片にドリ リングを行うことで骨片の破壊，粉砕

するおそれがある.また後者の方法で有用な固定性

が得られるか.生力休学的検討が必要である 我々

は健常な皮質骨部分に 1本はスクリューを入れる目

的で 2~3 穴の Plate を使用した.ただ指伸展機構

への影響が皆無ではなく 症例 2のように DIPの

屈曲に制限を及ぼすことが懸念される.側策，三角

靭持;下に plate先端がかかるため plateの厚み.摩

擦が影響を及ぼしかねない.このため抜釘が必要で

あると考えているが，症例を重ね検討しなければな

らない.諸家の報告による従来法では DIP関節の

自動伸展不全が報告され 伸筋陛の癒着を指摘され

ているが1) 本法は早期運動が可能で，指{qJ展機構

への影響が皆無ではないが，この点は有利ではない

かと考えられる.

hookがPIP関節軟骨に及ぼす影響も懸念される.

検討した 3O"IJは術野で背側骨片と中央策付着部を

しっかり捉え，かつ関節軟骨への干渉が少なくなる

よう hookの大きさを症例ごとに調整したが，術後

X線を検討すると，骨片の大きさと hookの長さが

必ずしも相関していない.今後関節軟骨に及ぼす影

響を最低限にし，中央索付着部をしっかり捉える長

さについて，生体力学的検討を行わなければならな

い.また関節軟骨との干渉を避けるため抜釘を必要

とする5)

今回経験した 3例は，掌側骨片関節商に陥没，粉

砕がないため，早期運動に耐えうる良好な固定性が

得られたことは言うまでもない.かような骨折型が

本法のよい適応であると考えている. PIP関節掌側

脱臼骨折も，背側脱臼骨折のごとく関節商の陥没，

粉砕を伴うことは予想されうるととである.掌側骨

皮質に screwがかかるように設置できれば，骨移

植， Kirschner銅線の固定の併用により，本方法を

用いて中央索をつけた骨片の整復固定に応用するこ

とは有利なことと考えるが，外固定，運動開始時期

について症例ごとの検討が必須であろう

【まとめ】

1) Mini hook plateをPIP関節掌側脱臼'骨折 3例

の治療に応用したー

2) 関節面の陥没粉砕がない例では，術直後より

自動運動可能な固定性がある.

3) 指伸展機構との干渉 PIP関節軟骨への影響

の懸念から抜釘の必要がある.

【文献】

1)蓮尾隆明ほか.PIP関節挙側11党臼および挙側脱臼骨折

の治療経験. 日手会誌 25:462-464， 2009. 

2) Rosenstadt BE，巴tal. Palmer fracture dislocation of出E

proximal interphalangeal joint. ].Hand Surg 23A: 811-820， 
1998. 

3)石黒隆ほか. PIP関節脱8.OS NOW Instruction 2: 

273-282， 2007. 
4) Teoh LC， et al. Mallet fractures:A novel approach to inter-

nal fixation using a hook plate. ] Hand Surg Eur 32B: 24-

30，2007 

5)福田祥二ほか 骨性マレット指に対する hookplate図

定骨折 31:221-224， 2009 

6) Komura S， et al. Mini hook plate fixation for palmむ企ac-

ture-dislocation of the proximal interphalangeal joint. Arch 

Orthop Trauma Surg 131: 563-566， 2011. 
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マdぎるき人 B 事~令

注射針の外套を利用した簡易型創外固定による
基節骨骨折の治療
いのうえひでや

井上秀也

基節骨骨折に対して徒手整復を行い MP関節とPIP関節を 90度 -90度に屈曲すれば回旋変形を防止し，

整復位を維持できる ことが多い.しかし，そのまま固定すれば， PIP関節の屈曲拘縮が問題となる.そこ

で，整復位の保持と PIP関節の屈曲拘縮の発生を予防するために，注射針の外套による創外固定法を利用し

ている， (症例]骨折型は頚部骨折 2例，PIP関節内骨折 2例，骨幹部骨折 2例であっ た [方法]1) 基節

骨に銅線を刺入し，注射針の外套を用いた創外固定を行う， 2) PIP関節を可及的に伸展位にして中節骨に

鋼線を刺入し，注射針外套に挿入して PIP関節を一時的に固定する，3)約 2週間後に，中節骨に刺入した

銅線を抜去して，PIP関節の自動運動を開始する，(結果]6例全例で骨癒合が得られ，屈曲角度の制限はな

かった. 3例に PIP関節の伸展角度の制限 (-5度， -10度.-20度)が残ったが，日常生活に支障はなかった.

【緒言】

基節骨骨折に対して徒手整復をおこない， Jahss 

法1)に準じて中手指節 (MP)関節と 近位指節問

(PIP)関節を 90度 -90度に屈曲すれば回旋変形を

防止し，整復位を維持できる ことが多い しかし，

そのまま固定を継続すれば，PIP関節の屈出l拘縮が

問題となる.そ こで，整復位の保持と PIP関節の

屈曲拘縮の発生を予防するために，注射針の外套

(キャップ)による簡易型の創外固定法2)を利用し

ている.今回.その治療成績を報告する.

【対象と方法】

対象は 6症例 6指である.権患指は小指 5例，環

指 l例であった骨折型は基節骨頚部骨折 2例 (2

例とも背側へ転位)，基節骨 PIP関節内骨折 2例 (1

例は掌側へ転位)，基節骨骨幹部骨折 2例であっ

た受傷から手術までの期間は平均 6.7 日 (2~15

日)，術後の観察期間は 5 か月 ~8 か月であった.

それぞれの症例に対して以下の方法で治療をおこ

なった.

(1)徒手整復後，擢患指をJahss法に準じて MP
関節と PIP関節を 90度 -90度に屈曲 し， 回旋変形

の有無をチェックする.

(2)指の整復位を保持するため，基節骨に 0.9mm

受理日 2011/10/03 

図1 注射針の外套を利用して基節骨の骨折部

を固定する

の銅線 (2 本~4 本)を刺入し，注射針の外套を用

いた創外固定をおこなう(図 1)

(3) PIP関節を安全肢位である伸展位にして中節

骨に 0.9mmの銅線を刺入し，基節骨を固定してい

る注射針外套に挿入して PIP関節を一時的に固定

する(図 2).

(4) 術後 10 日 ~3 週間後に，中節脅に刺入した

鋼線を抜去して， PIP関節の自動運動を開始する

(図 3).

(5) 基節骨に刺入 した残りの鋼線は術後 5~6 週

東芝林間病院整形外科 干252-0385 神奈川県相模原市南区上銭間 7-9-1
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図2 PIP関節を可及的に伸展位にして固定する

図3 中節骨に刺入していた鋼線を抜去して

PIP関節の自動運動をおこなう

表 1 各症例の最終可!I!J)域

量S警の可動緩 Eカ~
症例 相E車掴 骨折型

PIP関節 DlP聞節 右/左|

1) 11a&宜児 左小指 麺旬骨2野{膏聞へ転位} 。190 。170 19/19 

2) 14歳男性 左小指 頭鯨骨11i<情側へ仮住} 。180 。180 34/31 

3) 14lt男性 左環指 PIP闘筋肉骨折 -10/100 。190 来阿 | 

4) 15隼男性 左小指 PIPI!II節向骨折<"舗へ転位} -51105 。180 33/33 

5) lla&女児 右小指 IU字続111持 。190 。190 20125 

6) 31怠宜性 右I1、指 11ft籾骨鋳 -20/85 。165 31133 

-90度に屈曲することにより良好な整復位が得られ

た.

(2)全例で，再転位せずに骨癒合が得られ，屈曲

角度の制限はなかった(表1).

(3) 3例に PIP関節の伸展角度の制限 (-10度，

-5度. -20度)が残った(表1).

(4) 20度の伸展制限が残った症例 6(31歳女性)

では，年齢を考慮して，鋼線を抜去した後. PIP関

節の動的装具を使用したー しかし，伸展制限が 20

度と最大であった.

[代表症例]

症例 4:15歳男性 左小指基節脅 PIP関節内骨

折

バスケットボールの練習中にボールがぶつかっ

た.翌日に当科を受診し，受傷後 2日目に手術をお

こなった 術後3週で PIP関節の自動運動を開始

し. 5週ですべての鋼線を抜去した術後 7か月で

PIP関節 -5!度/105度. DIP関節 01度/80度，握力右

33 kg/左 33kgとなり，治療を終了した(図 4)(図

5). 

【考察】

骨折は，まず保存的に治療することが原則であ

る.基節骨骨折に対しでも，徒手整復のあと.90度-

90度屈曲位で良好な整復位を維持できることが多

い.しかしこのまま固定を続けた場合. PIP関節の

図3 中節骨に刺入していた鋼線を抜去して 屈曲拘縮が問題となる.そこで Burkhalt巴rら3)や石

PIP関節の自動運動をおこなう 黒ら4)が. MP関節屈曲位で PIP関節の早期運動療

法を報告している それらは，主に基節骨基部や

骨幹部の骨折が適応5)で¥石黒らは基節骨頚部に対

で抜去する しては，適応を限定して早期運動療法を報告してい

る4) 今回の症例は，骨折の部位がそれぞれ頚部 ・

【結 果】 PIP関節内 ・遠位に骨折線がおよぶ骨幹部であった

cl)いずれの症例も徒手整復後，躍患指を 90度 ため. PIP関節の早期運動療法には不安があった
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図4 15歳男性 レントゲン像(受傷時，術直

後，術後7か月)

図4 15歳男性 レン トゲン像(受傷時，術直

後，術後7か月)

図4 15歳男性 レントゲン像(受傷時，術直後，

術後7か月)

そこで，まず基節骨骨折部の整復位を保持するた

めに，注射針の外套(キャップ)を利用して創外固

定をおこなった.その後 PIP関節をそのままフ

リーの状態で放置すれば，徐々に PIP関節はj国lul

位となって拘縮をおこすことが危倶されたそこ

で，PIP関節を安全肢位である伸展位にして一時的

に固定する手段として，先に基節骨骨折に対して使

用した注射針の外套(キャップ)を利用した.約 2

-87 

図5 最終調査時の可動域

図5 最終調査時の可動域

週間をめどに， PIP関節を伸展位に固定していた鋼

線を抜去して， PIP関節の可動域訓練を開始した.

注射針の外套(キャップ)を用いた創外固定法

は，1987年安永らが報告した方法6)で，特殊な器具

が不要で，緊急手術にも対応可能である. 6症例と

も骨折部の再転位はなく いずれの症例も屈曲角度

に問題はなかったことから，基節骨骨折に対する一

治療法として有用と考えた.

しかし， 日常生活をおくる上で支障はなかった

が，半数 (3例)に伸展不全 (5度， 10度， 20度)

が残った.西らは基節骨頚部骨折に対して観血的整

復をおこなった 7O'u中6例に伸展不全が出現したと

報告している7) また山根らは，基節骨頚部骨折 11

例中経皮ピンニングをおこなった 3例全例に伸展制

限が残ったと報告している8) 一方，石垣らは基節

骨骨折に対して，機能的スプリント療法をおこなっ

た32指中 4指に PIP関節の伸展制限が残ったと報

告している9) 伸展不全が生じる原因として，手術

侵襲やピンニングによる固定の影響が最も大きいと
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考えられる.しかし，もともと薄い膜状の構造物で

ある伸筋腫膜や側索は10) 骨折に伴い繊細な構造

が損傷を受けるため， PIP関節の伸展不足が生じや

すい状況である.そこで.治療するにあたっては，

常に PIP関節の伸展不全を最小限にする細やかな

配慮が必要である.

【まとめ】

注射針の外套を利用して治療をおこなった基節骨

骨折6例について報告した.6例とも屈曲に制限は

なかった. 3例に PIP関節の伸展制限が残ったが，

日常生活に支障はなかった.注射針の外套(キャッ

プ)を利用した創外固定法は.基節骨骨折に対して

有用な治療の一手段になると考える.

【文献】

1) Jahss S.A， et al. FRACTURES OF THE PROXIMAL 
PHALANGES :Alignment and Immobilization. J Bone 
Joint Surg 18A: 726-731， 1936. 
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誌 8:704戸708，1991.
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るキ'7.7.治療 (BuI'凶altぽ法).臨整外 39:641・645，
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いて.中部整災誌30:509・512，1987.
7)西源三郎ほか.指節骨頚部骨折の治療.日手会誌

14: 83-88， 1997. 
8)山根孝志ほか.背屈転位した指節骨頚部骨折(背側

転位型と背屈回転型頚部骨折)の観血的治療の経
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指動脈背側枝皮弁による母指指尖部損傷の治療

品露議長碧議詳島，清了議実齢， jfお暴動車，菜非建議*帥

緒言)母指は2指節で，指神経・血管の走行も対向指と異なるため，指尖部損傷の修復には工夫が必要で

ある.当科での指動脈背側枝を含む母指背側の皮弁による母指指尖の再建について報告する.

症例)母指指尖切断の 6例であった.

手術)爪母部から 5mmほど近位部から欠損の大きさに合わせ，母指背側に幅2cmほどの皮弁をデザイ

ンする.遠位部尖端は.反対側の側正中部で.皮弁基部は指掌側正中である.伸筋腫，屈筋腫鞘上で~l離

し，指動脈・神経を損傷しないように，基節部の背側枝を含むように剥離し掌側皮弁基部で，遺位部にカー

ブ指正中まで延長する.

結果)皮弁はすべて生着した.術後E 関節の可動域は 40・70度，術後半年経過した例で知覚はs-wNo.6 

まで回復した.

考察)我々の母指背側からの皮弁は，単純であるが，安定した一期的再建が可能である.爪母が残った場

合には.3か月ほどで爪が再生した.背側斜め切断に有用性が高い.

【緒言】

母指は2指節で太く短く，また指神経・血管の走

行は対向指と異なる.主動脈は第一指問より出て，

中手指節関節の掌側の雛のレベルで掌側面に達し，

2本に分枝して掌側の動脈を形成している1) また

指神経も Alpulley付近で 1本に集会している.こ

のため，指尖部損傷の修復では，他指で利用される

願行性，逆行性の掌側島状皮弁による再建が制限

され，様々な工夫が必要となる.母指においては.

Mobergの掌側皮弁法，示指背側からの皮弁，母指

基部からの逆行性度弁， Cross finger flapなど数々の

皮弁が報告されている1)2)3)4)5) 母指指尖部損傷に

対し，著者らが行っている指動脈背側枝を含む母指

背側からの皮弁による再建術について報告する.

【対象と方法】

症例は.2008年.......2010年に受傷した母指指尖部

切断の 6例であった(表1).内訳は男性 5例女性

1例，年齢は 23才から 76才(平均55.8才)であっ

た切断レベルは石川分類の subzone2.......4であっ

た.

手術)指プロック麻酔下に施行した.損傷部のデ

ブリードマンを行った後，欠損の大きさに合わせ

て，幅2cmほどの皮弁を母指背側デザインする.

遠位皮切は爪を損傷しないように爪母から 5mmほ

ど離し，皮弁尖端は側正中部とする.近位皮切は欠

表1 症例一覧

受理臼 201ν10/05 
・長野赤十字病院形成外科干380・85回長野県長野市若里五丁目 22番1号

"長野県立須坂病院形成外科
紳$信州大学医学部形成再建外科
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損の大きさに応じ， IP関節あるいは基節骨中央の

背側枝を取り込むように行い，対側の側正中を越え

る部分から，母指の遠位方向ヘカーブさせて皮弁

基部で指掌側の正中まで延長する.皮弁は遠位部よ

り挙上し， {I申筋鍵上で剥離し.掌側では屈筋腿鞘上

で剥離し，皮弁基部側の血管神経束を損傷しない

ように注意しながら，背側枝を含むように Grayson，

Cle1and靭帯を切離する. この操作で，皮弁は母指

掌側正中に pivotpointをもっ自由度の高い皮弁とな

り母指尖端へ達する(図1)，皮弁の平均的大きさ

は2X5cmほどである.皮弁に緊張が掛からないよ

うに注意して縫合する.母指背側の皮弁挙上部の皮

膚欠損には小指球部あるいは前腕より全層植皮を行

い，タイオーバー固定を行う 皮弁縫合後に皮弁基

部に dog-earを生じるが，経過とともに目立たなく

なる.二次修正を要した例はない 術後は 10日ほ

どIP関節を伸展位で固定したのち，自動運動を再

立野菜え 〈ヱ:;;
費 支ZGJV

図1 母指指動脈背側枝皮弁のシェーマ

関する.

【結果】

皮弁が壊死に至った症例はなく，植皮は 1例で

部分壊死したが保存的に治癒した.やfq後 IP関節の

可動域は O度伸展， 40-70度の屈曲であった.術後

6か月以上 followした症例では，知覚は Semmes-

Weinstein monofilamellt testでNo，6(河野製作所製，

ブルー. Normal. 3，61)まで回復した 爪母での切

断で，再接着が困難な症例では，切断された指骨を

再移植して，皮弁で被覆し，ある程度指の長さを温

存できた

症例呈示

疲例 2:49才，男性

現病歴:電気ノコギリにて左母指末節部の完全切

断を受傷した， subzolle2での横切断であった.爪

床は 50%ほどの欠損であった.

手術所見:母指背側枝皮弁 2X5cmを挙上して，

被覆した

術後経過:皮弁の壊死は認めず，前腕からの全層

植皮も完全生着した.受傷後 7か月時，爪床，爪甲

は遠位部へ伸び¥健側と比較しでも整容的に良好で

あった， IP関節の可動域は 0"/70.で.S-W testは

NO.6であった(図 2)

症例 5:62才，男性.
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図3 症例5

(左上)術前(右上)術11寸所見 皮弁を挙上し，指尖昔日に移動した

切断組織の骨を移値した.(下)術後6か月

現病歴電動ノコギリにて左母指末節部の Sub-

zone3での完全切断を受傷した 爪母部から背側に

斜めの切断で，切断端の掌側部分はわずかであっ

た.

