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榛骨遠位端骨折後の手根管症候群一榛骨遠位端骨折症
例における正中神経の電気生理学的経過について一

、 I ・，.
刊1t.A.:."''''''- ふじいゅうこ わたもり〈にひこ しらかたはるお か的いせつや

藤井裕子*渡森一光*自形陽生ベ亀井節也料

榛骨遠位端骨折症例に対して，正中神経の電気生理学的所見および手根管症候群の臨床症状について前向

きに調査した.正中神経伝導速度における伝導遅延の所見は受傷時で 4例 (4.5%に受傷後 1週で 10例

(11.4%). 12週で 8例 (9.1%)，24週で 6例 (6.8%)にみられた.伝導遅延が認められた疲例のうち臨床

症状を呈しなかった例が約50%あり.伝導遅延がみられたにもかかわらず臨床症状を呈さない.いわゆる

subc1inicalな正中神経障害が存在することが示唆された.伝導遅延を呈した症例は女性の割合が高かったが，

受傷後1週までにおいて伝導遅延を呈したいわゆる急性期の症例には男性も含まれており，高エネルギー損

傷による影響があると思われた.

【緒言】

榛脅遠位端骨折後に手根管症候群(以下 CTS)

が起こることはよく知られているが，榛骨遠位端骨

折後の正中神経の篭気生理学的所見についての検討

はあまりなされていない.今回榛骨遺位端骨折症例

に対して正中神経の電気生理学的所見および CTS

の臨床症状について前向きに調査した.

【対象と方法1
2009年1月から 2010年6月までに治療した榛骨

遠位端骨折 88例を対象とした.同側手部の他部位

に骨折がある例や，転位した骨片が正中神経を直接

損傷したと考えられ手術時に予防的手根管開放術を

行った例は除外した.男性22例，女性 66例，年齢

22.......88歳(平均 67.2歳)，全例受傷から治療まで

の期間は 1.......4日(平均 2.2日)で，内固定手術例

60例，非手術例 28例であった手術例は全例掌側

ロッキングプレート固定を行い原則として術後外固

定は行わず，非手術例は受傷後1週まで背側シーネ

による外国定を行い，その後4.......6週のギプス固定

を行った.

これらに対して， X線所見については受傷時骨折

型 (AO分類)と最終観察時整復状態を調査した

最終観察時整復状態について pa1marti1t 1.......20・ ra-

dial inclination 13"以上， ulnar vari祖国 2mm以下を

受理日 2011/10/24 

許容可，それ以外を許容不可とした1)電気生理学

的所見について全例受傷時(術前)，受傷後 1週，

12週， 24週に両側の正中神経伝導速度検査を行い

短母指外転筋終末潜時のML) を測定し， 4.2ms 

以上を遅延と判断した.また臨床症状の診断を母指

球筋萎縮，正中神経領域の神経症状， Tinel sign， 

Flick sign，また術後 12週以降では Phalentest， 

carpal tunnel-compression testを加えて行い.骨折

の受傷機転(低エネルギー損傷か高エネルギー損傷

か)を調査した.

【結果】

樟骨遠位端骨折の受傷時骨折型は AO分類でA

type 44例， B句碑 5例. C type 39例であった.最

終観察時整復位は許容可 68例，許容不可20例で

あった.

正中神経伝導速度における DML延長 (4.2ms以

上)の所見は.受傷時で 4例 (4.5%，女性2例，

男性2例).受傷後1週で 10例 (11.4%.女性 7例，

男性3例)， 12週で8倒 (9.1%，女性6例，男性2

例)， 24週で 6例 (6.8%，全例女性)にみられ(各

時期で重複例あり).受傷時を除き女性に多い傾向

があった.

CTSの臨床症状を呈したのは，受傷時で 12例，

受傷後 1週で 5例， 12遇で5例， 24週で2例にみ

'市立宇和島病院整形外科干798・8510 愛媛県宇和島市御殿町 1・1
柿済生会西条病院整形外科
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418 後骨遼位端骨折後の手根管症候群

表1 DML延長を認めた症例

U掴L 個8 手術の有無
定例 年齢 性別 治療 AO分領 霊復位 受傷後転

受傷時 1温 12週 24週 {受信後手術時期)

52 F 手術 C type 許容不可 高エネルギー 6.2 5.4 3.8 3. 7 無

2 64 F 手術 C type 許容可 高Zヰルギー 6.4'灘 6.9縫 7.2様 4.8 有(16週)

3 78 F 手術 C type 許容可 高エネルギー 3.4 6. 2~提 6.4綴 4.4 有 (20週)

4 82 F 手術 C type 許容可 高エネルギー 3.6 6.8謙 7.6* 4.8 有(14週)

5 67 F 保存 A type 許容不可 低エネルギー 3.9 4.4端・ 6.2磁・ 6.6様・ 有 (26週)

6 81 F 保存 A type 許容可 低z串ルギー 3. 7 4.5・ 6.8" 7.2縫闘 有 (28週)

7 75 F 手術 C type 許容可 低主事JI，ギー 3.4 4.4. 5.2" 4.6" 無

8 24 M 手術 C type 許容不可 高エネルギー 6.4 5.2 3.9 3.8 無

9 47 M 手術 C type 許容可 高工事ルギー 5.9機 5.41蝿 4.8様 3.8 無

10 36 M 手術 B type 許容可 高エネルギー 3.6 4. 7 4.4 3.9 無

議 CTSの臨床症状あり ・健f!QのDML延長あり

られ(各時期で重複例あり)，全例に DML延長を

認めた. 12週または 24週において臨床症状を呈し

た5例に対して手根管開放術を施行した. DML延

長がみられたにもかかわらず臨床症状を呈さなかっ

た症例が 10例中 5例 (50%)存在した.

骨折の受傷機転については，低エネルギー損傷

78例，高エネルギー外傷 10例であった.更に DML

延長をきたした 10症例のうち受傷時における延長

例では，転落，交通事故のような高エネルギー損傷

が4例全例と多くを占めていた(表1).

【症例呈示】

症例6:81歳，女性.主婦，既往歴はなかった

転倒して左手をついて受傷，左犠骨遠位端骨折.尺

骨茎状突起骨折をきたした. AO分類A3typeであ

り，受傷当日徒手整復施行され外国定にて保存加療

された.最終観察時の骨折整復位は良好で許容可と

判断された.正中神経の電気生理学的所見におい

て， DMLは受傷時3.7msと異常なかったが，受傷

後 1週 4.5ms， 12週 6.8ms，24週 7.2msと経時的

に進行し，健側の DMLの延長も認められた臨床

所見に関しては20週までは CTSの臨床症状を呈さ

なかったが， 24週では症状を呈し 28週時に手根管

開放術を施行した.

症例 8:24歳，男性.大工，既往歴はなかった.

屋根から転落して受傷，左榛骨遺位端骨折，尺骨遺

位端骨折をきたした. AO分類 C3typeであり，受

傷2日後に掌側ロッキングプレート固定を行った.

最終観察時の骨折整復位はpa1marti1t 5'， radial in・

c1ination 14¥ 叫n紅 vari叩 ce1mmで許容不可と判断

された.正中神経の電気生理学的所見において，

DMLは受傷時 6.4msと延長を認めたが，受傷後 l

週 5.2ms，12週 3.9ms，24週 3.8msと経時的に改

善を認めた.臨床所見に関しては，受傷時から臨床

症状は呈さなかった.

【考察】

樟骨遠位端骨折は上肢の骨折のうち最もよくみ

られる骨折であり，合併症の発生は年齢5) 損傷機

転2)8) 骨折型1)によるといわれる.その中でも手

根管症候群は主な合併症の 1つと考えられている

が3凶，境骨遠位端骨折に伴う CTSの要因に関する

危険因子として徒手整復の際の局所麻酔薬注入に

よる手根管内圧の増加。，血腫による手根管内圧上

昇7) 骨折治癒時の過度の仮骨噌生，神経圧迫2)

骨折変形治癒5)など様々な報告がある.今回，榛骨

遠位端骨折症例に対して正中神経伝導速度検査を行

うことにより，骨折受傷後の正中神経の電気生理学

的所見の経時的変化について前向きに調査した.

電気生理学的所見と臨床所見との関連について，

DML延長がみられたにもかかわらず臨床症状を呈

さなかった症例が 10例中 5例存在した.伝導遅延

がみられるにもかかわらず臨床症状を呈さない，い

わゆる subclini四lな正中神経障害が存在する可能性

があると思われ，診断における DMLの診断感度が

高いことが示唆された.また今回の検討で臨床症状

を呈したのは受傷時2例 (2.3%)，受傷後1週で 5
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榛骨遼位端骨折後の手根管症候群 419 

例 (5.7%) と諸家の報告3)8)に比べて少なかった.

この理由として，まず治療に関して，全例 1週以内

に整復，外固定や手術を行ったため比較的 CTSの

発症自体が少なかったことが推測されるが，臨床診

断の判断に関して，今回の検討では手指のしびれや

知覚鈍麻といった正中神経領域の神経症状以外に

Tinel sign， Flick sign，母指球筋萎縮等も臨床症状

の診断に加えて判断したことで実際よりも少なく判

定されたことが挙げられる.

榛骨遠位端骨折後 CTSの発症時期について，

Stewartら8)は 100例の穣骨遠位端骨折を調査し，

受傷後3か月の時点で CTS発生率 17%，6か月以

降で 12%であったと報告している. Itusboらめは榛

骨遠位端骨折後に生じた CTSについて acute(骨折

後1週以内)， subacute (1週"'12週)， delayed (12 

週以降)の 3時期に分類し報告しており， CTSの

発症は l週から 12週に 2つのピークがあり，急性

発症例では亜急性，遅発例よりも若年者が多かった

と報告している.

まず1週以内までの急性期発症について， Lewis 

ら7)は榛骨遠位端骨折に関連する急性期 CTSは70

歳以上によくみられると報告している.今回の検討

では，樟骨遠位端骨折に関連する急性期での正中

神経伝導遅延は，比較的若年，男性，骨折型は AO

分類 C旬pe，高エネルギー外傷の例に多かった.

Kongsholmらは6) 急性期 CTSは正中神経周囲に

生じる血腫や浮腫により手根管内圧が上昇すること

によって起こると報告しており，著者らもこの意見

に賛同する. Itsuboら@も 受傷後 1週以内の急性

発症例において， CTSの半数近くが高エネルギー

外傷であったと報告している.急性期においては，

高エネルギー外傷例では正中神経障害の可能性を念

頭におく必要があると思われた.

受傷後 12週の時点においては DML延長を認め

た8例のうち 5例は女性であった.中でも症例5，6，7

の3例については 1週までは軽度遅延であったが

12週以降に伝導遅延が進行し，健側にも DMLの延

長を認めていたことから特発性 CTSが含まれてい

る可能性があると考えられた.Aroら1)も同様に榛

骨遠位端骨折後電気生理学的評価を行った 3例中 2

例に健側にも MCVの延長を認めたと報告している

が，今回の検討においてもこの 3例において伝導遅

延は両側に起こっており，患側は榛骨遠位端骨折受

傷後に CTSの症状をきたしたと考えることもでき

るであろう.

榛骨遠位端骨折後の CTSに関して予防的手術は

必要かどうかに関して，F1叫lerら心は榛骨遠位端骨

折受傷後に手根管内圧がより高かった症例も一過性

であれば手根管開放術は必要ないと述べている.今

回の検討においても受傷時 DML延長をきたした 4

例は全例自然軽快していたことから，外傷後の

CTSの症状は一過性で軽快するものが多いため予

防的手根管開放は必要ないと思われる.しかし整

復.固定後も DML延長がみられる症例では手術を

要する例が少なからずあるため，榛骨遠位端脅折で

はCTSについて注意深く観察することが望ましい

と考えられた.

【まとめ1
1.犠骨遠位端骨折症例に対して，経時的に正中

神経の電気生理学的調査を行った

2. 伝導遅延が認められるにもかかわらず臨床症

状を呈さない，いわゆる subclini回1な正中神経障害

が存在することが示唆された.

3.受傷後1週以内に伝導遅延が認められた症例

では， high energy損傷による影響があると思われ

た.

【文献1
1) Aro H， et a1. Late compression neuropathies after Colles' 

fractぽ 'es.Clin Oprhop Relat Res 233: 217・，225，1988.
2) Cooney WP， et a1. Complications of Colles'企actures.J 

Bone Joint Surg Am 62: 613・619，1980.
3) Dyer G， et a1. Predictors of acute αr戸1tunnel syndrome 

associated with企actureof the dis也1radius. J Hand Surg 

Am 33: 1309-1313， 2008. 
4) Fuller DA， et a1. Carpal cana1 pressures after volar plating 
。fdista1 radius企actures.J Hand Surg Br 31: 236-239， 
2006. 

5) Itsubo T， et a1. Differentia1 onset patterns and causes of 
αr戸1tunnel syndrome af飽rdis旬1radius企acture:a ret-

rospective study of 105 wrists. J Or血opSci 15: 518・523，
2010. 

6) K叩 gsholmJ; et a1. Carpal tunnel pressure in the acute 
phase after Colles' fracture. Arch Orhop Trauma Surg 

105:183・186，1986.
7) Lewis MH， et a1. Median nerve decompression after Col-

les' fracture. J Bone Joint Surg Br 60: 195・196，1978.
8) Stewart HD， et a1.τnehand∞mpliα.tions of Colles'仕ac-

tures. J Hand Surg Br 10: 103・106，1985.
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鏡視下手根管開放術における術前の超音波診断の意義
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荒川雄一郎，土井一輝，服部泰典，坂本相哲，松尾卓見，藤原祐樹

鏡視下手根管開放術(ECTR)を行う手根管症候群 (CTS)に対して術前に超音渡検査を行い，手根管内

での正中神経の性状や可動性を測定することで，術前診断として有用か検討した.対象を CTSと診断し

ECTRを予定した 49例 60手を CTS群.CTS症状を訴えない 30倒的手をコントロール群とした. CTS群

60手のうち 8手で直視下手根管開放術 (OCTR)への変更を余儀なくされた. CTS群をコントロール群と比

較すると，神経の形態変化が乏しく，神経周膜と周囲との境界が不明瞭であった.また手指屈伸による正中

神経の側方への最大移動距離を比較すると，有意に OCTR変更群く ECTR施行群くコントロール群であっ

た以上から CTSでは神経上膜が周囲組織と癒着を生じ，癒着は屈筋膿とよりも屈筋支帯と強いと考えた.

更に正中神経と屈筋支帯との癒着は ECTR手技の難易度の指標となり，超音波検査は術前の補助診断として

有用と考えた.

【緒言】

手根管症候群 (CTS)に対して鏡視下手根管開放

術 (ECTR)は一般に行われている. しかし.術中

に正中神経の十分な剥離ができず，カニューラの挿

入が困難であったり正中神経を避けられないことで

直視下手根管開放術 (OCTR)へ変更を余儀なくさ

れる症例が散見される. OCTRに変更した例におい

て，手根管を直視下に開放すると正中神経は屈筋支

帯と著しい癒着をきたしていることから，正中神経

と屈筋支帯の癒着がカニューラ挿入困難の原因と推

察した.

そこで，今回.ECTRを行う CTSに対して術前

に超音波検査を行い.手根管内での正中神経の性状

や可動性を測定することで癒着を評価し.ECTR手

技の難易度の指標になり得るか検討した.

【対象と方法】

2010年2月から 2011年2月までに特発性 CTS

と診断し ECTRを予定した 49倒的手を対象とし

た(以下 CTS群).初めから OCTRや母指対立再

建衡を予定した患者，骨折の既往や手根管手術の既

往がある患者，透析・糖尿病・関節リウマチ患者は

除外した男性22手・女性 38手で.平均年齢は

64歳 (31-87歳).平均擢患期間はおか月 (2か

受理日 2012!OV05 

月-10年)であった.また.当院の職員のうち CTS

の症状を訴えない 30例60手をコントロール群とし

た男性30手，女性 30手で，平均年齢は 36歳

(23-56歳)であった.

超音波診断装置は 2010年 10月までは東芝社製

SSA・660Aを.2010年 10月からは目立社製HiVi-

sion Aviusを用いた.探触子は 14悶訟を用いた

検者は検者間差異が生じないよう，全例において同

一の整形外科医師が行った.検査時の肢位は前腕回

外位，手関節掌背屈中間位とし，手関節を国定する

目的でスプリントを装着した.

手根管内では正中神経は屈筋瞳に固まれるように

接しており，屈筋膿が滑走するとそれに伴って神経

は移動するお(図1).この現象を利用して，手根管

内の横断面を動的イメージングで走査し，手指を屈

伸することによる正中神経の最大移動距離を計測し

た.これによって得た結果を手術所見と比較して検

討した測定部位は描出が比較的容易な，手根管入

口部である豆状骨頂点と舟状骨結節を.結ぶライン

とした(図 2). 測定は 5回行い，平均値を記録し

た.

【結果】

術中操作が困難なことから ECTRから OCTRへ

小郡第一総合病院整形外科〒750・0002 山口県山口市小郡下郷862-3
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図2 測定方法 測定部位は豆状骨頂点と舟状骨結節を

結ぶラインとし，手指を屈j[jJさせて測定した.

の変更を余儀なくされたのは CTS群 60手のうち 8
手であった.

CTS鮮とコントロール群とを比較すると，神経

周膜と周囲との境界が不明瞭なこと，手指屈仲に

よって正中神経が側方移動する際に神経の形態変化

が乏しいことが分かった.

また，手指屈伸による正中1$経の側方への最大移

動距離を比較すると OCTRに変更した群が平均

0.91 mm， ECTRを行った群が平均 1.48mm，コン

トロール群 2.00mmであった

さらに， コントローj凶作と CTS11下とで平均年齢

に差があることから，コン トロール群を 40歳未満

18手と 40歳以上 12手とに分けて同様に検討した

ところ，神経周IJ美と周囲との境界，手指屈伸による

正中神経の形態変化について年齢差による特徴的な

画像所見はなかった.また， 手指屈伸による正中神

経の側方への最大移動距離は 40歳未満で 2.03mm. 

40歳以上で1.92mmと有意な差はなかった.

【考察】

ECTRは低侵襲であり，術後の;割高が少なく ，ピ

ンチ力や握力の早期回復などにより，早期社会復帰

421 

が期待できる.一方で，神経や血管 ・腿損傷などの

合併症もしばしば指摘されている1)

当院では CTSに対する外科的治療としては原則

として Chow法にf学じた twoportal法による ECTR
を行っている. しかし， f;f~I=!]操作が困難なことから

術中に OCTRへ変更を余儀なくされる症例がしば

しばあった.1997年以降 当院において ECTRを

予定して，術中にOCTRに変更したのは 514症例

中40例であった.その際 OCTRに変更した例に

おいて，手根管を直視下に開放すると正中神経は横

手根靭滞と著しい癒着を来たしていた. このことか

ら，カニューラ挿入時の神経刺激1客席や神経をよけ

きれない原因は正中神経と屈筋支持Jの癒着であると

思われるが，これを術前の臨床症状や電気生理学検

査から予測することは困難であった.

近年，超音波診断装置は技術の進歩によって高解

像度の画像の描出が可能となってきており，従来の

利点であるリアルタイムの動態画像が観察できる点

とあいまって，超音波検査の診断能力は飛躍的に向

上した.それに伴い. CTSにおける超音波診断に

ついての報告は増えてきた目しかし， CTSと正中

神経の|折面楠2)や滑膜炎の関係の報告は散見される

ものの，CTSと正中神経の動きとの関係について

は著者らが渉猟し得た限りなかった.

CTSの病態として滑膜の浮腫や肥厚，滑l院や間

質の線維化が報告されている4)5)6)7) 今回の結果で

は， CTS群では神経が移動する際に形態の変化が

乏しいこと，神経周囲の境界が不明瞭なことから，

CTSでは神経上l肢が癒痕化や線維化して周囲組織

と癒着を生じると考えた.また，手指の朗伸による

正1:1]神経の側方移動距離は有意に OCTR群<ECTR
群<コントロール群であった なお，コン トロール

群と CTS群とでは平均年齢に差があり，本研究へ

の影響が考えられた.そこで， CTSの好発年齢は

40~70 践とされている8) ことを考慮し，コントロー

ル群を 40歳未満と 40歳以上とに分けて検討したと

ころ，画像所見の差異はなく手指屈伸による正中神

経の側方への最大移動距離も有意な差はなかったこ

とから，年齢の差は本研究に大きく影響しないもの

と考えた.

正1:1:1神経が屈筋腿と癒着していれば，腿の滑走と

ともにや11経も移動するはずであるが，反対に移動距

離が短いことを考慮すると， CTSでは正中神経と

の癒着は胤筋腿よりも屈筋支帯が強いと考えた.更

5一
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に，正中神経と屈筋支帯との癒着は ECTR手技の

難易度の指標になることから，正中神経の側方への

可動性を測定することで ETCRの難易度を予測す

ることが可能であり，超音波検査は術前の補助診断

となり得ると考えた.ただし，超音波検査の欠点と

して検者の技術により情報量や診断能に差が生じる

ので，現時点ではあくまでも補助診断に過ぎない.

ちなみに当院では 2010年 10月以降超音波装置を

更新することで，より高解像度の画像を得ることが

でき測定が容易になったが，機器の違いで結果に有

意な差はなく，検者の技術の向上で十分カバーし得

ると考えた.今後更なる検討を重ねてゆきたい.

【まとめ】

CTSでは正中神経と屈筋支帯との癒着を生じる.

正中神経の側方への可動性を測定することがETCR

の難易度を予測するのに有用であり，超音波検査は

術前の補助診断となり得ると考えた.

【文献】

1) Palm町 AKほか. Compliαtions of endoscopic卸 dopen

信 Z戸1tunnel release. J Hand Sur冨24:561・565，1999.
2) 中道健ーほか.特発性手根管症候群における正中神経

斯面積測定の診断的価値一第2報:多レベル評価の精

度一. 日手会誌20:69・71，2003.
3) Yoshii Yほか'.Ultrasound assessment of the displace ・

ment組 ddeformation of the median nerve in出ehuman 

句中a1tunnel wi位1active宣ngermotion. J Bone Joint Surg 

Am91:2922・2930，2009.
4) OhJほか. Morphologica1 Changes of Collagen Fibrils in 

位leSubs戸lovia1Connective Tissue in Carpa1 Tunnel Syn-

drome. J Bone Joint Surg Am 88: 824-831， 2006. 
5)浅見昭彦ほか.滑膜組織所見よりみた特発性手根管症

候群の臆滑膜炎についての検討.整形外科と災害外科

45:591・596，1996.
6)小林明正ほか.特発性手根管症候群における滑膜，靭

帯の検討.関東整形災害外科学会雑誌30:1・3，1999.
7)倉信耕爾ほか.手根管症候群の横手根靭帯および屈筋

腿腫鞘滑膜の病理組織像.整形外科と災害外科 40:

1655・1656，1992.
8) Pha1en G.Sほか. The car戸1・tunnelsyndrome. Cliniαl 

eva1uation of 598 h釦 ds. Clin. Orthop. Relat. Res 83: 29・
40，1972. 
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健常者の正中神経に対するエラストグラフィの評価

[目的]リ アルタイムに組織の硬さを画像化する趨音波エラス トグラフィ (Rea1-TimeTissue Elastgraphy 

以下 EGと略す)を使用して.前JJ宛遠位部における正中神経の弾性を評価した.

[方法)手植管症候群の症状のない 29歳以下の女性 20人を対象とした年齢は 22-28(平均 24.5歳)， 

全例右利きで，左手を 10例 ・右手を 10例とした 超音波装置は目立メデ‘ィコ社製 HIvision Avius，探触子

は， 6-14MHzリニアプローブで音響カブラを装着して， Real-time Tissue Elastgraphyモードで正中神経を描

出した.評価は描出した正中神経を最大限取り込める椅円内の弾性を分子とし，正中神経直上の音轡カブラ

の弾性を分母として弾性比を求めた.

[結果]]全例，正中神経は全例内部構造が判別可能なレベルで描出された.弾性比は右正中神経 0.26-

0.83 (平均 0.67土0.18)，左正中神経 0.53-0.87(平均 0.67土0.09)と左右差はなかった

【患者 言】

特発性手根管症候群の手根管内滑!践には線組組織

の増生， Material propertyの変化を生じることが知

られており， これらの変化は正中神経の material

propertyにも影響を与えている可能性がある.

今回， リアルタイムに組織の硬さを幽像化する超

音波エラストグラフィ (Real-TimeTissu巴 Elastgra-

phy以下 EGと略す)を使用して，前腕遠位部にお

ける正中神経の弾性を評価できるか検討した.

【対象と方法}

手根管症候群の症状のない， 29成以下の女性，

20人を対象とした年齢は 22-28(平均 24.5歳)， 

全例右利きで，左手を 10例 ・右手を 10例とした

超音波装置は目立メディ コ社製 HIvision Avius，傑

触子は， EUP-L65 (6-14 MHz) リニアプローブで音

響カブラを装着して， R巴al-timeTissue Elastgraphy 

モードと B-モードで正中神経を摘出した(図 1)

計測は， 座位の状態で手台に載せた前腕を回外 90

度 ・肘 90度屈曲位として.検側手根屈筋健を弛緩

させた位置で，遠位手関節織を指襟として間部位で

行った.圧迫は用手的に行い，デスプレイ上のス ト

レイングラフが 0.7位を示す程度の庇迫力で繰り返

し， EGを音|測した.評価は描出した正中神経を最

目立メディコ社製 Hivision Avius 

J:í ii P: ;{fuへや.'!'::~，h\!H.y.t1i:
f!'J'!..:hç:科目 j内組判，~ç.v~J:何千山手ifi'1~.~~，11'\l'設 より

図 1 超音波装置とプローベにカブラを装着

リニア型探触平EUp.L651こ装着

大限取り込める符円内の弾性を分子とし，正中神経

直上の音響カブラの弾性を分母として弾性比を求め

た(図 2).検者は 1人で 3回計測を行ない，中間

値を代表値とした

【結果】

全例，正中神経は全例内部構造が判別可能なレベ

ルで摘出された弾性比は右正中神経 0.26-0.83

(lf-均 0.67:t0.18) ，左正中神経 0.53-0.87(平F均 0.67

受理日 2011/10/11 
*キッコーマン総合病院 〒287-0005 千葉県野田市宮崎 100
料東京医科大学茨城医療センター
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図2 図illii上のElastgraphy(0)がA正巾神経，直上の

Bカブラの歪 (口)を対象とする

土0.09)と左右差はなかった.

【考察1
2004年に株式会社日立メディコにより臨床応用

された超音波エラス トグラフィは超音波によって得

られた情報を組織の硬さに応じて段階的に色分けで

表示し，特に乳がんの診断率向上を目的に開発され

た技術である.現在では，甲状腺， 前立腺，隣臓，

整形分野などの領域にもエラストグラフィの臨床応

用が広がり，さらに肝臓，皮脂を始めとする他領域

への適用拡大が期待されている.エラス トグラフィ

の計測の一つである StrainRatioは対象部位と基準

部位との歪比を計算する機能で，特に乳腺領域では

脂肪と腫痕の歪み値から腫湯の良悪を鑑別する臨床

研究が進んでいる.整形外科領域では筋断裂の回復

過程における評価， スポーツ復帰時期のJ線認などに

応用されている1)ー

乳腺腫癒の鑑別診断で用いられている EGは腫療

の摘出以外に，客観性を持たせるために，FLR (Fat 

Lesion Ratio)が用いられているこれは，脂肪の

固さは乳腺に比して個人差が少ないと考えられるこ

とからその歪みと乳腺腫癌の歪みの比を求め， その

値から腫癌の固さを定量評価しようとされ，広く臨

床で，用いられています.今回我々は音響力プラ

(エラス トマ一樹脂製) を使用し，これを対象とし

て正中神経の硬さの指標(弾性比)を計測しまし

た

今回使用した音響力プラによる正中神経の Strain

Ratioの計測を， 2検者の健常人成人 3人の 1固に

っき 5動画，日をまたいで 3回繰り返し，検者 2人

分の検者内信頼性を比較した実験が行われている.

n聞計測したときの検者内信頼性は級内相関係数

ICC (l，n)で計算され 51!VJI商の strainRatioの平均

値から計算をしたものを ICC(1，5)， 3 lIljJ画から算出

したものを ICC(1，3)とすると，検者 1はICC(1，5) 

=0.92，ICC (1，3) =0.62，検者 2はICC(1，5) =0.92. 

ICC (1，3) =0.90と手技に慣れれば，3回の平均値を

用いることで信頼性の高いデータが得られることが

示されているのー手根管症候群における正中神経の

形態は， 手術所見から横手根靭帯部分での圧迫によ

る阿部位での神経の狭窄(扇平化) と近伎の腫大に

よる偽神経j盛変化が見られる.沖永らは， 限局性の

狭小化は手根管遠位部での圧迫を，腫大は手根管近

位部から前腕にかけての偽性神経腫を MRI画像で

再現し，手術時に見られる形態変化に対応すると報

告している3) この腫大は神経圧迫により血液一神

経関門が破綻し，神経内浮i堕が生じているとされて

いる4)5)6) また，圧迫が長期にわたる と線維化が

生じるとされている7) このような神経内変化が，

神経自身の物性を変化させ，その一つに弾性の変化

が見られるしかし，手根管症候群の本体である手

根管内は.強靭な横手根靭帯が張っており， 内部の

正中神経の弾性を計測することは不可能なため，横

手根靭帯最近位である遠位手関節袋の部分での計測

となった.今後この検査の有用性については症状の

重症度，誘発筋電図，知覚，自覚症状との比較，治

療前後の評価の違いを検討し，手根管症候群の早期

発見に役立てられたらと思われる

今回の実験の限界は， 29歳以下の女性に限定し

て音|測したために，40歳以上に頗発する手根管症

候群では正中神経の経年的な変化を調査する必要が

あること，性差による違いの検討が必要である.ま

た，皮下脂肪綴織の多い被験者では正中神経までの

深遠度が深く計測しにくいこ と，健周囲滑膜が豊富

な部分では，圧迫した際に滑膜に沿って陛，神経の

移動量が多くなり，周囲の影響で正中神経の弾性が

小さく出やすいなどの問題がある.しかし， 硬度を

リアルタイムに可視化出来る このマテリアルは，今

後応用範Ill'Iが広がってゆくものと思われる.

今回の実験からは正中神経の弾性を計測し手根管

拡候群の診断の正常コントロールとなる値を検出し

た
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健常者の正中神経に対するエラストグラフィの評価

【まとめ】

正常の正中神経は音響カブラより柔らかかった.

正常例では左右差はなかった.

【文献】

1)柳沢修ほか.超音波Real・timeτlssueElastographyに

よる運動後の骨格筋硬度の評価. 日本臨床スポーツ医

学会誌 19:132・135，2011.
2)篠原陽子ほか.エラストグラフィ用音響カブラの開

発.MEDIX 55: 40-44， 2011. 

3)沖永修二ほか.マイクロスコピーコイルと 3point plan 

scanソフトウェアを用いたM聞による手根管症候群

の診断. 日本手外科学会誌25:575・579，2009.
4) Kobayashi S， et a1. Visua1ization of intraneura1 edema 

using gadolinium-enhanced magnetic resonance imaging 
of carpal tunnel syndrome.J Orthop Sci 14: 24-34， 2009. 

5) Lundborg G， et a1. Nerve compression injury and 

increased endoneuria1 f1凶dpressure: a "miniature com-

par也lentsyndrome". J Neurol Neurosurg Psychia佐y46: 

1119・1124，1983.
6)吉井雄ーほか.短時間持続圧迫外力による末梢神経血

流と血管透過性の変化.日本手外科学会誌 23:741・

745，2006. 
7) Uchiyama S， et a1. Quantitative M悶 ofthe wrist and 

nerve conduction studies in patients with idiopa由iccarpal 

tunnel syndrome. J Neurol Neurosurg Psychiatry 76: 

1103・1108，2005.

-9一

425 



日手会誌 (JJpn Soc Surg Hand) ，第 28巻第5号 426-429，2012 

向日
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肘部管症候群に対する MIOSの検討
こだまなりひと うえばひろあ:! たけむもよしのり いま山、しんじ まっすえょしたか

児玉成人，上羽宏明，竹村宜記，今井普二，松末吉隆

2008年より肘部管症候群に対し，局所麻酔下に小皮切を用いて皮下前方移動術またはKing変法を施行し

た22例 24肘(平均 58.7歳)の治療成績について検討した赤;闘病期分類では，2期4肘，3 J~l l1 肘， 4期

4肘，5期 5肘であった. 術式は従来の皮下前方移行または King変法であった.ターニケットは使用せず，

1 % エビネフ リ ン入りリドカイン麻酔下に 4~7cm の皮切を用いた. J二1J完深筋膜に達したらできるだけ近位

で尺骨神経と上腕深筋膜の聞に 25G針にて 1%リドカイン約 5ccを注入し尺骨神経ブロックした.術後赤堀

の評価では 1例を除いて術後症状の改善が認められた 3例において術中，軽い痛みを訴えたが，全例麻酔

法の変更は必要なく手術が可能であった.

本法は従来の肘部管症候群の手術を小皮切と局所麻酔で行える点から患者に対しての侵襲が少なく，また

適応範囲も広く非常に有用であった.