手術所見:指動脈を検索したが，掌側組織が少な

く発見できなかったため 切断組織から末節骨を採

取して母指切断端に K-Wで固定し再移植したあ

と，指動脈背側枝皮弁 2>く5cmで移植骨を被覆し

た.母指背側へは前腕から全層植皮した

術後経過:皮弁，植皮は完全に生着した受傷後

6か月時，爪母損傷のため再生した爪甲・爪床に変

形を残すー IP関節の可動域は 0"160'(健側 0"170')

であったらWtestは NO.6であった(図 3).患者

は三味線の指導者であり，受傷前と同様に演奏可能

で満足している

【考察】

母指指尖の再建には，知覚があり，機械的刺激に

対して強度のある皮膚による再建が望まれ，従来か

ら多数の報告がある Mobergら1)の掌側皮弁法は，

知覚があり角化のある母指の皮膚を遠位へ移動させ

方法で，母指掌側斜め切断，および横切断に大変有

効である. しかし，いくつかの volarV-Y advance-

ment flap変法の報告のがあるが，前進距離は 18mm

ほどとされている. このためより大きな欠損創に

対しては関節拘縮など後遺症の原因となるため，そ

の他の母指掌側以外からの皮弁が適応となる.他の

まIl覚皮弁として，示指背側からの皮弁 3)4) Modified 

first dorsal metacarpal artery flapが報告されている.

この皮弁は第-背側中手骨動脈を血管茎とし筏骨神

経の示指基節部へ分校を含むものである.母指の背

側から掌側までの 1指節ほどの大きな欠損へ利用可

能と報告されているが，表IJ離範囲など広く煩雑なた

め適応は限られると思われる.示指，中指，環指の

榛側面からの Crossfinger flap5)による再建では， 2 

田の手術を要するため患者の負担が大きくなる点，

知覚の回復に長期間要する点が問題である.

近年指のrtll行動態が詳細に研究された指動脈と

その背側枝 ・掌側枝の分布また背側中手宵動脈やそ

の背側分枝との交通などが判明し，指背側にも密な

血管網が発達している事が知られてきた6) これら

の知見から，Brunelli7)や Moschella8)は，母指背側

基部からの動脈系 dorsocollat巴ralarteryと掌側指動

脈の背側枝との交通を利用した逆行性の dorsoulnar

flap of th巴thumbや Rev巴rsehomodigital dorsal radi-

al flap of th巴 thumbを報告している. これらの皮弁

は，母指の背側にも掌側にも適応でき有用であるが

背側動脈に変異が有る ことも報告している また，

これらは知覚皮弁ではないが， 10mm前後の二点

識別が可能な回復をみたと報告している.
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Brunelliは，母指の血行動態について，指動脈背

側枝と dorsocollatera1artぽ yは指節毎に 2本ずつの

交通があると報告している.著者らの方法は，欠損

部に近い母指の背側と掌側正中までの掌側組織を指

動脈とその背側枝を含める事で長い皮弁として挙上

したものである.手術手技は単純で血行は安定して

おり，母指指尖部の欠損を一期的に再建することが

可能である.有茎度弁であるため， Brunelli， Mos-

chellaの皮弁に比べても術後の知覚回復は良好で

あった.

母指背側組織を利用した皮弁法には， Inoue9) 

OgunrOlOlなどの報告がある.これらはいずれも背

側組織のみを利用し，その pivotpointは側正中線に

ある.どのような血管茎が含まれるかどうかは不明

であり，移動距離は制限される.著者らの方法は，

母指の背側から掌側正中までの 3/4周を背側枝によ

るaxia1p副 ernの皮弁として挙上し，掌側皮膚切聞

を遠位にカーブさせ，掌側正中部を pivotpointとし

指尖に達する長い rotationarcを得ている.

この皮弁は，骨が露出しやすい母指背側損傷から

横切断の修復に適している.また切断された指骨を

再移植して，皮弁で被覆する事が可能で.再接着が

困難な切断の再建においても有用な皮弁である.

【まとめ】

今回報告した母指指動脈背側枝を利用し，背側か

ら掌側正中までの組織を挙上する背側枝皮弁は，単

純であるが，安定した一期的再建が可能であった.

爪母が残った場合には， 3か月ほどで爪再生が見ら

れた母指尖部の背側斜め切断に最も有用性が高い

が，掌側組織欠損が 18mm以上の横切断，掌側斜

め切断の被覆も可能であり，様々な指尖部切断にお

いて，指長を温存し，変形の少ない爪甲を誘導でき

る再建方法と考えられる.
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母指 CM関節症に対する第一中手骨外転対立位骨切り
術の治療成績
あおやま たかし みやざ吉ょういち た古きかずゆき かいだえいじ

青山 降，宮11崎洋一，旧崎和幸，員田英二

今回，著者らは保存的治療に抵抗する stage1~stag巴2 の母指 CM 関節症に対し第一中手骨外転対立位骨切

り術を行い，良好な結果が得られたので報告する. 2007年以降当院で母指 CM関節症に対する第一中手骨

外転対立位骨切り術を行った 25例 28関節の内 術後 6か月以上の追跡調査可能であった 21例 24関節を対

象とした.術式は第一中手骨基部より約 1cm遠位で 30度の模状脅切り術を行った.全例で終痛の改善が見

られ. VASは術前平均 5.5だったのが術後平均 2.3に.Hand20はやliJ前平均 31.1点だったのが術後平均 14.3

点に. QuickDASH score は機能障害/症状スコアは術前平均 14.8点だったのが術後平均 4.5点に改善された.

本術式は除痛効果に優れ 関節可動域も良好で術式も容易であり 後療法も短期間で済むため日常生活への

復帰も早く，早期偲指 CM関節症に対する治療法として有効なー選択肢である.

白書言】

母指 CM関節症の治療法については Eaton分類1)

で stage3以降の重症例については各術式が考案さ

れているが. stage1 ~stag巴2 で保存的治療に抵抗す

る症例に対してはなかなか良い治療法がないのが現

状である. このような症例に対して著者らは第一中

手骨外転対立位骨切り術を行い，良好な結果が得ら

れたので報告する.

【対象と方法】

平成 19年以降当院で母指 CM関節症に対して第

一中手骨外転対立位骨切り術を行った 25例 28関節

の内，術後 6か月以上(平均術後経過観察期間:

17.8か月)の追跡調査可能であった 21例 24関節を

対象とした 手術時年齢は 50~81 歳(平均 59 歳)

で，男性 4例 (5関節).女性 17例 (19関節)で，術

前の病期は Eaton分類で stage1. 4関節. stage2. 

20関節であった.

術式は第一中手骨基部より約 1cm遠位で背榛側

平面を基部とし掌尺側を頂点とする 30度の模状骨

切り術を行った.掌尺側の骨皮質は一部残すように

骨切りを行い，襖状骨片を取り去った後に折るよう

にした(図 1.図2). 

固定は tensionband wiringで行った(図 3).術後

残す

部分
内側を少し

残して切る 1仁m

図1 第一中手骨外転対立位骨切り術

術前 術中

図2 骨切り術の実際

受浬日 2011/10/07 
愛野記念病院 〒854-0301 長崎県雲仙市愛野町甲 3838-1

- 93 



374 母指 CM関節症に対する第一中手管外転対立位骨切り術

図3 第一巾手骨外転対立位骨切り術術後

の後療法は手術直後より可動域訓練を行い，作業療

法士と一対ーのリハビリテーション時においては可

動域訓練は自動と他動を一対ーの比率で行い.自主

訓練においては反対手を用いた他動での可申j域訓練

を術直後より行った リハビリテーション時以外の

外固定を 4週間程度行った.

VAS Hand20 

|塑jPU 嗣

術前 術後

図4 結果 (VAS. Hand20) 

QuickDASH score 

園

術活動

図5 結果 (QuickDASHcsore) 
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図7 術後

図8 抜釘術後

後 6.3点にスポーツ民芸術活動は術前 50点だ、ったの

が術後25点にそれぞれ改善した 母指ー示指聞の術

後関節可動j或は掌側外転 48度.榛側外転 40度で

あった.術後約半年で抜釘した(図 8). 

【考察】

本骨切り術の作用機序について Pellegliniらは屍

体上肢実験を行い，本術式を行うことで荷重方向と

荷重面が軟骨変性の生じている掌尺側から軟骨変性

の比較的及んでいない背権側へ移動することが作用

機序であると報告している2) また Molitorらは本

術式で CM関節の亜脱臼が改善されるメカニズム

として次のように考えている.母指は対立位におい

ては AOLは弛緩し，関節は制動される.長母指伸

筋，長母指屈筋，長母指外転筋の働きで生じる合力

は大菱形骨の背棟側に集中し，これが CM関節の

→ 
図9 亜脱臼改善のメカニズム

図10 車111圧のかかる方向の変化

脱臼の誘因となる ところが本管切り術を行うこと

で合力のかかる方向がかわり， CM関節の亜脱臼を

整復する方向に変化する (図 9)3) また Koffらは

屍体上肢実験を行い，本骨切り術を行うことで軸庄

のかかる方向がかわることで榛尺側，掌背側，囲内

外の各方向における CM関節の安定性が向上する

ことが確認された報告している(図 10)4) 

早期母指 CM関節症に対しては一般的に保存的

に治療されることが多いが，装具療法等は女性に多

いこともあり，水仕事ができない等治療が困難であ

る.著者らはこれらの症例に対して襖状骨切り術す

なわち第一中手管外転対立位骨切り術を行った

母指 CM関節症に対する模状骨切り術は 1973年

Wilsonらが報告 しており， 内転変形が改善し，全

例で察痛の改善が得られる等良好な成績を報告して

いる5) 本邦では Futamiらが Wilsonらの伸展骨切

り術を改変 した第一中手骨外転対立位骨切り 術を

行っている6) これらの文献では Eaton分類による

症例の stag巴分類は行われていない その後 Eaton

分類 stage2~4 の症例に対して奥山 らによる報告で
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も良好な結果が得られたηとしているが，本術式の

作用機序から関節軟骨が保たれている症例に適応

があると考えている.今回著者らが行った調査は

Eaton分類 stage1.......2の早期母指 CM関節症に限定

しており，症例数も 21例24関節と多い.

本術式の利点として，除痛効果に優れているこ

と関節可動域が良好であること，術式が容易であ

ること，後療法が短期間で済むため日常生活への復

帰が早いこと等が挙げられる.

本術式の問題点として脅切りの角度が 30度であ

ることの論理的根拠に乏しいことがあり.これは文

献等でもはっきりした根拠を示したものは認められ

ず.今後の検討課題である.また tensionband wir-

包gの刺激があるため，抜釘を要することも挙げら

れる.この点については現在改良案を検討中であ

る.また長期成績については不明である.

【まとめ】

早期母指 CM関節症に対し第一中手骨外転対立

位骨切り術を行い良好な結果が得られた.

本術式は早期母指 CM関節症に対する治療の有

効な一選択肢である.

【文献1
1) Eaton RG， et a1. Trapeziometacarpalωteoarthritis. Stag-

ing as a rationa1e for treatment Hand Clin Nov;3 (4): 455・

471，1987. 
2) Pellegri叫VD，et a1. Pathomechanics of the白山由位置，pezi・

ometacarpal joint Hand Clin May;17 (2) : 175・184，2001.
3) Moliωr PJ， et a1. First metacarpal osteotomy for回勾0・

meta臼勾a1oste口紅白ritis.J Hand Surg Br Nov; 16 (4) : 

424-427， 1991. 
4) Koff MF， et a1. An in vitro analysis of ligament reconstruc-

tion or依 tensionosteotomy即位置peziometaαrpa1joint 

s抽出tyand contact紅回.J Hand Surg Am陥r;31(3):

429-439， 2006. 
5) Wilson JN， et a1. Basa1 osteotomy of the first metaαr戸lin

也e位回国entof 紅白ritisof也ecarpometacarpal joint of 

也e白umb.Br J Surg Nov;60 (11) : 85ι858，1973. 
6) Fu凶 niτeta1. Osteo旬myfor国，peziome也館中a1紅白ro-

sis.4(1・6)y回 rfollow-up of 12 cases. Acta Orthop Scand 

Aug;63 (4): 462-464， 1992. 
7)奥山部l子ほか.母指CM関節症に対する第1中手骨外

転対立位骨切り術.日本手の外科学会雑誌 19:139・

143，2002. 
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母指CM関節症に対する Thompson法の治療成績
町ぐちりょうすけ たなかひろゆき Lまだこうぞう

野口亮介，田中啓之，島田幸造

当院における母指 CM関節症における百lOmpson法の成績を検討した.

対象は2008年3月から 2010年6月までに手術治療を行った 10例 10手.男性4例，女性6例，受傷時年

齢は 57.......81歳平均67.2歳，術後経過観察期間は4か月.......2年7か月.中央値1年2か月であった.Eaton 

分類は stage38例， stage4 2例であった.

最終観察時の痔痛は4例に認めた.母指可動域は掌側外転平均51.9'(対側比率 89.7%に穣側外転平均

52.8' (対側比率88.0%に握力は平均 18.7kg (対側比率70.7%にピンチカは平均1.6kg (対側比率63.2%)，

DASHscoreは平均20.4点であった.

母指列は術後3か月で約30%の短縮を認めたが，母指列短縮と DASHscoreに明らかな相関関係は認めな

かったしかし，術後経過とともに母指列短縮が進行し S回phometa田中a1impingementを起こした症例を 1

例認め DASHscoreは75点と不良であった.術後，緩時的に短縮する母指列短縮への対処が肝要と思われた.

【緒言】

母指 CM関節症に対する手術方法としては，関

節固定，関節形成，人工関節に大きく分けられる

が，とりわけ関節形成術に関しては様々な方法があ

る.当院では.Eaton分類 stage3以上の母指CM関

節症に対し.APL躍を用いた引lompson法による

関節形成術 (suspensionp1asty)を行っており，手術

後の成績を報告する.

【対象と方法】

対象は2008年3月から 2010年6月までに Eaton

分類s也ge3以上の母指CM関節症にて手術を施行

した 10例 10手である.男性 4例，女性6例，受

傷時年齢は 57.......81歳(平均 67.2歳).術後経過観

察期間は4か月.......2年7か月(中央値 1年2か月)

であった.術前レントゲンによる Eaton分類は

stage3が8例.stage4が2例であった.

手術方法は.Thompson法に準じて行った.大菱

形骨の全摘出を行い，第1伸筋コンパートメントを

開放し，長母指外転筋(以下APL)を筋腫移行部に

て半裁する.次に，第1中手骨APL付着部より約

1cm遠位の榛背側の骨皮質から関節面に，第2中手

骨は近位榛掌側から尺背側に骨孔を開け，半裁した

受理日 2011/1ν11 

APL腿を第1中手骨付着部で反転させ作成した骨

孔に順に通す.脅孔を適したAPLに緊張をかけて

第 1 中手脅を吊り上~j. 母指が対立可能な位置(榛

側外転・掌側外転30度)とし.APL断端を長榛側

手根伸筋<ECRL)に加terlacingsu旬reし.Kirschn位

制re(以下K・柄re)にて第1・第2中手骨を一時固

定する.

術後は.thumb spica castingを行い，術後2・4週

で外固定・ K~訓re を除去し. Range of motion (以下

ROM)訓練を開始した.

検討項目は，最終観察時の痔痛・可動域(掌側外

転・榛側外転)・握力・ピンチ力・Disabilitiesof arm， 

shou1der and hand score (以下 DASHscore)・レン

トゲン評価を行った痔痛はnone.mild. moderate. 

severe. very severe. worst possibleの6段階評価と

した.レントゲン評価は母指列短縮の指標として，

大菱形骨スペースの第1中手骨に対する比率を Tra-

pezio・metacarpa1ratio (以下TMR)として算出し，

臨床評価との関連を検討した(図1).

【結果】

痔痛は術前 moderateが1例.severeが5例.very 

seve閃が4例であったが，術後は noneが6例，

大阪厚生年金病院〒553・0003 大阪府大阪市福島区福島4・2-78
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378 母指 CM関節症に対する Thompson法の治療成績

図1 母指列短縮 (Trapezio-m巴tacarpal

ratio:TMR) 大菱形骨スペース仇)

の第 1中手骨長 (8)に対する比

率 (A/B)

mildが 3例， severeが 1例であった.S巴V巴reの l例

は母指列の短縮により， scaphometacarpal impinge-

mentが起こった症例であった母指可動域は榛側

外転 25-85¥ 平均 52.8'で対側比率が 88.0%，掌側

外転 20-75¥ 平均 51.9'で対側比率が 89.7%であっ

た握力は 9.3-36.1kg，平均 18.7kgで健側比率 70.7

%，ピンチ力は 0.2-5.0kg，平均 1.6kgで対側比率

63.2%であった.DASH scoreは 0-75点，平均 20.4

点であった.

各症例の経過観察期間と最終観察時の TMRの相

関について Speannan順位相関係数を用いて検討し

たところ.有意な相関関係 (p<0.05) を認め，時

間の経過とともに母指列の短縮を認める結果となっ

た(図 2). しかし，それぞれの症例を 1つずつプ

ロットしていくと，術後 3か月までに TMRが平均

約 30%低下し， その後は横ばい，あるいは緩やか

な減少傾向にある ことが判明した(図 3).最終観

察時の TMRとDASHscoreは相関関係を認めず(図

4).大菱形骨スペースの狭小化が能力低下につな

0.3 

0.25 

0.2 

庄

三 0.15
← 

0.1 

0.05 

• 
0.5 1.5 2.5 

図2 最終TMRと経過観察期間の相関 (p<0.05)

0.4 

0.35 

0.3 

0.25 

0.2 

0.15 

0.1 

0.05 

----
0.5 1.5 2.5 

図3 各症例のTMRの推移

0.3 

0.25 

α 0.2 

2 ト 0.15 • • • 0.1 

•• 0.05 

。
。 20 40 60 

DASH score 

図4 忌終TMRとDASHscoreの相関 (r= 0.50) 

• 
80 

がっているわけではないが，大菱形骨スペースがほ

ぼ消失し. scaphometacarpa1 impingementが起 こっ

た症例では DASHscor巴は 75点と不良であった.

[症例 1] (図 4)

65歳男性.