【緒言】

2008年より著者らは肘部管症候群に対し.最小

侵襲という観点から，局所麻酔下に小皮切を用いて

皮下前方移動術またはKing変法を行っている 今

回その治療成績について検討したので報告する.

【対象と方法】

対象は 2008年以降当科で局所麻酔下，小皮切で

手術を行い， 1年以上経過観察が可能であった 22

例 24肘であっ た 男性 17例，女性 5例，年齢は

平均 59 歳 (35~78 歳) であった病期分類は赤堀

分類 2期 4肘， 3期 11肘，4則 4肘，5期 5肘で

あった病因は変形性肘関節症 13肘，外反肘 3

肘，尺骨神経脱臼例 5肘，特発性3肘であり，擢病

期間は平均 26.1 か月 (4~85 か 月 )であっ た. 当

科では現在，若年者，肘をよ く使う仕事をする人，

スポーツ選手，外反11ヰの著明な例には皮下前方移動

術を行っている.一方，中高年層ゃあまり過度に肘

を使用しないような主婦層，変形性肘関節症を有す

る例には King変法を行い，単純除圧術 (simpled巴-

compression)のみは行っていない.原則ターニケッ

トは使用していない 1%エビネフリン入り リドカ

イ ン 1O~ 15cc で皮l脅に局所麻酔したのち ， 皮下前

方移動術では 5-6cm (図 1a)，King変法では 3-4cm 

図1 a，皮下移動術の皮切 b，皮下移動した尺骨神経

受理日 2011/12/13
滋賀医科大学主主形外科 干520-2192 滋賀県大津市瀬田月給町

- 10一



11'1部管症候群に対する MIOSの検討 427 

の切聞を加えている(図 2a).皮下を剥蹴するが内

側前腕j支神経は楓存している.深筋膜に達したら筋

鈎でできるだけ皮膚 ・皮下を近位に引き，尺骨神経

を深筋膜の上から触診して， 25 G針にて深筋JJ英と

尺骨神経の間に 1%リドカイン 5ccを注入する 以

後はそれぞれの方法に準じて行うが、尺骨神経の伴

走血管は必ず温存している 皮下移動術は大きく 前

方へは移動させず， 内上頼に尺骨神経がのる程度と

し，皮下と内上頼を3，4針縫合し，もとの位置に戻

らないようにしている (図 1b).King変法の骨切除

量は肘関節の屈伸で尺骨神経に緊張がかからない程

度とし， (図 2b)術後は lから 2週の三角巾固定を

している

検討項目は， fij¥j後成績は赤堀の予後評fil日基準を用

いた.さらに術前後の神経伝導速度の比較，合併

症，皮切長，術中の痛みの J白無(麻酔の効果)を検

討した

図2 a， King変法の皮切 b，術後X線像

【結果】

結果を表 1に示す.術後成績は赤堀の評価で‘優 7

肘で，術前病期は 2期 3肘，3期 4肘，躍病期間は

平均 10か月であり，手術は全例皮下前方移動やj;Iで

あっ た. 良は 10肘で術前病期は 2期 1肘，3期 6

IJ;J， 4期 31Jせで躍病期間は平均 26か月，手術法は

皮下移動術 4肘 King変法 6肘であった可は 6

IJ-Jで争j;I前病期は 4期 111'1，5期 41Jずで躍病期間は平

均 53か月であり，手術法は皮下移動術 1肘 King

変法 51吋であった.1例は皮下移動術を行ったが成

績は不可であった尺骨神経伝導速度は術前平均

27.3 m/sから術後平均 41.9m/sに改善した.合併症

は告IJ部血脱 2例 King法による骨切除部の痕痛を

3例に認めた 今回皮下前方移動術を 13肘に，

King変法を 11肘に局所麻酔で行ったが，表2に示

すよう に皮下移動の皮切長は平均 5.3cmで，3 {9'IJに

おいて皮下を剥離する際.軽い痛みを訴えたが，局

所麻酔を追加することで対処可能であった.神経剥

応Itの痛みはなかった.手術時間は平均 52分であっ

た King変法では皮切長は平均 3.6cm，内上頼の

骨切除， 神経剥離の痛みはなく，手術時間は平均

40分であった

【考察】

肘部管症候群の術式選択については単純除圧1)

皮下前方移動術2) King変法3)4) IJサ部管形成やj¥j5lな

ど多数の報告があり，いずれも比較的良好な成績を

報告している.IJ'J部管症候群の術後成績を左右する

因子は術前の重症度や年齢擢病期間であり術式

による差はないという報告が散見される. Brau巴r

表 1 術後成績

優 良 可 不可

7肘 10肘 6肘 1肘

術前病期 E期 3 E期 1 N期 T E期

E期 4 E期 6 V期 5
N期 3

帯主病期間 平均10ヶ月 平均26ヶ月 平均53ヶ月 25ヶ月

(ヶ月) (4-15ヶ月) (12-84ヶ月) (21-85ヶ月)

手術法 皮下移動 7 皮下移動 4 皮下移動 1 皮下移動

King変j去:6 King変法 5
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428 肘部管症候群に対する MIOSの検討

表2 皮下前方移動術と隠ng変法の比較

皮下前方移動(13肘)

皮切長 平均5.3cm(4.7-6.2cm)
(cm) 

街中の '3例I二、局所鹿喜平の追加を
痛み 要した皮下剥離の痛み

-神経lIJ離の痛みなし

手術時間 平均52分(40-78分}
(分}

ら6)は単純除圧，阻ng変法，皮下前方移動術，筋層

下前方移動術の間で成績に差はなかったと報告して

おり，服部ら71は前述の術式に鏡視下法も含め，成

績に差はなかったと報告している.従って最少侵襲

という観点から単純除圧術がよいという報告も多

く，特に近年は鏡視下肘部管開放術8)の報告が散見

される.単純除圧術は術前inching法により絞拒部

を同定し，局所麻酔下，小皮切での手術が可能であ

る.しかし神経の圧迫への対処のみで，尺骨神経の

牽引や脱臼には対応できない.また重症例では効果

が不十分という報告もある的.また鏡視下手術はよ

り侵襲が少なくよい方法と考えられるが，技術的な

習熟が必要であり一般的な手法ではない.当科にお

いては以前は皮下前方移動術King変法を症例に

よって選択し，全身麻酔下あるいは伝達麻酔下に

大きな皮切で手術を行っていた.しかし現在の最少

侵襲手術という流れ.日帰り手術などの患者のニー

ズを考慮すると，一般的な，術後成績の安定した手

術で，しかも麻酔も含めてより小さい侵襲という観

点から本法を行うに至った.

本法の利点は局所麻酔，小皮切で従来の皮下前方

移動術や阻ng変法が可能であること， したがって

再発例を除くすべての肘部管症候群に対応できるこ

と，日掃り手術が可能であること，麻酔，手術手技

にも特殊な技術をを要さないことなどが挙げられ

る.また神経剥離や骨切りの際の痛みも全例なく，

出血においてはエビネフリン入りのリドカインで十

分コントロール可能であった.また伝達麻酔を用い

る際には抗疑問薬の中止を必要とすることもある

が，局所麻酔ではその必要性もなかった.またター

ニケットを使用しないため.透析患者のシャント側

附ng憲法(11射}

平均3.6cm(32-4.2cm)

-肉上顎の骨切除および
神経事j援の痛みなし

平均40分(38-63分}

にも有用であった.小皮切で十分な神経の展開と剥

離が可能かという点においては阿部ら瑚も報告し

ているが， s住u血er'sacadeから尺側手根屈筋入口

部まで十分展開，剥離が可能であった.

最少侵襲という観点からは単純除庄術や鏡視下肘

部管開放術に勝るものではないが，従来法を全身麻

酔や伝達麻酔を用いず，局所麻酔で無理なく施行で

き，また可及的小さい皮切で行える点は患者側，治

療側両方に有用な方法と考えられた.

【まとめ】

局所麻酔・小皮切で行った肘部管症候群の手術療

法について検討した皮下前方移動・即時変法が

局所麻酔・小皮切で可能であり，最小侵襲という観

点からも有用であった.手技的に特殊な技術は要さ

ず，どの術者でも非常に簡便に行える方法である.

【文献】

1) Osborne G. Compression neぽ itisof白e叫narnぽ veat 

出eelbm肌 Hand2:10・13，1970.
2) Levy DM， et a1. Result of anteriぽ位置lspositionfor u1nar 

neuropathy at也eel加，w.Am J Surg 123: 304-308， 1972. 
3) Goldberg BJ， et a1. IDnar neuropathy at the elbow: 

Res叫tsof media1 epi∞ndylectomy. J Hand Surg 14: 182・

188，1989. 

4) King T， et a1. Late resu1ts of removing the medial humer-

a1 epicondyle IIぽ回umaticulnar neuritis. J Bone Joint 

Surg41: 51・55，1959.
5) Tsujino A， et a1. llinar Groove Piasty for Function Neu-

ropathy. Hand Surgery 6: 205・209，2001.
6) Brau町 CA，eta1.百lesurgica1 trea回 entof cubita1 tunnel 

syndrome: a decision analysis. J Hand Surg 32: 654-662， 
2007. 
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7)服部泰典ほか.肘部管症候群の手術的治療の比較・

検討.日手会誌 17:422-426， 2000. 
8)鶴田敏幸ほか.内視鏡視下肘部管開放術の術後成

績. 日手会誌20:7:泊四725，2003.
9)大谷和裕ほか.肘部管症候群に対する皮下前方移動

術. 日手会誌25:394・.396，2009.
10)安部幸雄.肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方

移行術.中部手外科研究会26:28・28，2009.
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予死
守'.'1AB事..""Y・

末梢神経針刺し損傷例の検討
あ古いよしき たにぐちゃすのり しもえたか L つじもとしゅうへい

浅井宣樹，谷口泰徳，下江隆司，辻本修平

今回著者らは針刺しにより末梢神経を損傷された症例について調査し報告する.当科にて治療を行った末

梢神経針刺し損傷例を対象とした.症例は 12例で男性3例，女性9例で，初診時の年齢は23蔵-73歳(平

均47.1歳)であった神経損傷の部位，受傷機転. CRPS発症や医事紛争の有無，治療経過を調査した.損

傷神経は正中神経4例，榛骨神経浅枝4例，外側前腕皮神経2例，尺骨神経手背枝1例，内側前腕皮神経 1

例であった.受傷機転は採血が6例，点滴・注射が5例，ガングリオン穿刺が1例であった. 12症例中 2

例に CRPSを認め. 12例中4例が医事紛争となった.医事紛争を避けるために血管穿刺による末梢神経損

傷の予防対策，針刺し事故発生時の対策マニュアル作成を行う必要がある.

【緒言】

医原性末梢神経損傷は，医事紛争などの原因とな

るためその対応は非常に重要である.医原性末梢

神経損傷の原因として針刺しがあるが，近年針刺し

後に痔痛を訴える患者数が増加している印象があ

る1) マスコミやインターネットによる数々の医療

事故の報道により，医療に対する国民の不信感が強

くなっている事が原因と考えられる.

今回著者らは日常診療において遭遇する針刺しに

より末梢神経を損傷された症例について検討し報告

する.

【対象と方法】

過去に当科にて治療を行った末梢神経針刺し損傷

例を対象とした.症例は 12例で男性3例.女性9

例であった.今回の症例中 8例が他院で.4例が当

院での損傷倒であった.年齢は23歳-73歳で平均

は47.1歳であった.

今回は針刺しにより損傷を受けた神経，その受

傷機転. Complex Regiona1 pain Syndrome (以下

CRPS)の発症や医事紛争の有無，治療経過を調査

した.

【結果】

(1)損傷を受けた神経の内訳は正中神経4例，榛

骨神経浅技4例，外側前腕皮神経2例，尺骨神経手

受理日 201ν10/14 

背枝1例，そして内側前腕皮神経 1例であった.正

中神経と榛骨神経浅枝の損傷が多かった.

ω受傷機転は採血が6例，点滴・注射が5例，

ガングリオン穿刺が 1例であった.

(3)今回調査した 12症例中2例に CRPSの発症

を認めた. 1例は肘部での点滴による正中神経損傷

であり，上肢全体のしびれと痛み，穿刺部の痔痛，

関節の拘縮を認めた.もう 1例は採血による内側前

腕皮神経損傷で，前腕以下全体のシピレと感覚異常

を訴えていた.この2症例は他院からのセカンドオ

ピニオン目的の受診であった.また.4例が医事紛

争となっており，紛争にならなかった残りの 8例も

クレームを訴えていた(表1).

(4)今回の症例のうち 6例に対して当科にて経過

観察を行った.残りの 6例は初診のみで，その後は

受診しなかった.当科にて経過観察を行なった 6症

例中 2例に対しビタミンB12製剤を処方した.し

かし受傷後 1年が経過しでも症状の継続と共にク

レームを訴え続けた症例が1例みられた.5例は l

-2か月で症状が軽快もしくは改善して終診となっ

た.

【症例】

症例 6:39歳，女性.

主訴:左前腕榛側の感覚障害と放散痛

現病歴:7日前に他院での人間ドッグで左肘部に

て採血を受けた.穿刺時に激痛があり，その後より

和歌山県立医科大学整形外科学教室干641・8510 和歌山県和歌山市紀三井寺811・1
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表 1 症例および結果

症例 性別 年齢 損傷神経 穿刺部 受{華機転 CRPS発症 医事紛争

女 61 左正cl"神経 01部 点滴 有 有

2 男 61 左外1則前腕皮神経 肘部 点滴 員E 無

2 男 fi~ 左挽骨神経浅校 手関節僚側 点滴 無 無

女 23 右尺's'神経手背枝 手関節背側 点滴 無 無

5 女 73 右犠骨神経浅枝 手関節篠 fD~ 採血 無 無

6 女 30 左外側前腕皮神経 D~ 部 J%Jfll 無 有

7 男 26 左正中神経 肘部 採血 無 無

8 女 71 実正中神豊平 肘部 J采血 無 無

9 女 29 右内{則前腕皮神経 肘部 j采JIJL 有 有

10 -!;;:. 39 右十桑骨神経浅枝 手関節続{別 点滴 無 有

11 女 57 右犠骨神経浅枝 手関節僕 ftl~ 採血 無 無

12 女 24 左正中神経

図1 M昔日での綴血による外側前I脱皮神経損傷.

黒印部が針刺し部.

前腕榛側に感覚障害が出現した JJせの伸JPkや前腕の

回外にて放散痛が走り仕事が出来ないと訴えた(図

1)， 

当科受診後の経過 .損傷神経は外側前腕皮神経と

推測された， 1か月後の再診時，症状は残存するも

のの l週間前より仕事に復帰していた.この症例は

医事紛争となった

症例 10:39歳.9:.性.

主訴右手関節榛側の穿刺部の痛みと母指背側の

シビレ

肘部

現病暦 :4週間前に他院で子宮がん手術を受け，

その 1週間後に右手関節榛側で点滴を受けた.穿刺

時にピリビリとした痛みを自覚し.LJこめるように訴

えたがすぐには抜針されなかった.その後主|を抜い

て他の部位で点滴が行われた穿刺音1¥の痛みと母指

背側のシビレを自覚し当科紹介受診となった(図

- 15 

2)ー

ガングリオン穿刺 鉦 無

図2 h手関節榛側穿刺による榛骨神経浅枝損

{努.黒印部が針刺し部.

当科受診後の経過・損傷神経は榛骨神経浅校と考

えられた，1か月後の再診11寺，母指のピリピリした

感じは残るもf割高は軽快していた. この症例は前医

にクレームを訴え医事紛争に発展していた

【考察】

医療事故で末梢神経損傷が生じる状況としては注

射時が最も多くみられる2) Jliの尺側及び榛側正中

皮静脈，手関節の機側皮静11mは日常の採血や注射で

よく 用い られる部位である. これらの部位では末梢

神経が静脈の近くを走行しており，針刺しによる神

経損傷を起こし易い.

正中神経は肘禽の尺側で尺側皮静脈の直下に位置

しているので， この位置での採血は避けるべきであ
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る.この正中神経は末梢方向では前腕中央に向かう

ので，肘の中央でも深く穿刺すると神経損傷の危険

性がある3) また，徳永らは樟側皮静脈と榛骨神経

浅枝の位置関係では手関節から近位 5cm，遠位2

m の範囲で 28手中 27手 (96.4%)において境側

皮静脈と榛骨神経浅枝の交差が存在したと報告して

いる4) 今回の症例でも肘部での正中神経損傷と手

関節の榛骨神経浅枝の損傷が多かった.針刺しによ

る末梢神経損傷の予防のためには，この局所解剖の

熟知や看護師などのコメディカルスタッフへの啓蒙

が必要である日.

CRPSは神経因性廃痛の代表的疾患である.手関

節部や肘嵩部での採血・注射が CRPS発症の危険性

が高く，十分に留意するべきだとの報告がある6)

今回の CRPS発症の 2例中 1例は肘部での正中神経

損傷であり，もう 1例は内側前腕皮神経損傷であっ

た.これらの症例はいずれも他院からのセカンドオ

ピニオン目的の受診であった.そのため診察は一度

きりであり，受傷時の詳細やその後の経過は今回の

調査では分からなかった. CRPSはその発生原因は

いまだ十分には解明されておらず，発生予防のため

の方針も確立されていない.慢性化すると非常に難

治性となり，長期間にわたり患者に苦痛を強いるこ

ととなる1)そのため末梢神経の針刺し事故が起

こった際には，その後の十分な経過観察を行い，

CRPSの早期発見.早期治療に努めなければならな

lt~ 

神経の針刺し損傷の発生やそれに対するクレーム

防止のため，(1)採血時は肘内側と手関節捜側は避

ける， (2)皮下で針先を動かして静脈を検索しな

い， (3)穿刺に失敗したらそのつど抜去する， (4) 

同一者による 3回目の穿刺は避ける， (5)針刺しの

際に患者が強い痛みやシビレを訴えた場合はすぐさ

ま抜針することが大切である7) 今回クレームを訴

えていた症例は針刺し事故が発生した医療機関に対

しての怒りを露わにしていた.その内容としては

『痛いと訴えたのにすぐに抜針してくれなかった..!I

『神経損傷による症状のため仕事ができない..11Ii'穿

刺したスタッフ本人の謝罪がない..11等であった.

事故発生時のスタッフの対応が，以後医事紛争へ発

展するか否かの大きな鍵となると考えられる.長期

間にわたりクレームを訴えた症例もあり，血管穿刺

による末梢神経損傷の予防対策，事故発生時の対策

マニュアル作成を行う必要がある7) また，実際に

クレームや訴訟の多発を防ぐためには日常診療にお

いて病院と患者の信頼関係の構築や，穿刺による不

可抗力な神経損傷の可能性を患者側に広く理解して

もらう事も大切であると考えられる.

【まとめ】

(1)日常の針刺しによる医原性末梢神経損傷を防

ぐため，局所解剖の熟知と医療スタッフへの啓蒙が

必要である.

(2)クレーム防止のため，針刺し事故発生時の対

策マニュアルを作成することが大切である.
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剖. 日手会誌 13:823-826， 1996. 
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上肢における神経原性腫療の臨床的検討
晶さだよしゆき たま宮やすゆき たなかやすゆき たかやまかずまさ

麻田義之*玉置康之**田中康之**高山和政**

上肢に発生した神経原性腫癌 16症例の臨床像，および術後成績に関して調査・検討を行った.症例の内

訳は男性 10例，女性6例，手術時平均年齢は 50(27-75)歳， 経過観察期間は平均 15.2(6-36)カ月で

あった発生部位は，鎖骨上寵部2例.服禽部 1例.上腕4例，前腕2例，手部4例，手指3例，穣患神経

は腕神経叢2例，服禽 1例，正中 6例，尺脅2例，榛骨 1例，指4例であったこれらの術前症状，術前後

神経脱落症状.病理組織型について検討した.術前症状は.接触による放散痛4例，痘れ4例 痔痛2例.

腫癒触知のみ6例で， ADL障害を訴えた例は無かった軽度知覚低下を3例に認めたが運動麻療症状を呈

した例は無かった.術後の知覚障害は 7例(新規発症 4) に認め，この内3例では最終観察時にも残存して

いた.術後運動麻療は4例に発症し，軽快を認めるも全例で最終観察時にも残存していた.運動麻痩発症例

は腕神経叢2例，上腕部正中神経2例で，全て摘出時に神経束の切離を行っていた.病理組織診断は，神経

鞘腫 13，神経線維腫 2，手掌指神経発生の 1例は悪性神経4性腫療であった.軽度の知覚低下も含めると神経

脱落症状は高確率で発症していた.術前の症状に重篤なものは無く，全てに手術が必要であるかは検討を要

すると思われた.神経脱落症状は，術中の神経剥離操作による神経束の損傷に加え，健常神経束の合併切除

が原因であった可能性が推察された.また，術前に組織型まで診断することは困難で，腫療の大きさ等に関

わらず悪性腫療の可能性もあり注意を要する.

【緒言】

上肢における末梢神経由来の腫癖(以下，神経原

性腫痕)に対しては，手術的治療が第 1選択と考え

られており，一般的に治療予後は良好と認識されて

いる.しかし，著者自身の経験からは，その診断や

術後成績等に必ずしも問題点が少ないとは言い切れ

ない印象があった.そこで今回，手術的治療を行っ

た神経原性腫療の臨床像と術後経過について調査検

討し，考察を加え報告する.

【対象と方法1
2004年から 2010年までに著者および共同著者が

治療に携弘直接健診が可能であった 16例を対象

とした.症例の内訳は男性 10例，女性6例.手術

時平均年齢は 50.0(27-75)歳で，術後経過観察

期間は平均 15.2(6-36) ヶ月であった.手術は全

例，手術用顕微鏡使用下に全摘出術を行った.尚，

神経線維腫症 (VonRecklinghausen病)は対象から

除外した.

受理臼 201ν10/24 

表1 発生部位と擢息神経

発生部位{症例Iit) 櫨患神経

鎖骨上寓部 2 腕神経鍍2

膿寓偲 1 E中神経1

上腕凱 4 E中神経3 股寓神経1

前胸部 2 正中神経1尺骨神経1

手都 4 正中神経1尺骨神経1
働骨神経1指神経1

指都 3 指神経S

発生部位と擢患神経は，鎖骨上簡部2例(腕神経

叢2)，融商部 1例(正中神経)，上腕部4例(正中

神経3，服寵神経1)，前腕部2例(正中神経 1，尺

骨神経1)，手部4例(正中神経 1，尺骨神経 1，榛

骨神経 1，指神経1)，固有指部3例(指神経3)

であった(表1).

調査検討項目として

(1)施行された術式

(2)術前の愁訴，自覚症状

梅田附興風会北野病院整形外科〒530・8480 大阪府大阪市北区扇町2・4-20
・・日本赤十字社和歌山医療センター整形外科
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(3)術前検査と病理組織学的診断の結果

(4)術前後の神経脱落症状，および最終観察時の

神経脱落症状，を調査・検討した.

術式は，健常神経束を温存し腫療のみを摘出(分

離不能な擢患神経束は切除)したものを核出術，腫

揚と剥離困難なため健常神経来の一部を切除したも

のを神経束切除術として3) 二つに分類した.

【結果】

(1)術式

核出術が9例，神経束切除術が7例であった.核

出術の部位(神経)は.上腕部(肢商.正中)2例.

前腕部(正中，尺骨)2例，手部(正中，尺骨，指)

3例，固有指部(指)2例，神経束切除術は，腕神

経叢2例，臨寓部(正中)1例，上腕部(正中)2 

例，手部(正中)1例，固有指部(指)1例であり，

特に部位，神経に特徴や傾向は認めなかった.神経

縫合や移植術を行った例は無かった.

(2)術前の愁訴，自覚症状

接触による放散療4例，軽度の痩れ感5例，発生

部位の軽度痔痛2例，腫癒触知のみ6例であった

日常生活や仕事上の支障を来していた例は無かっ

た.

(3)術前検査と病理組織学的診断結果

術前画像診断として全例に MRIが施行され，

Tl : low--iso intensity， T2: high intensi旬を呈する

腫癌像が描出されていた.ほとんどの症例で，神経

と連続性を有する所見があり.神経由来の腫療が疑

われていたが，確定診断に至った例は無かった.術

前，生検術を行った例は無かった.術後病理組織診

断の結果は，神経鞘腫が 13例，神経線維腫が2例

(腕神経叢 1，指神経1)，手掌部示指列榛側指神経

発生の 1例が術後，悪性末梢神経腫療と判明した

悪性末梢神経腫療の症例に対しては，追加広範切除

は行わず経過観察中であるが，局所再発や転移は認

めていない.

(4)神経脱落症状の推移

術前の神経脱落疲状は， 3例に他覚的知覚低下を

認めたが，筋力低下を伴う運動麻癒を呈した症例は

無かった術後の神経脱落症状は，知覚麻療のみが

4例，運動麻療+知覚麻痩合併が4例，脱落症状無

しが8倒であった.向，知覚麻療は5例が術後新た

に起こり，運動麻療は全例で術後新たに発症してい

た.神経脱落症状の詳細は表2の如く，運動麻痩合

表2 神経脱落症状の詳細

症例 神経 衛式 症4長 転帰 進視神経症扶

598 F 指 犠 銅賞 調失 ー一~一一一一
5411 M 指 樟 知覚 靖夫 一一一一一一
30飽 M 指 核 知覚 清失 一一ーー一ーー
58盆 M 正申 被 知覚 清夫

56ri F 鴎神経豊 禽 銅賞唱勘 遺鶴 母街ー環鎗の揮れ‘察痛

75ri M 軍中 東 知覚+遭動 温磁 母錨向中指の揮れ.
母権.示植民筋力低下

56ri M E申 東 銅賞+遭動 遺議 骨格ー環摘の侮れ、
母街、示指‘中舘鳳筋力低下

5511 M 鴎神経軍 東 知覚+遭動 埠建 05値峨の揮れ.

=角筒、上鴎ニ周箇箇カ低下

鶴:被出街.家:神錘裏切除

併例は全例が神経束切除が施行されており，症状は

全て軽快が見られるも最終観察時にも残存してい

た.

【考察】

末梢神経から発生する神経原性腫癌としては，薄

井は神経鞘腫 (Neurinoma).神経線維腫 (neuroι

broma) ，悪性末梢神経腫揚 (Malign回 tperipb釘冨I

nerve shea白 tumor:MPNST) ，頼粒性細胞腫 (Grane-

lar cell tuomr) ，神経周膜細胞腫 (Perineuroma)を

挙げている9)が，通常我々が日常診療上で遭遇する

のは最初の 3種である.

術式選択としては，神経鞘腫は核出術または神経

束切除術.神経線維腫は巻き込んだ神経束を犠牲に

する形での切除と場合によっては神経再建術，悪性

神経性腫療は広範囲切除術と異なった術式が選択さ

れる.問題は，術前，症状や画像から神経原性腫蕩

とは診断できても，組織診断は極めて困難がある点

である.それぞれに特徴的な所見があるとの報告も

あるが， MRIで，良性悪性の鑑別は不可能とも報

告されている7) 我々が今回経験した指神経発生の

小腫蕩が術後悪性と判明したことからも，腫療の大

きさでは良性悪性の可能性を論ずるととはできない

(図1).今回の経験から，術前に組織診断は不可能

であること，症状や大きさに拘わらず，病理組織診

断の結果によって追加治療が必要となる可能性があ

ることを認識すべきと思われた.

術後神経脱落症状の発生率に関して我々が検索し

た範囲でも， 15.2% --75%と報告者により相当のの

ばらつきがあった1)2)3凶 5)8) 術式の違いに関しては.

Sawada et a1は核出術57%，神経束切除術 100%5)，

木村は核出術40%，神経束切除術 100%めと報告し
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A:MRI 
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議
一
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B:術中所見および摘出腫痕

図1 手掌部示指列神経から発生した慈性有l'経性I1環濠

{正中神経}
(指神経}

(指神経)
{指神経〉

(抜出街、知覚障簿)

図2 神経脱落症状の発生部位，神経，術式

ている.白験例では.核出術 50%，神経束切除術

67%であった自験例での神経脱法症状発生部位

祈経および術式は，図 2の如く，近位古liに発生した

腫擦では核出術が困難で その結果運動麻痩を含む

重篤な神経m~落症状を起こす傾向が見られた

神経脱落症状の原因としては，和"経来の切除.事1]

経剥離操作による神経損傷，神経束の術後JI重11&，浮

j毘等が考えられる.近{立部では，分離前の運動，知

党を含む多くの神経束が存在し，神経;束の切除や損

傷により症状が発症する危険性が高いと思われる

山根らは，腕神経叢に発生した神経鞘服9例会例で

躍J恵、神経束を切除したが 5例で脱落症状を認めず，

脱落症状が発症した例も全例回復したことから，擢

患神経束は術前既に機能を失っていると述べてい
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る10) 今回の症例では，脱落症状遺残例では，術

r-I:Jの神経剥離操作による神経束の損傷に加え，健常

神経*の合併切除が原因であった可能性が推察され

る.そこには， 術中，顕微鏡使用下での精密な愛護

的操作が行われたかという， 術者の技量が関与する

問題が提起されうる.様回らは，神経原生腫擦と診

断した 10例の長期]経過観察を行い，症状や大きさ

に，ほとんど変化が無かった事を報告している6)

今回の淵査でも，末梢神経性JJ重壌では ADL障害を

示すほどの症状に乏しいことを考慮すると，全てに

根治手術が必要なのかは検討を要する.さ らに，術

後の局所再発や悪性化の報告は少ないことから，手

術に際して，正常な神経束を瓶存，保護を重視して

顕微鏡下の愛護的な操作と.神経束との剥離，全摘

出が難しい|侍は可及的部分切除に留める選択もある

かと考える.患者にも，自然経過と予後の予想，術

後神経脱落症状の可能性 考えられる術式等を十分

に説明したうえで，治療法の選択を話し合う必要が

ある

【まとめ】

・上肢発症の末梢神経原性l置場 16例の臨床像，術

後成績を調査 ・検討した

・病現組織診断の結果は神経鞘腫 13例，神経性線

維腿 2例， 悪性神経性腫療 1例であった良性悪

性の鑑別を含め，術前の組織診断は困難であっ

た.

-術後の運動麻療を含めた神経脱落症状は.近位部

に発生し神経束切除を行った症例に生じていた

・神経脱落症状の原因には.術中の神経剥離操作に

よる神経損傷と健常神経束切除の関与が推察され

た.

-術前， ADL障害を呈する症状は無く.手術適応

に関しては慎重を期すべきかと思われた.
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腕神経叢損傷の術中電気診断と最終診断の比較
はら ゆき おちあいなおゆき にしうらやすまさ いわ古し まさL、.・ E秒

、川'...*+~

原友紀久落合直之ぺ西浦康正ぺ岩指仁**

腕神経叢損傷では節前損傷か節後損傷かを鑑別することが治療上重要である.術中電気診断の有効性を術

後長期経過より検討した.対象は腕神経叢引き抜き損傷が疑われ手術となった症例のうち，腕神経叢展開・

術中電気診断を行い，術後2年以上の経過観察が可能であった 42例とした.術中診断と最終診断が異なっ

た症例は 42例中 5例で，いずれも術中損傷根と診断した C5根で最終診断時に回復が確認された症例であっ

た.しかし C5領域の筋力の回復はいずれも MMT2以下で有用な回復ではなかった.著者らは，術中 SEP.

SCEPの両方が明確な波形として導出されることを遊離神経移植の適応として治療を行ってきた.自然回復

で機能的回復の得られない根に遊離神経移植を行っても良い結果はられないと予想され，術中電気診断によ

り的確な治療方針が決定できたと考える.

【緒言】

腕神経叢損傷では節前損傷か節後損傷かを鑑別す

ることが治療上重要である.特に第5頚神経根(以

下 C5根)については節後損傷の場合，遊離神経移

植による肩機能再建の適応があり，脊髄と神経根の

機能的連続性の確認が必要である.

術中に神経根を直接刺激して得られる体性感覚誘

発電位 (SEP)や脊髄誘発電位 (SCEP)の有用性に

ついての報告は多いが，術後長期成績から術中電気

診断で決定した治療方針が的確であったかを調べた

研究は少ない.

著者らの診断法は術前の診察所見，針筋電図所

見， MR myelography所見により，損傷レベルとタ

イプを予測した上で，必要な症例に腕神経叢展開術

を行い，術中 SEP，SCEPおよび神経根電気刺激に

よる誘発筋反応 (M-response)の有無などの所見を

もって総合的に判断している.

今回，この診断法で術中に術式を決定し.術後2

年以上の経過観察が可能であった症例の最終筋力を

調べ，遊離神経移植のドナーとして不適格と判断し

たC5根について術中判断が妥当であったかを検討

した.

【対象と方法1
対象は 1998年3月から 2010年9月までに腕神

受理日 201ν12/13 

経叢引き抜き損傷が疑われ手術となった症例のう

ち，腕神経叢展開・術中電気診断を行い，術後2年

以上の経過観察が可能であった 42例(男性39例，

女性3例)とした.術中電気診断により最終決定し

た損傷型では， C5・6型 :5例， C5・7型 :8例， C5・8

型:14例， C5-Tl型:15例であった.

術中電気診断法の詳細は以下のとおりに行った.