現病歴 :3年前より左母指 CM関節痛があり，
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a C 

図5 症例 1 a術前 b術直後 c*後2.5年

a b C 

図6 症例2 a術前 b術直後 c術後2.6年

Eaton分類 stage4の母指 CM関節症に対し，本手術

施行. 経過観察期間は 2年 6か月.最終観察H寺，~奪

痛は noneであり ，ROMは携側外転 ・掌側外転は

ともに対側比率 100%であった.握力は 112.5%・

ピンチカ 100%， DASH scor巴O点.TMRは0.13で

あり大菱形骨スペースは保たれていた

[症例 2] (図 5)

75歳，女性

現病歴 ・以前に右母指 IP関節 OAにて関節固定

術を受けていたが，その当時より右母指 CM関節

に軽度の終痛を認めており，徐々に憎悪. 5年後，

Eaton分類 stage3の母指 CM関節症に対し本手術施

-99 

行した 経過観察期間は 2年 7か月ー最終観察時に

は母指列の高度の短縮を認め， scaphometacarpal 

impingementを呈していた最終観察時の痔痛は

severe. ROMは検側外転 ・掌側外転は対側比それ

ぞれ 40%，50%であった.握力は 72.3%.ピンチカ

は 10%.DASH scoreは 75点， TMRは 0.02であっ

た.

【考察】

痔痛に関しては， Thompson法施行後，中)111)ら

はやfg前 sever巴11例， moderat巴 1O"tlがやf.I後 moderate

l例， mild 1例，none 10例に改善したことを報告

Diao2)らは， 15例中 13例で完全に除痛が得られた

と報告した.自験例においては， scaphometacarpal 

lmpmgementを起こした 1例を除いては同様に痔痛

の改善が得られた.次に. ROMに関しては，過去

の文献と同様に外転角度，対側比率は良好な結果を

得た.握力，ピンチカに関しては，良好な結果と不

良な結果，両方の報告3)4)があるが，自数例でも握

力 ・ピンチはやや不良な結果であった.

母指列短縮に関して，井上ら4)はThompson法を

施行した 6fftl8指のTMRについて，術後2週まで

は短縮を認めたが，その後は維持されたと報告し

た Thompson法以外の関節形成術においてである

が，森ら 5)はBurton法 (FCR半裁腔を使用)で術

後 11%の母l 指列の短縮を Linsら6)もBurton法で

術後 30%の短縮を報告している.当院においては.

全体で術後3か月において約 30%の短縮を認め，

それ以降は横ばいもし くはゆるやかな低下を示して

おり，他の文献と比べ大差はないと考える.

術後 3か月までの母指列短縮は手術時の腿の固定

力や，半裁腿した APL健の弾性による緩みが原因

ではないかと考えられる.初期の固定力に関して

は.過去に常深ら7)は第2中手骨の背側骨孔で APL

をTJscrewにて固定し，強固な初期固定が得られ

ると考えていると報告した.また， Diaoら2)は第2

中手骨の骨孔を原法よりさらに遺位に作成する こと

で，より強固な固定が得られたと報告した. これに

対し，術後 3か月以後の短縮については腿の摩耗に

よるものが考えられる.Scaphometacarpal impinge-

mentを起こした症例は，隣接関節ではないが同側

母指 IP関節固定をされており，これにより CM関

節へのストレスが増え，摩耗が進行 した可能性があ

る.



380 母指 CM関節症に対する百lOmpson法の治療成績

よって，初期の母指列の短縮に関しては，手術時

のAPL曜の固定力が重要な要素と考えられる.今

後当科においても術中の固定力を得るための工夫が

必要かも知れない.また S四phometa回 rpalimpinge-

mentを起こした症例は同側母指手術を受けていた

1例のみであるが.他の症例においても，徐々に母

指列短縮が起こっていくか否か，今後も継続的に

フォローしていく必要があり， scaphometacarpal im-

pingementを起こしてくる症例があれば，その原因

についても検討していく必要があると思われた.

【まとめ】

当院において Thompson法を行った 10例の治療

成績について報告した.終痛の改善， ROMの確保

は概ね良好であり，握力・ピンチ力についても過去

の文献と同様の結果であった.経時的には術後3か

月で約 30%の母指列短縮の傾向にあり， 3か月以後

は横ばいもしくはゆるやかな低下を示した.初期の

母指列短縮に関しては，術中の APL膿の固定が重

要であると思われた.同側母指列の手術歴のある患

者には注意を要するが，今後症例を重ね術後3か月

以後の母指列短縮の因子については更なる検討を要

する.

【文献1
1)中川広志ほか.当科における母指 CM関節症に対する

Tendon Suspension Arthroplasty (百lOmpson法)の成

績. 日手会誌26:184・187，2010.
2) Diao Eほか.Trapesio-meta臼中a1紅白ritis.Trapezium 

excision釦 dligament reconstruction not inc1uding the 

LRTI紅白roplasty. Hand Clin 17: 223・226，2001.
3) Jorheim Mほか.Short-term outcomes of位置peziome包・

包中a1artelon implant com戸redwith tendon suspension 

interposition arthroplasty for osteoarthritis: A matched 

cohort study. J Hand Surg 34: 1381・1387，2009.
4)井上悟志ほか.母指 CM関節症に対する ηlOmpson法

の治療経験.中部整災誌 52:1337・1338，2009.

5)森雅典ほか.母指 CM関節症に対する関節形成術の
治療成績.中限整会誌22:55・58，2010.

6) Lins REほか.Basa1 joint 紅白ritis:Trapeziectomy wi出

ligament recons住uctionand tendon interposition ar仕立0・

plasty. J Hand Surg 21: 202・209，1996.

7)常深健二郎ほか.母指 CM関節症に対する ηlOmpson

変法の治療成績. 日手会誌25:27・30，2008.
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Acutrak③ Miniを用いた母指 CM関節症に対する
関節固定術
あべ む ね 宮 た曹がわなおひで

阿部宗樹，瀧川直秀

母指 CM関節症の 8例9手(男性:1例2手，女性:7例7手)に対して，外固定期間の短縮を目的に，

Acu位置k@Miniを用いて関節固定術を行ったので報告する.年齢は平均 63.7歳で，経過観察期間は平均 18.7

か月であった.手術は， A即位ak@Mi凶2本の刺入による内固定と榛骨遠位端からの海綿脅移植を併用し行っ

た.外国定期間は平均 14.5日であった.結果:1例を除き骨癒合が得られた.ピンチ力は対側比で key

pinch平均 110%，tip pinch平均 92.5%であった.DASH scoreは平均 14.6であった.本法の利点は，強固な

固定が得られることで，術後早期からの運動を可能にすることや抜釘の必要がないことである.一方，問題

点は2本のスクリューを刺入することが手技的に難しいことであり，固定力の低下により，本法の長所が生

かされない症例もあったよりスクリュー径の細いA叩仕出2@阻 αoを用いるなどの対策が必要と考える.

【緒言1
母指 CM関節症に対する関節固定術は，確実な

除痛効果と握力やピンチ力の回復が期待できること

から，広く行われている方法である1) Kirshner鋼

線を用いた内固定法では，比較的長期間の外固定を

必要とするため，患者背景によっては手術の受け入

れが困難であることも少なくない.著者らは外匝定

期間の短縮を目的として， 2008年以降， ACUMED 

社 A叩回k@M担iを用いて関節固定術を行ってい

る本報告の目的は，本法の術後成績を調査し，本

法の利点と問題点について検討することである.

【対象と方法1
2008年5J}から 2010年6月までに母指 CM関節

症に対し， Acu位置k⑧Miniを用いて関節固定術を行

い， 6か月以上追跡できた 8例9手(男性:1例2

手，女性:7例7手)を対象とした本法を適応し

た症例は， Eaton分類stage2，Stage3で比較的活動

性が高く，保存治療に抵抗したものである.手術時

年齢は平均 63.7歳 (51-77歳)であり， Eaton分類

では stage2: 3例， stage3 : 6例であった経過観察

期間は平均 18.7か月 (10-31か月)であった手

術方法は，硬化変性した関節面と骨臓を切除したあ

と固定肢位は榛側外転20'-30'，掌側外転30'-

受理日 2011/10/03 

40'を目標としてAcutrak⑧附温2本を交叉刺入し内

固定した.さらに，固定部の間隙に榛骨遺位端から

の海綿骨移植を行った.術中に固定性が不十分であ

ると判断した 3例にKirshner鍋線の追加内固定を

行った.外固定期間は平均 14.5日 (10-24日)で

あった.調査項目は，脅癒合の有無，ピンチカ (key

pinch， tip p血ch)， DASH score (以下， DASHとする)， 

術後合併症とした.

【結果】

1例を除き骨癒合が得られた.ピンチカは key

pinchが平均 5.5kg (4.0-8.2 kg)， tip pinchが平均

3.7 kg (2.8-4.6 kg)であり，対側比では， key pinch 

が平均 110%(67-191%)， tip pinchが平均 92.5%

(60-115%)であった.DASHは平均 14.6(0-27.の
であった.術後合併症は偽関節が1例，榛骨神経知

覚枝障害が 1例であり，スクリューの突出による痔

痛のために抜釘を要した例が1例あった.

症例提示

経過のよかった l例と偽関節となった 1例を提示

する.

症例 1:61歳，女性.アマチュアスキーヤー，非

利き手.

スキ一時に母指の痛みのためストックが持ちにく

西宮協立脳神経外科病院〒663・8211 兵庫県西宮市今津山中町 11-1
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382 Acutrak Miniを用いた母指 CM関節固定術

図1 症例1・61歳，女性. 図 l-b 術直後
図l-c 術後6か月

図1-a:術前

く.さらに日常生活上での痛みが持続することから

手術治療を希望した.Eaton分類では stag巴2(図

1-a)であった. Acu仕立③ Mini2本を用いて母指 CM

関節固定術を行った(図 1-b).術後外固定は抜糸

まで(10日間)とした.術後経過は良好で，骨癒

合は得られた(図 1-c).術後 6か月でスポーツ復

帰し.アマチュアスキー大会で優勝した.術後 l年

の最終追跡時では，終痛は消失し. DASHは Oで

あった.

症例 2:58歳，女性.利き手.

Eaton分類では stage2(図 2-a) であった Acu-

trak③ Mini2本による母指 CM関節固定術を行った

(図 2ゐ).術中.2本目 のスクリュー刺入時に大菱形

骨側の骨皮質がカッ トアウト した.再度スクリュー

を刺入したが，回定性が不十分と判断したため外固

定期間を延長した (24日間).術後 6か月の単純 X

線(図 2-c)では，固定部の骨吸収像とスクリュー

のパックアウトを認め，ピンチ時に軽い痔痛を訴え

ていた.その後も骨癒合傾向がなく経過している.

術後 31か月の最終追跡時(図 2-d) では，ピンチ

時の実痛は改善傾向であるが持続しており，ピンチ

カは. key pinch， tip pinchともに対側比 73%で.

DASHは 14.6であった

【考察】

母指 CM関節症に対する関節固定術の内固定法

図2 症例2:58歳，女性.

図2-a 術前

としては.従来の Kirshner鋼線による内固定法に

加え. tension band wiring法2)やヘッ ドレス スク

リューを用いた方法3)4)などが報告されている.ヘッ

ドレススクリ ューのなかで Acutrakスク リユーは，

Herbertタイプのスクリューと比較して，より強固

な固定性が得られるとされている.関節固定術にお
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図2-c 術後6か月
図2-b 術直後

ける最も注意が必要な合併症である偽関節の発生

を避けるため， Kirshner銅線による内固定法では比

較的長期の外固定が必要であった. Acutrak③ Mini 

による内固定法における最大の利点は， 2本のスク

リューにより強固な内固定が得られることで.外固

定期間を大幅に短縮する ことが可能となることで

あるこれにより，早期の社会復帰が可能となる こ

とおや，患者背景によっては受け入れ難かった手術

治療へのコンブライアンスを上げることに寄与する

ものと考えられる.また 通常・は抜釘を必要としな

いこと3)も，患者負担の軽減の観点から利点と して

挙げられる.

一方，本法の最大の問題点は，2本のスクリュー

を適切に刺入することが手技的に難しいことであ

る. これは主にスクリュー刺入のためのスペースが

限られていることに起因する と考えている.自験例

では， 2本目のスクリュー刺入時に， 1本目のスク

リューとの干渉により，スクリ ュー刺入が困難と

なった症例や，術中に骨皮質のカッ トアウ トを生じ

た症例を経験した このため Kirshner鋼線を用い

た内回定の追加や外固定期間の延長が必要となり，

本法の利点が失われる症例もあった.ガイドワイ

ヤーの刺入時は.刺入位置が適切であるかを透視な

図2-d 最終調査時(術後31

カ月)

どで十分に確認する必要があると思われる.

本法による治療成績は概ね良好であったことか

ら，本法は有用な内固定法であると考えている.し

かし，骨JJ危弱性があり，かつ大菱形骨や中手骨が小

さい例など，症例によっては Acuむak③ Miniを2本

刺入することが非常に難しい場合もあり，今後はな

んらかの対策が必要と考えられる.その対策の lつ

として，最近の症例に対しては， 2010年頃より本

邦で使用可能となった Acutrak2③ Microを用いて内

固定を行うようにしている (図 3). Acutrak@ Mini 

のスク リ ュー径が 3.5~4.0mm であるのに対 して，

Acutrak2⑧ Micro は 2.0~2.4 mm と細いので，スク

リュー刺入のためのスペースが広くなる ことによ

り，手技的な困難さを緩和できるものと考えてい

る.

【まとめ】

母指 CM 関節症 8f~H 手 に対して，外固定期間

の短縮を目的とし， Acut工ak@ Miniを用いて関節固

定術を行った.偽関節となった 1例を除き治療成績

は概ね良好であり，本法は有用な内固定法であると

考える. しかし 2本のスク リュー刺入が困難な症例

もあり，そのような例ではスク リュー径の細い Ac-
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図3 参考症例:78歳，女性.

術後2か月.骨癒合は得

られた

utrak2③ Microを用いるなどの対策が必要である.

【文献】

1)坪)11直人 関節固定術.整 ・災外 54:235-244， 2011 

2)田嶋光ほか.母指 CM関節症に対する骨移植を加え

ない tensionband wiring法による関節固定術.日手会

誌 15:597-601， 1998 

3)清水隆昌ほか.Acutrak Mini (ACUMED@) を用いた

母指 CM関節回定術の治療経験 中部強災詮 52:627-

628，2009. 

4)崎演智美ほか 母指手線中手関節症に対する固定術の

経験.l51J冊整形外科 54:199-202， 2008 
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Zone II屈筋臆断裂に対する一次縫合術，

早期自動運動療法の治療成績
なりたゅういちろう せんませいえっ 由ぐちひであ宮 Lらはたっよし

成田裕一郎事，千馬誠悦*野口英明六白幡毅土榊

ZoneII屈筋腫断裂に対して一次縫合術，早期自動運動療法を行った症例の治療成績を検討した対象は

17例 17指で，男 13例女4例，平均年齢は 34歳であった.擢患指は示指5中指 1環指 10小指 1で，術後

経過観察期間は平均9か月であった.FDPとFDS両臆の断裂が 16でFDP単独の断裂は 1であった.FDP 
の主縫合は両端針付き4-0二重ナイロンと 4・0ループ針による 6・s住祖d吉津I法で， 6・0ナイロンによる補助

縫合を加えた.断裂したFDSは切除せず縫合した.手術翌日よりKleinぽ t変法と Dur祖法，早期自動運動

療法を開始した.2例に臆剥離術を行った.最終指自動可動域は，日手会機能評価法では優 11良4可1不

可1で， S位icklandの評価基準では優9良5可1不可2であった再断裂例はなかった.本法の治療成績は

良好であったが， FDPとFDSの聞の癒着やPIPの屈曲拘縮を防ぐ後療法にさらなる検討が必要である.

【緒言】

近年，屈筋腫新鮮断裂に対して 6-s回 nd法による

一次縫合術と早期自動運動療法を組み合わせた治療

が行われるようになり，諸家により良好な成績が報

告されている0・6) 当科でも 2003年から本法を導

入し，治療の難しいZoneIIにおける屈筋腫損傷に

対しでも良好な成績を得ているのでその有用性を報

告する.

【対象と方法】

2003年から 2011年までの聞に ZoneII屈筋臆断

裂に対して深指屈筋腫(以下， FDP)縫合を行った

17例 17指を対象とした.男 13例，女4例，年齢

は8.......65歳(平均 32歳)で，患指は示指 5，中指

1，環指 10，小指 1であった.受傷から手術までの

期聞は 0.......7日(平均2.4日)で，術後観察期間は

3か月から 2年2か月(平均9か月)であった.損

傷状態は，全例ガラスやトタン，ナイフなどによる

比較的鋭利な損傷であった.皮庸の高度挫滅例，骨

折や両側指動脈損傷を伴う例は対象から除外した

損傷腫がFDPと浅指屈筋腫(以下， FDS)の両方

の例が 16，FDP単独断裂が1であった FDSの状

態は，分岐前の完全断裂が3，分岐後では両側 slip

の完全断裂が 6，片側 slipの完全断裂が 5，両側

受理日 201ν10/03 

slipの不全断裂が2であった.

腫縫合の方法は， FDPに対しては全例両端針っ

き4・0二重ナイロンと 4・0ループ針による 6・s位祖d

吉津I法(以下， YI法)で主縫合を行い， 6・0ナイ

ロンによる補助縫合を加えた.FDSに対しては，

分岐前の完全断裂にはYI法に 6・0ナイロンの補助

縫合を加えて行い，分岐後の完全断裂には4-0ない

し5・0ループ針の津下法と 6・0ナイロンの補助縫合

を行った.不全断裂には6・0ナイロンによる結節縫

合を行った.FDSを放置，切除した例はなかった.

腫鞘の処置は，A2切除が 2，A4切除が 2，

ClA3C2切除が 10，A1切除が3で，A2ないし A4

切除例では ClA3C2を温存し， A1切除例ではA2

を温存した.屈筋睦縫合部が腫鞘に引っかかる場合

には.部分切除の追加ないしは内腔の拡大を行っ

た.

合併損傷は，片側の指神経断裂を 9例に，片側の

指動脈断裂を 2例に認め，いずれも顕微鏡視下に修

復した.

後療法は草野らの報告。を参考に行った.術直後

は手関節 10.屈曲位， MP関節 60.屈曲位， PIP， 

DIP関節伸展屈曲o.で，前腕から指尖までの背側

シーネ匝定とした.手術翌日に患指を含む4指に

rubber band住action(以下， RBT)を装着し，医師

$医療法人明和会 中通総合病院整形外科〒010・8577 秋田県秋悶市南通みその町3・15
帥由利組合総合病院整形外科
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もしくはハンドセラピストの監視下に， K1e泊ert変

法による自動伸展と Duran法に準じた PIP，DIP関

節の単関節他動伸展屈曲，およびplaceand holdに

よる自動屈曲位保持訓練を開始した.術後2.......3日

でプラスチック製の背側スプリントに変更し.手指

の腫脹の軽減に伴い術後1週程度で自動屈曲運動を

開始した.理解度の高い患者には 1回20.......30分程

度の自動伸展， place and holdの自動屈曲位保持の

自主訓練を 1日3.......5セット行わせた. K1e泊巴d変

法を行うときには患指基節背側に厚さ 5mm程度の

枕を置き， PIPの自動伸展が得られやすいようにし

た.また， FDPとFDSの聞の癒着を防ぐ目的で，

患指以外の指を伸転位に保ち患指のみを自動屈曲さ

せる訓練も行った.術後3週で RBTを除去し，手

指屈曲位での手関節背屈運動を追加した.術後 6週

まで訓練室以外での背側スプリントを継続した. 6 

週以降は夜間のみのスプリント固定とし，書字，食

事などの軽い日常生活動作を許可した.同時に MP

屈曲位での PIP，DIP関節の自動伸展ストレッチを

開始した術後8週で終日スプリントを除去し，

PIP関節の屈曲拘縮があればセーフティピンスプリ

ントを装着して拘縮除去訓練を行った.術後 12週

で重労働を許可した

最終指自動可動域を日手会機能評価法， %TAM 

とS仕icklandの評価基準で評価した

【結果】

日手会機能評価法では優 11，良 4，可 1，不可 1

で， %TAMは平均 88.5%であった. S住icklandの評

表 1 結果

日手会評価法

価基準では，優 9，良 5，可 1，不可 2で，平均

81.5%であった(表1).日手会機能評価法で優と

ならなかった 6例の年齢は，良の 4例が 34，53， 

55， 65歳で，可の 1例が 52歳，不可の 1例が27

歳であった.可と不可の2例に臆剥離術を行った.

術前の%TAMが 66%であった可の例では術後も

69%と改善が得られなかったが，術前に 45%であっ

た不可の例では術後に 100%となった.入院期間は

原則として 6.......8週としたが労災患者や通院困難な

例が多く.入院を拒否した 1例を除いて長期化する

傾向があり， 0.......102日で平均 55日となった.躍の

再断裂例はなかった.

【考察】

YI法による FDP躍の一次雄合.早期自動運動療

法の成績は良好と報告されており 1)・5) 本研究でも

日手会評価法で良以上 88%，S住ickl阻 dの評価でも

良以上 82%とおおむね良好な成績であった(表

2). 主縫合に強聞な鑓合部張力を有する YI法を用

い，腿鞘の温存を必要最小限として躍を十分に滑走

させる本法は有用な方法であると考えられた.

しかし，本研究で， 日手会評価法で優とならな

かった成績不良群6例 (12%)では， PIP関節の伸

展不足と DIP関節の屈曲不足がみられた(表3).

これは， FDPとFDS両躍の間での癒着と PIP関節

の屈曲拘縮が原因と考えられ，対策として，1)腫

表3 優とならなかった症例

年齢 協TAM PIP DIP 
伸展 屈曲 伸展 屈曲

21 不可 -50 80 -25 55 
34 良 -10 90 O 45 
52 可 -10 60 -10 45 
53 良 -10 95 O 50 
55 良 -30 1∞ -20 60 
65 良 -15 95 -10 55 

平均 48 -21 81 -11 52 

表2 ZoneII屈筋鍵損傷に対する早期自動運動療法の報告例
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の緊張を十分除いた状態での単関節の他動伸展を強

化する， 2)早期から基節背側に枕をおいて PIP関

節の自動伸展を補う2) 3)健常指他動伸転位で患

指を自動屈曲させることにより， FDSとFDPの分

離運動を行わせて癒着を防止する2) 4)健側手指

の自動屈曲伸展を同時に行わせ，力の入れ方を習得

させる6) などを行っている.しかし，これだけで

は不十分な可能性があり 背側スプリントによる

MPの固定角度を個々の症例.時期に応じてこまめ

に調整するなどの対応を検討している.さらに，癒

着や拘縮は術後時間の経過とともに発生することも

あり， RBTを除去してからの拘縮の発生に十分注

意し，躍の再断裂の危険性が低下する 8週過ぎに

は，自動ストレッチやセーフティピンスプリントな

どによる癒着の剥離や屈曲拘縮の除去を積極的に行

う必要があると考えている.

また，年齢については，成績不良群6例中 4例が

50歳以上であり(平均 48歳)，優となった群(平

均28歳)に比較して有意差を認めた(M:回.n-Whit-

ney U検定.p<0.05L 長田らは 45歳以上の症例

で有意に治療成績が低下したと述べているお.加齢

に伴い自動運動時の力のコントロールが困難とな

り，関節拘縮が生じやすくなる傾向があり，より慎

重な拘縮予防と医師，ハンドセラピストの濃厚な関

与が不可欠である.

本研究では 17例中 9例に片側の指神経断裂を

合併していたが，神経断裂を伴っていた 9例の

%TAMは平均 94.2%で，断裂のなかった 8例の平

均82.3%に比較して有意差を認めなかった.指神経

断裂を合併した症例では経過中にしびれの訴えが強

くなることがあるが，徐々に改善する例が多く，片

側の指神経断裂は最終の治療成績には大きな影響を

与えないものと考えられた.

ハンドセラピストの養成も重要な課題である.ハ

ンドセラピスト不在下での好成績も報告されている

が3}6l 忙しい医師のみによる後療法には限界があ

る.屈筋腫縫合後のリハビリテーションは，患者へ

の指導はもとより，正確な装具の作成や装着時のズ

レのチェック.RBTの緊張の調整などの点でハン

ドセラピイの中でも最も難しい領域のひとつであ

る.患者との信頼関係を保ちながら治療成績を損な

めずに経験を積むことができるハンドセラピストの

養成方法を検討していく必要がある.

著者らの症例では入院期聞が平均8週とやや長い

傾向があった.医師，ハンドセラピストによる 1日

2-3回の訓練を行うには入院加療の継続が必要で

ある.特に 50歳以上の例では入院でのリハビリ

テーションの継続が望ましい.しかし，理解力の良

い50歳未満の症例では，より安全な自主訓練の指

導，工夫により入院期間を短縮できる可能性があ

る.さらに症例を重ねて検討していきたいと考えて

いる.

【まとめ】

1. ZoneII屈筋膿断裂 17例に対して 6・strand吉津

I法による一次修復と早期自動運動療法を施行し，

その治療成績を報告した.

2.日手会評価法で良以上 88%，S位ick1and評価基

準で良以上 82%の成績を得た.

3.成績不良例に対する後療法にさらなる検討が

必要である.

【文献1
1)草野望ほか.ZoneII屈筋臆断裂に対する早期自動運

動療法. 日手会誌19:691・694，2002.
2)牧裕ほか.ZoneIIにおける 6・s仕組d胞筋健一次縫

合，早期自動運動の成績. 日手会誌25:763・765，2009.
3)長田伝震ほか.No rnan's landにおける屈筋鍵縫合後早

期自動組曲・伸展運動療法の検討.日手会誌 19:686・
690，2002. 

4)今谷潤也ほか.早期自動屈曲療法を行ったzoneIIの屈
筋腫修復術の治療成績.日手会誌 19:380・.384，2002.

5)坂井健介ほか.No rnan's加ldにおける屈筋臆縫合後早
期自動屈曲療法の経験. 日手会誌22:127-130，2005. 

6)佐野和史ほか.ハンドセラピスト不在下での屈筋縫損
傷早期自動運動療法の試み.日手会誌 25:140-143， 

2008. 
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骨性malletfingerの術後臨床評価と X線評価の関連性

小川健，田中利和，菅谷久，井汲彰、.-~ .. 
...... "'A.;$..，.+~ 

当院における骨性槌指の手術治療成績を調査し，術後単純X線と臨床評価，また患者満足度の関連性につ

いて検討した.対象は手術治療した骨性槌指26例.臨床成績は蟹江の評価基準を用い，患者満足度は q-

DASHを行った.単純X線成績は，末節骨基部関節面の伊pとstepoffを計測し.独自に評価基準を作成し

た 統 計はSp回m阻の順位相関係数を用い，蟹江の評価と単純X線評価，蟹江の評価と q-DASH.単純X

線評価と q-DASHの相闘をみた.蟹江の評価では，優 :11例，良:6例，可:7例，不可 :2例，療みは全

例消失し，最終調査時q-DASHscoreは平均10.3点であり，患者満足度は概ね良好であった単純X線成績

は，優:7例.良:10例.可:6例，不可:3例.統計学的には，蟹江の評価と単純X線評価で小さい相関

と一定の傾向を認めた.蟹江の評価と q-DASH，単純X線評価と q-DASHとではいずれも相聞は認めなかっ

た.手術手技の向上が，臨床成績向上に繋がると考えられた.
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【緒言】

骨性槌指は単純X線上，関節面の整復が不十分で

も臨床的に特に問題ない症例が多く存在する1)2)

今回，当院における手術治療成績を調査し，術後単

純X線と臨床評価，また患者満足度の関連性につ

いて検討した.

【対象と方法1
2006年4月-2010年 12月まで当院で手術治療

した骨性槌指26例を対象とした手術適応は，

DIP関節亜脱臼例または骨片が関節面の 1β を超え

る症例とし，基本的に石黒法を行った.手術時年齢

は13-70歳(平均36.6歳).経過観察期間は2-48

か月(平均四.4か月).臨床成績は蟹江の評価基準却

を用い(図1)，患者満足度は最終評価時に Q凶ck

Disab出tyof the Arm， Shoulder， and Hand Question-

naire(以下， q-DASH)を行った術前の骨折型は，

石黒の分類心と小西池の分類5)を用いて評価した.

術後単純X線成績は独自に作成した評価基準を用

いた.末節骨基部関節面の gapとstepoffを計測し，

どちらも 0.5mm以下を優， 1mm以下を良 1-

2mmを可，それ以上を不可とした(図2).統計は

Spearmanの順位相関係数を用い，蟹江の評価と単

純X線評価，蟹江の評価と q-DASH，単純X線評

千葉県野田市宮崎 100
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価と q-DASHの相闘をみた.なお本発表にあたり，

患者にその旨を説明し|司意を得た.

【結果】

蟹江の評価では，優 :11例，良 :6例.可・ 7例，

不可 :2例，痛みは全例消失し，最終調査時 q-DASH

scor巴(17 例のみ)は平均 10.3 点 (0~43.1 点)で

あり，患者満足度は概ね良好であった(術前の骨

折型は，石黒の分類では， type A (指伸展機構に損

傷あり+小さな骨片を有する)が l例，type B (指

伸展機構に損傷あり+大きな骨片を有する)が 4

例，ザpeC (指伸展機構に損傷なし+亜脱臼なし)

が 20例，type D (指伸展機構に損傷なし+掌側へ

の亜脱臼あり)が l例であり ，type Cが多くを占め

た.小西池の分類では，type 1 (avulsion)が 1例，

type 2 (rotate-avulsion)が 7例，type 3 (split-com-

pression)が 17例， type 4 (dislocation)は 1例で

あった.術後単純 X線成績は，優 :7例，良・ 10例，

可 :6例.不可 :3例で，可 ・不可だ、った 9例は，

術直後からの整復不良例が 3fjlJ (いずれも 4週以上

経過した陳!日例)，術後の骨片転位が 6例(感染 2

例，ピン逸脱4例)だった.また.最終調査時に 10

例 (32~70 歳(平均 47.6 歳) )に OA変化を認めた

その 10例の術直後の単純X線評価は，優:1 fjtl， 

良 :4例，可 :2例，不可 :3例であった最終評

価時の蟹江の評価と単純 X線評価とでは，Spear-

manの順位相関係数=0.47，p値=0.057であった

蟹江の評価と q-DASHとでは Sp巴annanの順位相関

係数=ー0.13，p値=0.61，単純X線評価と q-DASH

とでは Sp巴armanの順位相関係数=0.21.p値=0.42

であり，いずれも相関は認めなかった

症例提示:23歳男性，右中指. 骨折型は， 石黒

分類 typeB，小西池分類 typ巴 2. 石黒法を行った

が，手術による整復位が不完全で， 術後 3か月で単

純X線にて遷延癒合の状態である. gap=0.9 mm， 

step off=0.6 mmを残し，単純X線評価は良であっ

た(図 3). DIP 関節可動域は 30~60 度で蟹江の評

価では不可であった.整復位不良の原因として，整

復時に末節骨を背側へ押し上げることの不足と ro-

tationの不一致が考えられた

【考察】

術後臨床評価と X線評価の関連性について蟹

江の評価と単純X線評価とでは， Spearmanの順位

図3 23歳男性，右中指.術後3か月
で単純X線にて遷延癒合の状態.

gap = O.9mm， step off = O.6mm 
(矢印)，X線評価は良

蟹江の評価

優

良

可

不 1.，'

可

不可 可良

単純X線評価

優

図4 術後臨床評仰lとX線評側の関連性

相関係数=0.47，p値=0.057のため相関は小さく統

計学的に有意でないものの，今回は症例数が少ない

ことを考慮すると， 一定の傾向を認めていると言え

る(図 4)，蟹江の評価と q目 DASH，単純 X線評価

とq-DASHとではいずれも相関は認めなかった

これは， DIP関節の伸展角度が不足しても日常生活

にはあまり支障がなく，全体的にスコアーが低かっ

たためと考えられる.受傷時単純 X線での骨折型

については，石黒、の分類では typeCが.小西池の
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390 骨f生槌指の術後臨床評価とX線評価の関連性

分類では旬pe3が圧倒的に多い一方で，全体の症

例数が少ないため，統計学的に臨床成績との相関を

得られるには至らなかった.手術後単純X線成績

について，扇内らは関節面の O.4mm以上のgapは，

OAになる可能性が大きいと述べている6) 著者ら

の評価基準でみると，優のみがこれを満たし.良~

不可はすべて成績不良となる.実際，最終調査時に

OA変化を認めた 10例のうち，優は 1例のみであ

り.この症例は63歳で他指にも Heberden結節が

見られることを考慮すると，扇内らの報告とほぼ一

致する.よって，解剖学的整復位を篠実に固定する

正確な手術をすることが，臨床成績の向上に繋がる

と考えられる.

向田らは， 29指中 9指の成績不良例は全例20歳

以上で， 20歳以下の6指には不良倒はなかったと

報告しているη. 著者らは， 20歳以下の 6指中ピン

感染により早期のピン抜去を余儀なくされた 1例の

みが成績不良であったが， 5例は良好であり，向田

らの報告を支持する結果であった.q-DASHを調査

できた 4例は， 0・8.5点(平均 2.1)と満足度も高

かった.また，最終調査時に 10例に OA変化を認

めたが全倒20歳以上であった.

本調査では.臨床的には伸展不足角が，単純X

線では骨片の整復不良または術後転位(ピン逸脱)

が成績を悪化させていた. 1997年に報告された石

黒法は現在広く行われ，優れた手術法である8) し

かし，誰でも行える一方で，原著に即した正確な手

術が行われていないことが多い. Extension block 

pinの挿入時，骨片から 1-2mm離すことや，整復

時は末節骨を牽引するとともに，掌側基部を押し上

げることなど，手術のコツが多数記されている.ま

た今回，術直後の単純X線を再評価したことによ

り，術中 X線透視との違い，整復や固定の稚拙さ

を感じさせられた.扇内らは，手術直後の単純X

像で anatomica1reductionは37%(lQβ4例)，わずか

なgap(0.2mmくらい)があったものが22%(6，β4 

例)，明らかなgap(0.4mm-1mm)があったもの

が41%(11β4例)6)，小西池らは関節面の完全な整

復は約35%に得られているに過ぎなかったと報告

している2) 当院の術直後の単純X像では，優:16 

例，良 :3例，可 :6例，不可:1例であり，良~不

可 (gapO.5mm以上)の症例が38%(10/26例)を

占め，扇内らの報告とほぼ同様であった.さらに，

単純X線では問題ないにもかかわらず臨床成績が

不良な{伸展不足角が大きい)症例については，術

中操作において問題があった可能性もある(多数回

に及ぶピンの刺しなおし，清潔操作等).以上よ

り，手術に当たっての注意点として，以下の 3点を

あげる.

l.X線透視は， DIP関節という小さい被写体の

ため見えにくいことが多く，術中から単純X線を

行い確認する.整復位を妥協しない.

2.多数回に及ぶピンの刺しなおしは，伸展プロッ

クピンにおいては伸筋膿を DIP関節国定ピンにお

いては関節軟骨を損傷する原因になるため，術前計

画と正確な術中操作が必要.できれば二人での手術

が望ましい.

3.整復困難例や終止骨片が小さい例では，石黒

法にこだわらず各種手術方法6)9)10)へ変更すべきで

ある.

【まとめ】

術後臨床評価と X線評価では，相聞は小さく統

計学的に有意でないものの 一定の傾向を認めてい

た.臨床(蟹江の)評価と q-DASH，単純X線評価

とq-DASHの相関は認めなかった.蟹江の評価で

は26例中 17例が優，良であった単純X線評価

で可・不可例9例は.整復不良3例，術後のピン逸

脱による骨片転位が4例 感 染2例であった.手術

手技の向上が，臨床成績向上に繋がると考えられ

た.
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骨付き移植健とインターフェレンススクリューを
用いた指伸展機構の再建
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認議鑓む鑓 話盗鑓 ""滋 震鑓2容径

一
[目的]陳旧性手指伸展障害に対し，骨付き移植鍵と TJSα巴wを用いた再建症例の治療成績につき報告す

る.

【方法】対象は 1998年から 2007年に再建術を行った 9症例(男 7例，女 2例)である.年齢は 15歳から

68歳(平均 34.4歳)で平均観察期間は 14.4ヶ月であった術式は伸展障害を来している躍付着部に骨孔を

作製し，骨付き移植躍の骨側を持入した後に TJSα'ewで固定し，膿側は中枢の躍に interlacingsutu閃を行

うものである.

【結果]術前可動域は母指E関節症例において平均伸展・36.6.~60.0.であり.示指~小指 PIP 関節症例で

・51.l.~81.6.であった術後はそれぞれる.6.~56.6.，・17.2.~76.6・と改善した.