SEP， SCEPの測定はNeuropack(日本光電)を用

いた手術前日に頭部硬膜外電極を挿入(関電極レ

ベル:C2・4) した.手術当日.全身麻酔下に SEP

誤IJ定用の脳波用針電極を C3-(C3の2cm後方)お

よび C4-.Fz (不関電極)に設置.術前の刺激・記

録条件コントロールとして，健側手関節部を皮膚上

より刺激し， SEP. SCEPが導出されることを篠認

した.刺激条件は SEP，SCEPともに 3Hz'0.2ms 

の閲値上刺激で，平均加算 256回とした.腕神経叢

展開後，各神経根に脳波用針電極を刺入して刺激

し，各神経根2回以上の測定を行った.

最終診断は術後2年以上経過時の徒手筋力検査所

見により判定した.

【結果】

術中に，遊離神経移植のドナーとして不適格と判

断した C5根で，長期経過後に筋力の回復が認めら

れた症例は 42例中 5例であった.詳細を表1に示

事筑波大学整形外科〒305・8575 茨城県つくば市天王台 1-1・1
柿公立昭和病院整形外科
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表1 最終診断が異なった症例一覧

年齢 領傷型 街中電気診断(C5) 量終筋力
性別 SEP SCEP M骨 spon輔

初男y c5-6 緯下館【2]::::角節目1

22y cfト7 + +(小円筋] 線下筋【2]::::角筋【2]
女

1見By C5日7 組下筋【2]::::角筋[2]

1男6y c5-8 車車下筋[1]::::角筋【1]

1By 全型 車事下筋【1]::::角筋[1]
男

す.

症例 1:40歳，男性.オートパイ運転中に大型ト

ラックと衝突し受傷した.受傷後5か月で当院紹介

初診した C5・6領域の運動麻痩と感覚低下があっ

たが感覚脱失はなかった.術直前の針筋電図検査で

は藤下筋でわずかな臨意収縮を認めたが，他の

C5・6領域の筋に随意収縮を認めなかった.MR My-

elographyでは外傷性髄膜癌はなかった(図1).術

中SEP，SCEPの結果を示す(図 2).C5， C6では

SEP， SCEPともに波形の導出が得られず， C7， C8 

根刺激では明瞭な波形がSEP，SCEPが得られた

C5・6節前損傷の診断で肋間神経を筋皮神経に移行

した.最終診断(術後2年)時には，三角筋MMT

[1]，親下筋MMT【2】であった.

症例2:26歳女性.乗用車運転中にスリップし，

崖下へ転落し受傷した. C5・7領域の運動麻痩と C5

領域の感覚脱出を認めた(図 3). 鎖骨上に圧痛と

硬結があり，同部では肘外側に放散する Tinel様徴

MMT 街直前筋電図

線下筋 【1] わずかな槌意収舗あり

ニ角筋 【0】 脱神経所見のみ

上腕ー頭筋 【0】 脱神経所見のみ

腕繍骨筋 【0] 脱神経所見のみ

槙側手植屈筋 【0] 脱神経所見のみ

(a) 

図1 症例1の術前所見

候を認めた.MR Myelographyと術直前の針筋電図

結果を図3に示す. C4・7根の引き抜き損傷が疑わ

れ，手術を行った.術中電気診断では C5根刺激で

SEPは導出されなかったが， SCEPが導出され.小

円筋で M-responseが確認された C6，C7根では

SEP， SCEPともに導出されなかった(図4).C5根

は部分損傷と診断し， C5根への遊離神経移植は行

わず，肋間神経を筋皮神経へ移行した.最終筋力は

術後2年で三角筋MMT【2】，藤下筋MMT臼】で

あった.

【考察】

腕神経叢損傷の治療では損傷部位と損傷程度の的

確な診断が重要である.節前損傷か節後損傷かの鑑

別には， Tmel様徴候，肩甲帯周囲筋の麻痩， Hom-

er徴候.血管損傷・骨折などの合併損傷，脊髄造

影もしくはMRIなどの画像所見を参考とする.と

くに脊髄造影所見の長野分類を用いれば90%以上

の精度で根の状態を判断できる1)著者らはMR

Myelographyを用い同様の診断ができることを報告

し2) 以後MRMyelo伊 phyを行っている.原則的

に外傷性髄膜癌 (M)，根嚢像欠損(D)，根糸・根

像欠損(A3)は節前損傷あるいはそれと同等の損

傷があり，軽度根轟像異常 (Al)，根嚢像先端閉鎖

(A2)はそれぞれ約 70%. 80%で節前損{露である.

以上により腕神経叢展開術の適応を決めている.

術中電気診断の意義は，神経移植に使用可能な状

態の根であるかの判断と損傷部位の決定にある.し

かし術中 SEP測定では全身麻酔の影響で低振幅

~感覚低下
(b) 

(a) MMTと筋電図結果 (b)感覚障害の範囲
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図2 症例1の術巾SEPおよびSCEP結果と診断結果

MMT 街宣前節電図

車事下筋 【0] 脱神経所見

ニ角館 【0] 脱神経所見

上腕二頭筋 【0】 脱神経所見

働側手根回筋 【1】 随意収縮あり

(a) 

領分一
師
一
位
一
削
一

M

一M
一N
一N
一

根
一
回
一
回
一
個
一
口
一
白
一
刊
一
}

L
C
 

~感覚低下

口感覚脱失

図3 症例2の術前所見
(a) MMTと筋電図結果 (b)感覚障害の範囲
(c) MR myelography結果

化，潜時の遅延が起きる欠点があり，よりシャープ

で振幅の大きな SCEPを同時に測定することは波形

の判定に有用である.神経担の術中電気診断による

有用性の判定について. 1982年杉岡らは SEPが得

られない根は機能的回復をもたらさない3)と報告し

ている.また淵上らは術中電気診断で振幅が5μv

以上の SCEPが得られる C5根は遊離神経移植の適

応と報告し必，後に同グループの服部らは SCEP振

幅が5μv以下の場合，神経断端の CAT活性を測定

し，電気生理診断が偽陰性であるか否かを確認し，

C5根の有用性を判断すると報告している5) 共著

者の落合は，腕神経叢損傷90例の遊離神経移植術

後の成績を検討し，術中 SEPと脊髄造影結果の両

者もしくはいずれかに異常があった症例は神経移植

を行っても 11例中 10例において機能的回復が得ら

れなかったと報告した6) したがって著者らは，術

中SEP.SCEPの両方が明確な波形として導出され

ることを遊離神経移植の適応として治療を行ってき

た.今回，この方針により神経移績を行わなかった

症例のうち 5例に C5根の自然回復が認められたが

やはりいずれも MMT包】以下で有用な回復では

なかった自然回復で機能的回復の得られない根に

遊離神経移植を行ってもよい結果は得られないと予

想され，術中電気診断により的確な治療方針が決定

できたと考える.
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図4 症例2の術中SEPおよびSCEP結果と診断結果

手術時診断と最終診断の相違の原因は，主に不完

全損傷やAxono回 esisの状態を電気生理検査で検出

できなかったためと考える.

腕神経叢の術中電気診断における今後の課題は，

運動支配経路の直接評価を可能にすることと考え

る.手法としては，前述の CAT活性もしくは経頭

蓋骨刺激運動誘発電位 (MEP)があるが，神経根

でMEPを導出することは難しく7¥実用化には更

なる検討が必要であると考えている.

【まとめ】

SEPおよび SCEPを用いた術中電気診断で腕神

経叢引き抜き損傷における遊離神経移植の適応を的

確に判断し得た.

【文献】

1)長野昭ほか.腕神経叢損傷metrizamidemyelo伊.phy
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の診断. 日本手外科学会雑誌20:275・.277， 2003. 
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4)湖上泰敬ほか.腕神経鍛損傷における術中電気診断ー
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上肢整形外科手術における 鎖骨上窓アプローチに
よる超音波ガイド下腕神経叢ブロックの有効性
さ〈ま ゅう いわもとたくじ すず宮 た〈 ときたあさみ ももはらしげき

佐久間悠，岩本卓士料，鈴木拓，鴇田朝海，桃原茂樹

蕊溜

一
[目的】超音波ガイド下での鎖骨上禽アプローチによる腕神経叢ブロックの有用性が近年，注目されてい

る.当施設における問手技の方法・成績について報告する.

【対象・方法】関節リウマチ患者22名22手を対象とした伸臥位で鎖骨上寵から鎖骨下動脈・腕神経叢

の短軸像を描出し.プローブ外側から注射針を刺入し麻酔を行なった麻酔所要時間，効果.合併症に関し

て検討を行い，麻酔効果は執刀直前の痛覚をスコア化 (0・3点)して評価した.

【結果}麻酔所要時間は平均3.0分だった.スコアは尺骨神経領域以外の神経領域で1.6を上回り，全体と

しては十分な効果が得られた.神経損傷，血腫，気胸などは認めなかった

【結論】本法は超音波のみを用いて簡便に行うことが可能であり， 1回の刺入で施行できるため患者の苦

痛も少ない.合併症には十分な注意が必要であるが，本法は上肢手術において安全かつ効果的な麻酔方法と

考える.

【緒言】

上肢手術の麻酔においては，その合併症の少なさ

から，上肢の支配神経に対し肱寓部で行う肱禽アプ

ローチ(肢嵩ブロック)が広く用いられている.上

肢の伝達麻酔には他にも種々の方法が存在するが，

超音波ガイド下に鎖骨上簡から腕神経叢を麻酔する

鎖骨上嵩アプローチ(鎖骨上寵ブロック)の良好な

成績が近年報告されている.当施設にて上肢整形外

科手術に用いた超音波ガイド下鎖骨上嵩ブロックの

手技，成績を報告する.

【対象と方法】

当院で肘関節以遠の上肢整形外科手術を施行した

22名 22手を対象とした男性2例，女性20例，

平均年齢55.0(25・73)歳であり，基礎疾患は関節リ

ウマチ(以下 RA)が21例，全身性エリテマトーデ

スが 1例である.術式は，のベ数として手関節形成

術5例，手指人工関節術7例，手指関節囲定術6

例，手指関節形成術4例，その他3例であった.

麻酔薬は 1%リドカイン 20m1と1%塩酸ロピバ

カイン 10m1を混合した計30m1を使用し，シリン

ジから延長チュープを介し 22-25G注射針を用い

受理臼 201ν10.β1 

て投与した基本手技は Chanらが報告している方

法1)を参考にしたが，神経刺激装置は併用せずに超

音波ガイド下にて行った.超音波プロープは 7-
llMhzのリニアプローブを使用した.

麻酔手技の概要は以下のごとくである.体位は仰

臥位として，枕は取り除くか低いものを用いる.顔

面は対側に向け，患側上肢は体幹に密着させて肩は

落としていわゆる“なで肩"となるようにし，鎖骨

上需を可能な限り前方ヘせり出すような姿勢をとる

[図 1].刺入部周囲の広範囲を広くポピドンヨード

で滅菌した後.プローブを鎖骨上寵から鎖骨にほぼ

平行になるように当て，プローブの位置を調整し鎖

骨下動脈の短軸像，およびその外上方に位置する腕

神経叢を描出した後，プローブの外側部から内側深

部方向に注射針を刺入し，腕神経叢に向かって進め

る[図 2]. 注射針の先端が腕神経叢内部に達した

ら，血液の逆流がないことを十分に確認したうえ

で，放散痛の有無に関わらず麻酔薬を柱入する.針

の先端を描出することが困難である場合は， 0.5-

1m1程度の少量の麻酔薬を注入し，その拡散とそ

れによる軟部組織の動きを画像上で観察することで

針先端の位置を確認しつつ手技を進める.27m1前

東京女子医科大学附属 謬原病リウマチ痛風センター〒162・0054 東京都新宿区河田町 10・22
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後の麻酔薬を局所注入した後に針を抜去して終了と

する.

検討項目として麻酔所要時間，放散痛の有無，麻

酔終了から執万までの時間を記録した.麻酔効果は

執刀直前の時点で残存していた痛覚で評価した 鈎

付きの錨子で軽く皮膚をつまみ，患者が感じた終痛

を“O点 :明らかな痛覚あり. 1点 :i陸度の痕痛あ

り， 2 点 ・ 英痛なし"の定義に基づいて 0~2 点に

換算して“麻酔効果スコア"と定義し，様骨神経，

正中神経，尺骨神経，筋皮神経の各支配領域それぞ

れで評価した.手術音Il位に痔痛が残存している場合

は，麻酔薬の局所追加として 1%リドカインを皮切

部とその周辺に浸潤させた 手術は上腕部に空気止

血帯を装着し 250mmHg前後まで加圧した状態で

行い，手術所要時間と，止血待の圧迫による箆痛の

ため脱気を要した痕例を記録した.Horner症候群，

神経損傷，血腫，気胸等の合併症の有無についても

診察 ・記録した 統計学的検定には Mann-Whitn巴y

検定. Kruskal-Wallis検定を用いた.

図 1 I麻酔肢位

【結 果】

得られた結果を表 1に示す.麻酔の所要時間は平

均 3.0(1 ~5) 分と短く，また平均 80.9 (38-125)分

の空気止血帯使用時間内において十分な鎮痛効果の

持続が得られ，その圧迫による察痛のために術中の

脱気を要した症例は 2例 (9.1%)に過ぎなかった.

麻酔効果は，尺骨神経領域ではやや低かったものの

1.5をやや下回った程度であり，それ以外の神経領

域では約 1.6を上回る高いスコアが得られ，各神経

領域間でスコアの有意差は認めなかった[表 2] ま

た，麻酔手技中に上肢の放散痛を認めた症例では，

明らかな放散痛の訴えを認めなかった症例に比べて

麻酔効果スコアの合計値は高い傾向があったが，有

意差は認めなかった[表 3]. 3例 (14.3%) で術中

に麻酔側と同側の眼部違和感の訴えがあったが，他

覚的所見はなく，自然軽快した.麻酔手技中に血管

内を穿刺した症例はなく，血腫，神経損傷，気胸の

明らかな症状をきたした症例は認めなかった

{考 察】

整形外科領域における上肢手術では服銭ブロック

が一般に広く用いられている. IJ夜筒ブロックは気胸

などの重篤な合併症が生じにくいため安全性が高

く，補助的なデバイスを併用しない場合でも放散痛

の確認により比較的高い成功率が得られる有用な麻

酔法である. しかし， 一般に正中 ・穣骨 ・尺骨神

経 ・筋皮神経をそれぞれ個別に麻酔する必要があ

り，複数回の皮膚穿刺を要するため患者の感じる苦

痛は少ないとは言えない.穿刺法やその間数は種々

のバリエーションが報告されているが，それらの有

効性についてはいまだ議論があり，また方法として

やや煩雑である2)3) また麻酔時には肩関節の外旋

および外転を要するため RAにより肩関節障害を

図2 超音波函像および注射針の刺入方向
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表 1 総合結果

瓜酔所要時間 3.0 (1・5)分 止血稽開放 2O1J (9.1%) 

麻酔終了~執刀開始 25.3 (20・39)分 追)，鵬酔薬使用 7倒 (33.3%)

使JH麻酔薬量 26.3 (20-27) ml 追加麻酔薬量 7.2 (4・16)ml 

放徹痛 有り 11例 (50..00%%)) 3例:皮切都
無し 11例 (50 追加部位 4例:指抑経ブロック

止血務圧 251.3 (250司270)mmHg 鎮静 1OlJのみ需望1;::より2餅T

表2

止血有害使胤時間 80.9 (38-125)分

各神経支配領域の平均麻酔効果スコア

(Kruskal・Wallis検定)

E中将程尺骨神曙栂骨符曜餓皮椅曜ip値

麻僻劫果スコア 1.59 1.45 1.68 1.65 0.51 

表3 放散痛と麻酔効果 (Mann-Whitney検定)

p値

0.92 

きたしている症例では手技が困難な場合がある.筋

皮神経を目標とした麻酔手技はやや技術を要するた

め省略される場合もあるが その場合は止血帯の圧

迫による上腕部の痔痛を抑制することができないと

いう問題が生じる.

一方，鎖骨上嵩プロックはこれらの服寵ブロック

に伴う問題点は少なく. 1回の皮膚穿刺で腕神経

叢が最も密集する部位に麻酔することが可能であ

り心'筋皮神経領域を含めた広範囲の麻酔効果が得

られるため空気止血帯の圧迫による上腕部の痔痛も

ある程度抑制することができる.一方で.肺胸膜の

誤穿刺による気胸や頚神経叢への浸潤による横隅神

経麻療などをきたす懸念があり，時に重篤な合併症

につながる可能性もあるため，安全・簡便とは言い

切れない方法であった.しかし近年，超音波ガイド

を併用することで鎖骨上嵩プロックの有効性と安全

性は向上しており，その成功率は 85-95%と良好

な成績が報告されている5) 所要時間は服寓プロッ

クに比して有意に短く，重篤な合併症はほとんど見

Horner様症状 3倒 (14.3%)

られないとの報告もある6) 今回の検討において

も，麻酔に要した所要時間は平均3.0分と極めて短

時間で施行することが可能であり，また嬉痛による

手術不能例や全身麻酔を要した症例，静脈麻酔を必

要とした症例はなく十分な麻酔効果が全例で得られ

た.また術中に空気止血帯による痔痛のため脱気を

要した症例は2例 (9.1%) にとどまり，血管内穿

刺および血腫，神経損傷 気胸などの明らかな合併

症を認めた症例はなかった.麻酔側と同側の眼部

違和感が3例 (14.3%)に認められ.これは軽度の

Hom巴r症候群であった可能性はあるが，他覚的な

異常所見は認められず症状は自然軽快した.Homer 

症候群の合併率は報告によって幅があるが7) 症状

の遷延などで問題を生じることは少ないと考えられ

る.

麻酔の際に使用する針に関しては，過去の報告で

はプローブの長軸に平行に刺入するためカテラン針

などを用いる場合が多かったが，今回は深部への誤

刺入を防止するために 22G-25Gの注射針を症例

に応じて使用した.神経損傷を防ぐという点では針

の径は小さい方が望ましいが，一般に注射針は細い

ほど全長が短く強度も弱くなるため，目標部位に針

先が到達できない場合や刺入方向の調節が難しくな

る場合もあり.22G注射針(全長38mm)が最も

汎用性が高いという印象があった.注射針の刺入時

には針先の位置を的確に把握するととが重要である

が，超音被画像による針先の描出能については，用

いるプローブとその解像度を含めた超音波装置の性

能によって変わってくる.今回の検討においても麻

酔時に必ずしも針先が明暗に描出されたとは限ら
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ず，不明瞭な場合や描出自体が得られない場合も

あったが， 0.5......1.0 ml程度の麻酔薬を注入し，そ

れにより軟部組織が動く部位や麻酔薬が拡散する部

位を観察することで針先の位置は十分に把握可能で

あり，安全に麻酔手技を施行することが可能であっ

た.針先が腕神経叢に達した際の放散痛に関して

は，本研究ではその有無によって麻酔効果に有意な

差が生じることはなかった.麻酔薬が腕神経叢周回

に十分拡散している状態を超音波画像上で確認でき

れば，放散策の確認は必須ではないと考える.針先

が確実に神経を捉えていることを確認するために神

経刺激装置を併用する方法もあり，その有効性につ

いてはいまだに議論はあるが7)8¥ 少なくとも本研

究では神経刺激装置の併用を行うことなく十分な麻

酔効果が得られた

【まとめ】

超音波ガイド下の鎖骨上寵腕神経叢プロックは安

全かつ簡便に行える汎用性の高い方法であり，整形

外科領域の上肢手術において有用性の高い麻酔法で

あると考える.

【文献1
1) Chan vw. ul位百sound-guided supr百cla吋αllarbrachial 

pl盟 国block.Anesth Ana1g 97 (5) : 1514戸1517，2003.
2) 1mぉogieN， et a1. A prospective， randomized， double-blind 

∞m戸市onof凶回sound-guided回n紅 ybrachia1 plexus 

blocks using 2 versus 4 泊~ections. Anesth Ana1g 110 (4) : 

1222・1226，2010.
3) Chin悶， et a1. Single， double or rnultiple-injection tech-

niques for axillary brachia1 plexus block for hand， wrist or 

forearrn surgery in adults. C叫 traneDatabase Syst Rev 

CD003842. 

4) Klaas匂d0， et a1. Brachia1 plexus block wi出 orwi也out

叫回sound思d伽nce.Curr 0がnAnaesthesiol 22 (5): 655・

660，2009. 
5) Ts凶BC，et a1. Case series:叫回sound-guidedsupraclavic・

叫arblock using a curvilinear probe in 104 day-case hand 
surgery patients. Can J Anaes血 56(1):46・51，2009.

6)τI"an de QH， et a1. A prospective， randornized cornpanson 
between叫回sound-guidedsupracla羽田1釘， infraclavi四・

lar， and axillary brachia1 plexus blocks. Reg Anesth Pain 

Med 34(4): 366・351，2009.
7)民主lasA， et a1. ul仕asound-guidedsupraclavicular block: 

outcorne of 510 consecutive cases. Reg Anesth Pain Med 

34(2):171・176，2009.
8) Beach ML， et a1. Use of a nerve stirnulator does not 
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掌側ロッキングプレートによる掌側転位型榛骨遠位端
骨折の治療成績

鐙盗塁窃==-

こうちとまさ高官

河本正昭

認窓露詔

掌側転位型樟骨遠位端骨折の治療経過中，掌側月状骨嵩骨片の整復不良のため掌側不安定性が生じること

がある.本研究では掌側ロッキングプレート法(以下VLP)で加療した同骨折の術後成績を調査し，掌側月

状骨寵の再転位例について検討した.

対象と方法. VLP法で加療された掌側転位型榛骨遠位端骨折 16例について術直後と最終診察時の X線因

子 (pa1mar出t，radial inclination，叫n紅 variance，関節内転位)を計測， Fernandezの整復許容度を超えるもの

を整復不良例とした.

結果.整復不良例を 4例に認めた.2例はVLP設置不良，骨移植不十分等の技術的問題に起因し，他の 2

例は掌側月状骨骨片の再転位により掌側亜脱臼を生じていた.

結論.VLPのみによる掌側月状脅禽骨片の保持は困難と思われた.掌側月状骨寵片を直接縫合を加える等

の工夫を要すると思われた.

【緒言】

掌側転位型榛骨遠位端骨折はAO分類 B3型の掌

側Barton骨折， A型C型それぞれの掌側転位型に

分類される. B3型は掌側亜脱臼するので掌側より

buttress plateで固定する方法が一般的である. C 

型すなわち関節内掌側転位型においては， Melone 

は拳側月状管寵骨片の整復保持操作がもっとも困難

であると述べ1) Fernandezはその骨折分類EとIV

において，掌側月状骨嵩骨片の整復不良により掌側

不安定性が生じると述べている2) 本研究では羽P

法で加療した掌側転位型榛骨遠位端骨折例のうち整

復不良例について検討を加え同法の有効性と限界に

ついて検討を加えた.

【対象と方法1
韮盟，--2005年から 2009年の聞に羽P法で加療

した榛骨遠位端骨折は 87例である.そのうち掌側

転位型でX線評価.臨床評価可能な 16例を調査対

象とした男 5例女 11例，平均年齢 66歳 (31・90

歳)， AO骨折分類はA2が 1例，A3が2例， B3が

4例， C1が2例， C2が3例， C3が4例であった.

益重量ιー徒手整復不良またはギプス内再転位例を

受理日 201ν10/14 

手術適応とした.FCR腫と榛脅動脈問より展開.

方形囲内筋は剥離後可及的に修復.術者の判断によ

り人工骨 (sTCP)を充填した (7例).術後外固

定は 2週間以内とした使用機種はAcuLoc7例，

DRV2例， Stellar5例， Var泊x2例であった.併用手

術は創外固定が1例，尺骨頭骨折に対する銅線刺入

術が2例.DRUJ不安定性を伴う尺脅茎状突起骨折

に対する骨接合術が 1例であった.

盛盤歪盤Lー臨床評価として最終診察時に Modified

Mayo Wrist Score (以下MMS)とDASHを調査し

た.X線評価として術直後と最終診察時にX線に

てpa1marti1t (PT)， radial inclination (RI)，叫nar

vari担 ce(UV)，関節内の gapとstepoffを計測し.

側面像にてRadio-capitatea1ignment (掌側亜脱臼)

を評価した.X線評価上良好な整復位の定義とし

て， RIが 13'から 30'，PTが0'から 28'，UVカL4

mmから 2mmでありかつ.Radio-capitate alignment 

が正常，関節内転位が2mm以内のものとしたの.

輩宣」術直後と最終診察時の RI，UV，円‘の変化

については t検定にて評価した.X線評価因子のう

ちPT，RI， UV， step-offとMMS(po包t) については

相関係数，回帰直線にて評価した.整復の良不良と

浜松労災病院猿形外科干430・8525 静岡県浜松市東区将監町25
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h制 Sをカイ二乗検定にて評価した

【結果】

盛昆韮盤ι一MMWSは excellent，goodそれぞれ 4

例， f:包rが5例， poorが3WIJであった中等度の察

痛が2例に残った.そこそこの可動域，握力は得て

おり，職場変更は 1例のみであった. DASHは平均

14.5点であった.抜釘を 3例に実施した CRPS発

症を l例に認めた.

主盤歪血ιー争f.I直後の PT，RI，UVの平均はそれぞれ

7.3.， 23.9¥ 1.6mmであった 最終診察時はそれ

ぞれ 4.5¥23.4¥ 2.3mmであった PTの変化は有

意であった (pく0.05).step offは 14例で評価可能

で平均 0.8mm (0から 7.5mm)であった残り 2例

は著明な関節変形のため X線による評仰は困難で

あった gapは3例に認め，それぞれ 1mm，3mm，

7.5mmであった.RCAは2OiJにおいて手線列の掌

側斑脱臼を認めた.X線評価因子のうち PT，RI， UV， 

step offはMMSとの聞に明らかな相聞を認めなかっ

た.

整復不良例について.

417"IJが整復不良となった症例 6は掌側仕ansla-

tIon残存し， PTが 29¥UVが 2.5mmであった症

例 8も学側 tanslation残存例であった.続例 9は関

節内転位残存例であり， step offが 7.5mmであっ

た症例 13は背屈転位残存例で， PTが ー7"であっ

た.掌側亜脱臼残存した症例 6，8は poorであり亜

脱臼位を生じなかった 14例と比較して有意に

h刷 Sは低下していた

整復不良例供覧.

学側尺側骨片 (掌側月状骨鰐骨片)の整復保持不

良による再転位(症例 6). 41歳男 交通外傷にて

受傷 右足関節骨折を合併していた.B3型に対し

て DRV，人工骨を使用した.掌側月状骨寵骨片の

保持性不十分であり，術後経時的に再転位増悪し

た原l践に復帰したが終痛残存し， MMSはpoor，

DASHは26.7であった(図1)ー

学側月状骨筒骨片の整復保持不良による再転位ー

症例 8.49歳女性.転倒による受傷.右利き C3型

に対し AcuLoc，人工骨を使用した.掌側月状骨窓

骨片の粉砕が著しくプレートによる整復位保持は困

難であった術後経時的に再転位が鳩慈した痔痛

は経度で ADLは自立しているが，MMSはpoor，

DASHは33.1であった(図 2).

図1 例6 準側月状骨禽骨J'i保持不良例.
A， B:術後1か月後のX線像であるがす

でに掌側月状骨詩情n.は転位し，

手線骨の掌側亜脱臼を認める

C，D ・術後1年.抜釘術後.掌側3li脱臼

の増悪，関節症性変化を認める

図2 症例8 掌伽l月状骨禽骨J'i保持不良例.

A， B:徒手盤復後.

C，D :Cf上掌側月状骨禽骨j十の粉砕を認める(黒

矢印)• 
E，F:術後6か月.プレートの掌側月状骨禽骨J-f(白

矢印)の保持は不良で，掌側逝脱臼を生じ

ている.

症例 9は C3型に対し AcuLoc使用したが月状骨

禽軟骨下へのピン束υ、が不十分であった. しかし握

力健側比は 95%であり MMSは xcel1entであ った

30ー
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図3 症例9.73歳女性 月状骨鱗軟骨下骨部

へのピン設置不良例. C3骨折に対し

AcuLoc固定ー術後4か月のX線像であ

るが月状骨禽の陥没転位を生じている

図4 疲例 13.81歳女性 背側転位残存骨irJ.

背側骨幹端粉砕骨J'r'(矢I:n)伴ってい

たが人工骨充填併用せず.徐々に背屈

転位となる.術後1年のX線{象をボす

(図 3).症例 13は骨幹端部背側皮質粉砕例 (C1)

に対して V紅凶xにて固定した.骨移植を併用 しな

かった.経時的に背服転位が生じた.MMSはfair

であった(悶 4)

【考 察】

掌側亜脱臼についての報告.挙側 Barton骨折は

せん断力により生じ掌側亜脱自転位を生じる Fer-

nandezはせん断力により生じ，掌側不安手性を生

じるものを AO分類 B3.4とすべく提唱している.

また関節内骨折で掌側月状骨簡の粉砕が著しい場合

は掌側不安定性を生じることがある.Harnessらは

掌側 Barton骨折術後の学側亜脱臼 7例について報

告している.頻度は不明だが 7例中 4例に丙手術実

施している.すべて掌側月状滑稽骨片の整僅骨接合

術を要したと述べているお. Apergisは掌側月状骨

簡単独骨折に伴う掌側亜脱臼の 5例について報告し

ている 掌側尺側の骨片サイ ズが小さいことが術後

不安定に関係したと述べている4) 上野は B3型骨

折 24(>iIJに対してロッキングタイプも含めた掌側プ

レートで加療し， うち 4例に主義側亜脱臼を生じ，す

べて掌側月状骨鶴骨片の再転位であったと述べてい

る5) 本研究においても掌側亜脱臼を B3とC3の 1

例ずつ生じた 2例とも掌側月状骨禽が粉砕し掌側

プレー トによる保持が困難であったためと恩われ

たまた，2例とも h仏!ISは poorであり，掌側亜脱

臼が残存しない場合に比し有意に臨床成績が低下し

ていた.他の要因で整復不良であった 2例の MMS

はそれぞれ excellent，fairであったので掌側月状脅簡

の整復程度はより強く臨床成績に影響するものと思

われた

権骨遠イ立端掌側尺側の解剖学的特徴.掌側尺側部

は掌側の月状骨縞を構成する.遺位皮質面より

3-5mm張り出しており月状骨の掌側亜脱臼を but-

仕巴ssとして制動している. しかしその矢状面での

厚さは最大 5mm程度であり .蝶子の刺入やプレー

ト設置は困難であるω.また，Short radiolunate Iig-

amnetの付着する部位でもあり掌側安定性に重要な

部位であるの.舟状骨縞よりも掌側に突出した形状

はより大きな負荷を受けるω-本研究で示した掌側

亜脱臼の 2例においても掌側縁に近く骨折が生じて

いたのでプレー トで押さえる こともスクリューを刺

入することも困難であった.

報告されている亜脱臼に対する対処法と筆者ら考

室主主主主主 Harnessらは初回手術後に生じた掌側

月状骨儲骨片の:向転位 7例のうち 4例に対してプ

レー ト・スク リューにて再手術を実施し，うち l例

には創外国定を併用 し張復位の保持が可能であった

と述べている3) 上野らは掌側 B紅 ωn骨折術後の

掌側月状骨鰐骨片再転位 4例に対して，尺宵茎状突

起骨折骨接合，掌側丹状骨禽骨片のスクリューによ

る骨接合術を実施したが整復位の保持は困難であっ

たと述べている5) Ap巴rgisは大きな骨片に対して

は 2.7mmプレー ト等の小型7回レートで， 小さな'筒'片に

対 しては手関節を鋼線にてー時固定したりアンカー

にて骨片を縫着し創外固定を併用している4) Chin 

らは回転性転位を生じた掌側月状骨鴛骨片に対して

wire-Ioop法にて対処している9)

筆者らは掌側月状骨宿骨片に対して靭帯ごと縫合

- 31ー
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図5 症例7.31歳男性.掌側月状骨簡骨n.締結固定を

加えた症例.C3骨折に対してDRVにて固定.
A，B: ;徒手整復後.

C，D :Cf像.挙側月状骨密骨n.を示す

E，F:術直後X線.点線は月状骨街骨n.を締結し

た縫合糸を示す.

G:木症例の術法を図示 髄腔内1波線円は充境さ

れた人工骨を示す.