[考察】伸筋臆停止部で起こる手指伸展障害の再建方法はその選択が難しい.本法は睦停止部を骨付き移

植躍で再建でき，元の腫を力源とする方法でより解剖学的な再建と考える.

[結論]手指の伸展障害を来した症例に対し骨付き移植膿と TJsα'ewを用いた指伸展機構の解剖学的再建

を行い良好な成績を得た.

【緒言】

マレット指やボタンホール変形は DIP関節や PIP

関節部で指の伸展機構の破綻によりおこるものであ

り，特に棟旧性のボタンホール変形においては，そ

の治療に難渋することがある.その理由として，

PIP関節では centra1slipとlatera1bandによる伸展

機構が複雑にバランスを保っており.これが破綻す

ることにより変形を来す.従来これらの伸展機構の

再建には鍵移行術や腫移植術など様々な手技が考

案されてきたが.著者らは伸展機構のバランスの再

建にあたり，破綻した腫付着部周聞の解剖学的な再

建が重要と考え，新しい手技を考案し治療を行って

きた1) 著者らは今までに肘内側側副靭帯再建や陳

旧性母指MP関節側副靭帯損傷などに対し，小関節

領域の腫・靭帯再建用 interferencescrew (以下 TJ

Sαew)を開発し靭帯再建術を行い良好な結果を得

ており，今回，手指の{申展障害に対しこの手技を応

用し，腕榛骨筋臆 (BRtendon)または榛側手根伸

筋腫 (ECRLtendon)を骨付き移植躍として使用し

TJ Screwで固定する術式を行った症例の治療成績

受理日 201ν10/24 

を検討したため報告する.

【対象と方法】

1998年から 2007年までに BRtendonまたは

ECRL tendonとTJscrewを用いて再建を行った 9

症例(男性 7例，女性2例)を対象とした.平均年

齢は 34.4歳(l5~68 歳)，平均観察期間は 14.4か

月であった.受傷および前涯での加療から当科で手

術を行うまでの期間は平均 4.7か月であった.擢患

指は母指が3症例，示指が4症例，環指・小指がそ

れぞれ 1症例であった.示指から小指の 6症例のう

ち4症例がボタンホール変形を来していた.いずれ

も当科紹介前もしくは紹介後に，指の装具による保

存的加療を数か月行ったのち改善が見られない症例

に対し手術加療を行った.病因としてスポーツによ

る突き指が2症例，労災事故を含む切創によるもの

が5症例，先天性疾患で骨延長術後が 1症例， fl申筋
鍵断裂にて 18年前に膿移行術が行われた 1症例で

あった.

移植鍵は 1998年当初は BRtendonを用い， 2003 

たつの市立御津病院干671・1311 兵庫県たつの市御津町中島 1666番地
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日盟主 3坐竺end

、ヘ‘。一一
(c) 

図1 a:腿付着部に骨孔作製する.b， C:移他I健をTJ

screwで固定する d 残存腿に interlacing縫合

を行う

年からは ECRLt巴ndonを用いている. これらの腿

付着部より骨部分を 1.0rnrnX2.5 rnrnX5 rnrn大と

なるように，また腿部分を約 2~3 crn程度採取す

る.次に伸展障害を来している DIP関節または PIP

関節部の癒痕を除去した後，同部における伸筋腿停

止部に1.2rnrnガイドピンを刺入し， 3.1 rnrnの中空

ドリルにて骨孔を作製する(図 1-a); この音Ilの皮

質骨は対側までドリリングを行う必要はなく，この

宵'孔に移植腿の骨部分を挿入し，直径 2.5rnrnX 

5rnrn長の TJ screwを用いて固定する (図 1-b，c). 

T J screwは腿のサイズによりバリエーションが豊

富であるが，指の領域においては，ほぼこのサイズ

で固定可能である.つぎに1.2rnrnのK-wireにて関

節を仮固定したのち癒痕組織に埋もれた伸筋腿断

端を同定し，インターレーシング縫合を行う(図

1-d). この際，仮固定をおこなう関節は軽度屈曲位

とし，移植腿にかける緊張は徒手で最大限としてい

る.陳旧性マレッ ト母指症例で擢患部が癒痕組織で

架橋されている場合， この癒痕組織を切除，短縮し

たのちに移植腿の補助となるよう移植躍を包み込む

よう縫縮を行い利用することもある また PIP関

節部での伸展障害はボタンホール変形を来すことが

多く ，その際， latera1 bandが掌側へと偏位してい

るため付着部を再建した後に，背側へと引き上げ同

時に修復することが重要である.

【結果】

母指群では術前自動可動域 -36.6'~60.0 'が，術後

393 

図2 a， b:術前母指外観，図2-c， d 術前単純X線像

表 1 術前・術後における自動伸展可

動域

degree 

d 。-g O 
H 

メ
ω 
ω 
〉

。同

も~

にJ
司

斗... 
0 

A 
仁J
司....... 

-6.6 

・36.6/ 合
fl{r ....... -17.2 

幽 51.1

pre-ope post -ope 

表2 術後伸j長制限による術後評制lj

lack of active extension classification No. of cases 

。to20. good 

20. to 40. ta江

4O. or more poor 

lack of acti ve e芯tension

6

3

0

 

-6.6' ~61.6' に ， 母指以外では術前 -51.1' ~81.6'が術

後 -17.2'~76.6' と改善し，いずれにおいても術前，

術後の伸展角度は有意差を持って改善した(表1).

また Pardiniら2)の自動伸展可動域の評価において

は goodが 6例， fairが 3例，poorの症例は無かっ

た(表 2).擢恵、指における成績において母指は全

例 goodであったが示指，環指では fairの結果となっ

た(表 3).移植腿による成績では ECRLtendonを

用いた症例では全例 goodの結果を得た(表 4)
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[症例呈示]

症例 1・22歳男性，バレーボール選手 主訴 ・左

母指 IP関節伸展障害.現病歴.左母指を突き指し

受傷.前医で保存的加療とされたが伸展障害が残存

するため当科受診となった 身体所見 ・検査所見 ・

当科初診時は母指 IP関節自動伸展 -80'と著明な伸

展障害を来していたが単純X線像で骨折は認めな

表3 援態、指別の術後成績

digit good fa江

thumb 3 

index 2 2 

middle 

nng 

little 

resu1ts according to the digit 

表4 移植臆別の術後成績

tendon 

BR 

ECRL 

good 

3 

3 

tair 

3 

O 

results according to出egra食

かった その症例に対し手術の必要性を説明したう

えで， まず装具加療を行った.1か月 の装具加療に

より自動伸展は -50'まで改善したが， IP関節の腫

脹， extension lagの大きさから左マレッ ト母指と診

断し再建術を施行した 手術所見 :IP関節は癒痕

組織に覆われ伸筋鍵の連続性はなく，完全断裂で

あった.骨付き移植曜として腕榛骨筋鍵の中央 1/
3より皮質骨をつけた移植腿を採取し， TJ screwで

固定し再建を行った術後経過術後約 3週で仮固

定ワイヤーを抜去し自動 ROM訓練を許可し，以後

2か月間の夜間装具装着を指示した.術後 4か月で

自動伸展 -15'と改善し，採骨部の愁訴もなく，もと

図3 症例 l 術中写真 :損傷部は癒痕組織で夜われBR

tendonを用いて再建した

図4 a~ d: 術前示指外観，図 4.e， f目術前単純X線像
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図5 症例2術中写真:症例 lと同様に損傷部は癒痕組織で複われおり.ECRL 

tendonで再建した

図6 症例2最終経過観察時単

純X線像

のスポーツレベルに復帰した

症例 2:34歳，男性.主訴:左示指 PIP関節伸

展障害，ボタンホール変形.現病!埜:仕事中，包丁

で左示指 PIP関節部を切り受傷したが医療機関で

の縫合等の処置は受けず自分で消毒をおこなうなど

しながら様子を見ていた.受傷時より伸展不能で

あったが，指の変形と伸展障害を訴え当科受診と

なった身体所見 :左示指 PIP関節部背側に切創

があり周囲は腫J/長していた.初診時 PIP関節は自

動伸展 -45¥DIP関節は伸展 15。と過伸展であり，

外観はボタンホール変形を来していた.単純 X線

像では'胃傷は認めなかった. PIP関節部での{L1Jffnn建
断裂，陳旧性ボタンホール変形と説明し，手術をお

こなった.手術までの期間に関節拘縮を除去するた

め2か月の装具療法とした.そののち本法を用いて

ECRLtendonでの再建を行った手術所見:左示指

PIP関節部を展開すると cen位a1slipは完全断裂して

おり. lat巴ralbandは掌側へと落ち込んでいた 腿

移植後に Jatera1 bandを修復し，術後3週で仮固定

ワイヤーを抜去.以後 3か月間の夜間装具を使用

し. PIP関節自動伸展 _10.と改善，ボタンホール変

形も改善した.

【考察】

マレッ ト変形，ボタンホール変形といった陳|日性

の伸筋腿断裂に伴う指の機能損傷は，イIj3展機能のみ

ならず関節拘縮を伴い外観上も問題になることがあ

る.これらの治療に対しては保存的治療，手術加療

など古くから検討されており3) 程度が軽い症例に

おいては保存的治療がすすめられる. しかし指の変

形を伴う状況に陥ると数か月間の装具療法といった

保存的治療に抵抗するものもあり， これらに対して

は手術加療が必要と考える.しかし手術加療におい

て陳|日性の伸筋腿断裂に対してはその治療が困難で

あることが多い.それは伸筋眠自体が屈筋躍と比べ

~Î'簿であること，伸展機構がとくに PIP 関節部で

は複雑であり繊細であることなどが理由とされる.

カ源を再建する方法としては健移行術が行いやす

い手技であるが，マレット指では移行可能な臆が限

られること，ボタンホール変形といった損傷では

力源の再建だけではなく伸展機構のバランスを再建

することが必要になる. このため古くからボタン

ホール変形の治療にあたり.direct repair4)S). ten-

don transf，巴r6)7) 8) • tendon graft9) 10)といった様々な再

建法が報告されている.いずれもボタンホール変形

の場合，力源の再建とともに，バランスを失った
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lateral bandを矯正するといった原因を補う方法で

あるが，直接の原因である伸筋腿付着部周囲の断裂

に対して.伸筋臆付着部を直接的再建を行う方法は

少ない.当科が行っている TJsα'ewと移植躍を用

いて行う再建法では解剖学的に腫付着部を再建可能

な方法であるため，同様にマレット指においても適

応となる.特徴としてはもとの腫付着部に骨孔を作

製し，移植骨を設置，固定することが可能であるた

め，より解剖学的に近い再建が可能である.また基

礎研究においても初期固定力は強いため，術後3週

での自動運動訓練の開始が可能であり，今回の症例

においても術後に移植骨が脱転する症例はなかっ

た本法を行った当初は BRtendonを用い再建をお

こなっていたが，近年では ECRLtendonを用いる

ようにしている.理由としては BRtendon採取部は

榛骨神経浅枝が走行しており，採取後の愁訴がある

ためである.また BRtendon使用症例において結果

がfairとなった 3症例は.示指が2症例，環指が 1

症例でいずれもボタンホール変形症例であった.し

かし ECRLtendonを用いるようになってからは示

指2症例，小指 1症例に用いているが goodの成績

が得られたこれは ECRLtendonのほうが BRten-

donと比べて移植健採取時に腫部分の長さが保ちや

すいため再建がしやすくなったためと考える.これ

らの点において本法は陳旧性マレット指変形やボタ

ンホール変形といった指伸展機構の障筈症例に対し

有用な方法のひとつであると考える.

【まとめ】

1.陳旧性マレット母指，ボタンホール変形を含

む伸展機構損傷症例に対して，骨付き移植臆と TJ

sα'ewを用いた再建術を行った.

2. 指の伸展機構の破綻は伸展障害のみならず指

全体のバランスにも影響を及ぼすため，破綻を来し

た伸展機構の修復，とくに付着部の解剖学的再建が

重要であり，本法はその修復が可能な再建法のーっ

と考える.

3. マレット母指症例は全例良好な結果が得られ

た.ボタンホール変形では示指・環指症例の結果が

fairであり，同変形に対しては関節拘縮，伸筋臆損

傷周囲の癒痕形成が高度な症例もあるため.その再

建にあたり術前，術後の装具療法の併用を有効に用

いることも必要である.

【文献1
1) Tanaka J， et a1. Reconstruction of the ligament using an 

interference screw (tendon junction screw). Tech Hand 

UpEx仕'emSurg Mar;5 (1) : 57・62，2001.
2) Pardini AG， et a1. Surgica1 repair of白eboutonniere 

deformi旬。f也efingers.百leHand 11 (1) : 87・92，1979.
3) Fow1er SB， et a1.ηle management of tendon injuries. J 

BoneJointSぽ 'g41A:579・580，1959.
4) Zancolli EA. S位uctura1and dynamic bases of hand sur-

gery. 2nd Ed. Lippicott. Phi1ade1phia 1979. pp 83・88，
1979. 

5) Kap1an EB. Anatomy，injuries and仕 位 回entof出eexten・

sor ap戸ratusof the hand and digits. C1in Or白op13: 24-

41，1959. 
6) Matev 1. Transposition of出e1atera1 slips of the aponeu・

rosis in住ea卸lentof 1omg-s包ndingboutonniere defor-

mity' of也e宣ngぽ s.Br J P1ast Surg 17: 281・286，1964.
7) Ohsio 1， et a1. Reconstruction of the centra1 slip by出e

transverse retinacu1ar 1igament for boutonniere deformi-

ty. J Hand Surg 15B: 407・409，1990.
8) Ahmad F， et a1. Recons仕uctionof the extensor centra1 

slip using a dista11y based自由ordigitorum superficia1 

slip. J Hand Surg 34A: 930・932，2009.
9) Nicho1s HM. Repair of extensor tendon insertions in出e

fingers. J Bone Joint Surg 33A: 836・841，1951.
10) Suzuki K. Reconstruction of post-位置umaticboutonniere 

deformity.百 eHand 5 (2) : 145・148，1973.
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手指・手部におけるグロムス腫蕩の手術経験
っちゃまさひこ もりやこうじ まき ゆたか っぽかわなおと な閉さわひろこ よLづたかえ

土谷正彦*森谷浩治久牧 裕柿，坪)JI直人制，成樺弘子紳，吉津孝衛**

2001年1月-2010年 10月に摘出術を施行した手指・手部グロムス腫蕩30例(男性2例，女性28例，平

均年齢40.1歳)の術前症状 および追跡調査可能であった爪下部発生 19例における術後爪甲変形の発生状

況について調査を行った.術前症状については，発生部位にかかわらず全例で限局した圧痛を認めていた.

また，術後爪甲変形の発生状況については，爪甲切除・爪床切開法を行った 12例中 3例に軽度の爪甲変形

を認めたが，爪甲縁進入法を用いた 7例では認めなかった 30例中 27例 (90%)で腫蕩の存在が明らかと

なる前から痛みの訴えが先行しており 手部および手指の察痛を愁訴とする患者では鑑別診断としてグロム

ス腫蕩を考慮する必要があると思われる.また 爪下部発生例では術後爪甲変形を予防するために爪甲縁進

入法をできるだけ用いた方がよいのではないかと考えられる.

【緒言】

グロムス腫療は動静脈の特殊器官を構築するグロ

ムス細胞が増殖することにより発生する過誤腫であ

り，痔痛・圧痛・温度過敏性を 3主徴とする腫療と

して広く認知されている1)しかし，発生頻度は手

に発生する軟部腫蕩の 1-5%程度と低く，多くの

場合腫蕩径も微細であるため，看過される場合も少

なくない2) 今回，手指および手部におけるグロム

ス腫蕩の手術施行例を調査したので報告する.

【対象と方法】

本研究は2000年1月から 2010年 10月に，著者

らが摘出術を施行した手指・手部グロムス腫湯 30

例を対象とした性別は男性2例，女性28例，手

術時年齢は 15-63歳(平均 40.1歳)であった発

生部位は手背 1例，指腹5例，爪下部24例であっ

た(表1).以上の症例に対して，発生部位別の術

前症状について調査した.さらに爪下部発生24例

中，追跡調査可能であった 19例を対象として，術

後爪甲変形の発生状況についても検討した.

【結果】

爪下部以外(手背および指腹)に発生した6例で

は，受診時に自覚症状として発作性の自発痛を 5

例，醍局した圧痛を全例が訴えていた.このうち，

圧痛部位に腫療や皮膚変化を認めた症例は3例存在

した.明確な外傷歴は手背発生の 1例のみであり.

他の症例では特に誘因なく痔痛が出現していた.こ

の6例中，腫癒をはっきり認めた 1例ではグロムス

腫療を疑い摘出術が行われていたが，腫癌や皮膚変

化を認めなかった3例を含めた 5例では臨床症状か

らグロムス腫療の可能性を考慮し，術前に M闘が

施行されていた.MRIでは圧痛部位に一致してT1

強調像で中等度， T2強調像で高信号を呈する腫癒

表 1 対象症例

量量生部位 発生数 性別

手背 t倒 男性:1倒

指腹 5倒 女性:5倒

瓜下 24倒 男性:1倒 女性:23倒

計 30倒 男性:2倒女性:28倒

受理日 201ν10/12 
・秋田赤十字病院干010・1495 秋田県秋田市上北手猿田字苗代沢222・1
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表2 発生部位別の術前症状

発生部位 |自発痛 圧痛

手背・指甑欄)I 5倒 全倒 3例

瓜下 (24例)122例 金例

性病変が認められた.いずれの症例も腫療の摘出に

よって，痛みは消失していた.

爪下部発生の 24例における受診時自覚症状は，

発作性の自発痛 (22例)と限局した圧痛(全例)

であった.また，腫療に起因すると思われる爪甲変

形を 14例に認めていたが，爪甲変形がなかった 10

例中 6例でも爪甲の色調変化もしくは腫蕩の透見を

認めた.圧痛よりも先に爪甲の異常を自覚していた

ものは3例のみであった.爪下部発生 24例中 21例

に対しでも MRIを施行し，全例にT1強調像で中

等度， T2強調像で高信号を呈する爪甲下の腫蕩性

病変を認めた.爪甲切除・爪床切開法もしくは爪甲

縁進入法を用いた腫蕩の摘出後，全例で痛みは消失

していた(表2).

追跡調査可能であった爪下部発生 19例の手術進

入法別の内訳は爪甲切除・爪床切開法が 12例，爪

申縁進入法が7例であり，術後経過期間は前者が

10 か月 ~9 年 8 か月(平均 4 年 5 か月)，後者が 6

か月 ~2 年 11 か月(平均 l 年 6 か月)であった.

爪甲切除・爪床切開法 12例のうち 3例で，追跡調

査時に軽度の爪甲変形を認めた.変形を認めた 3例

の術後経過期間は 2 年 11 か月 ~6 年 7 か月(平均

5年Oか月)であった.この 3例のうち， 2例では

術前から爪甲変形がみられていたが，残りの 1例は

術後新たに爪甲変形が生じた症例であった爪甲縁

進入法7例では，術前から爪甲変形があった3症例

を含めても追跡調査時に爪甲変形を認めた症例はな

かった(表3).

【考察】

グロムス腫療に伴う終痛の発生機序について，稲

岡ら3)は種々の刺激によるグロムス細胞の異常反応

が血流動態の急激な変化を引き起こし，周囲の無髄

神経線維への刺激が加わって生じると推察した.そ

の他にも飯島ら4)は腫療に存在する肥満細胞からの

発痛物質， Dahlinらめはグロムス腫療の収縮，内田

ら6)は掌側指神経爪母爪床枝の関与を指摘してお

14倒 6倒

表3 爪下部発生例における爪甲変形

術前爪甲変形 術後爪甲変形

爪甲切除・ あり:9倒一一一+2例であり
爪床切開法
(12例} なし:3例一一一-+1例であり

爪甲縁
進入法 一一→全例でなし
(7例} なし:4例

り，本腫療は強い痛みを伴う腫療として広く認知さ

れている. しかし発生頻度が低く，腫蕩径も微細な

ため日常診療では看過される場合も少なくない.特

に爪下部以外に発生した症例では圧痛以外に理学所

見を認めず，長期間診断が確定されるととなく経過

した症例も多く，診断に難渋する場合があるの.

本研究では爪下部以外に発生した症例でも例外な

く圧痛を認め，腫療摘出後に痛みの消失が得られて

いることから，発生部位にかかわらず腫揚そのもの

に痔痛発生の原因が存在していると推測された.ま

た， 30例中 27例 (90%)で腫療の存在が明らかと

なる前から痛みの訴えが先行しており，手部および

手指の廃痛を愁訴とする患者では鑑別診断としてグ

ロムス腫癒を考慮する必要があると思われる.

好発部位とされる爪下部の発生例では特徴的な痛

みだけでなく，爪甲の変形や色調変化を認める症例

が数多く存在し.比較的診断が容易な場合もある.

腫蕩摘出後に新たな爪甲変形が生じることがある

が8)9) 爪組織の損傷を最小限とする愛護的な手技

によりグロムス腫蕩が摘出されれば爪甲変形は自然

修復されていくと考えられる(図1).術後爪甲変

形の遺残に関して，藤井ら8)は爪甲変形による鈍痛

が残存した症例や，女性患者では爪甲変形でもかな

りの愁訴を訴えた症例もあったと報告している.

従って，グロムス腫湯の摘出術に際し，術後新たな

爪甲変形を生じさせることだけは避けなくてはなら

ない.腫第摘出のための進入法として一般的に用い

-118-



手指 ・手部におけるグ‘ロムス腹痕の手術経験 399 

図1 摘出術に伴う爪甲変形の経過

a) 術前写真 爪甲の軍事曲および膨降変形を認めた

b)術後2か月・爪甲縁進入法による際蕩摘出術を
施行した.

c)術後7か月:爪甲変形は消失した

図2 爪甲切除 ・爪床切開法による腿

蕩摘出術.

られる爪甲切除 ・爪床切開法は臆癒組織の広がりを

直接観察しやすい反面，手術操作による爪床の損傷

は避けられない(図 2) 本研究でも 12例中 3例

(25%) で術後爪甲変形を認め，長期にわたって残

存している. 1例では術前に爪甲変形を認めていな

いことから，爪甲変形は摘出やtijに起因すると考えら

れる(図 3). これに対して.爪甲縁進入法では，

爪床を損傷する ことなく深層に存在している腫療に

到達することが可能であるため，術後の爪甲変形を

予防し得ると考えられている9)(図 4). 本研究にお

いても術後新たに爪甲変形が生じた症例が認められ

なかったことから，現在，著者らは術後爪甲変形を

図3 術後爪l:p変形(爪甲切除・爪床

切開法):線条変形および軽度の

膨降変形 (※印)を認めた.

図4 爪甲縁進入法による腹話芸摘出術.

予防するためには.可能な限り爪甲縁進入法を用い

たほうがよいのではないかと考えている.

しかし本研究では爪申縁進入法を行う際に腫擦

の取り残しを防ぎ， 爪!末の摂傷を予防する目的で全

例に顕微鏡を使用 した 一方，腫療組織を直視しや

すい爪甲切除 ・爪床切開法では全例に顕微鏡を使っ

たわけではなかった. 伊藤ら10)が報告しているよ

うに顕微鏡下で施行されたグロムス!陸揚の摘出術は

術後の爪甲変形をきたしにくいため，本研究におけ

る術後爪甲変形の差異も単に侵入法の違いだけに起

因するわけではなく，顕微鏡使用の有無に影響され

ている可能性は否定できないと考えられる.

【まとめ】

1)摘出術を施行した手指・手部グロムス腫蕩 30

例の術前症状，および追跡調査可能であった爪下部

発生 19例における術後爪甲変形の発生状況につい
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て報告した.

2)多くの症例で初発症状は痛みであり，手およ

び手指の落痛を愁訴とする患者では，鑑別診断とし

てグロムス腫療を考躍する必要がある.

3)爪下部発生例では術後爪甲変形を発生させな

いため，可能な限り爪甲縁進入法を用いたほうがよ

いと思われた.

【文献1
1) Carroll RE， et a1. Glomus Tumor of the Hand. J Bone 

Joint Surg 54-A: 691-703， 1972. 
2) McDぽmo仕 EM，et a1. Glomusτ'umors. J Hand Surg 31・

A: 1397・1400，2006.
3)稲岡正裕ほか. Glomus腹痕--6例の経験と考察ー.

整・災外27:1937・1942，1984.
4)飯島謹之助ほか.手指におけるグロムス腫療の病理

組織学的検討.整・災外38:65・71，1995.
5) Dahlin LB， et a1. A g10mus旬mor:c1assic signs wi位lOUt

magnetic resonance imaging findings. Scand J P1ast 
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手指・手関節に発症したガングリオン摘出術後再発例
の検討
〈まざわけんいち ねもと みつる 晶昔もとみねかコ いしかわしんすけ うち血まえいじゅ

熊津憲一，根本充，秋本峰克石川心介，内沼栄樹

ガングリオン手術症例 93例の年齢，性別，発生部位，術前の保存療法および臨床経過，術者経験年数，

麻酔法，駆血帯使用の有無，摘出方法につき調査し，ガングリオンの術後再発要因について検討した.年

齢，性別，発生部位，術前の保存療法および臨床経過，手術麻酔，駆血帯使用の有無については統計学的解

析を行った.再発群は 12例 非再発群は 81例であった.再発例では有意に術前の保存療法や手術など局所

の侵襲を伴う処置を施行されている症例が多く，統計学的有意差が認められた.術者経験年数では2群聞に

差はなく，年齢，性別，発生部位，手術麻酔.駆血帯の使用の有無に関しては，統計学的有意差は認められ

なかった.ガングリオンの手術適応を決定する際には，症状，経過からその適応を慎重に判断し，局所侵襲

を伴う処置が行われていた既住がある場合には，再発する可能性がより高い可能性があると考えて手術に臨

むべきである.

【緒言】

手指・手関節に発生するガングリオンはよく遭遇

する疾患であり，安易な手術を行うとしばしば再発

が認められる.著者らは手術を行ったガングリオン

の術後再発に影響する要因を検討したので報告す

る.

【対象と方法】

対象は 1991年 11月から 2010年 10月までの 20

年間に手術を施行した手指および手関節のガングリ

オン 93例である.方法は術後経過観察中に再発が

認められたものを再発群，再発が認められなかった

ものを非再発群とし，年齢，性別，発生部位，術前

の保存療法および臨床経過，術者経験年数，手術麻

酔，駆血帯使用の有無，摘出方法，術後経過観察期

間および再発までの期間につき調査を行った.統計

学的解析は年齢，性差，発生部位，術前の保存療法

および臨床経過，駆血帯の有無.麻酔方法と再発と

の関係について Studentのt検定， Fisher直接確率

試験， Yates補正2x2chi二乗検定， Yates補正mX

nchi二乗検定を用いて行い， Pく0.05を有意差あ

りとした.

【結果】

著者らが手術を行ったガングリオン 93例中再発

は12例であった.再発群の手術時年齢は 2-68歳

(平均 44.5歳)非再発群は3-77歳(平均 40.7麓)

であり，再発群で若干高かったが統計学的有意差は

なかった.性別は再発群で男性3例，女性9例，非

n.5. 

80 • 7O 

' ω • 50 

且
411 

• 30 

• 20 • 10 

e • 再発群 9開発鮮

n.s.:有患釜なしP=O.64>O.05(由 d田回流憤定による}

図1 再発群，非再発群の年齢分布の比較

受理日 201ν10104 
北里大学医学部形成外科・美容外科学干252・0375 神奈川県相模原市南区相模原北里1・15・1
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日女性

n.s. 
ロ男性

9CJ 

8CJ 

7CJ 

6CJ 

5CJ 

4CJ 

3CJ 

20 

10 

。
再発なし 再発あり

n.5. : l' = 1> O.05(Fi5her直接確率試粉 こよる)

図2 性別と再発の相関

再発群は男性 24例， 女性 57例であり，両群とも女

性の占める割合が高く ，諸家の報告 と同様であっ

た3)4)5)6)が，再発率に関しては統計学的有意差は認

められなかった (Fish巴r直接確率試験， P>0.05) 

(図 2)再発群 12例中 2f9"uでは再々発を認めた.

発生部位は，再発群では手関節背側が 6例，手関

節掌側が 4{91J，指における発生 2例であった.非再

発群では，手関節背側が 21例，手関節掌側が 14

例，中手部掌側からが 11例，中手部背側からが 9

例，指における発生が26例であった.手関節領域

のものが指に比較して再発率が高かったが，統計学

的有意差はなかった. (Fisher直接確率試験， P> 

0.05) (図 3)

術前の保存療法は再発群で穿刺 5例，圧潰 1{9"U， 

他院での手術歴が 1例であった.偶発的に破裂した

ものが 1例あった 非再発群では，穿刺 15例，他

院での手術歴が 1例であった.

術者経験年数については再発群では 4~20 年(平

均 6.5年)， 非再発群では 1~20 年(平均 6.7 年)

であった

麻酔法は，再発群では全身麻酔 3例，腕神経叢ブ

ロック 1例，指神経ブロ ック 2例.局所麻酔 6例で

あった非再発群は全身麻酔が 10例， 腕神経叢ブ

ロック 7例，指神経ブロックは 18例， 局所麻酔は

46例であったそれぞれの麻酔法による再発率は

全身麻酔 23.1% (13例中3例)，腕神経叢ブロック

12.5 % (8例中 1例)，指神経ブロック 10.0% (20 

7CJ 

ω 

m 

柑

30 

m 

10 

。

n.s. 

再発なし

函手関節領i謹

ロ手指

再発あリ

n.5.有意差なしP=l<0.05 (Fisher直接確率訟験による)

図3 発生部位(手関節領域，手指)と再発の相関

例中 2例)，局所麻酔 11.5% (52例中6例)であっ

た.

駆血帯の使用については再発群では 7例，非再発

群では 36例であった.

摘出手技は，すべての症例で直視下の摘出であ

り，内視鏡を使用したものはなかった.再発群では

腫癌のみの摘出が 6例，摘出後に茎部を結悲したも

のが 2例，ガングリオンの基部の組織を含めた切除

が4例であった非再発群では，摘出手技が確認で

きたものは恒例中 42例で. 腫溜のみの摘出が 5

例，摘出後に茎の結訟をしたものが6例，基部の組

織を含めた切除が 31例であった.それぞれの手技

における再発率は腫癌のみの摘出が 54.5% (11例

中6例)，摘出後の茎部を結殺したものが 25.0% (8 

例中 2例)，基部の組織を含めた切除が 11.4% (35 

例中 4例)であった.術後経過観察期間は再発群で

は 1 か月 ~2 年 6 か月(平均 6.7 か月)，非再発群

では l か月 ~1 年 2 か月(平均 2.8 か月) であった.

再発までの期間は 3 か月 ~4 年 6 か月 (平均 17.3

か月)であり，それぞれの手技における再発までの

期間は，腫癌のみの摘出を行った 6例では3か月 ~

4年 6か月(平均 21.5か月)，摘出後に茎の結殺を

行った 2例は，と もに 6か月，基部の組織を含めた

切除を行った 4 例では 6 か月 ~2 年 8 か月(平均

16.8か月)であった. (表 1)

【考察]

ガングリオン手術の再発率は lO.7~40 % と様々
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表 1 再発群と非再発群の比較

一「一一一一一一一
再発群 ~1言芸評 -r一一一一一一一再発存一一弄言実否一|

塁創設ー一一一 12(911 ___e.1_ftL 
平均年齢(寂) 445殺 40.7歳

性)511
男性 3伊l 24伊l

一玄1ま一一 一 ト一旦@L__一一む~L

発生部f立
手間aロ背担11 6例 21伊|

歪関節目割L一一トー3_@L___li@L 
手掌部 なし 11伊l
手首都 ト一な一し ーー~L__
千旨 2例 26伊l

局所{墨袋あり 「百「一一 16伊l
穿刺 5例ト-ー一一一1一5一(911 
圧;貫 1 (~I なし
他院での手術 1伊l 1(911 

偶発的な破裂 1 (~I なし

局所信事Eなし 4伊l 65O11 

な報告がある1)2) 3) 4) 5) 6) 手関節部のみの報告や手

指 ・手関節を含めた報告があり単純に比較できない

が， 著者らの再発率は 12.9%と諸家らの報告と同等

であった.発生部位に関して手関節領域のものが指

に比較して再発率が高かったが，手指では屈筋腿鞘

や関節包から生じていても容易に基部の組織を含め

て摘出することが可能であるのに対し，手関節領域

では深部の関節包から発生しており 7)8)の下床の組

織を含めた切除が手指に比較して困難なためと思わ

れた.

再発群では術前に穿刺，庄演などの保存療法を

行った症例や他院での手術監がある症例が有意に多

く，術前の局所侵襲を伴う処置が再発に影響してい

ると考えられた. (Yates補正 2x2chi二乗検定，P 

く0.01)(図 4)

ガングリオンの再発率について，手外科グループ

よりレジデントが術者の方が高い再発率を示したと

報告が散見されるが2)5) 術者経験年数は再発1洋平

均 6.5年，非再発群平均 6.7年であり，当手|では再

発には術者経験年数は影響していなかった西山

ら4)はレジデントが術者の場合に再発率が高い理由

を，技術上困難な場合が多くあったとしているが，

著者らの症例ではレジデン トが術者の場合であって

も，手技が困難であった場合は指導医がこれを補っ

ているために影響がないと考えられた.

手術麻酔は全身麻酔下および腕神経叢ブロック下

で，必ず無血野で行うべきであると，成書7)に述べ

られているものの，著者らの症例では，半数以上の

持f盟主位一一

手術麻酔
全身麻目半

ト阪f旨ブ祖ロ鑓ック.'i9_'z2 

思底@自主一一一一

sI!血帯あり

-駆7血一帯一な一し

摘出手技

f重箔のみ

三~~~1f"一一ー一一
基部含めて切除

不明

扇面妄踊一一一

再発までの期間

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

6.5年

3伊l

_1倒一一一
2伊j

LJifrll__ 

Z創一一
5伊l

!i..aL_ 
2伊l
4伊l
なし

6.7か月
17.3力、月

10例

一一_l~L__
18(~1 

トー笠飽L_

36飽L司

トー 45伊l

トーー一一一一

ー__J当L
6伊l
31 (~I 

39(~1 

「羽了子

* 
B局所信談なし

ロ局所{墨袋あり

再発なし 再発あり

>1< : P= 0.015< O.OS(Yates補正2x2chi二乗検定による }

図4 局所の侵襲の有無と再発の相関

症例において局所麻酔下で行われていた.また同様

に駆i血帯の使用においても半数以下であった.田村

らは5)全身麻酔および伝達麻酔より局所麻酔で行わ

れた手術の再発率が高いことを報告しており，その

原因として局所麻酔では駆血帯を使用することが困

難であり.無血野で手術をできなかったためとして

いる.著者らの症例においては，全身麻酔，腕神経

叢ブロック，指神経ブロック，局所麻酔下の症例で

はそれぞれの群間に有意差は認めなかった (Yates

補正 m>くnchi二乗検定， P>0.05) (図 5).また駆血

部・の使用の有無についても，再発群と非再発群では

有意差は認めなかった. (Yates補正 2X2chi二乗検
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主易町酔

'6 
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E再発あり
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(y.t目補正mXn chi二乗検定による}

図5 麻酔法と再発の相関

口駆血帯なし

n.s. ロ駆血帯あり

再発なし 再発あり

n.5.有意差なし P=O.55>O.5(Yat白補正2x2chi二乗倹定による}

図6 駆血帯の有無と再発の相関

定， P>O.05) (図 6)このことから，麻酔法，駆血帯

の有無そのものは再発に与える影響は低いと考えら

れる. しかし，Jacobsら2) 畑中9)らは術中の神経

損傷，血管損傷の報告をしており，合併症を回避す

るという点では駆血帯をもちいた無血野での手術を

行うべきであると考えられた.また.駆血帯を終痛

なく用いるためには，局所麻酔より腕神経叢ブロッ

クおよび、全身麻酔のほうが優れるということは明ら

かである

手術手技については，非再発群で手技が確認でき

たものが 42例であったため，再発群および非再発

群での統計学的解析は適切な処理ができないため検

討できなかった.田村ら5)はガングリオンの摘出の

際に関節包を 5mmX5mm含めた切除を行い

3.3%と極めて低い再発率であったことを報告して

いる.著者らの症例でも基部の組織を含めて切除し

た症例では再発率が低かったが，田村ら5)に比較す

ると高い再発率であった.これは，田村らが関節包

の切除範囲を定めているのに対し，著者らの症例で

は切除範囲が定められておらず， この違いが再発率

に影響していると考えられた.