糸をかけ，背側に引き抜き縫着する方法を 2例に試

みた(図 5).これは Apergisらのアンカーにて縫着

する方法と基本的には同じである. しかし，アン

カ一打ち込み部は骨折部そのものであり，その引き

抜き強度には疑問が残る.また関節内粉砕を伴う場

合，掌側月状骨筒骨片を背側方向に引き込むだけで

なく掌側月状骨街骨片が背屈転位したり関節而が陥

没しないような工夫も必要である.強固な母床を得

るため骨折内脅欠損部に人工骨を卜分充填し，月状

骨寵直近位の骨片を掌側からプレートで支え，早期の

人工骨の漏出予防とした.創外固定も併用した 1例

では整復位の保持は良好であった 再転位を生じた

B3の 1例も同様な方法で対処したが術直後よりプ

レート の prebending形状のため掌側月状骨筒骨片

直近位の骨片の保持が不十分となり，結果として再

転位したものと推測された.B3型に対する学側

ロッキング7"レート法の必要性には議論の余地があ

る.7"レートデザインによ っては十分な buttress効果

を得られないこともあり注意を要すると思われた

【まとめ】

掌側転位型機管遠位端骨折に対して;学側ロ ッキン

グプレート法で加療した成績を調査した.整復不良

例は 4例認めたが，そのうち掌側亜脱臼例は 2例に

認め，臨床成績は有意に低下していた阿部が粉砕

されている場合は掌側ロッキングプレート法の限界

と考えられた骨片には重要な靭帯が付着しており

これを縫合することは有効な対処法のひとつと考え

られた.
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AO分類 C3型榛骨遠位端骨折に対する K鋼線を

併用した掌側ロッキングプレート固定法の検討
しもだ しん

下回信

AO分類c3型榛骨遠位端骨折に対し， K銅線を併用して掌側ロッキングプレートで治療し，成績を検討

した.症例は7例7手で，男 5例，女2例であった.手術時年齢は平均47歳.骨折型は全例 C32で，術後

経過観察期間は平均 13.5か月であった.X線透視下に関節面を整復し，榛側からのK鋼線で整復位を維持

して掌側ロッキングプレートで固定した.K銅線は術後平均 5.2避で抜去した.矯正損失は叫narvari血 ceが

最大2mm，vol訂凶tが最大2'， radial inc1inationが最大 3'であった日本手外科学会手関節障害の機能評価

基準 Cooneyの評価法改変で Excellent7手，斉藤の評価で Excellent6手. Good 1手であった. Quick DASH 

は平均 1.94点であった.榛骨神経知覚枝の刺激症状と恩われるしびれが2手に出現したが，一過性であっ

た.

【緒言】

掌側ロッキングプレートだけでは固定困難な骨片

を含むAO分類 C3型榛骨遠位端骨折に対し，整復

位を維持する目的でKirschner鋼線(以下K銅線)

を併用した掌側ロッキングプレート固定方法を試

み，治療成績を検討したので報告する.

【対象と方法1
2008年8月から 2010年7月までに当科で手術し，

I年以上経過を観察しえた 7例7手で，男 5例，女

2例を対象とした.手術時年齢は 22歳から 63歳

(平均 47旗)であった.受傷原因は高所からの落下

4例，転倒3例であった.骨折型は 7例とも AO分

類 C3.2であった.受傷から手術までの期間は5日

から 10日(平均 8.2日)であり，術後外固定は，最

初の 1例のみギプス 2週・シーネ固定1週間で，残

りはシーネ固定2週間であった.術後経過観察期間

は12か月.......1年7か月(平均 13.5か月)であった.

手術は伝達麻酔下に施行した.X線透視下に関節

面を整復し，榛側から K鋼線を経皮的に刺入して

関節面を固定した.整復位を維持し，掌側ロッキン

グプレートで固定した.プレートは日本ユニテック

社製Stellarプレートを使用した.K鋼線がロッキ

ングスクリューと干渉した場合は， K鍋線を刺入し

受理日 201ν10/04 

直した K銅線は皮下に埋没させ.術後4.......6週(平

均5.2週)で抜去した.

これらの症例について術直後， K鋼線抜去時，調

査時のレントゲン像で叫n紅 V紅出lce(UV)， volar 

出t(VT). radia1 inc1ination (悶)の各パラメーター.

術後合併症， Quick DASHを調査し，日本手外科学

会手関節障害の機能評価基準で評価.検討した.

【結果】

叫narv;副血ceは受傷時平均 4.8mmから術後平均

0.5mm，銅線抜去時は平均1.0mm. 調査時では平

均1.3mmであった.矯正損失は 4例で，手術から

調査時で最大2mmであった(図1).

vol紅白tは受傷時平均・13.1'から術後平均 11.7'，

鋼線抜去時は平均 12.2'調査時では平均四.0'であっ

た矯正損失の最大は，手術から調査時で2'であっ

た(図 2).

radia1 inc1inationは受傷時平均 21.4'から術後平均

27.7¥鋼線抜去時は平均28.2'調査時は平均 28.5'で

あった矯正損失の最大は，手術から調査時で 3'

であった(図 3).
調査時の痔痛はなし 4手，軽度3手であった.可

動域は背開平均 72.8'，掌屈平均 70'，回外平均 90'，

囲内平均 90'で，握力は健側比で平均 83.0%であっ

長野中央病院整形外科苧380・0814 長野県長野市西鶴賀町 1570番地
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受傷時 術直後 銅線銭去時 調査時

図3 radial inclinationの経時変化

大きな矯正損失は認めなかった

た. 全例職業に従事しており，復職状況は全例制約

なく復帰していた 関節症変化についてはなし 3

図4 受診時レントゲン像

57歳女性

lftl，軽度 3例，中等度 1例であった

合併症は手背部のしびれを2例に認めたが， K鋼

線抜去後に軽減し，調査時には 2例とも消失してい

た.

日本手外科学会手関節障害の機能評価基準での治

療成績は， Coon巴yの評価法改変で Excellent7手，

斉藤の評価で Exc巴llent6手， Good 1手であった-

QuickDASH は 0~6.81 点(平均 1.94 点)であった.

症例

57歳，女性 転倒して右犠骨遠位端骨折を受傷

した(図 4，図 5).受傷時 UV3mm，VT-4¥ RI1f 

であった 術後は UVOmm，VTl5¥ RI25.となった

(図 6).術後 5週で鋼線を抜去し 1年で評価した

(図 7).軽度の終痛が残存し，手関節可動域は背屈

70.掌屈 65.IEI外 90.囲内 90.，握力は健側比 78.1%

であった 手術から評価時のレントゲン像で矯正損

失は認めなかった 治療成績は Cooneyの評価法改

変と斉藤の評価で excellent，Quick DASH 4.54点で

あったー

【考察】

機管遠位端骨折の中でも AO分類 C3型は関節内

粉砕型で|榛骨遠位端骨折の中で最も治療困難な骨

折j と報告されている1)2) 武藤らは AO分類 C3型

のような関節面の粉砕例では，術中の整復が困難，

整復が得られでも整復位の維持が困難， 固定性が不

十分となりやすいことを指摘している3) 近年 AO

分類 C3型携骨遠位端骨折に対しでも学側ロッキン
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図5 Cf{象

図6 術直後レン トゲン像

様似1)から 2木のK銅線で関節聞を回定し，掌側ロッ

キングプレートで固定した

グプレー トで良好な治療成績も報告されているが掌

側ロ ッキングプレート単独使用では対応困難な症例

も存在し，単独の固定法では限界があるこ とが明 ら

かとなった4)5)

AO分類 C3型榛骨遠位端骨折に対し， K鋼線を

追加固定した症例も含めた掌側ロッキングプレー ト

図7 調査時レントゲンン(:

手術後1年経過H時寺で矯正損失は認めない

の治療成績の報告は散見される. 坂野らは K鋼線

を併用した症例数を記載していないが，17例の AO

分類 C3型関節内骨折に対し，Mayo scoreで good

以上 71%と報告している6) 武藤らは AO分類 C3

型関節内情折の主に背側か ら操作した scr巴wかK

銅線の骨片問固定の 8例に対し，十分な固定は得ら

れにくかったと記載している3) 長田らは 43例の

AO分類 C3型に対し， 6例に K銅線の追加固定を

行ったとし，そのなかで撲骨背側関節縁骨片を K

鋼線で仮固定してプレー ト固定後に K鋼線を抜去

したことによる背側骨片の再転位を 2例に認めたと

報告している5) 藤田らも C3型 9例の 2例に K鋼

線や screwの追加固定が必要であったと報告してい

る1) K鋼線併用掌側ロッキングプレート単独の治

療成績と して，高井らは軟骨下骨を格子状固定する

K鋼線刺入ガイドを考案し 良好な 2症例を報告し

た7) これらの報告は K鋼線併用掌側ロッキングプ

レー ト国定の有用性を示唆しているが，まとまった

治療成績の報告はまだない.

木研究の掌側ロ ッキングプレー トはロ ッキングス

クリューが固定された monoaxialtypeであるが，近

年ロッキングスク リューの刺入角度に自由度のある

polyaxial locking plateも使用されている.JIII崎らは

AO分類 C型筏骨遠位端骨折に対しpolyaxiallocking

plateを単独で使用し，ロ ッキングスク リューを遠

位 1列目と 2列目で交差させて軟骨 ド骨に多数本押

入する方法で，良好な治療成績を報告している8)

この方法は K鋼線が不要となるが， angular stabi1ity 
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の弱さによるロッキングスクリューの緩み，手技が

面倒で透視時間と手術時聞が長くなる，関節面直下

にプレートが設置される欠点も記載されており肪，

今後の研究が必要である.

K銅線は入手が容易で安価である.手術手技が煩

雑との指摘@もあるが，プレート固定前ならば，横

倒から関節面直下へK銅線を透視下に刺入するこ

とは困難ではない. l.2mmのK銅線 2-3本の刺

入で十分であり，多数本のロッキングスクリューが

挿入されるより低侵襲で 容易に抜去可能である.

一方固定力の弱さや早期の可動訓練が制限される可

能性，横骨神経知覚枝障害の可能性が懸念される.

骨折は解剖学的整復，強固な内固定，術後早期か

ら関節可動訓練が理想である5)掌側ロッキングプ

レートに K銅線を併用することで，良好な整復位

を得やすく， AO分類 C3型榛骨遠位端骨折の内固

定にも耐えうる可能性が示された.またK銅線は

皮下に埋没したため早期の可動訓練を制限する症例

はなかった.問題は榛骨神経知覚枝の刺激症状と思

われる手背部のしびれで，一過性であったが，自験

例で2例を経験した榛側からの K鏑線刺入部位

が眼られているためであり，経皮的刺入では完全に

避けることができない合併症である.

【まとめ】

AO分類 C3型樟骨遠位端骨折に対し， K鋼線を

併用した掌側ロッキングプレートの治療法を検討し

た.限られた症例数であるが，レントゲン像は大き

な矯正損失が無く，整復は維持され，治療成績も良

好であった.接骨神経知覚枝の刺激疲状と思われる

しびれが2手に出現したが，一過性であった.

【文献】
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グプレートを用いた骨接合術の治療成績ーAO分類C3
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榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートを
用いた最小侵襲手術の治療成績一従来法との比較一
がもうかずしげ うえすぎあやこ 〈りやまこうじ おおうら甘いいちろう ひぐちはるひ古 かわいひでお

蒲生和重大上杉彩子矢栗山幸治て大浦圭一郎*樋口晴久料，河井秀夫***

当科では，榛骨遠位端骨折に対し整容的観点から最小皮切での阻PO法を行っており，その治療成績を従

来法と比較したので報告する. 2007年から 2010年までに，榛骨遠位端骨折に対しMa出xSmartLock Plate 

かVariAxPlateを用いて治療した女性の中で， 6ヶ月以上追跡可能であった 14例(従来法7例， MIPO法7

例)を対象とした全例位祖s-FCRアプローチで手術した.従来法群は，約5cmの縦皮切で行い，方形囲

内筋を-l!切離し可能であれば再縫着した.MIPO法群は，遠位 12mm近位 5mmの2つの縦皮切か遠位

15mmの1皮切で行い，方形囲内筋下にプレートを滑り込ませた.術後6週時点の手関節宵屈と前腕回外の

可動域(健側比平均)において両群聞に有意差を認めた.当科における最小侵襲手術は，整容的に優れてい

るだけでなく，術後早期に前腕の回外と手関節の背屈可動域が獲得できるという日常生活動作上のメリット

があるので， AO分類 C2，C3以外で徒手整復・ピンニングにより整復位が確保できる症例に対しては試みて

よい術式と思われる.

【緒言】

榛脅遠位端骨折の治療法は掌側ロッキングフ。レー

トが主流となっており，近年 MIPO法も徐々に浸

透してきた.当科・では整容的観点から最小皮切での

MIPO法を，主に女性に対して行っている.今回

我々 は， MIPO法のメリットが機能面にあるのかど

うか調べるために，その治療成績を従来法と比較し

たので報告する.

【対象と方法】

2007年から 2010年までに，榛骨遠位端脅折に対

しS住yker社の Ma位ixSmartLock Plate (以下 Ma-

凶x)かVariAxPlate (以下V紅泊x)を用いて治療し

た女性の中で， 6ヶ月以上追跡可能であった 14例

を対象とした多発外傷例と脅折型で AO分類 C2

とC3の疲例は除外した.

手術は全例仕組s-FCRアプローチで行った.従来

法群は，約5cmの縦皮切で行い方形囲内筋(以下

PQ)を-l!切離し可能であれば再縫着した.MIPO 

法群は， Ma位ixを使用する場合，遠位 12mm近位

5mmの2つの縦皮切で行い， Var泊xを用いる場

合，遠位 15mmの1皮切で行った. PQは骨折部で

裂けていることが多いが裂けていない場合は繊維

方向に切開を加えた. PQ下と榛骨の間をエレバト

リウムで十分剥離してプレートを滑り込ませた(図

1). 

対象症例の背景の詳細を以下に示す.従来法群

は，女性 7 1f~ (平均年齢50歳:18--74歳)で，骨

折型はAO分類A2:1例A3:2例 B3:1例 C1:3 

例であった MIPO法群は，女性 7例(平均年齢

48歳:16--76歳)で，骨折型はAO分類A2:1例

A3: 3例B3:1例 C1:2例であった.使用したプ

レートは，従来法群がMa出x4例と Var泊x3例で，

MIPO法群がMa凶x5例と Vむ泊x2例であった.術

後外固定期間は，従来法群が平均 13日間であり

MIPO法群が平均 11日間であった.

両群について単純X線評価と臨床評価と手術所

用時間と術後合併症について比較検討した.単純X

線評価はradialinclinationとvol紅白tと叫narvari-

anceを術直後と術後24週で計測し，骨癒合の有無

も確認した臨床評価は，術後 6，12， 24週で手

関節掌背屈可動域と前腕囲内外可動域を測定し，健

受理日 2012/01/07 
$皐ヶ丘厚生年金病院整形外科干573・8511 大阪府枚方市星丘4-8・1

H 守口敬任会病院繋形外科
***四条畷学園大学リハビリテーション学部
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B D 

G 

図1 A B 従来法群の約4~5cm の皮膚切開

C 方形回内筋を一旦切離しプレートを設置したところ

D.方形囲内筋を再縫着したところ

E. F. MIPO法群のMatrixを用いた皮脂切開 遠位 12mmと5mmの皮脂

切開 (Var凶xを用いると遠位15mmの皮j首切開のみで可能であるー)

G.遠位小皮切からプレートを入れ込むところ H.閉創直後

掌屈 背屈 囲内 回外
(覧) (首) (略) (首)

「 Fシマー 100 

1:: ]=~一一 l iどとJ75 -l t;.L l 75 75 75 一一一一一

50 一一L一一ー

::E三
50 .，ー

25 25 25 

D l 。 。 。
6w 12w 24w 6w 12w 24w 6w 12w 24w 6w 12w 24w 

世 従来j去群

.. MIPOj去群 (* :p<O.05) 

図2 手関節と前腕の可動減(健1lllJ比 Eachpoint represents mean :::!: SE. 

側比を算出した術後 24週の最終評価を，日手会

手関節機能評価法(以下 JSSH)とDASHを用いて

行った. 2群間の比較検定には t検定を用 いた. P 

<0.05を統計学的に有意差ありとした.

【結果】

全例骨癒合が得られており，両群問で矯正損失に

有意差を認めなかった.臨床評価iについて，術後 6

週時点の手関節背屈可動域の健側比平均(従来法群

58%. MIPO法群 82%. P=0.045) と前腕回外可動

j或の健側比平均(従来法群 73%.MIPO法群 98%.

P=0.045)のみに，両群聞に有意な差を認めた(図

2) 術後 24週における JSSHは， 全例 100であり，

DASHは，従来法群が平均 8.83で. MIPO法群が平

均 5.19であった手術時間は，従来法群で平均 109

分のところ MIPO法群で平均 114分であり，有意

差を認めなかった (P=O.779)が. MIPO法群でや

や長くなる傾向にあった.両群とも術後合併症を認

めなかった.

従来法群と MIPO法群の症例を各々 1例ずつ提
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A B 

C D 

E 
図3 症例 1:18歳女性 左榛骨遠位端骨折 AO分類B3

A B.術前の単純Xp C. D 術後の単純Xp

E 術後6ヶ月時の手術倉IJの状態

示する.

症例 1:18才女性の AO分類 B3の椀骨遠位端骨

折である Ma仕ixを用いて従来法を行った レン

トゲン上，良好な整復と内固定ができた.術後成績

は良好であったが，皮膚切開部が肥厚性癒痕とな

り，醜状を呈している(図 3). 

症例 2: 16歳女性の AO分類 B3の携骨遠位端'百

折である. Matrixを用いて MIPO法を行い，術後

成績良好である.皮膚切開部も多少色素沈着が残っ

ているが，よく見ないと手術創かどうかわからない

A B 

c D 

E[ 
図4 症例2目 16歳女性右犠骨遠位端骨折 AO分類B3

AB.術前の単純xpC. D.術後の単純xp
E 術後6ヶ月11寺の手術創の状態

(図 4). 

【考察1
1尭骨遠位端骨折に対する掌側ロ ッキングプレー ト

を用いた治療は 2002年の Orbayらの報告。により

広く知られるようになり，現在ではスタンダードな

治療法となっている.ところが，その手術創は癒痕

になりやすい手関節権側に位置し，さらに他人に見

られやすい部位である.そして，手術創はどれだ、け

きれいに治ったとしても線状痕として残ってしまう
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ので，特に女性患者にとって，必ずしも満足できる

ものではない.この整容的な問題を解決するために

は，可能な限り皮切を小さくすることしかないであ

ろう.

これまでにも様々なMIPO法が紹介されている.

吉J112)や峰原らおは，手首皮線を利用した方法を報

告しているが，横皮切がリストカットを思わせてし

まう欠点がある.松岡ら4)は，オリジナルの小型

ロッキングプレートを用いて行う方法を報告してい

るが.汎用性に欠ける.術中に起こりうるトラブル

を考慮すると樟骨遠位端骨折に対する MIPO法

においては，様々な場面に対応するために，一般的

なプレートを用いてすぐに術野を拡げることのでき

る縦皮切で行うべきである.

我々は，最小皮切で行うためにはプレートの小さ

さに加え薄さも必要と考え.初めはMa住ixを使用

していた.骨幹部のスクリュ一回定は2穴で十分で

あるが， Ma位ixは，プレートのデザイン上，近位

の2皮切目が必要であった.この操作が，手術時間

が長くなった原因である.この問題を解決するため

に， 2010年から Var泊xでMIPO法を行っている.

VariAxは骨幹部固定用のスクリューホールがMa-

住ixよりも遠位にデザインされているため，約

15mmの1皮切のみですべての操作が容易に可能

であり，手術時間が短縮されている.基本的に全例

に抜釘を行っており.初回手術と同じ皮切長で可能

であることを確認している.

今回の結果から， MIPO法の機能面のメリット

は，小皮切に加え，方形囲内筋の温存により，術後

早期における手関節および前腕の広い可動域が獲得

されること5)と考える.前腕遠位榛側の皮膚は，手

関節屈伸では伸展時に.前腕囲内外では回外時に緊

張をより強く受けることが知られている6) 小皮切

にすることによって創部への緊張が少なくなり，創

痛や違和感が軽減されると思われる.ただし，外固

定期間について，両群間で有意差を認めていないも

のの，従来法群で外固定期間がやや長くなってお

り，これが術後可動域の結果に多少影響している可

能性は否定できない.

MIPO法の適応は，徒手整復とピンニングで整復

可能なものと考えており， AO分類では C2とC3以

外ということになる.プレートの設置は，小皮切を

mobile windowとして使用することで十分可能であ

る.前腕遠位の皮膚は近位方向よりも遠位方向に可

動性があるため，脅幹部固定用のスクリューホール

にあたる位置から遠位に皮切を加えるのがポイント

である.我々の方法の欠点は，一部ブラインドの操

作となることである.方形囲内筋下にプレートを滑

り込ませてしまうので，プレートの近位側は問題な

いが，遠位側で長母指屈筋瞳{以下 FPL)をプレー

トと榛骨の間で挟み込む危険性があり注意を要す

る.母指を他動的に屈伸させて FPLの滑走が術創

部から観察されていれば問題ない.

榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

を用いた治療は，従来法でも十分良好な治療成績が

得られる7) 当科における最小侵襲手術は.単純X

線評価と臨床評価で従来法に劣っているとは言えな

い.そして，明らかに前腕の回外と手関節の背屈可

動域が早期に護得できるという日常生活動作(以下

ADL)上のメリットがあり，術創の目立たない整容

的メリットも合わせると試みてよい術式であると思

われる.

本研究の問題点は，症例数が少なく，外固定期間

が統一されておらず，また脅折型も 2群間で完全に

一致していないため，正確な対象研究ではないこと

である.MIPO法の機能的利点をより明確に評価す

るために，よく計画された前向き調査が必要であ

り，今後の検討課題と考える.

【まとめ】

接骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレート

を用いて治療した従来法と MIPO法の治療成績を

比較した術後6週において， MIPO法群は手関節

の背屈と前腕の国外の可動域(健側比平均)が従来

法群よりも有意に優れていた.MIPO法は，整容的

に優れているだけでなく，術後早期に前腕の回外と

手関節の背屈可動域が獲得できるという ADL上の

メリットがあるので，徒手整復とピンニングにより

整復位が確保できる症例に対して試みてよい術式と

思われる.

【文献1
1) Orbay J .L， et a1. Volar fixation for dorsa11y displaced frac・

tures of the dis組1radius: a戸eliminaryreport. J Hand 
S山富27・A:205・.215，2002.

2)吉川泰弘.【犠骨逮位端骨折 ロッキングプレートの
工夫】 整容的小皮切による掌側ロッキングプレート固
定法.整形外科最小侵襲手術ジャーナル 52:25・33，
2009. 
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ングプレートを用いた MIPO. 整形外科最小侵襲手術

ジャーナル46:40・45，2008.
4)松岡秀明ほか.小型掌側ロッキングプレートを用いた

不安定型機骨遠位端骨折に対する低侵襲手術.日本手

の外科学会雑誌24:295・298，2007.
5)戸部正博ほか.方形回内筋を切らない挙側ロッキング

プレートによる榛脅遠位端骨折の治療.日本手の外科

学会雑誌23:417司420，2006.
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423-431， 2009. 

7) Osada D， et a1. Prospective study of distal radius合actures

treated wi出 avolar locking plate system. J Hand Surg 33・

A: 691・700，2008.
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榛骨遠位端関節内粉砕骨折 (AO圃 C3) に対する髄内弾

性整復を併用した掌側lockingplate固定法の治療成績
、ー 扇・.回'
君、~A;$.~浄 もηたに L ろう たかたまさかず 晶吉田てつひろ ぜん付申う吉ち おおしげとしひさ

森谷史朗て高田真一*浅野哲弘*善家雄吉矢大茂寄久*

'"認一
【はじめに】榛骨遠位端関節内粉砕骨折仏0・C3)に対し.掌側loc凶 gplate単独で治療を行った群(VLP

単狙群)と整復の際に髄内弾性固定(f1，国ble泊甘amed凶aryna出ng:F町)を利用した(髄内弾性整復)

後，羽P固定を行った群 (F別併用群)の治療成績を比較検討した【対象】 VLP単独群 10例と FIN併用

群 10例の計20例を対象とした.【方法】 X線評価，日手会手関節機能評価(JSSH)， Q-DASH score，術後

合併症について両群問で比較検討した.【結果】 X線評価のうち両群間で有意差を認めた項目は術直後uv
と最終調査時uvであった JSSHはVLP群が位cellent:5例， good:3例， fair:2例， F町群が回cel・

lent: 8例， good:2例であった【考察】本骨折に対し，髄内弾性整復を行うことにより，軟部組織を温存

しつつ later百1columnの整復と保持が可能であったため，安定した状態でintermediatecolumnの整復および

至適位置への VLP固定を行うことができた.【結論】本骨折に対する髄内弾性整復を併用した VLP固定法

は有用である.

【緒言】

これまで榛骨遠位端骨折に対する掌側 locking

plate (以下VLP)固定の良好な治療成績が多数報

告されてきた1)2) しかし手術手技や各種内固定具

が改良された現在においても関節内粉砕骨折 (AO・

C3) の治療には難渋することが多い.著者らは，

2009年1月までは本骨折に対して VLP単独で治療

を行っていたものの，成績不良症例を経験したた

め3) 以後粉砕した関節面の整復およびその一時的

な保持に髄内弾性固定(盟国ble凶 amed叫1町田辺・

泊g:以下 FIN) を利用し(以下髄内弾性整復)， 

羽P固定を行ってきた.本研究の目的は，本骨折

に対してVLP単独で治療を行った群(以下羽P単

独群)と髄内弾性整復を併用し羽P固定を行った

群(以下F町併用群)の治療成績を調査，比較検

討を行い，髄内弾性整復を併用した VLP固定法の

有用性を明らかにすることである.

【対象と方法】

対象は2004年 11月から 2009年1月までに榛骨

遠位端関節内粉砕骨折に対して手術を行ったVLP

単独群 10例と 2009年2月以降に手術を行った FIN

受理臼 201ν10/12 

併用群 10例の計20例である.各群の平均年齢は

VLP単独群が65.1:t10.1歳 (48.......80歳)， FIN併用

群が 66.3:t12.6歳 (45.......86歳)であった.性別，

骨折型，受傷時の vol紅白t(以下VT)/radial inclina.・

tion (以下RI)/1叫narvar加lce(以下UV)，平均術前

待機期間，平均経過観察期間を表1に示す各群の患

者背景に有意差はなかった.これらの症例に対し

て， X線評価として術直後と最終調査時のVTIRI/

UV，臨床成績として日手会手関節機能評価(以下

JSSH) ， Q-DASH score，術後合併症について調査

し，両群間で比較検討を行った統計学的検討は

Mann-Whitney U-testおよびχ2検定を用い， pく

0.05を有意差ありとした.

髄内弾性整復を併用した VLP固定の手技につい

て示す.掌側アプローチで進入し，掌側脅皮質を展

開後，牽引や Kapandji法などで骨折部を整復する.

その後残存する転位の状態によって.遠位骨片の犠

側や背検側または骨折部から1.5mm Kirschner銅

線(以下K銅線)を髄内へ挿入し，主に lateralcol-

umnの整復を行う(図 1:点線矢印).K鋼線の弾

性により，遠位骨片犠側や背樟側から持続的に圧迫

力がかかるため， lateral columnの整復位が保持さ

$香川労災病院護形外科〒763・8502 香川県丸亀市域東町3・3・1
帥産業医科大学医学部整形外科
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表 1 各群の患者背景

VLP単独群 (n=10) FIN併用群 (n=10) 検定

平均年齢(歳)

男性/女性(例)

骨折型 (AO分類)

65. 1:t: 10. 1 (18-80) 66.3土12.6 (15-86) n. s. 

C3. 1 / C3.2 / C3. 3 (例)

5 I 5 

1 I 5 I 0 

4 I 6 n. s. 

5 I 1 I 1 n. s. 

受{築時門 (') -11. 0:t:15.1 (-30-0) ー19.4:t:12. 8 (-36-0) n. s. 

RI (0 ) 12. 0:t:5. 8 (0-18) 8. 2:t:7. 6 (-2-22) n. s. 

VY (醐) 4.3士4.4(0-12) 3.3土2.0(0-6) n. s. 

2. 8:t:3. 9 (0-13) 3.2:t:3.3 (0-9) n. s. 平均術自il待機WJ閉(日)

平均経過観察期間(月) 17.9士9.1(J2-36) 13. .1:t:3. 8 (J2-21) n. s. 

図1 髄内弾性整復を併用したVLP回定の手技 :FINによる lateralcolumnの整復(点線矢印)

の後.intermediate columnの鎧復(矢印)を行う

れ，安定した状態で intermediatecolumnの整復を

行うことができる(図 1:矢印) 掌尺側骨片は直

視下に整復し，背尺側骨片や落ち込んだ関節面は K

鋼線や小エレパを用いて経骨折部的に透視下に整復

後 VLP回定を行い.K鋼線を抜去する(locking

screwを遠位骨片の効果的な位置へ陣入できず，確

実な初期固定力が得られないときは K銅線を留置

したままとするl.

後療法は両群とも外固定は施行せず bulkydr巴ss-

mgのみとし，術翌日より手指の自動運動を開始，

以後は1割高に応じて可及的早期lに手関節の自動運動

を許可する.

【結果】

X線評価においては VTおよび RIは術直後と最

終調査時で両群聞に有意差はなかったが.LNは術

直後 (VLP単独群:平均1.2::t2.3 mm伊国 併用群:

平均 -0.5土1.0mm)と最終調査時 (VLP単独群.平

均 2.2土2.3mm mm/FIN併用群.平均 0.2土1.2mm) 

で FIN併用群が有意に低い値を示した(図 2) 臨

床成績のうち JSSHは FIN併用群が巴xcell巴nt8 WU. 

good 2例と良好な治療成績であ った一方.VLP単

独群は excellent5 {9'U. good 3例. fair 2例であった

F位 2例の主な減点項目はともに痔痛，可動域のう

ち屈曲，握力であった Q-DASH scoreは術後 l週

時のみ有 意にFIN併一周群が低い値を示し VLP単

独群に比べ良好な成績を示したが，以後最終調査時

まで有意差はなかった(図 3).術後合併症は VLP

単独群に尺骨突き上げ症候群を 1例認め，最終的に

尺骨短縮術を施行した また， VLP単独群に CRPS

と思われる症状を 1例認めたが，経過観察にて臨床

症状は改善した F別 併用群に明らかな合併症をき

たした症例はなかった.

[症例 1J67歳，男性.転落により受傷し，骨折

型は C3.2であった(図 4).観血的整復後 VLP固定

(Acu-Loc@ : AcuMed社製)を行った.解剖学的整
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復位は得られておらず.uvはplusvari阻 tとなっ

た.また，側面像では plateの遠位端は掌側へやや

浮いた状態での設置となった(図 5). 術後1年の

時点で骨癒合は得られているが.uvは5mmであっ

た(図 6). Q-DASH scoreは 13.6，JSSHは危irで

あった.

【症例 2]59歳，女性.転落により受傷し，骨折

型は C3.2であった(図 7).背榛側からの髄内弾性

固定後， VLP固定(Vi紅泊x@:s住yker社製)を行っ

た(図 8). 術後 1年の時点で骨癒合は得られ，関

節面の整復位も良好で， CTでは河状骨禽の軟骨下

骨に 10必ngsα'ewが2本挿入されているのを確認

できた(図 9).Q圃DASHscoreは0，JSSHはexcel-

lentであった.

【考察】

榛脅遠位端脅折に対する VLP固定の良好な治療

成績が多数報告されてきたが，関節内粉砕骨折

(AO・C3)に対する治療は未だ確立されているとは

言い難く，さまざまな内国定法が報告されている.

その中で.本骨折に対して羽P固定単独で治療し

ている報告も散見され4)5) 著者らもその固定力に

期待し，軟部組織への侵襲を少なくする意味でも可

能な限り V印固定単独で対応してきたしかし，

C3.2やC3.3の中に成績不良例を経験した.関節面

や掌側骨皮質の粉砕が強い症例や fracturevoidが大

きい症例は，整復位を得るのが困難な場合や時間を

要すことがあり，また VLP画定後も矯正損失をき

たす症例があった.そこで2009年2月以降，佐々

木ら紛が報告した Desmanet変法による整復の後に

VLP固定を行う方法を参考に榛骨遠位端関節内粉

砕骨折の治療を行っている.

Desmanet変法は遠位骨片の榛骨茎状突起と榛骨

背尺側角から近位髄腔内へ深く挿入された2本のK

銅線の弾性を利用する.対側の骨皮質を貫くピンニ

ングとは異なり，遺位骨片が骨軸に収束するように

整復され，持続的に圧迫力がかかるために整復位を
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図4 症例1 受傷時 C3.2

図5 症例1 術後 :UVはplusvariantとなり (矢

印).側面i像ではplateの遠位端は掌似1)へ
やや浮いた状態での設置となった (点線

矢印)

保持できる.また，その効果がil次部組織の広範な展

開を要さずとも容易に得られることは大きな利点で

ある.大島ら7)は本骨折に対する Desmanet変法と

VLP固定の併用手術は，粉砕した骨片を掌 ・背・

筏側からプレート固定を行う fragm巴ntspecific fixa-

tionの手技と同等の効果を低侵襲に得ることができ

ると報告した.同様なコンセプトで、治療を行ってい

る報告が散見される.111中8)らは K銅線を intra

focalに髄内ヘ挿入し，骨片と軟部組織を--1JII.とし

て固定することにより多少の粉砕があっても施行可

能であると述べている. しかし.non-locking plate 
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図6 症例1 最終調査時 脅癒合は得られて

いるがuvは5mmのplusvariantとなっ

た(矢印)

を使用しており，関節面直下を支持するような

locking screwは挿入されておらず，経過中 VTと

uvの矯正損失をきたしたと述べている.八田ら9)

はK銅線をあらかじめ遠位骨片に近似した形状に

作製し，権側骨折部より帰入して茎状突起周辺の整

復，保持を行った後 VLP固定を行い. C3に対しで

も強固な国定性を得たことを報告している.