また再発群における摘出方法の違いによる再発ま

での期間をみると，摘出後に茎の結裂を行った症

例，基部の組織を含めて切除した症例，腫癒の摘出

のみを行った症例の順に長くなっているが，再発率

などを考慮しでも腫癌のみを橋出した方が再発まで

の期間が長くなるとは考えにくく，また症例数が少

ないことが原因の可能性も考えられるため，今後症

例を重ね更なる検討を要する必要がある と考えられ

た.

ガングリオンの手術適応は， 1客痛，知覚神経障害

などの自覚症状が強い時が適応であると考えられる

が，大門ら6)は日常生活に支障を来すこ とは少な

く，術後再発しなくとも違和感や終痛，手術廠痕を

気にする症例もあり，適応を慎重に決めるべきだと

述べている.さらに著者らの検討から術前の侵襲を

伴う処置が再発率を高くする可能性があるため，手

術に際しては，より慎重に適応を判断すべきと考え

られた

【まとめ】

再発に影響する要因として，術者経験年数や麻酔

法および駆血帯使用の有無よりも穿刺，手術など局

所に侵襲を伴う操作の存在があげられる.治療は初

診時に穿刺が行われる ことが多いが，それ自体が術

後の再発率を上げる河能性がある こと，穿刺や圧演

においては大多数が再発すること自然消退例もあ

ることから，経過を観察したうえで痔痛，知覚神経

障害などの症状に応じて手術適応を判断することが

重要である.また.穿刺などの既往のあるもの，術

後再発例に対しては，再発率がより高くなることを

認識したうえで手術に臨むべきである.

【文献1
1) Nelson CL. Ganglions of the wrist and h釦 d.J. Bone 

Joint Surg 54A: 1459-1464， 1972. 
2) Jacobs LGH， et al. The volar wrist ganglion: Just a Sim-

pl巴 Cyst?J Hand Surg 15B: 342-346， 1990. 
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3)角谷文祐ほか.当科で治療を行った手部ganglion. 整

形外科28:1539・1541，1977.
4)西山剛史ほか.手部のガングリオンについて.整形外

手ヰ21:1100・1105，1970.
5)田村文雄ほか.手関節部ガングリオンの手術成績.整

形外科39:1689・1693，1988.
6)大門望ほか.手部ganglionの治療成績について.関東
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Philadelphia Else吋er.pp2221-2237，2005. 
9)畑中渉ほか.手関節掌側ガングリオンの手術成績に

ついて. B手会誌20:248・.251，2003.
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手作
<<4rIt.A，園事..，.... 

キトサン/海洋性コラーゲン複合ゲルの開発
いとうそういちろう

伊藤聴一郎市・制

キトサンと海洋性コラーゲンを用いて生体内に注入可能な複合ゲルを開発した.

カニの甲羅から抽出したキチンよりキトサン・ゲルを作製した.鮭皮から抽出したコラーゲン (SA)の熱

変性温度を上げるため低温架橋した.このキトサン・ゲルと SAを混合し，複合ゲルを作製した.混合比を

変えて pH，粘度を計測した複合ゲル1mlを72匹のウイスター・ラット背部皮下に2ヶ所ずつ注入した.

術後3日， 1， 2， 4， 12， 24週で試料を採取し (N=l)， HE染色標本を作製した.また，術後3，7，12日で試料

を採取し (N=3)， ELISA法にて tumornecrosis factor-alpha (TNF-α)を定量した

キトサンの比率が大きい程複合ゲルの pHと粘度が高かった.キトサンは正に荷電しているため強い炎症

を惹起し，軟組織の侵入が遅延した. SAは移植後早期に吸収された.キトサン:SA=80:20， 90:10の混合比

で組織学的炎症反応が最も抑制されTNF-αのレベルも有意に低下した.

【緒言】

軟部組織欠損部位の充填や形成外科的再建を目的

として，生体内へ安全に注入できる生体材料に対す

るニーズは高いが，実際に使用できる製材は極めて

少ない.現在臨床応用化されている生体注入材の代

表はコラーゲンである.コラーゲンは生体親和性が

よく細胞の足場材料として頻用されるが牛や豚由来

であり.近年人畜共通感染症の問題が生じている.

このため鮭皮から抽出したコラーゲンを精製後低温

架橋し，海洋性コラーゲンを開発した(北海道曹達

株式会社).また，カニの甲羅から抽出したキトサ

ンをゲル化することにも成功している.しかし，海

洋性コラーゲンは熱変性温度が低く，吸収が早い.

一方，キトサン・ゲルは正電荷を持つため炎症反応

を惹起し，吸収速度が遅い.本研究では，これらの

素材が持つ欠点を克服して安全に生体内へ注入でき

る生体材料を開発するためキトサン/海洋性コラー

ゲン複合ゲルを作製し，その特性と生体適合性を比

較検討した.

【対象と方法】

キトサン・ゲルの作製

カニの甲羅から抽出したら0・(カルポキシメチ

ル)キチンを NaOH溶液に溶解し. 70"Cで揖枠し

受理日 2011/10/24 

て脱アセチル化させた. この溶液を室温まで冷却後

pHを6.5に調整し，無水コハク酸を加えて 50"Cで

揖枠して，溶液に含まれるキトサンをサクシニル化

した.付着した塩類を透析膜で脱塩精製すると，

N-(3-カルボキシプロパノイル)・6・0-(カルボキシメ

チル)キトサン 3mol%，6・0・(カルポキシメチル)

キトサン 62mol%，6・0・(カルポキシメチル)キチ

ン35mol%からなるキトサン溶液が得られた.キ

トサンが生体内で安定化し，極力炎症反応が押さえ

られるように脱アセチル化度を調整した1) これに

ゲル化剤を加え，キトサン・ゲルを作製した.ま

た，鮭の皮から抽出したコラーゲン (SA)の熱変

性温度を上げ生体吸収速度を遅くするため，低温架

橋を加えた2) キトサン・ゲルと SAを均等に混合

し，キトサンβA複合ゲルを作製した.混合比をキ

トサン:SA=100:0， 90:10， 80:20， 70:30， 60:40， 0:100 

と変えて(順にキトサン， SA・10，SA-20， SA・30，SA-

40，SA群)pH，粘度を計測した. SAの比率が50%

を超えると混合ゲルが白濁し沈殿物を生じるため，

この分析を行った.沈澱物の遠心分離は困難なた

め，純水で5回以上洗浄後電気泳動を行ったさら

に，沈澱物を凍結乾燥し元素分析を行った.

これらの複合ゲル 1mlを72匹のウイスター・

ラット背部皮下に 2ヶ所ずつ注入した.術後3日，

・医療法人財団河北総合病院整形外科〒166・8588 東京都杉並区阿佐谷北1・7・3
柿東京医科歯科大学物質材料研究機構生体材料研究センター

-126-



キトサン/海洋性コラーゲン複合ゲル 407 

表 1 キトサン/海洋性コラーゲン複合ゲルの特性

混合比率ギトサン誘 安定化剤 ゼラチシ化 SA(wt%) 水 (wt%)
粘度

試料
導体(WT%) (WT%) 却tl(wt%)

pH (mPa'，) 

SA 100:0 。 。
SA.40 40: 60 0.2 14.71 

SA.30 30: 70 0.22 16.24 
SA.20 20: 80 0.2.4 17.62 
SA.10 10:90 0.25 18.87 

キトサン 0: 100 0.27 20 

1， 2， 4， 12， 24週で各群 1匹ずつ試料を採取し， HE 

染色標本を作製したまた，術後 3，6， 12日で各群

3匹より試料を採取し，ELISA法にて tumornecro-

sis factor-alpha (TNF-α) を定量した

【結果】

pHは SA3.5，キトサン 6.5でキトサンの比率が

大きくなるほど複合ゲルの pHが高かった.また，

粘度は SA21 mPas.キトサン 26000mPasで.キ ト

サンの比率が大きくなるほど複合ゲルの粘度が高

かった(表 1).

電気泳!JjjJでは分子量の大きい方から 200KDa， 

116 KDa， 66 KDa， 45 KDa， 31 KDa， 22 KDaのJ'¥ンド

を生じ，コラーゲンが沈殿物に含まれていることが

確認された また，元素分析の結果は，透明感のあ

る凍結乾燥物が C:N=4.85:1，白色凍結乾燥物では

C:N=4.43:1であり，いずれもキトサンが多く含ま

れていた.

移植後キトサンは強い炎症を惹起し，軟組織の侵

入が遅延した SAは移植後早期に吸収されたキ

トサン/SA複合ゲル内への小円形細胞浸潤は移櫛後

2週より 経時的に軽減し 線維芽細胞が侵入して肉

芽組織を形成し，複合ゲルを置換したキトサ

ン:SA=80:20. 90:10の混合比で組織学的な炎症反

応が最も抑制された.移植後 12周を経過するとい

ずれの群でも炎症前1I胞浸潤は沈静化した複合ゲル

は頼粒状になって線維組織中に分散し，周囲を薄い

皮膜が包んでいた(図 1，2). 

TNF-αのレベルは移植後 12日間を通じてキトサ

ン:SA=60:40， 80:20， 90:10の混合比で低く，特に

SA-20， SA-10群でキトサンに比し有意に低下した

(p<O.Ol) (表 2).SA-30の複合ゲルは，移植後 6日

目でキトサンに比し有意に低下した (pく0.05). 

。 0.5 95.5 3.5 21 

0.06 0.13 84.91 6.2 .5，500 

0.06 0.09 83.39 6.3 10，500 
0.07 0.06 82.02 6.3 15，000 
0.07 0.03 80.78 6.4 19，500 
0.08 。 79.66 6.5 26，000 

キトサン SA.20 

図 1 移値後 12週の組織像.HE染色.SA群はゲルがl及

収され確認できない.キトサン群と SA-20群では皮

下に注入されたゲルの領域が識別できる.D:皮膚，

C:皮下結合繊右下にSA-20群の赤丸部分を拡大し

て示す.皮下結合織とは分離可能なゲル周囲の薄

い皮11英が確認できる(矢印).

キトサン SA-20 

図2 図1におけるゲル注入部位の拡大像， HE染色.紡

錐形の核を持つ線維芽細胞が侵入して肉芽組織を

形成し，頼粒状になって分散しているゲルを置換

しつつある.キトサン群では少数ながら小円形細

胞浸潤が継続しているが.SAとSA-20群ではほと

んど観察されない F:脂肪組織，A:疎性結合織
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表2 キトサン/海洋性コラーゲン複合ゲルのTNF-αレ
ベル(キトサンが対照)

JWmg 

SA40 

SA・30

【考察】

平均値:t:5.0. ・pく0.05，** p<0.01 

38';;.::ぶ ;6箆;三三三目

103;三4ぎ込:主£王主説、ぎ訪5
1臼S6~4::f:正1却6∞Ö~0'16鎚8.0土4判4.9'早、'1却6臼ß土7η1.9

853土10.1!:¥.U6.8土16.4，.'

食食細胞や単球が生体材料へ浸潤すると炎症反応

が惹起される.これらの浸潤細胞は泊tぽIeu魁n-1β

(IL-1β)， interle也in-6(IL-6) やτ'NF-α等の炎症

性サイトカインを分泌し，食食により生体材料を分

解.吸収する.炎症反応後に厚い皮膜が形成される

ことは，その生体材料の生体適合性が不良であるこ

とを示唆する.本研究では移植後早期にゲル周囲の

細胞漫調が観察されたが複合ゲル群では経時的に

沈静化した.観察期間を通じて複合ゲル周囲の皮膜

形成も葬薄だった.特にキトサン:SA=80:20. 

90:10の混合比で組織学的な炎症反応が最も抑制さ

れ.T:悶・αのレベルも有意に低下した.この原因

は，キトサンの正電荷が SAの負電荷で適正に中和

されたことが考えられる.これに対し， SAの比率

が30%以上になると SAの早期吸収に伴いキトサン

の分散量が増加し，炎症反応がむしろ増強すること

が示唆された.

SAの比率が50%を超えると混合ゲルが白濁し白

色枕殿を生じた.電気泳動でコラーゲンのバンドが

確認された.また，元素分析でキトサンの含有が確

認されたが. CN比からは沈殿物中のキトサンとコ

ラーゲンの組成比率はキトサンの方が圧倒的に多い

ことが判明した.キトサンが正に，コラーゲンが負

に帯電していることを考えれば，沈澱物中に両者が

含まれていることは妥当な結果と思われる.しか

し，沈澱物を除いた混合ゲル中ではキトサンの含有

量が減少していることが危慎される.

以上の結果を考慮すると，混合比キトサン:

SA=80:20. 90:10の複合ゲルが体内に注入可能な生

体材料として最も適すると考えられる.今後.複合

ゲルの使用目的に応じて混合比を変えた応用化実験

が必要である.

【まとめ】

キトサンと海洋性コラーゲン (SA)の複合ゲル

を作製し，その特性と生体適合性を比較検討した.

キトサンの比率が大きくなるほど複合ゲルの pHと

粘度が上昇した.キトサンは正に荷電しているため

移植直後に強い炎症反応を惹起した.SAは移植後

早期に吸収され.炎症反応は弱かった.複合ゲル内

への炎症細胞浸潤は移植後2週より経時的に沈静化

し，線維芽細胞が侵入して肉芽組織を形成した.複

合ゲルを包む厚い皮膜は形成されなかった.キトサ

ン:SA=80:20， 90:10の混合比で組織学的な炎症反

応が最も抑制され， TNF-αのレベルも有意に低下

したことから，この混合比の複合ゲルが体内注入型

生体材料として最も適すると考えられる.

【文献】

1) Wang W， et a1. Influences of Mechanica1 Properties and 
Permeability on Chitosan Nano/miαofibぽ Mesh日Ibesas 

a Scaffold for Nぽ veRegeneration. J. Biomed. Mater. Res 

84A:557・566，2008.
2) Yunoki S， et a1. Stabilization of low denaturation tempera・

ture collagen from五shby physica1αosslinking methods. J 
Biosci Bio回 .g96:575・577，2003.
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PIP関節に対する人工関節置換術
むらなかひでゆ曹 ふ〈もとけいぞう し由ねみちたか lAまやまひろき ぜんけゅう宮ち こじまただお

村中秀行，福本恵三，篠根理孝芝山浩樹，善家雄吉，児島忠雄

著者らはPIP関節の人工関節置換術を変性疾患(以下変性)及び外傷性(以下外傷)の変形性関節症に行

い，検討したので報告する.

対象および方法

2003年から 2009年までに手術を行い， 1年以上経過観察し得た 11例 15指.変性5例7指，外傷6例8

指.年齢は平均50歳，術前可動域は変性で伸展平均・15¥屈曲平均 40'，外傷で伸展平均 -21・-屈曲平均 38'

だった.

機種は， AV.削TASRが6例7指， Sw釦 sonシリコンインプラントが5例8指.手術は，掌側アプローチ

が3例4指，背側アプローチが8例11指だった.

結果

平均経過観察期聞は2年9ヵ月だった.痔痛は全例で消失.関節可動域は変性で伸展平均・18'，屈曲平均

67'，外傷で伸展平均 -21'，屈曲平均 45・， Mayo clinic scoreは.変性でGood2例， Fair3例，外傷で Fair3

例， Poor3 O1Jであったアプローチは掌側が伸展平均・10・，屈曲平均 55・，背側が伸展平均・22・，屈曲平均

55'と掌側の方が良好な傾向にあった.

考察

外傷が変性と比べ成績が劣る原因として，軟部組織の状態によるものと考えられた.アプローチは掌側が

背側より可動域が良好な傾向にあり，これは伸筋腫に侵襲を加えないため早期より可動域訓練が可能なため

と考えられた.

【緒言】

著者らは Bouchard結節で保存療法に抵抗する症

例や，外傷後に発生した PIP関節の変形性関節症

に対し，痔痛及び関節可動域の改善を目的として人

工関節置換術を行ってきた.これらの PIP関節の

人工関節置換術を行った変性疾患(以下変性)及び

外傷性(以下外傷)の症例を検討したので報告す

る.

【対象と方法】

症例は 2003年 12月から 2009年 12月までに当

科で手術を行い， 1年以上，経過を観察し得た 11

例 15指を対象とした.変性が5例 7指，外傷が6

例8指であった.変性は全例 Bouchard結節による

ものであり，外傷は，ヒートプレス損傷が1例3指，

交通外傷が3例3指，猫暁傷による感染が 1例1

受理日 2011/10/14 

指，ベルトに巻き込まれたものが l例 1指であっ

た.

主訴は終痛.関節可動域制限を全例に認めた.年

齢は 39-68歳，平均 50歳，変性で 57-62歳，平

均60歳，外傷で 39-46歳，平均 42歳，術前可動

域は変性で平均 25¥ 伸展 0--30'，平均・15'，屈曲

0-60'，平均 40¥ 外傷で平均 17'，伸展0-・36'，

平均 -21'，屈曲 0-60'，平均38'であった.

用いた人工関節は.表面置換型のAVANTASR③ 

(以下AVANTA)が6例7指(変性3例3指，外傷

3例4指)， Swansonまたは Swanson型のシリコン

インプラント(以下 Swanson)が5例8指(変性3

例4指，外傷2例4指)であった.手術時のアプ

ローチは，掌側が3例4指(変性 1例2指，外傷2

例2指)，背側が8例 11指(変性4例5指，外傷4

例6指)であった.

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所〒355・0072 均玉県東松山市石橋 1721
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表 1 症例

背側アプローチでは伸筋鍵を縦切し. 掌側アプ

ローチは学側版の片側を縦切，屈筋鍵ごと片側に反

転して関節を展開した.後療法. リハビリテーショ

ン治療は外傷， 変性とも術後 1~3 週で開始した

【結 果】

終痛は全例で消失した関節可動域は変性で平均

49\ 伸展 0~-40"，平均 -18\ 屈曲 60~72\ 平均

67\ 外傷で平均 24\ 伸展 0~-80"，平均 -21\ 屈

曲 20~80" ， 平均 45"であった. Mayo clinic scoreは

変性で Good3例 4指， Fair 2例 3指，外傷で Fair3

{~J 5指，Poor 3例 3指であった 機種別では変性の

Swansonが可動域平均 45¥ 伸展 -20"，屈胸 65¥

変性 AVANTAが可動域平均 48¥ 伸展 -15¥ 屈曲

63¥ 外傷 Swansonが可動域平均 30"，伸展 -10¥

屈曲 40"，外傷 AVANTAが可動域平均 19¥ 伸展

-31¥ 屈曲 50"であった.症例毎の成績を表 1に示

す(表1).

アプローチ別で比較すると， 掌側アプローチが，

可動域平均 45"1申展平均 -10"(0~-15" ) ，屈曲平均

55" (50~65") ，背側アプローチが可動域平均 33\

伸展平均 -22"(0~-80") ，屈曲平均 55" (20~80" ) 

と， 掌側アプローチが伸展制限が少なく良好な傾向

にあった 代表的な症例を提示する.

[症例 1]

62歳，女性，数年前から左環指 PIP関節の変形.

痛みが生じたため， 2008年 3月当院に来院した.

初診時，左環指 PIP関節可動域は 10"，伸展 0".屈

曲 10"で，関節可動時に察痛を訴えた.単純X線像

では，関節裂隙の狭小化と著明な骨線形成を認めた

(図 1)ー左環指変形性関節症の診断で， 2008年 6

月， Swanson型人工関節置換術を施行した背側ア

フローチにより展開.{I申筋躍を縦割し，関節を展

開，関節軟骨の欠損を認めた.関節商を切除し，イ

ンプラントを挿入し手術を終了した(図 2)ー掌側

ギプスシーネで 11日間固定し，以後 buddytaping 

下での関節可動域訓練を開始した 術後3週で tap-

ingを除去し自動運動を積極的に開始した術後

図1 術前左環指単純X線像

図2 術後左環指単純X線像

1年6カ月現在(図 3)，実痛は消失.可動域は 70・，

伸展 0"屈曲 70"で， Mayo clinic scoreは Goodであっ

た.
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図3 術後1年6カ月左環指単純X線像

図4 初診時右示指単純X線像

[症例 2)

39歳，男性野良猫に右示指 PIP関節部をl皮ま

れ受傷， 2005年 10月，当院に来院した PIP関節

の痔痛，可動時痛，発赤，腫JJ長，熱感を認めた(図

4) 化膿性関節炎の診断にて抗菌剤の点滴，倉IJ部の

治療を行うも改善傾向が乏しかったため，同 11月

洗浄，デブリードマンを行った.術後感染徴候は消

失したが，関節可動域は 5¥伸展 ー35¥屈曲 40"と

著明な可動域制限を認めたため， 2006年 5月，関

節受動術， 創外固定術を行った(図 5). やI~後リハ

ビリテーション治療を開始し，同 6月，創外固定を

除去した.その後もリハビリテーション治療を継続
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図5 創外固定時右示指単純X線像

図6 術前右示指単純X線像

したが可動時痛が残存し，関節可動域は 8¥伸展

-32¥屈曲 40"，単純 X線像で，関節軟骨の破壊を

認めたため(図 6)，2007年 2月， AVANTA人工関

節置換右f.Iを施行した.掌側アプローチにて関節を展

開すると， PIP関節は骨性強直状態であった.関節

軟骨を切除し，イ ンプラン トを挿入した(図 7). 

術後 8日に背側ギプスシーネを除去し，自動運動を

開始した.術後3年 4カ月， f客痛はなく， PIP関節

可動域 35¥伸展ー15¥屈曲 50¥Mayoclinic score 

はfairであった(図 8)
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図7 術後右示指単純X線像

図8 術後3年4カ月右示指単純X線

【考 察】

Boucherd結節における PIP関節変形性関節症の

保存療法には，薬物，スプリントの使用，関節内注

射などがあり，外傷性の関節症に対しては可能な限

り損傷部位の修復を計る. しかし，関節軟骨の損傷

による実痛，関節可動域制限が保存療法， リハビリ

テーション治療で‘改善が認められず，単純X線像

で関節軟骨の破壊が著明な症例に対し手術を行って

いる.

PIP関節に用いられる人工関節はシリコンインプ

ラントと表面置換型に大別される.シリコンインプ

ラントは手術手技は容易であるが，インプラントの

破損，シリコンの摩耗による滑膜炎などの問題があ

る.表面置換型人工関節はシリコンインプラントと

比較して強度が高く解剖学的な再建が可能である
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が，抜去や再置換が困難であるなどの欠点、を持つ.

手術時の侵入法は背側，掌側アプローチなどがあ

る 背側アプローチの報告として， Swansonら1)は

central slipを付着部で外して最後に修復している.

Chamayら2)はcen凶 1slipをV字型切開で展開して

いる 背側アプローチの特徴は関節を遠位まで広範

囲に展開可能であり，スワンネック及びボタンホー

ル変形の矯正が可能なため広く用いられてきたが，

伸筋躍を切閉または切離，再縫着しなくてはならな

いため，術後リハビリテーション治療が遅れる可能

性がある. 掌側アプローチは Schneiderら3)はA3

pulley，掌側板を切開し，側副靭帯を付着部で切離

し展開する方法を報告している.伸筋腿を傷っけな

いため早期の可動域訓練が可能である反面，機痕拘

縮を来たす傾向がある. Linscheidら4)は66例の人

工指関節手術例を背側アプローチ，掌側アプローチ

とで術後成綴を比較検討している.背側アプローテ

は43例中 Good22例， f包r12例.Poor 9例，掌側

アプローチは 10例中 Good5例， fair 1例， Poor 4 

例で，背側アプローチの方が成績良好と報告してい

る 一方，石突ら5)は掌側の方が早期屈曲運動が可

能なため，後療法の点で有利と報告しており，稲垣

ら6)は掌側の方が術後の関節可動域が良好であり，

背側アプローチの症例で DIPの屈曲不良例が存在

したと報告している 著者らは， 2006年までは全

例背側アプローチで手術していたが.2007年以降，

症例に応じて伸展機構に侵襲を加えない掌側アプ

ローチを取り入れてきた.結果は，屈曲平均角度に

差はなかったが，伸展角度は掌側アプローチの方が

やや良好な傾向にあった. これは背側アプローチは

伸展機構に侵襲を加えるため，早期に関節可動域訓

練を開始すると centralslip付着部で仲間舵が緩む

可能性があり，後療法を遅らせたことが伸展制限の

原因と考えた.

また， 機種別関節可動j或の比較では，変性では大

きな差を認めなかったが，外傷では Swansonが平

均 11・良好であった Chamayら7)はPIP関節の外傷

後関節症と変形性関節症に対して Swansonと，

Condamin巴によって設計された Digitaljoint opera-

tJ.v巴arthroplasty (DJOA) の関節形成術を行い，術

後成績を比較した.外傷後の軟部組織損傷を合併す

る関節症では Swansonの方が成績が優れており，

軟部組織損傷のない変形性関節症ではD}OAのほう

が術後成績が優れていると報告した Eikenら8)は
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スウェーデンの手外科医問でのディスカッション及

び自らの経験から， SwansonのPIP関節形成術の成

績は芳しくなく MP関節への適応に限定すべきと主

張している.著者らの外傷の成績について述べる.

外傷の場合には軟部組織損傷によって関節周囲組織

が拘縮しており，表面置換型よりある程度 looseな

Swanson型が，より良好な可動域が獲得できたもの

と考えた.

【まとめ】

著者らは PIP関節の人工関節置換術を変性及び

外傷の変形性関節症に施行し，それぞれの成績及び

機種別，アプローチ別成績を比較検討した.

実痛は全例で消失し，関節可動域は変性疾患が外

傷に比べて良好であった.

機種別可動域では外傷では Swansonが良好な結

果を得た.軟部組織損傷の有無と人工関節の特徴が

成績に影響していると思われた.

アブローチ別可動域では掌側アプローチの方が背

側より伸展角度が良好であった.これは伸展機構を

傷つけないため早期にリハビリが可能であり，伸筋

躍の緩みが生じなかったためと考えた.

【文献1
1) Sw釦 sonAB， et a1. FI回 ibleimplant紅白roplastyin白E

proximal interphalangeal joint of出ehand. J. Hand surg 

Am 10(6 Pt 1): 796・804，1985.
2) Chamay A， et a1. Le lambeau tendineux官詰ngulaireDor-

sal inverse Por包 Ouvertesur l'Ar伽血tionInt町 Ihalangi-

enne Proximale. Ann Chir Main 7 (2) : 179・183，1988.
3) Schneidぽ LH，et a1. Proximal interphalangeal joint 

紅白roplasty:thevolar approach. Seminars in Arthroplasty 

2(2): 139・147，1991.
4) Linscheid RL， et a1. Vidal，MD，et.a1.Development of a sur-

face Replacement Arthroplasty for Proximal Interphalan-
g伺 1joints. J. Hand surg Am 22 (2) : 286・298，1997.

5)石突正文ほか. PIP関節骨関節損傷に対する表面置換

型人工指関節置換術. 日手会誌 19・6:669・672，2002.
6)稲垣克記ほか.表面型人工PIP関節置換術の成績.日

手会誌23-6:796・800，2006.
7) Chamay A， et a1. Pra泊四1interphalageal joint replace-

ment wi血 Swansonimplant or DJOA prosthesis:A com-
parative study recent advances in upp町田仕emity紅白ro・

plas~罫 WorldScience Singa卯Ire:91・98，1995.
8) Eilren 0， et a1. Fmger joint replacement. New York， 

Churchill Livings旬ne2:101・113，1981.
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狭窄性臆鞘炎に対する鏡視下腿鞘切開術の合併症に

ついての検討
たきがわなおひで あべむねき おかもとまさお

瀧川直秀へ阿部宗樹*岡本雅雄**

狭窄性鍵鞘炎に対する鏡視下腿鞘切開術の治療成績をその合併症を中心に調査したので報告する.

母指を除く狭窄性鍵鞘炎に対して鏡視下腿鞘切開術を行った 60例(男性 :25 fjij，女性:35例)， 77指(示

指:9. 中指:42，環指:23，小指:3，右:38指， 左 :39指)を対象とした 平均年齢は 64 歳 (49~87 歳)

であった.手術適応は 3か月以上の保存療法無効例としたこれらにつき手術時間， PIP関節伸展可動域，

再手術率，合併症について検討した.

手術時間は平均 13.9分であった PIP関節の extensionlagは術前平均 8.2.に対し，術後平均 3.1"と有意に

改善した.合併症として，切開不足による再手術を 2例 (2.6%) に，遠位のカニュラ出口部分での微小裂

創を 5例 (6.5%) に認めたが，創傷治癒に関する問題はなかった 感染や神経損傷もなく早期に社会復帰

可能で概ね良好な成績であった.

【患者 言】

鏡視下健鞘切開術は Nakaoら1)により開発され，

主に本邦でその治療成績が報告されている2)3)4)

今回，鏡視下腿鞘切開術の合併症を中心にその治療

成績を調査したので報告する.

【対象と方法】

対象は 2007年 3月から 2010年 10月までの間

に，母指を除く狭窄性睦鞘炎に対して鏡視下腿鞘切

開術を行った 60例(男性 25例，女性 35WID， 

77指(示指:9，中指:42，環指 :23，小指:3，右:

38指，左:39 指)である. 平均年齢は 64 歳 (49~

87歳)であった なお母指は神経損傷を危倶して

行っていない.合併疾患は 22例 (25疾患)に認め

られ，その内訳は糖尿病が 11例，手根管症候群が

9例，関節リウマテが 5例であった.手術適応は 3

か月以上の保存療法無効例とした手術方法は

Smith & Nephew Endoscopic Trigger Finger Release 

Systemを用い， Nakaoら1)の方法に準じて行った.

皮切は A1pulleyの約1.5cm近位および proximal

finger crease上に約 2mm横方向に加え，直径 2.9

mmのlongcannulaを挿入し，中枢より直径 2.7mm

の斜視内視鏡を挿入した.末梢側から挿入したフッ

図 1 鋭視下腿鞘切関前f.rの術中写真 *遠位のカニュラ

出口部分での微小梨創を5例に認めた.

ク型ナイフにて A1pulleyを切開し，屈筋臆が露出

されるのを確認した(図 1，2).糖尿病患者をはじめ

鍵鞘滑膜の増生がみられる症例では，内田ら3)が述

べているように A1pulleyを同定できな くてもカ

ニュ ラを屈筋鍵上で固定して手術操作を行なった.

調査項目は手術時間， PIP関節伸展可動域，再手

術率，術後合併症とし，本術式の治療成績について

受理日 2011/10/28 
本西宮ta立脳神経外科病院整形外科〒663-8211 兵庫県西宮市今津山中町 12-1

H 大阪府三島救命救急センター 整形外科
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【考察】

狭窄性腿鞘炎に対する手術方法は，従来から行な

われている直視下腿鞘切開術，経皮的腿鞘切開術.

今回著者らが行なった鏡視下腿鞘切開術などがあげ

られる.直視下腿鞘切開術は最も広く行なわれてい

る方法であるが.大きな合併症はないものの，創部

の硬結，終痛，不快さや創治癒の遅れなどの mmor

complication rateは 28%と高頻度であったと報告さ

れている5)

その欠点を補うべく経皮的腿鞘切開術が始めら

れ， 比較的良好な結果が報告されている6)7) しか

しBainら8)は cadavericstudyにて切開不足は母指

も含め 34%，微小なものを含めた腿損傷は 29%に

認められたと報告したまた大饗らめは経皮的腿鞘

切開の後，直視下に確認をしたところ，切開不足は

60%，雌損傷は微小なものも含めると 50%であっ

たと報告しており，手術の不確実性，隠れた腿損傷

の問題を指摘している.

鏡視下腿鞘切開術は，直視下腿鞘切開術により生

じる創部の問題と経皮的腿鞘切開術により生じる切

開不足や神経，腿損傷といった両者の問題を補うこ

とのできる方法と考える. Pegoliら10)は直視下と鏡

視下での腿鞘切開術の比較を行ない，倉IJ部の不快さ

が持続する期間として直視下の 45日に対し，鏡視

下は23日であり，鏡視下の方が日常や仕事への早

期復帰が可能と報告した.今回の著者らの研究にお

いて，創音Ilの合併症を詳細に観察したところ， MP 

関節の伸展制限に伴う遠イ立のカニュラ出口部分での

微小裂創を 5例に認めた.しかしこの微小裂創は数

mm程度で，創部の硬結，f!j:痛などにつながるもの

ではなく ，創傷治癒に関する問題はなかった.切開

不足に関しては，著者らは再手術を 2例に認め，い

Al pulleyの切開後

・・一一三干守よ二ι ・

鏡視下腿鞘切開術の鋭視庁「見
屈筋腿が描出される
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【結果】

手術時間は平均 13.9分であった(図 3). PIP関

節の extensionlagは術前平均 8.2
0

に対し，やf.I後平

均 3.1
0

と有意に改善した(図 4).また術後 15
0

以上

の拘縮が残存した症例は 3例 (3.9%)のみであり，

全体として関節性拘縮と考えられた症例は少なかっ

た. これら 3例は，いずれも合併疾患はなく，拘縮

と合併疾患との関連性はなかった再手術は 2例

(2.6%) に認め，2例とも A1pulleyの近位側の切開

不足が原因であった.術後合併症は，遠位のカニュ

ラ出口部分での微小裂創を 5例 (6.5%) に認めた

が，創部痛や創傷治癒に伴う問題は術後早期よりな

かった.また感染や神経損傷の合併はなく ，出血や

止血の対策が必要となる症例もなかった

70 60 

手術時間の習熟曲線

10 20 :30 40 50 

Case ( time seriesl 

図3
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検討した.
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ずれも近位側が原因であった.当初は Nakaoら1)2)

の方法に準じ A1P凶leyの約 1叩近位に皮切をお

いて行なっていたが，再手術例を経験した後は，

A1 pul1eyの約1.5cm近位に皮切をおき，より近位

側も観察できるようにしている.これにより切開不

足による再手術はより少なくなると考える.

Pegoliら10)は鏡視下法の欠点として， 1回 rning

curveの問題をあげている.著者らが本法を導入し

てからの learningcurveは， 10例を超えるとよりな

だらかになる傾向があり(図 3)，比較的短期での

手術習熟が可能であると考えている.

自験例では再手術を要した2例を除き良好に経過

した.創部の問題がほとんどなく，早期復帰が可能

であることから，本術式は有用な方法と考えられ

た.

【まとめ】

当院での鏡視下健鞘切開術は，合併症として切開

不足による再手術と微小裂創を認めたが，創傷治癒

に関する問題はなく，早期に社会復帰可能で概ねよ

い成績であった.

【文献1
1)N;盆aoY， et a1. Endo喝copicrelease of A1 pu111ey in凶gger

出回nb釦 dfingers. J J戸 SocSurg Hand 16: 363-367， 
1999. 

2) Nakao Y， et a1. Endoscopic re1ease of f1exor tendon in 
t田 osynovitis.J Jpn Soc Surg Hand 17: 2回・286，2000.

3)内田和宏ほか.粗筋腫狭窄性臆鞘炎における内鏡視

所見の検討. 日手会誌22:188-190， 2005. 
4)三浦一志ほか.手指ばね指に対する鏡視下腿締切開

術の治療成績. 日手会誌23:229-232， 2006. 
5) Wul R， et a1. CompH回 tionsof open凶.ggerfinger 

release. J Hand Surg 35・A:594-596， 2010. 
6) Tanaka J， et a1. Subcutaneus毘 1伺 seof凶ggerthumb and 

畳ng町 sin 210 fingers. J Hand Surg 20-A: 280-283， 1995. 
7) Ca11eja H， et a1. Anaωmic outcome of peπu匂neus

release among pai回凶 with凶ggerfinger. J Hand Surg 

35・A:1671・1674，2011.
8) Bain GI， et a1. percu組問usA1p叫leyrelease: Aα也Vぽ・

ic study. J Hand Surg 20・A:781・784，1995.
9)大饗和憲ほか.弾発指に対する経皮的縫鞘切凋の問

題. 日手会誌 16:361-362， 1999. 
10) Pegoli L， et a1. A com戸risonof endoscopic and open 

凶田町fingerre1偲se.Hand Surgery 13: 147・151，2008.
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TEL (03)5216-5569 FAX仰3)5216-5552

平地一彦

小泉雅裕 沢辺一馬 建部将広 田中利和 印陣痛

中村智 平原博庸 村田景ー 小宮山印刷工業株式会社
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