本研究では，両群間で術直後のuv値に有意差を

認めた.また， VLP単独群に fairを2例認めたが，

その 2例はいずれも uvが健側と同等まで整復でき

ず， plus variantとなった症例だった これらの結

果は，掌尺側骨片や di巴 punch骨片などの interme-
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図7 症例2 受傷時 ・C3.2

図8 症例2 術巾および術後 .遠位骨j十の背榛側と骨折部からの髄内弾性整

復後.VLP固定を行った

diate columnの整復位に差があったためと考えた.

本骨折に対しては，特に月状骨簡骨片の整復とその

維持が重要であり 7)10) 今回 F町 併用群では月状骨

笥骨片の正確な整復および固定を確実に行えたこと

が，良好な治療成績につながったと考える.

術中の手技について，著者らは当初 Desmanet変

法に基づいて K鋼線を刺入していたが ，背側からの

鋼線刺入による伸筋腿への影響を考感し，また背屈

転位は ligamenttaxisによりほぼ整復されことが多

かったため，現在は榛側からのみ(第 2伸筋健区画

の榛側や尺側に小切開後筏骨神経浅枝をよけ)鋼線

を刺入している.それにより主に lateralcolumnの

整復，保持が可能で，安定した状態で確実に inter-

mediate columnの整復を行うことができた.背側に

傾斜した関節面を含む掌尺側骨片は JOYstick法など

により直視下に整復し，背尺側骨片や滋ち込んだ関

節面を伴う場合は K鋼線や小エレパを用いて経骨

折音!l的に透視下に整復した.VLP単独で、治療を行っ

ていた時代はピンニングを駆使して整復を行ってい

たが，仮国定できない小骨片の存在や整復操作中の

鋼線のゆるみなどによる再転位のため，整復が困難

で時間を要すこともしばしばあった 今回， 手術|待
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図9 症例2 最終調査時:関節面の鐙復位は良好で，CTでは月状骨

瀦の軟骨下骨にlockingscrewが2木挿入されている (矢印)

聞の比較は行っていないが， FIN併用群で明らかに

短い印象があった.

また，良好な整復位が得られることで VLPを至

適位置へ設置しやすくなり，関節面直 下の軟骨下

骨への lockingscrew挿入の精度も上がり ，C3.2や

C3.3であっても初期間定力の向上が期待できる.

良好な整復位と VLPの至適位鐙への設積はフ。レー

トの浮き上がりも予防しやすくなり，屈筋腿損傷な

どの合併症の リスクも減らす ことができると考え

る.整復の際に髄腔へ刺入した K鋼線は，当初の2

例のみ念のため術後 2週間留置したが，その2例も

含めこれまでの とこ ろ本法を行った 10例は全て手

関節の自動可動域訓練に耐えうるだけの固定力は得

られている と判断しており ，以後 VLP回定後抜去

している.

本研究は症例数が少なく今後も検討を要するが，

今回の結果より，椀背遠位端関節内粉砕骨折 (AO-

C3) に対する髄内弾性整復を併用した VLP固定法

は有用であり，木骨折の治療法の選択肢の♂つにな

ると考える.

【まとめ1

1) 焼骨遠位端関節内粉砕骨折 (AO-C3)に対す

るVLP単独群と F町 併用群の治療成績を調査し，

比較検討を行った.

2) X線評価のうち術直後uvと最終調査H寺uv
でFIN併用群が有意に低かった JSSHはFIN併用

群では良好な治療成績であっ たが，VLP単独群で

はfairを2例に認めた.

3)髄内弾性整復により lat巴ralcolumnの整復位が

保持され，安定した状態で確実に intermediatecol-

umnの整復ができ，至適位置への VLP固定を行う

ことができた.

4)椀情遠位端関節内粉砕骨折に対する髄内弾性

整復を併用 した VLP回定法は有用であり，本官-折

の治療法の選択肢の 一つになると考える
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榛骨遠位端骨折に対する Double-tieredSubchondral 
Support法の治療成績-APTUS2.5とVariAxplateとの

比較
かわさ書けいきち いなが宮かつのり た古がわそういちろう とみたかずなり うえの申書お もんましゅうすけ

川崎恵吉市，稲垣克記**瀧川宗一郎帥，富田一誠料，上野幸夫料，門馬秀介料

協議摺寝間

一
今回鏡骨遠位端骨折に対して DSS法を施行したAPTUS2.5(A群)66例と VariAxplate (V群)46例の両者

の治療成績を， retrospectiveに比較検討した A群 :V群を比較すると，平均経過観察期間は 11.6ヶ月:

8.5ヶ月で，年齢は61.6歳:59.5歳，骨折型でAO分類c3型が44:23例.Colles typeが57:36例であっ

た.結果は，臨床成績が Cooneyscoreの平均が 90.0: 87.8 point， DASH scoreが7.9:13.7であった矯正

損失は， uvが0.78/0.80mm， VTが0.44/0.13.，RIが0.97/0.60¥PSAが0.10/0.11・で，両群間に有意差はな

く，両群ともに良好な成績であった.両プレートは同じ PLPであっても違いがあり，両者の特徴を理解し

た上で手術することが望ましい.

【緒言】

榛脅遠位端骨折に対する治療法は，掌側ロッキン

グプレート(以下 VLPと略す)の比較的安定した

成績が報告されているが，屈筋腫断裂などの合併症

や，遠位 1列の monoaxia11ockingplate (以下MLP)

の単独設置では治療が困難な粉砕骨折例の報告も散

見される1)2) Orbar)は，遠位 1列目で関節面中央

を， 2列目で遠位背側の軟骨下骨を支える， Double-

tiぽ 凶 SubchondralSupport法(以下 DSS法)を用

いたMLPを開発し，著者らもこれまで Poly砥ia1

Locking Plate (以下 PLP)である APTUS2.5(MES 

社製)を使用してDSS法を行い，その良好な成績

を報告制}してきた.昨年新たに， DSS法が行える

PLPのVariAxplate (8句 ker社製)も発売された.

PLPである APTUS2.5(以下A群)と Var泊xplate 

(以下V群)は，両者ともに DSS法施行可能という

共通点があるが，形状やロッキング機構などに違い

も認める.今回榛骨遠位端骨折に対して DSS法を

施行したAPTUS2.5とVariAxplateの両者の治療成

績を， retrospectiveに比較検討した.

【対象と方法】

これまで接骨遠位端骨折に対して PLPを使用し

た症例は289例，そのうち 6か月以上経過観察し，

受理日 201ν10/26 

APTUS2.5を単独で使用し， DSS法を施行した症例

(A群)は 66例， VariAx plateを単独で使用し， DSS 

法を施行した症例 (V群)は 46例であった A群:

V群を比較すると(表1)，平均経過観察期間は

11.6ヶ月:8.5ヶ月で， A群が有意に長かった.年

齢は 61.6歳:59.5歳で，男女，左右，ともに差は

なかった骨折型は， AO分類 C3型が 44:23例，

また転位方向による分類では， Colles句碑が57: 

36例と多かった.合併外傷は，開放骨折が5:3例，

尺骨遠位端骨折は 46:29例であった.

手術は不安定型の榛骨遠位端骨折に対して行い，

掌側からプレートのみを設置し， 2列目から 2本以

上交差させた DSS法を行った尺骨遺位端骨折の

内固定は，骨頭や茎状突起基部の骨折のうち不安定

性の強い症例にのみ行った人工骨移植は 6:0例

に追加， condylar stab出zing法は 30:7例に使用し

た抜釘は45:23例に行った遠位ロッキングス

クリューの平均使用本数は， 1列目は 4.5:3.9本，

2列目は3.0:2.9本であった.

臨床成績は Cooneyの評価法 (ModifiedGreen & 
O'Brien)とDASHscoreを用いて調査した.画像評

価は術前，術後，最終診察時の単純レントゲン写真

から， U1ner~副担.ce (UV)， Volar百1t(VT)， Radia1 

Inclination (RI)， Gap， Step off及びP1ate-Screw-An-

'昭和大学横浜市北部病院整形外科〒224・0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-7
**昭和大学医学部整形外科
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表1 対象と結果

A群 V群

対象

症例数(手} 66 46 

平均経過観察期間伺) 11.6(6-23) 8.51(6-13) 

平均年齢制 61.6(17-85) 59.5(17....84) 

男女差{手) 15(22.7%):51σ7.2'.16) 12(26.1，，):34(7~弼) I 

右左差〈手) 羽田.4別措O(ω踊} 21【:45.7'.16):25【54.3'型車 | 

AO分類A3:B3:Cl:ロ:臼1手} 8:4:7:3渇4 8:4:7:4:23 
(12.1:6.1:10.6:4.5:66.1覧』 (17.4>8.7:15.2:8.7:5Omto) 

CoIles type: Sm削B旬pe(手) 57(86.4'.16):9(13.6'.16) 36(78.3'.16):10(21.7均

開放骨折(手) 5(7.6'.16) 3(6.5%) 

尺骨遠位端骨折l手} 46(69.7%) 29(63.0'.16) 

人工骨移植(手) 6(9.1%) 。{側

condylar stabilizing法t手) 30(45.5'.16) 7(15.2'.16) 

抜釘(手) 45(回 2'.16) 23(叩'.0叫

遠位1苦'IJ自のスクリュー数(本) 4.5(3-5) 3.9(3-4) 

遠位2~IJ 自のスクリュー数(本) ヨ刈2....4) 2.9(2-ヨ}

結果

白聞句score(point) 90.0 87.8 

ExαIlent:Go叫 :Fair:Poロベ手} 40:25:1:0 27:16:1:2 
{ω'.6:37.9:L開拓} (58.7:34.8:口:4.3耗}

DASHscore 

可動域c-) 背屈:掌庖

田内:回外

握力健側比(紛

gle (PSA)値を計測，術後と最終診察時の差を矯

正損失として計算し 2群間で比較検討した.2群

聞の比較にはt検定および χ二乗検定を用い，

p<0.05を有意差ありとした.

【結果】

臨床成績をA群 :V群で比較すると(表1)，

Cooney scoreの平均は 90.0: 87.8 pointで，自cel-

lentとgoodの2つの成績を合わせた割合が 98.5: 

93.5%で， DASHscoreの平均は， 7.86: 13.7で，両

群聞に有意差はなく，両群ともに良好な成績であっ

た主な合併症で，皮下の創部感染，抜釘後再転倒

して再骨折，手根管症候群，軽度の CRPSがA群

の1例づつに， EPL断裂がV群の 1例に認めた.

術後と最終診察時の各種レントゲンパラメータを

7.86 13.7 

74.6:65.自 72.8:66.2 
86.5:87.8 85.3:86.1 

回'.2 85.9 

グラフに示したが(図 1・A)，両群聞には有意差を

認めなかった.UV値は両群ともに，術後と最終診

察時で有意差を生じたが， 1mm以下であった.矯

正損失(図 1・B) は， UVが 0.78/0.80mm， VTが

0.44/0.13' ， RIが 0.97/0.6'，PSAが 0.10/0.11・で， 両

群聞に有意差を生じなかった.AO分類 C3型でも

比較検討したところ， UV/VTの矯正損失はA群

(44例)が0.77mm/0.4l'， V群 (23例)が0.63mm/

0.30'で，有意差はなかった.

【症例】症例 1(図2).77歳女性， A群.関節内

Colles骨折に対して， APTUS2.5を用いて DSS法を

施行.骨癒合まで転位ほとんどなく経過し，

Cooney scoreは9Opoint，DASH scoreは21.6であっ

た.

症例2(図 3). 60歳女性， V群.関節内 Smith骨
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APTUSとVariAxplateとの比4安

A 一.A群 一銭 V群

RI G.'ap Step off 

RllIJ北
UV VT 

MHj 
-4L一一一一一一-.Jo←一一一「一一斗15←一一「一一一→ 2 '-2 ~ 
(mm)術後最終 i-o)術後最終 (0) 術後最終 印刷術前 術後最終 (mm)術前術後最終

4 

2 

。
ー2

-4 

A. 

B 

UV(mm) vη。J RI (') PSA (0) 

T 

L .A群口V群

(UV-ulnar vanance. VT:volar tilt R1radial inclination. PSA，plate-screw-angle) 

図1 単純X線評官Iti

A 各パラメータの推移.UV: Ulnar Variance， VT: Volar Tilt， 

問。 Radiallnclination 

B:矯正損失 PSA: Plate-Screw-Angle 

C. E. G. 

D. 巨 H. 

図2 症例 1(A群).A，B ・受傷時X線像 C，D:受傷時CT E，F:市f.j直後

G，H:術後 6ヵ月

【考察1

467 

折に対して， VariAx plat巴を用いて DSS法を施行.

骨癒合までほとんど転位なく ，Cooney scor巴は 100

point， DASH scoreは 0.8であった.

1尭骨遠位端骨折の治療において掌側ロ ッキングプ

レー トの出現は，大いなる進歩をもたらし，今や

gold st四 dardになりつつある.当初はスクリューの
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468 APTUSとVむiAxplateとの比較

A. c. E. G. 

B. D. 巨 H. 

図3 症例 2(V群).A， B:受傷時X線像 C，D:受傷時crE，F:術直後

G，H:術後6ヵ月

挿入方向がfixedangleである MLPが主であったが，

その後 vaiableangleに挿入可能な PLPも使用可能

となり 6)7) 我々は APTUS2.5を用いた DSS法の有

用性を報告してきた4)5) さらに昨年新たに V紅凶x

plat巴が発売され， これは watershedlineを考慮、した

尺側が長い形状で，遠位 2列から多数本のスク

リュー挿入可能な PLPである.我々は両プレート

を人工骨モデルに設置し multislice CTで関節面と

スクリューとの距離を計測し，両者ともに DSS法

が可能であるが，支える部位が多少異なっているこ

とを報告した5) 今回はその両者の臨床応用をした

が，lNNTの矯正損失は，全体ではA群が 0.78mm/ 

0.44¥V群が 0.8mm/0.13"であり ，AO分類 C3型で

も前者が 0.77mm/0.41¥後者が 0.63mm/0.30"で，両

者聞に有意差はなく，また転位が少なかった.AO 

分類 C3型の榛骨遠位端骨折の治療では，遠位 1~J 

のみの MLPの国定では限界も指摘され 1.2).最近

様々な工夫や追加手技例えばVLPにk-wirl巴2)や

non-bridge創外固定器2)の追加，撲側や背側に dou-

ble plate9)の設置なども行一われるようになり，その

治療成績 (lNNTの矯正損失)も，坂野ら10)が0.9

mm/O.l"，泉山ら9)が0.8mm/0.5"であった 一方我々

が行っている DSS法のメリッ トは，多くのスク

リューで関節面の多くの部位を支えることが出来る

上に，その手術手技が掌側からのみで対処できる点

にあり，今回の治療成績は他の報告と比べても遜色

なかったことからも， DSS法の有用性が証明され

た.

A群と V群の両者の特徴を比較する と，プレー

トの形状は大きく異なり A群は radia1inc1ination 

に合わせて榛側が長く ，vt作は watershedlin巴を考

慮して尺側が長い形状となっている.そのため，榛

骨茎状突起部の骨折の固定には前者が，尺側のlu-

nate facetの骨片の固定には後者が有用である.ス

クリューの軟骨下骨への挿入方向は，A群はプレー

トの l列目と 2列自の骨孔が，radia1 inc1inationに

合わせて，一直線に並んで聞いているため 1本挿

入するとそのあ とのスク リュー挿入は， それを目安

に平行に入れれば関節内には入らず，容易である

が.後2者では遠位の複雑な形状から 1本づっ透視

で，関節内に入らないように確認する必要があるの

で手技が煩雑である.プレート遠位部の厚さは，A
群が 1.6mmで薄い.幅は.最遠位の 4穴のプレー

トで比較すると，v群が 27.5mmで大きく， 日本

人女性では慎骨遠位撲側からプレー トが飛び出して

しまうこともある.またV群で lサイズ下のプレー

トを選択すると，最遠位が 3本， 2列目が 2本と

なってしまい，固定性が落ちる可能性がある スク

リューの径は， v群が 2.7mmで大きく， 粉砕骨片

を捕えるにはやや大きな印象がある.プレート遠位
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横断面を見ると. PLPの VA・TCP(シンセス社)や

阻 PのDVR(Depuy社)は，榛骨掌側の最遠位尺

側が盛り上がっている解剖上の特徴に合わせて，尺

側が高い形状になっているのに対し.A群と V群

はともに直線状である.最後に. VA-TCPにはトル

クレンチが装備されているのに対し.A群と V群

にはトルクレンチがなく，最終の締め込みを術者の

力量と勘に依存している，という問題点がある.こ

れまでも PLPの術後ロッキングスクリューの弛み

の報告が散見されているのが，このことも関与して

いる可能性がある.両プレートの今後の改良点とし

て， トルクレンチ付きドライパーの作成が望まれ

る.

【まとめ1
1.榛骨遠位端骨折に対する.APTUS2.5 (66例)

とVar泊x (46例)による DSS法の治療成績の検討

を行った.

2. 両群ともに矯正損失が少なく，臨床成績も良

好であった.

3. 両プレートは同じ PLPであっても違いがあ

り，両者の特徴を理解した上で手術することが望ま

しい.

【文献1
1) Arora R， et a1. Compliαtions Following Intema1 Fixation 

。fUnstable Dista1 Radius Fracture With a Pa1mar Lock-

ing-P1ate. J Orthop Trauma 21: 316-322， 2007. 

2)長田伝重.高齢者榛骨遠位端骨折の治療一家側ロッ

キングプレート固定とノンロッキングプレート固定

との比較. Or白opaediα23(1):7・14，2007.

3) OrbayJほか.Current concepts in volar fixed-angle fixa・

tion of unstable dista1 radius fractures. Clin Orthop“5: 

58-67，2006. 
4) JlI崎恵吉ほか.AO分類 C3型榛骨遼位端骨折に Dou-

ble・tieredSubchon金司1Support法は有用か?日手会

誌27:幻4-238，2011. 
5)川崎恵吉ほか.高齢女性の背側転位型擁骨逮位端骨

折に対する Double・tie児 dSubchondr冨1Support法の治

療成績.骨折33:12・17，2011.

6)金村政義ほか.榛脅遼位端骨折に対する Mu1tidirec-
tiona1 Locking P1ate System (APTUS2.5)の使用経験.

日手会誌27:387・391，2011.

7)西脇正夫ほか.APTUS2.5を用いた榛骨遼位端骨折の

手術治療成績. 日手会誌27:392・396，2011.

9)泉山公ほか.AOC3型機骨遠位端骨折におけるロッ

キングプレート回定の問題点. 日手会誌 27:248・251，

2010. 

10)坂野裕昭ほか.AO分類C3型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透視下整復国定術

における関節面の整復と術後成績. 日手会誌 27:579・

582，2011. 
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榛骨遠位端骨折術後の前腕囲内外トルクが手関節機能
評価に及ぼす影響

、. 廼・..
句 ':t.A.;$.*." がもうかずしげ 〈りやまこうじ うえすぎあやこ おおうらけいいちろう ひぐちはるひさ かわいひでお

蒲生和重て栗山幸治矢上杉彩子大大浦圭-~ß*，樋口晴久**河井秀夫料*

樟脅遠位端脅折術後の評価において前腕国内外の可動域は重要な因子の一つであるが，そのトルクの評価

ほされていない.今回我々は術後の前腕囲内外トルクを測定し，手関節機能評価に対する影響を調査したの

で報告する. 2009年9月から 2010年10月までに樟骨遠位端骨折に対し掌側ロッキングプレートを用いて

手術治療し，術後6ヶ月間追跡可能であった 36例(男性 10例，女性 26例)を対象とした.手術時平均年

齢は 54歳であった.術後6ヶ月時点における手関節および前腕の可動域，握力，囲内トルク，聞外トルク，

そして術後機能評価法として DASH，PRWE， Cooneyの評価，日手会評価を調査した各機能評価に対する

各項目の影響度合いを重回帰分析を用いて検討した.囲内トルク(健側比)は，客観的評価である日手会評

価と主観的評価である DASHに対して影響を与える因子の一つであった.回外トルクはいずれの評価法にお

いても有意な影響を認めなかった.

【緒言】

榛骨遠位端骨折は手術治療の適応が広がってお

り，その術後の手関節機能評価は様々な評価方法が

考案されている.その中で前腕囲内外の可動域は重

要な調査項目のーっとして知られているが，そのト

ルクについてこれまでほとんど評価されていない.

今回我々は，掌側ロッキングプレートを用いて治療

した境骨遠位端骨折患者の前腕囲内外トルクを測定

し，各種手関節機能評価に対する影響を調査した.

【対象と方法】

2009年9月から 2010年 10月までに，榛骨遠位

端骨折に対し掌側ロッキングプレートを用いて治療

し，術後6ヶ月間追跡可能であった 36例を対象と

した平均年齢は 54議で，男性が 10例で女性が

26例であった受傷側は，右が 17例で左が 19例

であり，骨折型は AO分類でA2が10例，A3が3

例， B3が4例， C1が8例， C2が9例，C3が2例

であった.使用したプレートはAcu-Locが17例，

Ma:出xSmartLockが12例， Var泊xが7例であった

手術方法は，全例位a:ns・FCRアプローチで行った.

方形囲内筋(以下Pω を一旦切離しプレート固定

受理日 201ν10/11 

を行い PQを再縫着する従来法を 27例(平均年齢

55.7歳:男性8倒，女性 19例)に，小皮切で PQ

下にプレートを滑り込ませてプレート固定を行う

MIPO法を 9例(平均年齢 54.1歳:男性2例，女

性7例)に行った従来法群の骨折型は，A2が6例，

A3が2倒， B3が1例， C1が7例， C2が9例， C3 

が2例であった.MIPO法群の骨折型は，A2が4

例，A3が 1例， B3が3例， C1が1例であった.全

例術後6ヶ月の時点で評価した.調査項目は，手関

節掌背屈可動域のtota1arcの健側比，前腕囲内外可

動域の to旬1arcの健側比，握力の健側比，前腕囲内

外トルクの健側比を調査した.そして術後手関節機

能評価として， Cooneyの評価。と，日本手外科学

会の手関節障害の機能評価基準における手関節機能

評価2)(以下， 日手会評価)と， DASH3)と， PRWE() 

を調査した.

術後6ヶ月の時点で，サイヘ../17.社製ザイヘ.ヴク7.J-b.を用

いて囲内 70'回外 80'の範囲を角速度 120園毎秒で囲

内外運動を 5団連続で行い，囲内と回外のピークト

ルクをそれぞれ測定した(図 1a).測定時の肢位は

肘関節屈曲 90'，肩関節外転o'とした(図 1bL

統計学的解析は，囲内外トルクに対する健側と患

事星ケ丘厚生年金病院整形外科干573・8511 大阪府枚方市星丘4・8・1
帥守口敬任会病院整形外科

材申四条畷学園大学リハビリテーション学部
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a 

b 
図 1 aサイベックス社製サイベックスノームを用いた同

内外トルク測定の様子

b iJ!lJ定H寺の11刻立は肘関節屈曲900，肩関節外転00と

した.

側の比較と，前腕囲内外トルクの健側比に対する従

来法群と MIPO法群の比較を.t検定を用いて行い

pく0.05を有意とした.また，各機能3門ilfiを従!高変

数とし，年齢，性別，受傷.(WJ， 骨折却(完全関節内

骨折である AO23-Cか否か)，手関節可動域 (total

紅 C 健側比)，自立JJ宛可動域 (tota1arc 健側比)，握力

(健側比)，囲内トルク(健側比)，囲外トルク(健

側比)を独立変数とし，各機能評価に対する各項目

の影響度合いを，相関係数および重回帰分析を用

いて検討した統計解析は，統計ソフ トSPSSInc. 

PASW Statics 18.0を使用した.

{結果】

手関節可動j或 (totalarc)は，思側が平均 141"で，

健側が平均 158'であり.1:建側比は平均 90.0%であっ

471 

表 1 各調査項目の結果(術後6ヶ月時点)

「¥ ¥ ¥ 1 1健側比平均土SDl窓側平均土5D

j手関節可動域 90.0土13.5% I 141土22.3
日to拍 arc)

!前腕可動域 96一%I 16山ゲ
(total arc) 

!緩カ イ89.4:!:26.4%十三一E一一一一
回内トルク 88.7土24.3% I 4.13:!:1.70Nm 

j回外トルク 93.6:!:29.7% I 3.74:!:1.4SNm 
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表2 各手|調節機能評似iの結果

(術後6ヶ月時点)

漏語正一丁一平面L石叩-

の評価 …7 -十一一一日手会評価 92.8::t 10.8 

問 ]-----:::王子

た.前腕可iliJJ域 (total紅 c)は，患側が平均 168'で，

健側が平均 174'であり，健側比は平均 96.5%であっ

た.握力 は J~~ 側が平均 23 .5 kgで 健側が平均

27.0 kgであり， f連側比は平均 89.4%であった.囲

内トルクは患側が平均 4.13Nm，健側が平均 4.74Nm 

であり有意差を認め (p<0.05)，健側比平均は 88.7

%であった 回外トルクは患側が平均 3.74Nm，健

側が平均4.15Nmであり有意差を認めず (p=O.10l)， 

健側比平均 93.6%であった(表 1). Cooneyの評価

は平均 81.8，日手会評価は 92.8，DASHは平均 8.7，

PRWEは平均 9.0であった(表 2)

術式の遣いによる囲内外トルクの健側比について

の結果を以下に示す 回内トルク健側比平均は従来

法群で 88.4%.MIPO法群で 89.2%であり有意差を

認めなかった (p=0.935).囲外トルク健側比平均

は従来法群で 92.0%，MIPO法群で 98.3%であり有

意差を認めなかった (p=0.588)

各調査項目の相関行列表を表3に示す.囲内 トル

ク，回外トルクはともに各機能評価法と中程度の相

闘を認めていたが，囲内トルクの方がやや相関が強

かった各機能評価法の重回帰分析の結果をま受 4に

示す.標準備回帰係数の絶対値が 0.2以上を有効と

判断した いずれの評価法も握力が影響を及ぼして

いた.日手会評価とDASHにおいて囲内トルクは

有意な影響を認める因子であった.回外トルクはい

ずれの評制li法においても有意な影響を認めなかっ
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表3 棺関係数の結果 有意な相関 (p<O.Ol)を認めた項目を灰色で示して

いる.

Cooney評価 日手会評価 DASH PRWE 

相関係数 pvalue 相関係畠 pvalue 相関係数 p value 相関係数 p value 

r r r r 

年齢 -.312 064 ..213 213 265 118 -.020 908 

性別 -.200 241 -.230 .177 256 131 416 012 

受傷倒 -.100 561 093 590 038 .828 .111 520 

骨折裂 -.451 。国 -.355 034 254 .135 292 084 

手関節可動犠(健側比) 717 く皿1 635 <.001 ー.251 。140 -.264 120 

前腕可動縫(鍵傍j比) .511 001 .560 <.001 -.199 245 -.266 117 

|握力 (健側比) .753 〈∞l .682 <.001 ー.618 <.001 -.536 ∞1 

囲内トルク (健側比) _533 001 _617 <.001 ー.580 <.001 自.460 α)5 

囲外トルク (健側比) .449 α珂 .449 <.001 国.547 .001 ー.432 αE 

Cooneyの評価 l 889 <.001 ヘ709 く001 -.667 <.001 

日手会評価 889 〈∞1 1 ー.768 <.001 ー.772 〈田1

DASH -.709 〈∞1 ー.768 <.001 1 .804 〈凹1

PRWE ー.667 <.田1 ー.772 <.001 _804 <.001 1 

表4 重回帰分析の結果

Cooneyの評価 標準備回帰係数 日手会評価 標準偏回帰係数

握力(健側比 0.561 握力(健側比) 0.394 

た

【考察】

手関節可動域(j建側比)

受傷側

回外トルク(鍵側比)

R2 = 0.833， ANOVA p<O.01 

0.431 

0.211 

0.179 

DASH 

握力(j建側比)

囲内トルク(健側比)

標準備回帰係数

ー0.450

-0.381 

R2 = 0.499， ANOVA p<O.01 

榛骨遠位端骨折に対して掌側ロ ッキングプレー ト

固定を行うと，方形囲内筋は，程度の差はある もの

の.機能不全に至ることは必至である 方形囲内筋

の機能は，前腕の回内トルクと DRUJの安定化であ

る5)とされており，方形囲内筋の機能不全により，

術後の手関節および、前腕の機能に影習;があることが

考えられる 前腕の田内に作用する筋は， 主に方形

囲内筋と円回内筋の二つであるが，McConkeyら

は，健常ボランティアーに対して方形囲内筋を選択

的に局所麻酔で麻疲させることにより囲内トルクが

有意に低下することを示した6) 我々の今回の調査

手関節可動峻(健側比)

回肉トルク(鍵側比)

R2 = 0.705， ANOVA p<O.Ol 

0.376 

0.321 

PRWE 

握力(健側比)

標準偏回帰係数

-0.536 

R2 = 0.288， ANOVA P < 0.01 

でも，術後の囲内 トルクは健常側と比べて有意に低

下していた.従って，機骨遠位端骨折の学側ロッキ

ングプレート固定後の機能評価は，囲内 トルク も含

めて行うことが望ましいであろう. しかし実際に

は，外来診察で囲内トルクを計測するこ とは容易で

はなく，囲内トルクの影響が反映されている評価方

法を選択するのが現実的である 今回の結果による

と客観的評価は日手会評価が，主観的評価では

DASHが適当な評価法と考えられた.

客観的評価において日手会評価は Cooneyの評価

法の改変であり，改変された部分は， 可動域に回内

外の評価を取り入れ，握力の評価をやや軽くしてい

るところである.これにより日手会評価は手関節機

能に加え，前腕の機能を反映する評価となっている
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と思われる.主観的評価において. DASHが肩から

手までの上肢全体における能力低下を評価するもの

であるのに対して. PRWEは手関節に特化したも

のであり，手関節の機能評価には PRWEの方が

DASHよりも鋭敏に反応するとされているη. さら

にDASHは肩から手までの上肢全体における能力

低下を評価するものであり，手関節疾患を評価する

際には肩肘に機能障害がある場合点数が高くなって

しまう問題があるとされてきた. しかし今回の結果

では.PRWEに影響を与える因子は握力のみであ

り，前腕の機能評価も含める場合.DASHの方がよ

り確実な評価が見込まれることがわかった.国外ト

ルクはいずれの評価法においても有意な影響を認め

ず，また健側と患側の比較においても有意差を認め

なかった.榛骨遠位端骨折の手術では，囲外筋に対

して直接的な損傷を与えないため，術後6ヶ月時点

では妥当な結果と考えている.術式の違いによる問

内外トルクの健側比の比較は，対象が少なく偏りが

あり完全な比較のデータでは無いものの，有意差を

認めなかった.今回我々は.術後6ヶ月時点でしか

評価していないため，術後早期の各評価については

追加調査が必要である.

【まとめ】

掌側ロッキングプレートを用いて治療した榛骨遠

位端骨折患者に対し，術後6ヶ月の時点で，前腕囲

内外トルクを計測し，手関節機能評価に及ぼす影響

を調査した.囲外トルク(健側比)はいずれの評価

法にも有意な影響を与えていなかったが，囲内トル

ク(健側比)は，客観的評価である日手会評価と主

観的評価である DASHに対して有意な影響を与え

る因子の一つであった.

【文献】

1) Cooney W. P， et al. Di伍cultwrist fractures. Perilunate 

企acture-dislocationsof仕lewrist. Clin Or血opRelat Res 

214: 136・147，1987.
2) 日本手の外科学会機能評価委員会.手の機能評価表.

第四版，日本手の外科学会 :66・67，2006.
3) Imaeda T， et al. Validation of the Japanese Society for Sur-

gery of the Hand version of血eDisability of the Arm， 

Shoulder， and Hand questionnaire. J Or位lOpSci 10: 353・

359，2005. 
4) Imaeda T， et al. Reliability， validity， and responsiveness of 

the Japanese version of出ePatient-Rated Wrist Evalua-

tion.J or白opSci 15: 509・517，2010.
5) Ruby L. K， et al. The pronator qua合atusinterposition 

transflぽ:an adjunct ωresection arthroplasty of the distal 

radioulnar joint. J Hand Surg Am 21: 60・65，1996.
6) McConkey M. 0， et al. Quantification of pronator qua古島

tus contribution to isome凶cpronation torque of the fore-

arm. J Hand Surg Am 34: 1612・1617，2009.
7) Chen N. C， et al. Management of distal radial fractures. J 

Bone Joint Surg Am 89: 2051・2062，2007.
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榛骨遠位端骨折における遠位榛尺関節の不安定性評価

(手関節鏡所見との比較)
くしだ まなぷ

櫛田学

【目的】榛骨遠位端骨折に三角線維軟骨複合体 (TFCC)損傷が合併し，遠位境尺関節 (DR切)不安定性が

生じることがある.今回，著者らの行っている術中不安定性評価と手関節鏡所見を比較し.結果を検討した

[症例と方法JAcu10c (小林メデ、イカル)プレートにて観血的治療を行った焼骨遠位端骨折 117例のうち

同一術者が手術，および評価を行った 23 例 23 関節を対象とした.男性 7 例，女性 16 例，年齢 19~81 歳

(平均 56最)，機骨の AO骨折分類はA3が 11関節， B3が1関節， C1が2関節， C2が3関節， C3が6関

節であった検討項目はDRUJ不安定性と手関節鏡所見とした不安定性の評価は全身麻酔下に榛骨の整復

固定後，前腕中間位側面像で境管を保持した状態で背側，掌側方向へのストレス X線撮影を行い，榛脅の背

掌側縁と尺骨頭との関係から決定した.鏡視所見はPalmer分類に準じて評価した.

[結果と考察]鏡視所見で， 1A: 5例， 1B: 3例， 1D: 5例， 1B+ID: 5例， 2A: 4例を認めた.不安定

性有りとした 7例中 5例で 1B+1D損傷を認め. 2例で 1B損傷 (fovea損傷含む)を認めたことから，本法

は損傷の重傷度をおおむね反映していると考えた.

【緒言】

榛骨遠位端骨折に尺骨茎状突起骨折及び，三角線

維軟骨複合体 (TFCC)損傷が合併し，遠位榛尺関

節 (DRUJ)不安定性が生じることがある.

著者らは榛骨遠位端骨折に対し，解剖学的整復国

定を行った後に， X線イメージ下にストレステスト

を行い，不安定性有りと判断した場合，尺骨茎状突

起骨折の基部型，近位型骨折に対しては，骨接合術

を行い，先端型，中央型に対しては DRUJ仮固定

(3週間)を行ってきた.

また，尺骨茎状突起骨折を合併していない症例に

おいてはDRUJ仮国定を行ってきた.

本研究では著者らが以前より行っている術中

DRUJ不安定性評価法と手関節鏡所見を比較し，著

者らの方法が損傷の実態を反映しているか検討し

た.

【対象と方法1
2006年9月から 2010年 7月までに Acu10c(小林

メデイカル)プレートにて観血的治療を行った樟骨

遠位端脅折 117例のうち，同一術者(著者)によっ

て擁骨の整復固定， DRUJ評価，手関節鏡を行った

23例23関節を対象とした.

男性 7 例，女性 16 例，年齢 19~81 歳(平均 56

歳)，経過観察期間は平均 6.4か月であった.

榛骨の AO骨折分類は A3が 11関節， B3が 1関

節， C1が2関節， C2が3関節， C3が6関節であっ

た.

尺骨茎状突起骨折は 13関節に合併し，中村分類

で先端型2関節，中央型2関節，基部型 7関節，近

位型 1関節，先端型と中央型の合併(以下粉砕型)

1関節であった.以上の症例において，境骨の解剖

学的整復後， DRUJ評価を行い，次に手関節鏡を

行った鏡視所見はPalmer分類に準じて評価した

DRUJ不安定性の有無と関節鏡所見による評価を

比較検討した.

【結果】

不安定性有りとしたものは 7関節であった.

不安定性有りとした 7関節のうち 5関節に尺骨茎

状突起骨折を認め， 5関節における骨折型は，基部

型3関節，近位型 1関節，粉砕型 1関節であった.

受理8 201V1V05 
福岡整形外科病院千815・0063 福岡県福岡市南区柳河内各10・50
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表 1 DRU]評もIIiと鏡視所見の比較

D¥R、U、J評T価下'cc、段¥視¥所見 1A 1日 10 18+10 2A normal 

不安定性有り 2 5 

不安定性なし 5 5 。 4 

表2 不安定性を認めた症例における鋭視所見と尺骨茎

状突起骨折部位の比較

以511基部 近{立部 粉砕 骨折なし

18 2 

18+10 2 

{尺骨茎状突起骨折は中村分~に準ずる }

手関節鏡では 23関節中 22関節でなんらかの異常

所見を認めた TFCC損傷は 1A:5例， 1B: 3例.

1D: 5 f:列， 1B+1D: 5例， 2A・4例;を日忍めた， 31列

で舟状月状骨問靭:治損傷を合併していた.

不安定性有りとした 7例中 5例で 1B+1Dj員傷を

認め， 2例で 1B損傷 (fovea損傷含む)を認めた.

これに対して不安定性を認めなかった症例では

1A: 5例， 1B: 1例，1D: 5例，2A: 4例が単独で

存在していた(表 1)，このように不安定を有する

ものは TFCC撮傷の程度も大きい傾向にあった.

不安定性有りとした 7例において， TFCC 損傷と

尺骨茎状突起骨折との関係をみると， 1B+1D 損傷

5例では基部型 1関節，近位型 1開封¥，粉砕型 l関

節.骨折なし 2関節を認め，1B損傷 (fovea損傷含

む)では基部型 2関節を認めた.骨折型と TFCC

損傷との聞にはばらつきがみられた (表 2).

症例呈示

症例 1:36践，男性.

主訴 ・左手関節痛

現病歴 :高所からの転落で受{拐し，当院を受診し

た.

画像所見 :模骨は C3-1であった(関 2a)， 

手術所見 :1度の不安定性を認めた.鏡視する と

尺側背側から榛側付 着部にかけて損傷を認めた

(IB+ID) ，遠位榛尺関節を仮固定した(図 2b，c， d)， 

- 59ー

。 2 

図 1 不安定性評111li法.尺骨車由が携骨内

にあるものを 0，尺骨軸が背似IJ (掌

側)縁と交差するものを1，尺骨軸

が背n!IJ(掌似1])縁を超えるものを2

とし，1以上を不安定性ありとした.

図2a 症例1.36歳男性初診時X線写兵像

図2b 不安定性1度

475 
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症例 2:37歳，男性

主訴 :左手関節痛

図2c

図2d

現病歴:脚立から転落して受傷し， 当院を受診し

た.

闘像所見懐骨は C2-1であった(図 3a).

手術所見 ・2度の不安定性を認めた.手関節鏡視

で尺側損傷を認めた (IB). この症例は

DRUJ鏡視で fov巴a損傷も合併していた 尺骨茎

状突起骨接合を行った(図 3b，c). 

【考察】

掌側ロッキングプレートの進化により，榛骨遠位

端骨折の整復固定が確実なものとなるにつれ，榛骨

遠位端骨折そのものよりも，付随する合併損傷をい

かに評価し治療するかが問題となってきている.な

かでも骨折に合併する遠位榛尺関節損傷とそれによ

る不安定性の評価，治療に関しての報告が近年散見

さ~1.る.

いままで遠位榛尺関節の不安定評価liは徒手的に行

うDRUJballottment testが広く知られており.岩

図3a 症例2.37歳男性.

図3b.不安定性21支

図3c

部らは徒手検査の程度を 5段階に分類、し 3園以上で

はTFCCを含む尺側支持がすべて損傷している可

能性が高いと しているが，徒手検査の評価は主観的
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なものになりがちである1)

一方.不安定性を画像所見や数値として表す報告

もある.小熊らは手関節正面像における遠位榛尺関

節の聞大率から不安定性を評価しており客観性とい

う点では有用であるが， X線イメージ装置は施設に

よって性能にばらつきがあり，術中イメージ画像で

正確に遠位榛尺関節の開大率を計算できるかが問題

である2)

著者らも以前は徒手的に行う DRUJballottment 

testのみ行っていたが.術者の主観的なものになっ

てしまうと考えていた.そこで今回報告した方法に

切り替え，実際の臨床に使用している.

X線像の正確性ついてはこの種のストレステスト

において常に問題点としてあげられるが，経験のあ

る整形外科医であれば，中間位での側面像を得るこ

とは可能であると考える.また，イメージ画像を固

定保存することで，正確な画像が得られるまでやり

直しすることが可能である.

今回，不安定性の評価と鏡視所見における損傷の

実態はおおむね一致しており， DRUJの不安定性評

価の方法として有用であると考えた.

本研究では同一術者によるものであるが，術者に

よってストレスをかける際の負荷が異なることは否

めない.今後は，同一患者において2人の検者によ

る評価を行い，結果を比較するなどの追試を検討し

ている.

また，従来からいわれているように遠位榛尺関節

の緊張の程度に関しては個人差があり，健側との比

較検討が必要であることはいうまでもない.

この点に関しては現在新たな調査を行っている.

【まとめ】

1.著者らが行っている榛骨遠位端骨折に合併す

る遠位榛尺関節不安定性の評価法を報告し，手関節

鏡所見と比較した 23例 23関節について検討を加え

た.

2.不安定性ありとした 7関節においては lB+lD

のような広範囲損傷およびfovea損傷を認め，我々

の方法は損傷の重症度をおおむね反映していた.

3. 鍵側との対比も含め，さらに検討する余地が

ある.

【文献】

1)岩部昌平ほか.榛骨遼位端骨折に伴う遠位穣尺関節支

持組織の損傷と修復. 日手会誌23:957・963，2006.
2) 小熊雄二郎ほか.穣骨遼位端骨折に合併する遼位機尺

関節不安定性の術中評価の試み.整形・災外 53:975・

980，2010. 
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掌側ロッキングプレート固定後の手関節鏡視所見に
関する検討

、 11 -_It 

%以川島 義義主会，誼露首長，詰宣告ベ話来主宰*榊，詰品事*帥

話器2冨2-

榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート国定後の症例で，痔痛など自覚症状および手指機能障害

と手関節鏡視所見との関連性について検討した.対象は抜釘時に手関節鏡を行った 40例で，男性 19例，女

性21例，平均年齢 54.5歳，初回手術後平均 7.1ヶ月であった.関節鏡視で滑膜炎を認めた症例は 40例中

37例92.5%であり，何らかの臨床症状を有する 26例全例に軽度から重度の滑膜炎を認めたが無症状の滑膜

炎も 11例あった.榛側部の滑膜炎 19例中 15例.尺側部の滑膜炎 10例中 5例，全体の滑膜炎 11例中 6例

に痔痛などの臨床症状が見られたが，滑膜炎の局在と症状の有無について3群間で有意差はなかった.隔壁

形成は 6例中 50Uに痔痛が見られたが.TFCC損傷.step off，関節軟骨損傷，靭帯損傷と臨床症状との関連

についても明らかでなかった.榛側部の慢性痛が時間の経過に伴い増加する傾向にあることが報告されてい

るが，今回の調査において権側部に臨床症状を有する滑膜炎が多く見られる傾向はあるものの相関関係は明

らかでなかった.

【緒言】

榛骨遺位端骨折に対する観血的治療後に整復位が

良好であるにもかかわらず 手関節痛を訴える患者

は稀ではない.当院では榛骨遠位端骨折治療後に抜

釘を行う際，同時に関節鏡による手関節内の観察を

行っているが，滑膜炎を有する患者が比較的多いと

感じている.今回掌側ロッキングプレート抜釘時の

痔痛，しびれ，違和感などの自覚症状および可動域

制限，握力低下などの手指機能障害と手関節鏡視所

見との関連性の有無について検討した.

【対象と方法】

2005年 12月から 2010年3月までの 4年4ヶ月

間に榛骨遠位端骨折に対し掌側ロッキングプレート

による観血的治療を施行した症例は 138例であり，

そのうち抜釘時に手関節鏡を行った 40例を対象と

した男性 19例，女性21例.年齢21-79歳(平

均54.5歳)で，初回手術から抜釘までの経過期間

は3.2-10.5ヶ月(平均 7.1ヶ月)であった骨折型

はAO分類でA24例.A3 2例.B23例.C18例，

受理日 201νlν12 

C217例. C3 6例であった.使用したプレートは

ストライカ一社マトリックススマートロック 32

例.メイラ Pプレート 5例，小林メデイカルアキュ

ロック 1例.ミズホDRV2例であった.術直後およ

び抜釘時のX線学的評価を行い，抜釘時における

痔痛の有無と局在を確認した.また局在のはっきり

しない痔痛， しびれや違和感などをその他の自覚症

状とし，手関節可動域，握力を測定した.可動域は

背屈.掌屈，回外，囲内いずれかが健側の3分の 2

以下を制限ありとし，握力は患側が利き手の場合は

健側の3分の2以下，利き手でない場合は健側の 2

分の 1以下を低下ありとした.関節鏡視では隔壁形

成， TFCC損傷. lmm以上の stepoff，関節軟骨損

傷，手根靭帯損傷の有無と臨床症状の関連について

も確認した.滑膜炎は発生部位により榛側，尺側，

全体に分け，関節面が十分観察できる状態を軽度，

関節面の半分程度が覆われている状態を中等度，関

節面がほとんど確認できないものを重度に分類した

(図1).滑膜炎の部位と症状との関連はχ2検定で

有意差を判定した.また最終観察時に自覚症状およ

事国家公務員共済組合連合会 東海病院整形外科〒464・8512 愛知県名古屋市千種区千代田橋1・1・1
H 豊橋市民病院整形外科

帥*あいせい紀年病院整形外科

柿判前回整形外科クリニック
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図1 関節鏡視JI寺の滑膜炎所見

(A 滑膜炎なし， 8.滑膜炎il妥l支，

c.滑膜炎rl'等度， D滑膜炎重度)

び手指機能障害の改善について篠認した

【結果】

術直後の radialinclination (RI)， volar tilt (VT). 

ulnar variance (UV)は平均で 20.9度，9.91瓦 -0.2

mm，最終診察時はそれぞれ 22.5度.7.5度， 1.1 mm 

といずれも X線上は概ね良好な整復位が保たれて

いた 自覚症状または他覚所見があったものは 26

例でその内訳は自覚症状では手関節痛が 14例，そ

の他の自覚症状が 11例にみられた 他覚所見では

可動域制限が4例，握力低下が 3例であった.可動

域制限 4例では自覚症状を合併するものが 3例あ

り，握力低下 3例は全例自覚症状を伴っていた 関

節鏡所見で滑膜炎の見られたものは 37例で，自覚

症状または他党所見を有 する26例では全例に軽度

から重度の滑膜炎を認めたが，症状または所見のみ

られない 11例でも軽度から中等度の滑膜炎が観察

された滑膜炎の程度は軽度 11例，中等度 21例，

重度 5例で，発生部位は様側 19例，尺側 10例，

全体 8例であった.また関節外骨折 6例中6例，関

節内骨折 34例中 31例に滑膜炎を認めた 滑膜炎の

部位と程度の内訳は関節外骨折 6例で機側 中等度

4例，尺側 :軽度 1例，全体 :中等度 1例，関節内

骨折 31例で権側・ 軽度 3例，1:1:1等度 11例.重度 1

例，尺叙IJ:軽度 6例，中等度 3WU，全体・仁1)等度 3

例，重度 4O"uであった.関節外および関節内で滑膜

炎の発生状況に差はみられないが，重度の滑膜炎は

表 1 骨折型と滑膜炎の音fl位および程度
(n = 37) 

骨折型 軽度 中等度 重度
(11) (21) (5) 

視側部 関節外 4 

(19) 関節肉 3 11 1 

尺側部 関節外 1 
(1日) 関節肉 6 ヨ

全体 関節外 1 
(8) 

関節肉 3 4 

表2 消膜炎の部位と臨床症状の有無 (n= 37) 

臨床症状(+J 臨床症状lー}
(湾;痛い))

1昆虫1)部 15 4 

(19) (8) 

尺世l陥F 5 5 
(10) (3) 

全体 6 z 
(8) (3) 

いずれも関節内骨折の症例であった(表 1).榛側

の治膜炎 19例中犠側部痛を訴える症例 8例，その

他の自覚症状のある症例 7例を併せた臨床症状を有

する症例は 15例，症状のないものは 4例であった.

尺側の滑l膜炎 10例では尺側部痛 3例，その他の症

状2例を併せた症状ありが5例，症状なしが5例で

あった 全体の滑膜炎 8例では底痛 3例，その他の

症状 3例を併せた症状ありが 6例，症状なしが 2例

であった(表 2).援側，尺側， 全体の 3群問では

筏側部に滑膜炎が多く，また臨床症状を有する症例

が焼側部と全体の11干に多い傾向は見られたが.発生

部位と臨床症状の有無の間に明らかな有意差を認め

なかった滑膜炎以外の関節鏡所見のあった症例は

25例で，11高壁形成を有ーする症例は6例で，部位別

には尺側 3例，舟状月状骨靭帯付近が 3例であっ

た.尺側|符壁のある全例で尺側部の痕痛を認めた.

舟状月状骨靭帯付近の 3例中 2例でも終痛の訴えが

あったが局在は明らかでなかった. TFCC慣傷は

14例， 1mm以上の Stepoffは5例で観察されたが

関連する痔痛があると診断した症例はそれぞれ 1例

ずつであった(表 3) また関節軟骨損傷，手根靭

帯損傷は終痛の局在が明らかでなく臨床症状との関

係は不明であった.滑膜i普殖の見られない 3例では

自覚症状，手指機能ともに異常を認めなかった ま

た最終観察は抜釘後 1~6 ヶ月(平均 2 ヶ月)と短

jtjj間であったが，自覚症状または他覚所見があった
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表3 その他の関節鏡視所見と臨床症状の有無
(n = 25) 

臨床症状例 臨床症状{ーl
隔壁形成 5 1 

(6) 

TFCC鍋傷 1 13 
(14) 

5tepo膏 1 4 
(5) 

28例中 13例で改善を示していた.

【考察】

三ツ口らは榛骨遠位端骨折に対して掌側ロッキン

グプレート固定を行った患者に対するアンケート調

査により，榛側部の慢性痛を訴える症例が時間の経

過に伴って増加する傾向にあることを報告している

1).河野らは榛骨遠位端骨折初回手術時の鏡視所見

と再鏡視所見とを比較して，再鏡視時には榛骨茎状

突起部の明らかな滑膜増生を認めたと述べている

2). 今回の調査では痕痛を合併する症例に滑膜炎を

含む何らかの関節内所見が確認されたが，関節内所

見があっても臨床症状を示さない症例も少なからず

存在した.様側部および全体の滑膜炎が観祭される

症例に臨床症状を有するものが多い傾向にはある

が，統計学的な有意差は認められなかった母集団

が29例と少ないため今後も症例を重ねる必要があ

ると考えている.我々は愁訴のある中等度以上の滑

膜炎， TFCC損傷，隔壁形成などを合併した症例に

対しては同時に鏡視下手術を施行している.術後

2ヶ月程度の短期成績ではあるが自覚症状の改善を

示すものが少なくない.抜釘自体が愁訴の緩和に寄

与している可能性もあり，また今回の調査において

所見があっても臨床症状を示さない症例もあるため

全例に関節鏡視が必要な訳ではない. しかし犠骨遠

位端骨折の術後に箆痛などの臨床症状を訴える患者

では，抜釘の際に同時に試みるとよい手技であると

考えている.

【まとめ】

1.掌側ロッキングプレート抜釘時の自覚症状お

よび手指機能障害と手関節鏡視所見との関連性の有

無について検討した.

2. 榛側部および全体の滑膜炎に臨床症状を有す

る症例が多い傾向は見られるものの明らかな有意差

はなかった.

3. 臨床症状を有する症例の掌側ロッキングプ

レート抜釘に際して，関節鏡視は同時に試みるとよ

い手技であると考える.

【文献】

1)三ツ口由紀子ほか.掌側ロッキングプレート CVLP)

を用いて治療した榛骨遠位端骨折の遺残葵痛に対する

検討.日手会誌 25:696・698，2009.
2)河野正明ほか.榛骨遠位端骨折術後再鏡視所見の検

討. 日手会誌 16:42・46，1999.
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当院を受診した榛骨遠位端骨折患者の現況

、.・@
Y~~敬礼 =*lt"''''-

おおのよし申告 しみずかっじ ひらかわあきひろ

大野義幸，清水克時，平川明弘

当大学病院高次救命センタ一発足 (2004年6月)以後. 6年5ヵ月間に同センターあるいは当院整形外科

を受診した榛骨遠位端骨折患者を調査した.当院受診後の転院患者には電話による聞き取り調査を行った.

同期間に同センター受診患者27，130人のうち本骨折患者 102人(うち小児21人) (全例急性期).ならびに

当科受診した急性期骨折患者37人(うち小児6人)のうち，直接検診もしくは電話調査可能であった小児

17例 17手.成人 96例 100手を対象とした小児骨折では調査時，結果に不満と回答した例はなかった.

成人骨折では手術治療の結果は概ね良好であったが 最終治療の 2β を占めたギプスなどの保存的治療では

約2割が不満と回答し，変形治癒に起因すると考えられる症状を呈する例が多かった.大学病院ではその施

設の性質上，急性期犠骨遠位端骨折治療を完結するのは困難だが，正確な診断および治療を行い合併症を回

避することに加えて，不安定型骨折症例においては適切に手術治療が提供されるように，紹介する医療機関

を正しく選定することもわれわれの責務である.

【緒言】

近年，榛脅遠位端脅折に関しては手術治療に関す

る報告が大多数を占めているが，実際の臨床の場で

は保存的治療が根強く行われているのも事実であ
る1)2)

また，当大学病院は 2004年6月の新病院発足と

同時に疲弊する地域医療の最後の砦として高次救命

治療センターを立ち上げ，当整形外科からも 2名の

スタッフを派遣している.当院高次救命治療セン

ターならびに当整形外科を受診した榛骨遠位端骨折

患者の診療動向ならびにその後の経過を知る目的で

調査した.

【対象と方法1
対象は当大学病院高次救命治療センターが発足し

た2004年6月より 2010年 11月までの 6年5ヵ月

間に当院高次救命治療センターを受診した患者

27，130人のうち榛骨遠位端骨折患者 102人(うち

小児21人) (全例，急性期骨折)ならびに榛骨遠位

端骨折で整形外科を初診した患者 82人(小児 7

人)のうち急性期骨折患者37人(うち小児6人))

である.これら急性期骨折(受傷後 1週以内)の患

者で，最近の状態が直接診察もしくは電話での聞き

受理日 201ν10/23 
岐阜大学医学部整形外科〒501・1194 岐阜県岐阜市柳戸 1・1

取り調査可能であった小児 17例 (17手)，成人 96

例 (100手)を追跡調査の対象とした.電話での聞

き取り調査対象は高齢者が多いため，質問項目は単

純なものとし.転院後に受診した医療機関名，その

後の治療内容，現在の症状に関して満足，不満と

いった満足度評価に加え，不満と回答した患者には

具体的な問題点を聴取した.

【結果】

小児骨折

当院を初診した 15蔵以下の急性期小児骨折は27

例28手で，男 21例21手，女 6例 7手，平均 10

歳 (5-14歳)，右 12手，左 16手であった.その

骨折形の内訳は遠位脅端線離開 6例6手.骨幹端部

完全骨折9例10手，骨幹端部不全骨折 12例 12手

(若木骨折4手，隆起骨折 (Torus企acture)8手)

であった.当院手術例3例3手(経皮ピンニング2

例，観血整復1例)および当院で最終まで経過を見

たギプス治療2例2手を除く 22例23手は初期治

療(ギプス国定など)の後，即日，他医療機関紹介

となっていた追跡調査可能であった 17例 17手の

うち当院での観血整復l例と当院で最終まで経過観

察したギプス治療2例には機能障害はなかった.他
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表1 当院手術症例満足例(症例1-1ω，不満例(症例11-13)

症 年 性 左 受信原因 A白 PT(" ) 阻(")
欄 歯 別 書 :9蘭 間前調u毒 備前喝轟

1 18 女 左 無ぴ降り C2.1 .10m :ls1 

2 11 女 右 階段箆蕗 ロ2 .111ll 181ll 

主 隠底鮭港 白 2 -8/4.6 18111 

3 沼 女 右 健制 cu .1414 ~W 
匝署内1

4 ~ 女 書 実遺習肱 A3.3 4掲 1・119
1M特畠3

5 ~1 女 主 缶創 ロ.1 2町7 31s・

6 調 女 書 事室創 CU .1111 ~11.13 

7 帽 女 左 健制 B3.l zω・ 1品a才

協同

s 潤 女 左 健制 C1.3 舗s3 ~4m 

協同

， 61 女 右 醐 l C3.l .IIsD 出l2

10 制 女 左 程圏l 高3.1 4ふ2 10nD 
鴎肉1

11 ~1 女 右 受望量制量 ロ』 -却/~ 14/lO 
IHttII・3

D 伺 見 左 持薬事蹟 ロ』 '11' 12圃

旬曲・骨1

日 却 昆 左 野美容蝕 C3.l .10124 曲閣

回由・野1

院に紹介した 14例中 1例はその後，紹介先の診療

所から別の病院に紹介され経皮ピンニングを受けた

が，それ以外はそのまま保存的治療を継続した全

例，電話での聞き取り調査では現状には満足してお

り，あきらかな機能障害の訴えはなかった.

成人骨折

急性期成人骨折 127例 133手のうち重度多発外

傷に伴う例が 10例 (11手)あり，死亡退院が5例

5手あった追跡調査可能であった 96例 100手の

うち，手術治療例は 32例33手(当院手術治療:

13例14手，他院手術治療:19例 19手)で全体の

33%を占めた.保存的治療例は当院で最終まで経過

観察したものが8例8手，他院で保存的治療例が

56例59手で合計 64例67手あり，全症例の 67%

を占めた.

当院で手術治療を行った 13例 14手のうち現状に

ついて満足と解答したものが 10例 11手で 79%で

あった.不満と回答した例が3例， 3手あったが，

骨折形はいずれも AO分類c3で，いずれも重度外

傷例であった(表1).一方，他院で手術治療を受

けたものが 19例 19手あり，電話での聞き取り調査

官、崎-.) 日手会 膏藷の 槍前倒存症 術後合併症
間前Ia.t島 稗価 評価

6s 1it1配。 E寄り 制楠

背信自員協

3ι2 四間〉 時刻

Jj(J 1it11lO) ~・2】

2ル1 1it1助 問。 強度痘.~ェーヲレシI;!
保書私自己免縮性自干髭

1210 1it100) ~・玲 隠鏑埠臨白骨輔

大鑓骨骨舗

:IJtI 1it1問 ~ 

却E 111:1附 ~・.~)

9s JD;8.S) G(~町 右智恵憧盟国島

明不全

7fl 副知】 0("') 腕1lII'J?マチ

副ヨ G(7~) 0(-9) C型肝i!i.1l'F:企 沼、ヰ噛伸錨
随崎製

限強濁

ωz 問拘〉 G(-4) SLII'.錨原因ー
霞笥曹桧智模事重手術

事完背惟田島骨柄

7ι1 叩~ 1(-9) s駒内骨曹輯咽開放置1Ii' 手撰協商

蜜カ管下

S且 時~) 時 11】 髄放創 手轟掛揃

E鮒蝿皮術 鐙カぽ下

-却，-4 F(4.l) ~・21) 要血符寓国L鹿#手術 手鍋拘純

指S<I回手骨骨祈 聖母組提言

にて現状について満足と回答したものが 18例

(95%)であり，手術治療を受けた患者の満足度は

おおむね良好であった.保存的治療例のうち当院

で最終まで経過観察した 8例8手を追跡調査して

みると表2のごとく，満足と回答したものが5手

(63%)，不満と回答したものが3手 (38%)であっ

た X線学的指標において両群間で有意差があっ

たのが， uv (叫narv出血ce)であった (p=O.023)

(表3). 機能評価では斉藤の評価で両群に有意差

(p=0.013)があった.

一方，他院での保存的治療群 56例59手のうち，

電話での聞き取り調査で満足と回答したのは 48手

(81%)であり，不満と回答した 11手 (19%)であっ

た.不満の理由としては変形が9手あり，変形治癒

が原因と考えられる訴えが多かった(表4).

また，当院で徒手矯正，ギプス画定を受けた 55

例57手のうち，上肢伝達麻酔下に行われたものが

4手，血腫内麻酔(局麻)下に行われたものが 10

手であり，残りは無麻酔下に施行されていた.固定

肢位は通常は手関節中間位あるいは軽度屈曲位で

あったが，いわゆる Cottonloader's positionが5手
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表2 当院保存的治療例満足例(症例1-5)，不満例(症例ら7)

症例 年舗 性別 左右 AO 受傭寺r 受傷目前

分組 最終PT
(0 ) 

1 21 女 左 A2.2 -2Sι10 
z 44 男 右 A2.1 11112 

3 64 女 左 A2.1 19/19 

4 a 女 左 C1.3 -41・4
5 70 女 左 A3.1 -121-4 

6 54 女 右 A2.2 .21-9 

7 η 男 右 A3.1 1ム7

B 76 女 左 A3.1 -181・15

表3 当院保存的治療例の比較

渇艇鈎世蹟軍 不満群(n=3) 満足群(n=5) 有意差

RI 18・(9-25・) 21・(8-2ダ } NS 

PT -10.3・{・9--16.6・} 3・{・9-19・) NS 

uv +5.7mm (3-8mm) + 2mm(I-3)mm P=0.02 

あった.

表4 他院保存的治療例 (56例59手)
のうちの不満例 (11例)の愁訴

愁訴の内容(重複あり)

変形:9

痔痛:6

手指しびれ:5

手指拘縮:3

手関節可動域制限:1 

握力低下:1 

【考察】

新鮮榛骨遺位端骨折に対する医療体制の問題につ

いて

最終悶

¥) 

27f2S 

26123 

29危3

26f2S 

1618 

2Sf25 

1219 

17/17 

当大学病院は高次救命治療センターを発足後，常

時，重症患者に対応できる施設となった.諸家が指

摘しているように骨折を中心とした外傷治療には欧

米にならって独立した外傷センターの設立が望まれ

受傷時I 日手会 膏蕗の 合併症
髄寄W 評価 Iq<価
(国司〉

1/1 E(1∞) E(・3) 圃

1/1 E(1∞} E(司 . 
2f2 E(l∞) E(.心) . 
w E(80) E(.・.3) . 
w E(1∞} E(-3) 

0/3 E(85) G(-4) 仕事するとタルイ

618 倒的 G(-9) 輩ま彰，疲れ

316 E(1∞) G(-8) 手指しびれ

領箇症あり)

るが，本邦ではまったく進んでいないのが現状であ

る3)4)日6) 当院の高次救命治療センターはこれまで

他の救急救命センターと同様，重度外傷患者の受け

皿として機能し貢献してきたことは事実である.し

かし.単独の榛骨遠位端骨折は軽傷としてトリアー

ジされ，初期治療に限定せざるを得ない現実が明ら

かとなった.実際，電話での聞き取り調査時に，

“なぜ，あの時，きちんと最後まで診療してくれな

かったのか"と叱責を受けることもあった.また.

転位のある接骨遺位端骨折の整復操作は大部分が無

麻酔，一部は血腫内麻酔で一般整形外科医にて実

施され，ギプス固定が実施されていた.国定肢位も

Cotton loader's positionも散見された今回，追跡

調査できた範囲内では幸い，阻血性拘縮など重篤な

合併症はなかったが，徒手整復の際の麻酔法，なら

びに安全な固定肢位や固定方法に関しては更なる教

育.啓蒙が必要であることがわかった.

手術例の患者満足度についてみると，当院手術例

では満足と回答したものは 79%で，他院での手術

例で満足と回答したもの 95%より低かった.全例，

比較的簡単な電話での聞き取り調査であった他院治

療例と大部分が直接検診時の調査であった当院治療

例では.調査方法の差が反映されている可能性が高

い.また，当院手術例で不満と回答した3例はいず

れも AO分類で C3で，骨折型自体が重度なもので

あったことを考慮すれば，手術治療の成績は概ね満

足できるものと考えた.

一方，当院で保存的治療をうけた症例では満足

と回答したものが 63%で，不満と回答したものが
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38%であった不満群では斉藤の評価と X線学的

指標のuvで満足群と比較し有意に劣っていた.い

ずれも本来なら手術治療に移行すべき症例であった

が，身体的合併症などで保存的治療を余儀なくされ

た症例であった.

他院での保存的治療群で現在の症状に対して不満

と回答した例は 19%あり，その原因として手関節

部の変形を上げたものが最多で，次に終痛であっ

たいずれも電話での聞き取り調査が大部分であ

り，診察， X線所見で確認ができないが，骨折後の

遺残変形が考えられた

境骨遠位端骨折治療は転位のない骨折あるいは安

定型骨折では保存的治療が原則ではあるが，特に高

齢者では当初，転位のない骨折であってもしばしば

転位が増強し，変形治癒となる場合が多い.活動性

の低い高齢者では高度の変形を残して治癒しでも

ADLにほとんど支障を訴えない患者がいることも

事実ではあるが，近年，解剖学的治癒がより重視さ

れるようになり，掌側ロッキングプレートの発達，

普及も伴って手術治療の割合が摺大している7川

今回の調査で，当院を初診した急性期榛骨遺位端骨

折患者では，最終治療としてギプス治療を中心とし

た保存的治療が約 2β を占めていた.当院高次救命

センターおよび当科(大学病院の整形外科)におい

ては，その性質上，急性期樟骨遠位端骨折全てを初

期治療から手術を含めた最終治療，リハビリテー

ションまで完結して行うことはきわめて困難であ

る.診断，初期治療後は他院紹介とならざるを得な

い.今回の調査で他院へ紹介した患者のうち，転医

先の病院で経皮ピンニングを受けたが，転位摺強し

たため，別の病院でプレート固定を受けた 82歳女

性と当院での徒手整復ギプス固定後に他診療所転院

後，転位増強をきたして別の病院で経皮ピンニング

受けた 10歳男児の計2例を除き，全例，紹介先の

医療機関において最終経過観察時まで治療(リハビ

リは除く)を受けていた.当院初診後，他院で保存

的治療を受けた患者のうち現在の症状に不満と回答

したものは 10患者 11手で 19%であった.その不

満の原因として手関節の変形を上げたものが9手あ

り，当院での初期治療後のX線像から考えると，

経過中に転位の増強が起こったものと考えられた.

これらの患者の紹介先の内訳は診療所4，病院6で

あったが，いずれも犠骨遠位端骨折に対して積極的

に手術治療を行っている医療機関ではなく，適切な

時期に手術治療に変更することができなかったと推

察された.病診連携体制における社会的現状からす

れば，紹介先の医療機関の規模，治療方針でその後

の治療内容が決定されてしまう傾向が強いため，不

安定型骨折症例1)紛においては紹介先で適切に手術

治療が提供されるように，紹介する医療機関を正し

く選定することもわれわれの責務である.

【まとめ】

L 当院高次救命治療センタ一発足後 (2003年 6

月，，-)に当院を受診した樟骨遠位骨折患者の調査を

行った.

2，重度外傷に伴うもの，院内発生，もしくは当

院他科疾患を有する患者を除き，大部分は外来にお

ける初期治療の後，直ちに他院紹介となっていた.

3，当院および他院で手術治療を受けた患者の満

足度は概ね良好であった.

4，当院および他院で保存的治療をうけた患者の

不満群では変形遣残が原因と考えられるものが多

かった.

5，正確な診断，適切な初期治療を行うことに加

え不安定型骨折症例においては紹介先で適切に手

術治療が提供されるように，紹介する医療機関を正

しく選定することもわれわれの責務である.
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についてー.37(9)臨床釜形外科:1029・1039，2002.

2)高畑智嗣.手関節背屈位ギプス治療のポイント(特
集:榛脅遠位端骨折治療マニュアル). 18(9) MB Or・
由op:1・7，2005.

3)杉岡陽一.わが国における外傷センターのE整備は喫緊

の課題(特集 日本における外傷センター構想と盤形
外科).52(6)整形・災害外科:727・730，2009.

4)新藤正輝ほか.救命救急センターにおける外傷治療の

現状と限界一整形外科医の立場から一(特集 日本に
おける外傷センター構想と整形外科>.52(6)整形・災
害外科:731・736，2009.

5)佐藤敏信.多発外傷治療に対する行政の支援策(特集
日本における外傷センター構怒と整形外科>.52(6) 

整形・災害外科:737・741，2009.
6)松下降.日本における外傷センターの理想像(特集
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7) Orbay J， et al. Current concepts泊 volarfixed-angle fixa・
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尺骨遠位端骨折を合併した榛骨遠位端骨折の治療成績
やまがみのぷお ふじいけんぞう 晶おさ あきら たなかたか畠き かっべこうすけ

山上信生*藤井賢三料，青木 揚榊*田中孝明*料，勝部浩介料*

【はじめに】尺骨遠位端骨折(茎状突起骨折以外)を合併した樟骨遠位端骨折の治療法に関する報告は少

ない.我々は，尺骨の変形が残存すると遠位擁尺関節障害が生じうると考え，榛骨固定後に尺骨の内固定も

行っている.その治療成績を報告し，問題点について検討した. [対象と方法】手術療法を行った榛尺骨遠

位端骨折(尺骨茎状突起骨折以外)11例を対象とした.全例女性で，平均年齢 68歳，平均経過観察期間は

9か月であった榛骨はK羽 reで固定した 1例以外は，掌側lockingplateで固定した.尺脅は全例mini

plateで画定した(遠位骨片の固定には海綿骨螺子を用いた).これらの症例に対し関節可動域， X線学的評

価.臨床評価 (Cooneyの評価基準)を調査した.【結果】最終調査時の平均関節可動域は，背屈 60.，掌囲

60.，回外 73・，回内 83・，叫narvari担 ceは平均O.4mmであった臨床評価は excellent9例， good 1例， poor 

l例であった.【考察】骨粗霧例では尺骨遠位骨片が極めて脆く固定に難渋する.我々は海綿骨螺子を用い

ることで整復位を何とか維持できたが，今後，角度安定性を有するような強固な固定材料の開発が望まれる.

【緒言】

榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

法に関する報告は多いが，尺骨遠位端骨折(茎状突

起骨折以外)を合併した場合の治療法に関する報告

は少ない.我々は，尺骨遠位部の変形が残存すると

遠位棲尺関節障害 (DRUJ)が生じうると考え，榛

骨固定後に尺骨の転位が残存している症例に対して

は，整復後に内固定を行っている.内国定を行うこ

とにより術後外固定期間を短縮し，早期可動域訓練

を開始できる利点もあると考えている.今回.尺骨

遠位端骨折を合併した樟骨遠位端骨折の治療成績を

調査し，問題点について検討したので報告する.

【対象と方法】

2006年から 2009年の期間に手術を行った，尺骨

遠位端骨折(茎状突起骨折以外)を合併した樟骨

遠位端骨折 11例を対象とした.全例女性で，平均

年齢 68歳。0・90歳)，平均経過観察期間は9か月

(ι36か月)であった.骨折型は，榛骨がAO分類で

A2:2例， A3:6例， B1: 1例， C2:2例，尺骨が Bi-

yani分類(図1)で句碑 1:3例，句碑 3:5例，旬pe

4: 3例であった1)榛脅の内固定は B1症例を

受理日 201ν10/25 

type 1 type 2 type 3 type 4 

図1 Biy血 i分類(文献1).

阻rschnぽ'-wireで固定した以外は，掌側ロッキング

プレート (Ma出xSmartlock:日本ストライカ一社，

東京)で行った.尺骨は全例 AOミニプレート

(Modu1ar Hand System:シンセス株式会社，東京)

で固定した.尺骨遠位骨片の固定にはφ3.0mmキャ

ンセラススクリュー(日本ストライカ一社，東京)

を使用した(図 2).権尺骨とも，整復後に骨欠損

を生じた場合には人工骨(オスフェリオン:オリン

パステルモ，東京)移植を行った.術後は，短上肢

ギプスシーネ固定を行った後，可動域訓練を開始し

た.外固定期聞は国定性や骨質を考慮して決定し

*島根大学医学部 整形外科学教室〒693・8501 島根県出雲市塩冶町89-1
H 玉造厚生年金病院整形外科

柿$島根県立中央病続整形外科
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た.

乙れらの症例に対 しX線学的評価として術前，

術直後，最終調査時の u1narvariance (UV)， DRU] 

gapを計測し，臨床評fiUiとして関節可動域および握

力健側比を調査し，機能評価は Cooney評価基準を

用いて調べた.また術後の外固定期間についても調

査した

図2 尺骨の固定にはAOミニプレー トを使用 遠位骨J'i

の固定にはキャンセラススクリュー(矢印)を用
いた

Ulnar V3J七lnce
111111 

6 

。
-2 

【結果}

最終調査|時の X線学的評価では，全例に筏骨尺

偶ともに骨癒合は得られており， UVは平均 O.4mm

(術直後 0.4mm). DRU] gapは平均 1.9mm (術直

後 1.6mm)で，ほぽ術直後の整復位を維持できてい

た(図 3) 平均関節可動域は，背屈 60'(30-90')， 

掌屈 60'(40-90')，回内 83'(0-90')，回外 73'(60-

90') ，握力健側比は平均 71.2%，機能評価は exc巴1-

1ent 9 WU， good 1例， poor 1 fffrJであった術後外固

定期間は，平均 11日 (7-28E1)であった.認知症

のため 28日間外固定を行った 1例以外は.2週間

以内に外固定を除去できていた.

[症例提示]

症例 1:59歳女性(図 4). 

登山中に転倒して受傷.榛骨は AO分類 A2，尺

情は Biyani分類 typ巴 Iの榛尺骨遠位端骨折であっ

た.機骨を掌側ロッキングプレー トで回定した後，

尺骨をプレー ト固定(遠位骨片の固定にはキャンセ

/1・nt

6 

4 

。

DRUJ gap 

術前 術直後 最終調査時 術前 衛直後 最終調査時

図3 X線学的評1111i.Ulnar variance， DRU.J gapともに，ほぽ術直後の整復位を

維持できていた

図4a 症例 1:受傷時単純X線写真. 図4b 症例 1・最終調査時単純X線写真.
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図5a 症例2:受傷時単純X線写-真

図5b 症例2:術直後単純X線写真.様骨は短
縮した位置で、の固定となった ωV+5mm)ー

ラススクリューを使用)し，外固定は 2週間行った

術後 11か月での手関節機能評価は excell巴ntであっ

た.

症例 2: 79歳女性(図 5).

転倒して受傷.榛骨は AO分類 A3，尺骨は Bi-

yani分類 typ巴Iの様尺骨遠位端骨折であった榛尺

骨ともに著明な短縮変形を生じていた.接骨を可及

的に整復後， 生じた骨欠損部に人工骨を充填し，

掌側ロッキングプレー トで固定した その後尺骨を

整復し，症例 1と同様な方法でプレート固定した

術直後の X線写真では UV+5mmであり，著明な

尺骨プラスバリアンスを生じていた.尺骨はほぼ解

剖学的整復が得られたのに対し，様骨短縮の矯正が

不足していたことが原因と考えられた 最終調査時

の前腕可1VJ域は.囲内 90度.回外 O度と回旋制限

が残存しており手関節機能評価は poorであった.

【考 察】

高îfJ~女性のように骨粗撃の強い患者の機管遠位端

骨折(単独骨折または尺骨茎状突起骨折のみの合併

例)に対しては Orbayの報告以降ロッキングプ

レー トがスタンダードとなっている感があるが，尺

骨遠位端骨折(茎状突起骨折以外)を合併した場合

の治療はいまだ確立していない2) 榛骨が解剖学的

に整復されても尺骨の変形が残存する とDRU]の不

適合性による終痛や不安定性を生じる ことがあり，

尺骨に対しても骨癒合まで整復位を保持しうる悶定

が必要である しかし尺骨頭，頚部の固定は難し

く，従来のピンニングや tensionband wiring法では

不十分であった原因として尺骨頭，頚部の脆弱な

骨質，骨片の小ささなどが挙げられるーまた，尺骨

遠位端骨折を合併した榛骨遠位端骨折は， A3， C2， 

C3といった骨幹端部の粉砕例が多く 3)4) 自験例で

もA36例， C2 2例であり， 11例中 8例が骨幹端

部の粉砕例であった このような場合，尺骨も楼骨

とともに短縮している例が多く，矯正の指標を欠く

ため， 1尭骨・が短縮した位置での固定となることカ

ある.手関節機能評価がpoorとなった症例2では，

尺'白・は短縮なしで回定可能であったが，機骨は短縮

した位置での固定となったため，結果として著明な

尺脅プラスバリアンスを生じた(図 5).

このように尺骨遠位端骨折を合併した様骨遠位端

骨折の問題点として，脆弱な尺骨遠位骨片の固定が

難しいこと，粉砕し短縮した撲骨骨折の整復が難し

いことが挙げられる.尺骨遠位骨片の悶定に関して

は，尺骨遠位端専用の固定材料がないため，他部位

の固定材料を各施設で工夫して使用しているのが現

状である 自験例では， AOミニプレー トを使用し

ており，遠位骨片にキャンセラススク リューを使用

することにより，プレートの固定性を高めようと考

えた.他には;侠骨用ロッキングプレートを切って使

用する報告や4)5) AOミニコ ンディラープレートを

使用する報告があり3)6)7) それぞれの方法には利

点欠点がある(表 1)ー遠位骨片にキャンセラスス

クリューを使用した場合は， screw刺入方向に自由

度があり，遠位骨片の粉砕例でもある程度対応可

能だが，角度安定性がないという欠点がある その

ほかの方法では，角度安定性を有しているが，折J員
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表1 プレートの利点・欠点.

利点 欠点

AO mini plate 
screw刺入方向に 角度安定性なし+ 

c8ncellous screw 自由度あり

榛骨用
角度安定性あり 折損の報告ありlocking plate 

プレートが短い(39mm)
AO 

角度安定性あり 長い斜骨折や紛砕骨折
mini condyler plate には使用困難

の報告があったり制プレートが短いため，長い

斜骨折や粉砕骨折には使用困難といった欠点があ

る3) どの方法でも十分な固定材料とは言い難く，

症例に応じて使い分ける必要があると考える.今

後，角度安定性を有するような，専用の強固な固定

材料の開発が望まれる.

粉砕し短縮した榛脅に対しては，整復の指標に乏

しい場合は，榛骨の仮固定に創外固定を用いるなど

の工夫が必要である.創外固定であれば尺骨を整復

固定した後に，榛骨短縮が残存していた場合でも再

矯正を行うことが可能である.その後，榛骨骨欠損

部への人工骨移植およびロッキングプレート屈定を

行い，創外固定は一時的な固定のみとする.手技が

多少煩雑となるがこのような方法も一つの選択肢と

考える.

【まとめ】

1. 尺骨遠位端骨折(茎状突起骨折以外)を合併

した榛骨遠位端骨折の治療成績を報告し，問題点に

ついて検討した.

2. 脆弱な尺骨遠位脅片の固定に，キャンセラス

スクリューを用いることで整復位を何とか維持でき

たが，今後，角度安定性を有するような，専用の強

固な固定材料の開発が望まれる.

3.榛骨が粉砕して短縮し，整復の指標に乏しい

場合は，創外固定を用いて榛骨の仮固定を行い，尺

骨を整復回定後に再矯正を行うなど工夫が必要であ

る.
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不安定型 PIP関節内骨折の治療経験

中村吉晴

不安定型 PIP関節内骨折の治療成績を報告する.

翠a-

【対象および方法】 9例9関節で全例男性，年齢は 26-65才(平均 41才).示指2例，中指2例，環指5

例.手術待期期間は 1日から 60日(平均 13日)，陥没骨片を伴う PIP関節内骨折7例(新鮮5例，陳旧 2

例)で Schenck分類ivA1例， B1例， C3例， D2例， Pilon骨折2例.手術は新鮮例の PIP関節内骨折は

Hin位inger法+伸展プロックピンニング，陳旧例， Pilon骨折は観血整復と動的創外固定を併用した.関節面

の整復は術中の透視で亜脱臼の消失を指標にした.術後観察期間は5から 13カ月(平均9カ月)，臨床評価

は最終時の PIP，DIP関節可動域，石田，生田の評価を用いた.【結果]全例骨癒合し，最終の PIP関節可動

域は平均 89'，DIP関節可動域平均 54'. 石田，生田の評価で優7例，可2例. [考察】新鮮例の PIP関節内

骨折はHin出nglぽ法+伸展プロックピンニング，陳旧例，Pilon骨折は観血整復と動的創外固定の併用で対応

できた.

【緒言】

不安定型PIP関節内脅折とは陥没骨片を有する

PIP関節内骨折とその陳旧例，およびPilon骨折を

指し牽引療法や手術療法で PIP関節の関節面をい

かに整復，保持しながら早期に自動運動を開始す

るかが治療成績を良好にするポイントとされてい

る1)これまで観血整復2) 動的創外固定3) 経皮ピ

ンニング4)などの手術加療が報告されているが各骨

折型に対する治療法について明確なコンセンサスは

なく.しばしば治療に難渋する疾患と思われる.

PIP関節面の適合性の評価を術中の PIP関節の亜脱

臼の消失を指標にして，骨折型に応じて手術法を模

索して加療した不安定型PIP関節内骨折の臨床成

績を報告する.

【対象と方法】

対象は 2006年1月から 2010年6月までに加療

した 9例9指(全例男性)で手術時年齢は平均 41

(28-65)才.示指2例.中指2例，環指5例で受

傷機転はスポーツ外傷4例，転倒 5例，受傷から手

術までの期間は平均 13日 (1から 60日)，術後観

察期間は平均 9か月 (5から 13か月)であった.

陥没骨片を有する PIP関節内骨折は 7例で新鮮5

例，陳旧 2例，骨折型は Shenck分類S)ivA1例，

iv B 1例， iv C 3例. ivD 2例. Pilon骨折2例で

あった. (表1)

手術:術前XP，CTで陥没した関節内骨片の位置，

大きさを把握しておき，陥没骨片を有する PIP関

節内骨折の新鮮例は Hin出ngerの報告。に準じて経

表1 対象および結果

受理日 201ν12/22 
市立堺病院整形外科〒590・0064 大阪府堺市堺区南安井 1丁1・1
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髄内的に 1.2ミリ Cワイヤーで骨片を関節商に押し

出すようにして整復した 透視下側面像で亜脱臼が

消失してくると関節面の適合性が良くなり側面像で

の等背側の不安定性が消失した.掌背側から徒手的

圧迫を加え再度適合性を確認してワイヤー固定と伸

展ブロックピンを挿入した‘Pilon骨折，陳 !日性

PIP関節内骨折は側方展開での観血整復を施行して

から動的創外固定を設置した.骨移矯は陳旧例の 2

例に追加し低侵襲を念頭に人工骨移植とした

後療法:術後の創部痛をみながらおよそ術後 5か

ら7日に DIP，PIP関節の自動運動を開始しとくに

動的創外固定を使用した症例は lat巴ralbandの拘縮

を予防するため DIP関節の他動運動も促した.伸

展ブロックピン，常片固定ピンは 5週，創外固定は

6~8 週で抜去しその後 PIP 関節の他動運動も順次

追加した.

検討項目は臨床評価を最終調査時の PIP，DIP関

節可動域と石田，生凹の評価法7)を用い，画像評価

はレントゲンで亜脱臼の遺残，関節商のリモデリン

グ，関節症性変化を調査した

【結果】

全例脅癒合し感染などの術後合併症は認めなかっ

た最終調 査n寺の PIP関節i可動域は平均 89"(75~ 
115"に DIP関節可動域は平均 54"(30~68.) ，石

田，生田の評価で優 7例，可 2WIJで可の 2例はとも

にPilon骨折の症例であった 闘像評価は最終調査

時レントゲンで亜脱臼の遺残は O例，関節面の リモ

デリングは Pilon骨折の 2Wtl (図2)でみられ，関

節症変化は 1例に認めた

症例呈示

症例 1:21才男性，スポーツ外傷で右環状 PIP
関節内脱白骨折， DIP関節マレッ ト骨折を受傷 他

院で PIP関節の脱臼を整復され当院紹介された.X
線は陥没骨片を有する PIP関節内骨折で背側亜脱

臼を認めた.手術は PIP関節は Hintringer法+伸展

ブロックピンニング， DIP関節iは石黒法を施行し

た 最終調査時の x線で PIP関節の背側亜脱臼，

関節症変化はなく PIP関節の可動域は 115度，石

田，生田の評価は優である. (悶 1)

症例 4:43才男性，スポーツ外傷で左示指 PIP
関節内骨折を受傷.他院で 6週間 PIP関節を伸展

位で固定されたのち当科紹介された.X線は陥没管

片を有する PIP関節内骨折で骨片の転位が残存し

ていた. CTで関節内の50%程度の陥没がiE中やや

掌{J!lJに認められ，また背側亜脱臼が遺残していた

PIP関節は 30'程度の関節可動域で、また PIP関節部

で焼屈していた.手術は PIP関節の榛側，側方か

ら展開し陥没骨片を観血的に整復し軟骨下骨の欠機

m~ rと人工骨を補填，動的創外固定器(エム ・ イー・

エス社 DDA)を装着した.術後 13か月で手術の反

対側(尺側)に関節症性変化をみるが，最終診察時

のPIP関節の可動域は 80.と良好で石田生聞の評価

で優である 関節症性変化が生じた原因としては尺

側の関節商の整復不足か榛側の関節面の持ち上げる

程度が強すぎて PIP関節商がやや尺屈し正常関節

而の負荷が増えた可能性がある. (図 3，4)

【考察1

Kiefhaberらは不安定型 PIP関節内骨折の治療方

針として陥没しそこでヒンジ状に動く関節面を同心

円状に動く関節面に整復し関節の亜脱臼を防止する

ことが治療のゴールであること，術後早期運動によ

り関節秋骨や軟部組織の治癒を促し拘縮も予防する

事，関節商の解剖学的な整復は望ましいが最重要な

治療の要素ではない としている噌1)この報告を念頭

に治療法を検討した.観血整復の報告で木野らは側

方展開での陥没骨片の整復術を34WUに施行し術後

のPIP関節可動域は平均 82度とし予後を決定する

図1a:症例1術前レントゲン側面像 図1b:術後レントゲン側面像 Hintringer法+伸展ブロック，石黒

マレット骨折を合併したpip関節内骨折 法を施行した c:最終調査時レントゲン側面像
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図2 症例7 Pilon骨折

a:術前レントゲン側面像 b:術後レントゲン側面像

図3 症例4 a:来院時レントゲン側面像

陥没骨gを有する陳旧性pip関節内骨折

b :CT再構築像 pip関節の説脱臼と陥

没骨片を認める

因子として受傷から手術までの期間，解剖学的な陥

没骨片の整復，熟練を要する手術手段などを挙げて

いる 2)Aladinらは PlP関節内骨折 19例の ron-

domised stydyで術式を経皮 pinning8例と観lflL手術
11例で比較検討し術後成績は PIP関節可動域が緩

皮 pinning郡で平均 75度，観血整復群で平均 60度

で観血整復群で劣るとしている.観血手術は掌側展

開で指神経損傷による葵痛やしびれで成績が悪く

なった症例や術後成績と X線での関節酒の解剖学

的整復度が比例していない症例を提示している.且)

経皮 pinningの報告で田中らは陥没骨片の Hintring-

巴r法による整復術の術後成績で PIP関節可動域は

-76-

図2 c術後1年レントゲン側面像

pip 関節商がリモデリングされている

図3 c:術前正面像 d:術前側面PIP関節屈曲時

図3 e術後レン トゲン側面像
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図4 術後 13か月 a:レントゲン正面像

尺側の関節症性変化を認める

b:レントゲン側面像

健側の 73.9%であったとし最小侵襲手技の経皮 pm-
mngは望ましい手術としている 4) Rulandらは動的

創外固定単独使用 34例の術後成績で PIP関節可動

域は 88度で関節商の整復操作がなく不適合が残存

した症例でも PIP関節のilli脱臼がなく |臨床成績が

保たれたとしているおしかし長期成績には関節症

変化に疑問が残る.不安定型 PIP関節内骨折の観

血治療の術者による成績の違いが大きい事，関節商

の整復のみが最重要な治療の要素ではないと考察し

不安定型 PIP関節内骨折の治療方針として出来う

る限り侵襲の少ない方法で PIP関節の X線側面像

でのill!ll児臼を消失させ完全な解剖学的ではないが問

心円状に動く程度の関節商の整復を目標に新鮮例は

Hintringer法+伸展ブロックピンニングとした 今

回の新鮮 5例の PIP関節可思j域は最終調査時で平

均 103度で先の観的t手術，経皮pmmng，動的創外

固定の報告と比較して良好と思われた 隙旧例の 2

例は受傷後それぞれ 21日. 60 EIでの手術であり比

較的早期と判断して動的怠Ij外固定と観JIll務復，人工

骨移櫛を併用した森谷らは幸li鮮例にほぼ|lfト棋の治

療法で良好な治療成績を報告している 9)今症例の

最終調査11寺PIP関節可動域は平均 90皮で森谷らの

報告とほぼ同様であった しかし 1例に関節症変化

をみるので長期の経過観察が必要で‘ある.手術に際

図4 c 術後13か月 左示指屈曲伸展H寺

してはいずれの場合も術前の CTで陥没骨片の位

置.大きさを把握するのが肝銘で Hintringer法の髄

内ピンの方向や観血整復での展開部位に役立つ

Pilon骨折について Kie血aberらは葎:引や動的創外

回定下で‘の早期運動を推奨しており関節商がリモデ

リングされると している1)Shenckらは Pilon骨折

で宣伝引他動運動でがl療した症例で関節面のリモデリ

ングがなされ，それらの最終調査時の PIP関節可

動域は 75度と報告している 10)今回の Pilon骨折で

動的創外固定を用いた 2例も関節面のリモデリング

は得られたが関節可動域は比較すると悲く観血整復

での熟練を要すると思われた.今後も骨折型の応じ

てやI'I式を選択し治療する予定である.

【まとめ}

不安定型 PIP関節内骨折9例をX線側面像で PIP

関節の亜脱臼の消失を整復の指標にして，また低侵

襲.術後早期運動を可能にすることを念頭にそれぞ

れ手術加療したー陥没骨片を有する PIP関節内'胃

折は新鮮5例は Hintring巴r法+伸展ブロ ックピンニ

ング， ~~!旧性 PIP 関節内骨折 2 例および Pilon 骨折

2例は動的創外固定と観的l整復を併用して加療し

た.全例骨癒合し PIP関節の亜JJ5l臼はみとめず

Pilon骨折の 2例は関節面のリモデリングがなされ

ていた 骨折型に応じて手術法を選択し治療するこ

とが必要とおもわれた
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鋼線締結法を用いた練!日性骨性槌指の治療経験
いわさ書こうじ とみたよしつぐ きん じゅんじゅ ねもとたか申告

岩崎幸治矢富田泰次**金潤欝帥，根本高幸**

陳旧性骨性槌指 10例 10指に対し figureof eightを用いた鏑線締結法を施行した.対象は男性7例女性3

例で手術時平均年齢は 39.8歳，受傷から手術までの期間は全例4週間以上で平均 11.3週，術後平均観察期

間は 11.8か月であった.全例に骨癒合を認めたが，軽度の癖痛を訴えるものが1例あった.蟹江の評価基

準では優6例，良 1例，可2例，不可 1例であった本法は，観血的に癒痕組織を掻腿することで骨折部の

新鮮化が可能であり.軟綱線による tensionband効果で可動域訓練中も骨片間が圧着され，良好な固定性が

期待できる.しかし tensionband効果を発揮させるためには，良好な整復位保持と正常回転軸での DIP関節

可動性を確保する必要があり，掌側亜脱臼傾向の強い症例に対しては可動域訓練中の亜脱臼再発を防ぐた

め，術後に十分な期間 DIP関節の固定が必要であると思われた本法は石黒法では対応困難な陳旧性骨性槌

指に対し有用な方法と考える.

【緒言】

陳旧性骨性槌指は骨片が小さく掌側亜脱臼も伴う

こともあり，骨折部の整復・固定に難渋することが

多い.経皮的操作のみでは良好な整復位が獲得でき

ないことから，整復不良例では変形性関節症による

可動域制限，終痛などの問題が生じる.今回われわ

れは陳!日性骨性槌指に対して直視下に骨折部を整復

し， Jupiterらの報告した五gureof eightによる銅線

締結法4)を用い良好な治療成績を得たので報告す

る.

【対象と方法】

対象は 2001年以降に figureof eightによる鋼線締

結法を用い手術をおこなった陳旧性骨性槌指 10例

10指である.内訳は男性 7例.女性3例で，手術

時年齢は平均 39.8歳 (12歳-61歳)である.擢患

指は示指 1例，中指5例，環指3例，小指 1例で

あった.受傷機転はスポーツでの受傷が7例，転倒

によるものが2例，車のドアに挟んだものが 1例

で，受傷から手術までの期間は平均 11.3週 (4.......19

遇)であった.また初回に石黒法を施行したが術後

再転位したものが3例あり，未治療例は 7例であっ

た骨折型は恥hbeの分類10)で旬pe2A1例， type 

2B 9例で，術後経過観察期間は平均 11.8か月 (3--

受理日 201ν12/27 
事谷津保健病院干275・0026 千葉県習志野市谷津4ふ16
帥太田総合病院手外科センター

図1 術式

a 背{目~Y字切開
b骨折部を掻胸，新鮮化後，末節骨に骨孔を作製.掌側

亜脱臼例は整復の後， KWにて伸展位で固定
c柄reを終11:臆にかけ骨折部を整復しつつに8の字に締

結.骨折部の固定性に不安な場合は骨片聞をKWに

て固定

24か月)である.

手術方法は DIP関節背側のY字切開で進入し骨

折部を展開(闘l(a))，介在する癒痕組織を掻限し

骨折面を新鮮化する.徒手整復が不可能な DIP関

節掌側道脱臼例には，側副靭帯切離などの軟部組織
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496 鋼線締結法を用いた陳旧性骨性槌指の治療経験

の解離手術を追加し関節面を整復， DIP関節を 1.0

rnrnキルシュナー鋼線(以下 KW)で伸展位に固定

する次に末節骨の骨折部より 5rnrn遠位に横方向

の骨孔を聞ける (図 l(b)).骨孔を聞ける際，)[¥の

変形を避けるため爪母を傷つけぬよう展開はできる

だけ骨膜下に操作をおこなう軟部組織解離術を追

加するときも同様である.続いて 0.3rnrn程度の軟

鋼線を終止鍵にできるだけ幅広くかけ，末梢方向に

引きながら徒手的に骨折部を押し込むように整復

し，作成した骨孔に軟鋼線を通し 8の字に締結す

る 締結時，末節骨と爪母の聞に軟鋼線が介在しな

いように注意を要する.鋼線締結後，骨折部の固定

性に不安があるときは 0.8rnrnKWを用い骨片聞の

固定を追加する(図 l(c)). DIP関節伸展位固定は

関節安定化のため 4週間以上とし，その後 KWを

抜去して関節iJJ!l!JJ域訓練を開始した.

これらの症例に対レ骨片問 KW固定の有無， KW 

抜去の時期，X線所見，廃痛の有無，関節可動域お

よび合併症などについて検討し，蟹江の評価基準5)

を用いて総合的に評価した.

【結果】

骨片間の KW固定は 8例に追加した.KWは関節

固定用， 骨片岡定期のいずれも同時に 4~6 週(平

均 4.4週)で抜去した X線所見上全例に骨癒合を

認めた.経度の運動時痛を 1例に認めたほかは，明

らかな痔痛を訴える症例はなかった.DIP関節の関

節可動域は伸展 -35'~10' (平均 -4.4')，屈曲 37' ~

90' (平均 55.6')，DIP 関節の全可動域はグ~100'

(平均 51.6')であった.合併症としては経度の)[¥変

形を 2例に，掌側亜脱臼による変形性関節症を 1例

に認めた.蟹江の評価基準では優 6例，良 1例，可

2 O"tl，不可 1例であった(表 1)(表 2). 

(a) (b) 

図2 初診時単純X線像

a正面像 b側面像

(症例呈示)

症例 9 12歳女児.バスケットボールが左中指に

あたり 受傷.骨性槌指の放置例である(図 2).

Wehb巴分類の type2Bであり，受傷後 12週で手術

を行った骨折部を整復の後 DIP関節伸展位で KW

で固定fi.gur巴ofeightによる鋼線締結法を施行し，

骨折片回定 KWを追加した(図 3).術後 6週で

KWを抜去.術後9か月の現在実痛はなく DIP関節

の関節可動域は伸展 0'，屈曲 70'で蟹江の評価基準

にて優であった(図 4).

症例
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(a) (b) 

図3 術後単純X線像

a正面像 b側面{象

図4 最終経過観察時

a単純X線像 b {lIjJ~位 c屈曲位

【考察】

新鮮例のf毒性鎚指の治療として 経皮的手術であ

る石果、法は低侵襲で優れた術式であり良好な成績を

残している3) しかし南野らは受傷後 6週以上経過

した陳旧例では，宵'折部の癒痕組織の介在，終止

腿の癒着 ・短縮や DIP関節拘縮により，経皮的な

操作のみでは整復 ・固定が困難で，骨折部の新鮮化

や腿の癒着剥離及び DIP関節の拘縮除去などの観

血的操作の必要性を述べ 銅線締結法を薦めてい

る6) 陳|日例に対し観的1的に石黒法を施行し良好な

成績をあげている報告もあるが9) 不良例も存夜す

る.千馬らは陳旧性骨性槌指 14例に対し観Irll的に

石黒法を施行し. KW抜去後に 2例に骨折部が蹴閲

したと報告している8) 鋼線締結法は観血的操作に

より骨折部に介在する癒痕組織の掻!陀骨折部の

新鮮化が可能で，直視下に骨折部を正確に整復可

能なうえ，軟鋼線で骨折部を圧着する ことで確実

な固定が期待できる. また締結した鋼線は ten-

sion band wireとして働き骨折部離聞の予防が可能

となる.鋼線締結法には種々の方法が報告されてい

るが1)6)7) 本法は終J上腿にかけた軟鋼線を直接末

節骨に 8の字に締結する方法であり，その固定性に

ついても Damronらの骨性槌指に対する固定法の生

体力学的な実験で，単なる KW固定や pullout wir巴

法に比して強い固定性を有していたと報告されてい

る2) しかし終止11建付着部のi血行は悪く.鋼線の締

めすぎによる舵の脆弱化には注意を要する また軟

鋼線を締めすぎる ことで骨片が背側に転位すること

があり，正確な整復位確保を念頭に締結し，骨折部

の固定性に不安を感じるときは骨片岡固定の KW

を追加する '胃片が小さく骨片の破損に注意を要す

るが，佐々木らや千葉らのように小骨片に直接軟鋼

線を通し国定する締結法1)7)に比すれば安全である

と考えられる.締結した鋼線が可動域訓練中も ten-

sion band wireとして働き，骨折部の離聞を防ぐこ

とができる.

院li旧例では DIP関節の伸展制限が主訴であるこ

とが多く，伸展不足をできるだけ少なくすることが

要求される それには正確な撃復と伸展位確保が重

要であるが，本法は掌側亜脱臼拘縮例合併例でも側

副靭幣切断t等の拘縮除去手術により DIP関節を正

確に整復でき.関節固定 KWと伸展ブロ ック KW
との間で骨折部を圧迫する石黒法に比し DIP関節

をより伸展位で KW固定できる. これによ りDIP
関節の伸展不足が残りにくく，固定した KW抜去後

も締結した鋼線が tensionband wireとして骨折部を

圧着することで良好な成績を残したと考えられる.

ただし今回，不可となった症例は末梢骨片が掌側

に再脱臼し変形性関節症となった例である.この症

例は石黒法術後の再転位例であり.初回術後より

18週が経過していたため掌側亜脱臼拘縮が強く整

復が困難で，手術時広範な軟部組織解離を要した

他の症例同様，術後 4週で KWを抜去したが，可

動域訓練中に再転位した(図 5). このように掌側

脱臼拘縮の強い症例では卜分な軟部組織の解離術が

必要であり，その際 DIP関節は不安定になるため，

整復後はさらに長期の固定が必要と考えられる こ

の症例を経験するまでは全例術後4週で KWを抜

- 81ー



498 鋼線締結法を用いた陳!日性骨性槌指の治療経験

(a) (b) 
図5 症例8

(a)術後単純X線像

(b) 1刊 f抜去後掌側脱臼を再発

去していたが，掌側脱臼傾向が強く広範な解離を要

した症例では， DIP関節周囲の軟部組織が安定化す

るまで少なくとも 6週間程度の固定が必要と考えて

いる.固定期間の変更後は 今のところ碍脱臼例は

ない

また本法を施行した 10例中8例に骨片間 I仰 固

定の追加を要した骨片破損の危険性はあるが，細

いKWで注意深く刺入すれば比較的安全に固定が

可能である.これまで骨片間固定 KWも関節固定

KWと同時に抜去していたが，感染徴候が無い限り

これを残して関節可動竣訓練を開始すれば，締結鋼

線の tensionband効果はより確実になると考えられ

る.今後は本法に積極的に骨片固定 KWを追加し，

DIP関節固定 KW抜去後にも可能な範聞でこれを残

して関節可動域訓練を開始することで，よ り安全に

後療法が行えるのではないかと考えている.

症例数は 10例と少ないが術後の伸}f#:不足は少な

く，本法は患者のニーズ‘に合致した良好な結果を残

しており，陳旧例で観JUl的な整復を要する症例に対

し有用な方法である.

【まとめ】

陳|日性骨性槌指に対し figur巴 ofeightによる鋼線

締結法をおこない，その術後成績を検討した本法

は観血的操作により骨片や末節骨の掌側亜脱臼の正

確な整復を獲得できるうえ， DIP関節をより伸展位

で固定できるため伸展不足が起こりにくく，鋼線締

結により骨片聞の良好な固定性を確保できる有用な

術式である
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PIP関節掌側板付着部裂離骨折に対する保存療法の
成績
み担 ひろこ つるたとし申書

峯博子，鶴田敏幸

背側脱臼を伴わない PIP関節掌側板付着部裂離 (vol紅 plateavulsion，以下VPA)骨折に対する治療成績

を調査し，その治療方針について検討を行ったので報告する. 2004年5月から 2010年 12月までに PIP関

節VPA骨折と診断され，最終調査可能であった 99名112指(男性 52指，女性 60指，初診時年齢平均20.9

歳)を対象とした.全例に指装具による PIP関節のみの軽度屈曲位固定による保存療法を施行した.初診時

年齢，国定期間，骨折型，脅片の回転，脅癒合の有無に関係なく，軽度屈曲位固定で良好な成績が得られ

たまた， 50歳代以降の症例や骨片の転位距離が大きい症例はそれ以外の症例に比べて，屈曲・伸展いず

れも劣っており，高齢者や骨片の転位距離が大きい症例は本疾患の予後不良因子である可能性が示唆され

た.今回の結果より，整復位の保持や骨癒合に固持せず，早期より簡単な固定とある程度の指の使用を許可

することが， PIP関節VPA骨折の良好な成績の獲得に繋がるものと考えられる.

【緒言】

PIP関節の過伸展損傷である掌側板付着部裂離

(vol紅 plateavulsion，以下VPA)骨折は， 日常診療

においてよくみられる損傷である.PIP関節VPA

骨折に対する治療方法には 屈曲位国定や伸展位固

定などの保存療法，手術療法などの報告があるが，

機能障害を残さずに完全治癒するものから，適切と

思われる治療を行ったにも関わらず.可動域制限や

痕痛，腫張などの障害が残存する症例も存在する.

また，観血的治療の適応にも，見解の一致が得られ

ていないのが現状である.

今回，背側脱臼のない PIP関節VPA骨折に対す

る保存療法の治療成績を調査し，その治療方針につ

いて検討を行ったので報告する.

【対象と方法】

対象者

2004年5月より 2010年 12月までに当院におい

て背側脱臼を伴わない PIP関節VPA骨折と診断さ

れた 370名416指のうち，保存療法を行い最終調

査可能であった 99名 112指[男性 47名52指，女

性52名60指，初診時年齢平均 20.9:t15.3歳 (10

-82歳)，経過観察期間平均 39.0土24.8か月 (4.2

受理日 201ν10/24 

-82.6か月)]を対象とした.

治療方法

保存療法として指装具による PIP関節のみの軽

度屈曲位固定を施行した[平均 7.9:t5.3週(1.0-

34.7週)J.ただし， Schenckの分類の Grade11以上

で，骨片が転位しており，関節面の完全離聞が認め

られた症例に対しては，徒手整復術を施行し，アル

フェンスシーネによる最大屈曲位固定を 3週間施行

し，その後装具固定とした.なお，整復不能であっ

た症例に対しては経皮ピンニングを行っている.

使用装具

装具はPIP軽度屈曲位 (10--15度)にて採型を

行い， トリミングライン及びPIP関節部分にスリッ

ト，素材にトレラッククリアーというフレキシブル

な材料を用いることにより，若干の可撞性を持たせ

るものとし， PIP関節の過伸展を防止し，側方への

安定性をもたせた.装具装着での PIPの可動域は

伸展・10-・15度，屈曲 40-45度である(図1).

評価項目

評価項目として，治療開始前に Schenckの分類1)

医療法人友和会鶴田整形外科〒849・0306 佐賀県小城市牛津町勝1241番6号

-83ー



500 PIP関節 VPA骨折に対する保存療法の成績

表 1 Incavoの評例法

話 1虜 躍陸 司動I軍制限 i量1申震 リンクサイズ

Ex骨lIent なし なじ ~1 0' 2五1

Gocx:l 
自主折または 時折または 11-20' ~2 ごくわすか ごくわすか

Fair 中程度 中程度 21-40' 三五5' ~3 

P四:>r 重度 重度 >40' >5' >3 

リングサイズは反苅聞との比段
1問 avoSJ， et aJ. J Hand Surg Am 14: 659-661 2)より政婦引尾

図1 使用装具

を用いて，骨折の関節面に占める割合いが 10%以

Fのものを Grade1， 11 ~20% を Grad巴 II， 21~40% 

をGradeIII， 41%以上を Grad巴 IVと定義し，骨折

型の評価を行うとともに，裂離骨片の転位距離も計

測したまた，最終調査時に骨癒合の有無，圧痛の

有無，関節可動域.Incavoの報告2)に準じて治療成

績の評価を行った(表 1)

統計処理

統計処理には， StatView ]-5.0 softwar巴パ ッケー

ジ (SASInstitute， NC)を用いた 固定期間と最終

評価時の関節可動域との関係には， Pe紅 sonの単相

聞を用いた.骨癒合群と未癒合群との聞における連

続変数の比較、には対応のない t-検定を使用し，名

義変数の比較には χ2検定を用いた.多群間の比較

には一元配置の分散分析ならびに T立ey-Kramer法

を用いた.また，危険率 5%未満をもって統計的有

意水準とした

【結果】

Schenckの分類による骨折型は， Grad巴Iが 56指，

Grad巴 IIが 48指， Grade IIIが 8指であった骨片

の転位距離は 1.0mm未満が 82指， 1.0~1.9mm が

目 指， 2.0mm以上が 11指であった 112指中 91

指 (81.3%) に骨癒合が得られ，最終調査時に圧痛

が認められた症例は 4指 (3.6%)，屈曲角度は平均

109.0 土 6 . 0 度 (90~130 度) 伸展角度は平均 ー0.1土

4.0 度C-l5~12 度) ， Incavoの評価は “Excellent"

が 109指，“Good"が 3指であった

固定期間と関節可動域との関係

単相関を用いて固定期間と最終評価時の屈曲角

度，伸展角度との関係を検討したところ，屈曲角度

(r=ー0.140，p=0.199)， 1申鹿角度 (r=0.080，p=0.466) 

ともに回定期間との問に有意な相関関係は認められ

なかった.

Schenckの分類別による比較

Schenckの分類別による患者背策，治療成績の比

較を行なったところ，性別，初診時年齢，国定期

間，関節可動域，圧痛の有無 Incavoの分類による

治療成績は各 Grade聞に明らかな差は認められな

かったが，骨片が大きくなるにしたがい骨癒合率は

低くなる傾向がみられた(表 2)

骨片の転位距離別による比較

骨片の転位距離別でも性別，初診時年齢，固定期

間，圧痛の有無， Incavoの分類による治療成績は各

群間に明らかな差は認められなかったが，転位距離

が大きくなるにしたがい骨癒合率が低くなる傾向が

みられたまた，骨片の転位距離が 2mm以上の群

は 1mm未満の群に比べて，屈曲角度， 伸展角度の

いずれも有意に劣っていた (pく0.05，表 3). 

骨癒合群と未癒合群との比較

骨癒合群 (n=91)と未癒合群 (n=21)との比較

を行ったところ，性別，初診時年齢，固定期間，

Schenckの分類，関節可動域， J王痛の有無， Incavo 
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表2 Schenckの分類別による患者背景，治療成績の比較

E泊.de1 (n=56) Gra.dell (nヰ8) Grade 111 (n=8) 

性日u(田路宜陸.間 30指126指 部指128指 2指'6指
【53.~也・46.4'ibJ (41.7克 58.3%) (25.0%'75.0完〉

初E書隠年鈴〈霞} 18.9:!::142iil1 22.7士17.0議 24.0士12.8iil1

固定期間〈温〉 7.9主6.4選 7.8:1:42選 8.3土3.8遇

骨密合の萄無情'見知
39指/17指 44指14鎗 8指;0指

(1淘.6%'30.4曹司 【:91.7%'8.3唱。 【100%。却

骨片の転位距離 38指111指17指 38指17指13掲 6指i1指パ耳目
(<1附 n'1-2mm孟島町".%) (67.9%'19.6% 12.5'ibJ σ92も 14.6抱 6.3%) <75.0%'12.5%'"12.5'初

屈曲角屋〈鹿〉 109.6:1:6.5度 108.0:1:5.6度 111.3:1:3.5鹿

{申鹿角度〈密} 02:1:3.9度 -Q.7:!::3.0度 1.8:1:7.4度

圧腐の脊無〈百，探.%)
2指'54指 2指/46指 0指18指

(3.6%9邑4間 (4.2私自5.8紛 (0%'1α話Ib)

同車閣のZ珊 55鐙i1指 46指i2掴 8指iO鑓
(E間耐"1tG剖.%J (98.2%'1s潟] (95.8%42曹司 (100%"(Y'J;j 

骨E曜の評価には. sc岡"lCkの分野査用いて.骨折の盟箇固に占める割合~ltlt10%以下のちのを@制el，
11-20%を命国語11.21-40%をGra品目1.41%以上を@ョ曲IVと定震しだ
名髭蜜獄の結果(~.崎縁者叡舗合い;%)で示す
連蟻聾搬の錨県は平国箇±簡単隠差で示し.多群間の比般には一元配置の沿蝕分析ならびOukey-K国W冒r活を周いた

表3 骨 H-の転位距離別による患者背景，治療成績の比較

く1mm(n=82) 

性自!(濁世主主性.%)
36指146指

(52.6% 47.4%) 

初段目害年齢(i¥1IJ 20.7:1:16.1a11 

固定期間 t週〉 8.1:1:5.7趨

骨密合の有無〈租需.%) 74箔18箔
(902覧98%)

SOI官叫需の分類 38指138指/6指
(Gr富由 1Gra由 ILGr百品目L%) (46.3%14昏3%'7.3%)

屈曲角度〈富〉 1102:!:4.9度

伸鹿角度【康】 0.4:!:3.9鹿

E備の有無清原.制
2指/80指

(2.4%'97.6%) 

lna.判)IJ)評価 81指11指
(8暗@由開，tG剖剖.%) (~渇.6% 12完)

掌白<0.05.1mm宋滴酔と2mm以上t!との比限
名箇蛮叡の結集肱.相象醤叡 G割合い， %)で示す

1~2mm (n=19) ~2mm (n=11) 

1m旨19指 611量15J旨
(43.9%'56.1%) (54.5%.. 45.5覧3

23.8:1:15.9鏡 17.1:1:4.8iili1 

7.9:!:3.6温 9.4土3.3週

13指i6指 4鑓17箔
(68.4'11.'31.6も] (364も'63.6初

11指7指11指 7指13指i1指
(57.9%'36.8%'5.3%】 【63.6%27.3%'9.1'ibJ 

106.8士6.7度 103.6:!:8.1度寧

寸コ.3:!:4.4度 -2.9:1:4.6度事

1指118指 1指/10指
(5.3% 94.7'l品) (9.1~訟90.9%)

18指i1指 10，箆11指
<94.7%'5.3%) 〈ω臨 9.Hω

連様変額の結果は平均値土間単鱈差で示レ.多群陪初出般には一元密置の泊蝕分析ならぴt.Tω岨y-Kramer諮在聞いた

の分類による治療成績は両群聞に有意な差は認めら

れなかったものの，未骨癒合群は骨癒合群に比べて

骨片の転位距離が大きい症例が多い傾向を示した

(表4).

年代別比較

最後に年代別による関節可動域の差異について検

討を行ったその結果，性別，国定期間，骨癒合

率， Schenckの分類，骨片の転位距離.圧痛の有

無， Incavoの分類による治療成績は各年代聞に明ら

かな差は認められなかったものの， 50歳代以降の

症例は他の年代に比べて最終調査時の屈曲・{申展角

度は有意に劣っていた (pく0.05，表5).

【考察】

これまで， PIP関節VPA骨折に対する治療方法

には，屈曲位固定や伸展位固定などの保存療法，手

術療法などの報告がある.

手術療法については，裂離骨片のサイズや回転，

転位距離が大きいものに手術適応があるとの報告が

いくつか散見される.石突ら3)は裂離骨片の回転が

見逃されると可動域制限や終痛の原因となることを
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表4 骨癒合の有無による患者背景，治療成績の比較

性問【居住.~住. %) 

初E書時年齢〈館〕

E定銅間〈週3

scr砲nckの分類
(Gr百del・@司自 II'Gr百品目L%) 

骨片の蒔位距離
C<1mm 1-2nvn <l:2t河胤%)

屈曲角度〈慮】

{申屡免度 010

圧痛の有無〈膏r湾.%j 

Ir四 vα刀評価
(E抵坦IIent'G国語.%】

NS=not si8nif沼町、t

骨密合群 (n=91)

40指;51指
(44.0%'56.0%) 

20.1士14.4i量

7.7:t5.6il量

39指/44指18指
(42.9包 48.4%8.8%)

74指113指14指，81.3%:14.3兎 4.4%】

109.0:t6.0度

-0.1土3.8度

4指/87抱
(4.4%:95.6'弘〉

88指;3指
〈田1.7覧'3.3%)

名器産訟の結果は.却象雷撤留日台~1. %)で示~.

来密合m:(n=21) 

12指"9指
(57.1% 42.9%) 

242:t19.1銭

8.5:!:3.9湿

17指;4指:0指
(81.0ヨ{， 19.0%'0%) 

8指;6指17指
〈昌8.1克'28.6'X..33.3克〉

109.0:!:6.2度

-o.1:!:4.9度

O指/21指
(0君臨'100%)

21指ia指
【100%'0却

。値

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

遠鏡蛮鎮の結思依寧筒憧土標単偏差で示レ'.2群聞の比駁には羽庖のm¥t-→安定を用いた

表5 年代別による患者背景，治療成績の比較

10代 (n喝面白】 20-30代 (n叶 1】 4ot':むl~) 50代以降 (n'冨9)

性副 L曹芭女色部
36指，切指 副指/2指 3詣，~掴 4指16福

(41.!11(，5副知 (81.87(， 18.2明 (50.0司[.50.O%i (44.4'弘55.0%)

E定属図(l!() 8.4:1:42遭 102士宮.311l 8.7:1:1.5週 72士2.711l

fl!@;の電錦繍鰐.腎 70掴'16.掴 目指 2望書 6謡'0箔
〈輔6e?活百'333揖3却(81.4'花 18.8初 :81.8弘 惜2澗 (100私O完}

S抱由強昔由、d1deD3お曲現目 G抽由且 Z3 254a6s島，K43169指弘崎4指7硲 f45B5見指ar4e抱A，'aZt指82紛 れ色71z指sF3a指o克宿3泊.3.3初 C4444指，ar5s指aeJOt指口弘、

曹C<片'¢m伝位醤盤 母4指;13指 B指 7箔;2指田Z指 tee4t?軍兎事JZ3指33，O%指。却 f771KS指弘，;ZZ抱ZZJO施指。却
C<耐 n:1-2om.'孟21m!.'li，) σ4.4弘 16.唱'i¥'.'10.6'lb)(E坦.6%'182it'182'li，) 

a角屋 (ID 110，1土4.3度輩 107，4土4.3.:1・ 1060:!:4.111噂 102.9:1:5B度

陣鹿角屋 (11) -0.3士3.3鹿・ -0.3士3.3墜事 -1.5:1:2.1鷹取 -3.4:1:35庭

庄痛の穏無 (9:"'-お
11&喝5錨 2錨/9箔 0猶/6錨 1指18揺

(1.898.8間 日82覧 8'島町 (~'O。弘} 日1.1也88.9包J

k定kEEVdOhZtEF血価盟主筋 f8t6由措鴻置foOa魁s 10指11指1紛 6指10娼 σ77aaqEbFEZE2鐙2鉛:90.9弘a 日00唱。噴出

• 0<0.05. 50!':以降との院阻
書館II:I!IO:粗製昆.I!&IB富也困齢、約"OlI曹ー
連信E厳正晴瞳県信平均置土踊置留軍で示v. 事鶴掴の出，1511:は一元E匿の泊融泊街語らびt:T~揖→令官問『官置を周いた

報告し，回転転位があるものに対しては骨接合術や

摘出などの手術が必要であると述べている.また，

西ら4)は偽関節となった症例では痔痛や掌側不安定

性が残存する乙とがあり，脱臼例や骨片の転位が大

きい症例には積極的に骨接合術を行うべきであると

報告している.さらに.園田ら5)は裂離骨片が3.5

mm以上の大きさで，反転もしくは転位していて骨

癒合が期待できない症例に対してはminisαewに

よる骨接合術が有用であると述べている.

転位距離や回転の大小は治療成績に大きな影響を与

えないと報告している.

今回の我々の症例においても，軽度屈曲位固定

による保存療法を施行した結果， Schenckの分類

Grade nで骨片が変形治癒した症例(図2・左写真，
43歳，男性，左環指，軽度転位有り)や骨片が回

転転位しており，骨癒合が得られなかった疲例(図

2・右写真， 17歳，男性，左小指， Schenckの分類

Grade 11，回転転位有り)でも良好な可動域が獲得

できており，最終評価にて圧痛もなく，佐々木ら6)

の報告と同様，評価は“Excellent"であった.その

一方で，症例 3(図 3・左写真， 28歳，男性，左小

一方，保存療法については，佐々木らωは骨癒合

を目標にしなくても， 2週間の伸展位固定および1

週間のbuddytapingで良好な成績が得られ.骨片の
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初お時 (20.10..10.25) 初診時 (20.10..1224)

調査時 (20.11326) 調査時 (20.11.426)

く症例 1> く症例2>
43歳，男性(左環指) 17誠，男性〈左小指〉
Schenck II症例，軽度転位あり Schenc!く E症例， 回転転位あり
変形治癒となるも，圧痛はなく， 来癒合となるも，圧痛はなく，
屈曲110.度，伸展O度と司動成制限なし 屈曲95~， i申展O度と司到I或制限なし

図2 症例提示(変形治癒，未癒合例)

h 
イメ-~下iこ徒手書E復術施fラ

初~~時 (2010.1之 11 ) 

調査結 (2011.42)

く症例 3>
28態，男性〈左小J旨〉
sd同叩出 1[.80度回草原位
X-P.上s 室i霊位は良好であるも，
庖強90度，持底ー 10度，圧筒あり

初~時 (20101 2.1 ) 

調査諮 (2011.3.16)

く症|姐4>
13鼠男性〈左小指〉
Sc!lp.nr:1< lf. 267il!.¥Q¥阪駅位
監w自E百己判断で週定際去.骨癒合は得られなかコたが，
屈曲 l ∞度，伸展O~と司動1制限なし

図3 症例提示(徒手主主復施行例)

503 

指.Schenckの分類 Grad巴 II，80度回転転位)のよ

うに骨片の回転転位がみられたため徒手控復を行う

も，伸展制限と圧痛が残存した症例も経験した し

かし，同じように徒手整復を行った症例 4 (図 3・右

写真， 13歳.男性，左小指， Schenckの分類 Grade

II， 267度回転転位)は，サ ッカーの試合があり，

キーパーのグロープが入らないとの理由から.自己

判断で固定を除去していたが，最終調査時には脅癒

合は得られなかったものの，圧痛や可動;域制限はな

く，評価は“Excell巴nt"であった 従って，症例 3
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に機能障害が残存したのは，整復後に良好な整復位

を求めて最大屈曲位での完全固定を 3週間行ったこ

とが原因ではないかと考えられた.以上の結果よ

り，背側脱臼のない PIP関節 VPA骨折に対して

は，裂離骨片のサイズや回転に関係なに簡単な軽

度屈曲位国定にて早期よりある程度の指の動きを許

可する方針の方が良好な成績が得られるものと考え

る.

今回の結果では，骨片の転位距離が2mm以上の

群は 1mm未満の群に比べて，屈曲角度，伸展角度

のいずれも有意に劣っていた.また， 50歳代以降

の症例は他の年代に比べて，屈曲・伸展角度いずれ

も有意に劣っており，さらに，“Good"症例 3指中

2指は高齢者 (57歳と 59歳)であった.以上のこ

とより，骨片の転位距離が大きい症例，高齢者は

PIP関節VPA骨折の予後不良因子となる可能性が

高いと考える.

【まとめ】

1.背側脱臼を伴わない PIP関節VPA骨折に対す

る保存療法の成績，ならびに治療方針について検討

を行った.

2. 112指中 91指 (81.3%)に骨癒合が得られた

3. 初診時年齢，固定期間， Schenckの分類，骨

片の回転，骨癒合の有無に関係なく，軽度屈曲位固

定で良好な成績が得られた

4. 整復位の保持や骨癒合に固持せず，早期より

簡単な固定とある程度の指の使用を許可することに

より，良好な成績の獲得に繋がると考えられた

5. 骨片の転位距離が大きい症例，高齢者は PIP

関節VPA骨折の予後不良因子である可能性が示唆

された.

【文献1
1) Schenck RR. Classification of fracture and dislocation of 

the proxirna1 interpha1angea1 joints. Hand Clin 10: 179・

185，1994. 
2) Inαvo SJ， et a1. Extension splinting of palrner plate avul-

sion injuries of出eproxirna1 interpha1angea1 joint. J Hand 

Surg Arn 14: 659・661，1989.
3)石突正文ほか.PIP関節掌側板付着部骨折の機序と転

移について.日手会誌4:415-418， 1987. 
4)西源三郎ほか.Volar Plate Fractureの治療成績.日手

会誌 18:339・344，2001.
5)園田広典ほか.PIP関節掌側板付着部事j離骨折に対す

る観血的骨接合術. 日手会誌25:40・43，2009.
6)佐々木孝ほか.PIP I潟節過伸展損傷の治療成績.日手

会誌9:173・175，1992.
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-ftA園事司，令河F

前腕骨近位端粉砕骨折に対するヒンジ付き創外固定器
併用観血的整復回定術の治療成績
まつうらゅうすけ 〈によしかず曹 と〈なが すすむ ろっか〈ともゆ宮 たかはし 巴ん 〈に L としかず

松浦佑介*園吉一樹事，徳永進料，六角智之料*高橋仁****国司俊一材料*

"" m 震'"

【目的】高度不安定性を伴う前腕骨近位部外傷に対して観血的整復固定術にヒンジ付き創外固定を併用し，

早期より可動域訓練を開始した.今回の目的は術後成績を検討することである.

[対象と方法】 2004年7月から 2010年7月までに前腕骨近位端骨折に対してヒンジ付き創外固定術併用

観血的整復固定術施行した患者 12名， 13肘，年齢は平均39.0歳.全例術後早期より ROM訓練を開始し

た.創外固定装着期間は平均 39.7日.平均経過観察期間は 14.7か月であった.

【結果】最終経過観察時 ROMは肘関節屈曲.平均 128.8'，伸展.平均・19.2'，前腕田内.平均 52.9'，囲

外，平均 76.3であった.JOAScoreは平均 85.2点術後不安定性を来した症例はなかった

【結論]骨折・脱臼の程度が高度であったにもかかわらず，成績良好であった.不安定性が強い疲例に対

しては積極的に装着し，早期より安全な状態で関節可動域訓練を行うべきと考える.

【緒言】

Terrible住iadを初めとする前腕骨近位部の損傷は

高度の肘関節不安定性を呈し，治療に難渋すること

がよく知られている.今回我々は通常であれば観血

的整復固定ならびに靭帯修復術後に外固定を要する

ような不安定性を有する症例に対し，ヒンジ付き創

外固定器を併用することで早期より関節可動域訓練

を開始した.

本研究の目的は前腕骨近位端粉砕骨折に対するヒ

ンジ付き創外固定器併用，観血的整復画定術の治療

成績について検討することである.

【対象と方法1
2004年7月から 2010年7月までに前腕骨近位端

骨折に対して観血的整復固定術を行い，肘関節の不

安定性または固定性不足を認めため，ヒンジ付き創

外固定器を併用した患者 14名， 15肘(男性 11

名 12肘，女性 3名 3肘).手術時年齢は平均 41

歳包4-75歳)であった.

損傷と術式の概要を表lに示す.

受理日 201ν'10/13 

骨折型はAO分類で21-B7肘 (B13肘， B2 1肘，

B33肘)， 21・C8肘 (C10肘， C22肘， C36肘)

であった.

肘頭骨折を 8肘に認め， tensionband wiringを2

肘に， plate固定を 6肘に施行した.鈎状突起骨折

を11肘に認め pullout wi詑固定を 5肘，その内 2

肘で自家骨による再建を要した.その他sα'ew固定

が3肘.放置したものが3肘であった.榛骨頭骨折

は12肘に認め， double出readsα'ew固定を 3肘で

行いその内， 1肘は自家骨による再建を追加した.

その他plate固定を 7肘，人工榛骨頭を 2肘に施行

した.

内側側副靭帯損傷を 10例に認め， 8例で縫合術

を行った.外側側副靭帯損傷は6例に認め.全例縫

合術を行った.

観血的整復固定術後にヒンジ付き創外固定器を装

着した使用機種は ORTHOFIXElbow Fixatorが2

肘， EBI OptiROM Elbow Fixatorが 5肘， Syn出，es

Elbow Fixが4肘， MESエルフ創外固定器 EE・1000

が4肘であった.使用機種の選択は初期は OR-

*千葉大学医学部整形外科干260・8670 千葉県千葉市中央区亥鼻 1・8・1
"佐倉整形外科病院整形外科

柿事千葉市立青葉病院

紳紳金沢病院整形外科
判事場事城東社会保険病院 整形外科
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表 1 受傷形態と手術内容
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表2 術後成績

Æ~J o;終経過期間
JOA S日間 ROM最鎚経過般繋崎

総官 得婿 観総 可勘暗闇聞勘回程 民需要 車両 詔箆 智康 囲内 翻件

7 B4 却 10 29 5 
t 

7 B9 20 10 19 1日

2 12 19 15 w 24 1日

3 9 13 15 20 33 5 
4 13 75 E日 20 28 1日

5 12 75 20 10 19 10 
B 10 B5 E也 20 28 10 
F 19 91 却 20 31 10 
B 1& 81 20 20 23 10 
B 17 9~ 20 20 36 10 
10 38 13 20 w 23 10 
11 15 B9 加 20 28 10 
12 12 36 20 20 36 10 
13 6 Bl 15 19 32 5 
14 6 B2 m 20 ]2. 。

平鈎 13 8H 19.2 19.3 28.8 5.0 

THOFIXを用いていたが，現在はその簡便性と汎用

性を考慮し SynthesElbow Fixを用いている.術後

1週までに関節可動域訓練を開始した.創外固定器

装着期間は平均 39 日 (28~52 日).経過観察期間

は平均 13 か月 (6~38 か月)であった検討項目

は関節可動域， ]OA score，合併症の有無である.

{結果】

各症例の最終経過観察時所見を示す(表 2). ]OA 

score の平均は 84.4土 7 .3 点 (73~96) で， 定痛 19 .2

土2.0点，機能 19.3:!:0.2点，可動域 26.6土4.7点，

関節動揺性 5.0土3.0点，変形 7.6:!:3.9点であった

著しく機能障害を来した症例はなかった typ巴別

の]OA Scoreを図 1に示す.各項目において Type

Cのほうが良い傾向にあったが，いずれも統計学的

に有意な差は認めなかった.

関節可動域を図 2・3に示す.術後関節可動域は

- 90 

10 日 135 2.5 50 60 

10 日 130 -30 50 目。
10 日 120 -40 7日 95 

10 -10 140 ー15 60 65 
3 。 120 25 10 90 

7 。 125 30 45 90 

7 。 125 30 70 90 

10 。 140 。 4S 30 
E 。 125 -15 70 '10 

10 。 130 5 70 90 。 。 13且 -20 羽 40 

10 。 130 -15 事。 90 
10 。 135 5 75 90 
10 日 130 20 品。 90 

10 。 1.'15 15 80 85 

7.8 -0.7 130日 -18.1 57日 11.0 

修痛 JOA Score 

図 1

創外国定器装着中である術後 1か月時において屈曲

110.7土16.5¥ 伸展ー36.1:!:9.3¥ 囲内 28.5:!:47.6¥ 

回外 58.0:!:38.7'であった.最終経過観察時におい

て屈曲 130.0土6.1¥ 伸展 -18.7:!:11.8¥ 囲内 57.0:!: 
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29.4¥回 外 77.0:i::19.2'と日;常生活において支障な

い可動域を保てていた(図 2). 

AO分類別の可動域‘は各項目において Cのほうが

良い傾向にあったが，いずれも統計学的に有意な差

関節可動域

図 2

関節可動域 (type別)

囲外

53' 

80' 

仲良 目路 I I 1 囲内 i 国外

wpe 8 I -22.9=1L9 I 127.8主 7.0I I T''Pe. I 53s剖 1.' I回日20.5

W凹 c I -15.0:1:10.3 I日1.9:!:4.3I I TypeC I 60.6之9.5 174.4土17.6

図 3

は認めなかった(悶 3). 

合併症は感染を 1例に認めたが，創外固定に由来

するものとは考えにくかった.

機骨頭骨折の整復時の操作によると恩われる後骨

間神経麻療を 1例に認めたが，自然回復した

症例 :35歳，男性

主訴 ・両肘関節痛，変形

現病歴 :仕事中8mの高さより墜落し受傷.両

前腕骨近位部の損傷，顔面骨骨折，大動脈損傷，左

腸骨骨折を認め，ICUに入院となった.

身体所見 ・検査所見 ・来院11寺，両肘関節の変形，

終痛，JJillJ援を認めたが，開放創はなく，感覚障害.

血流障害も認めなかった 初診時単純 XpJ::，右肘

は榛骨頭骨折ならびに尺骨近位部骨折を(図 4a，

b) ，左肘は鈎状突起骨折ならびに肘関節脱臼を認め

ている(図 4c，d).単純 CT像では右は粉砕した榛

骨頭骨折で MasonType 3 (Jjý~日を考慮すると Type

4) ，鈎状突起骨折は基部より骨折しており Regan

Type 3，肘頭骨折は安定しており MayoType 2で

あった(図 4e，(). 左肘は筏骨頭骨折が一部粉砕し

ており， Mason Typ巴 2(脱臼を考慮すると Typ巴

4)，鈎状突起骨折は基部より骨折しており Regan

Type 3で特に高度に粉砕していた.また，腕尺関

節内に骨片を認めた(図 g，h). 

手術所見 大動脈損傷の術後回復を待ち，受傷後

図4 術前画像所見
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図5 術直後画像 ・写真

19日目で手術施行したー右肘は後内側アプローチ

と後外側アプローチにて展開し，肘頭骨折を Plate

にて観血的整復固定術，鈎状突起骨折を PullOut 

Wir巴にて観血的整復回定術，内側側副靭帯損傷は

全くなかったため修復は必要なかった.榛骨頭骨折

は粉砕が強く人工榛骨頭置換術 (EVOLVE@)を施

行 外側側副靭帯も損傷なく修復に必要はなかっ

た修復した鈎状突起の保護と早期関節可動域訓練

目的で最後にヒンジ付き創外聞定を装着した(図

5a， b， c). 

左肘は内側アプローチと後外側アプローチにて展

開し，鈎状突起骨折を右の切除模骨頭を'筒軟骨移植

し鈎状突起を再建.後外側アプローチにて展開.様

骨頭骨折は粉砕が強く固定できなかったため右側の

残りの切除撲骨頭を用いて再建し Screw同定した

榛側側副靭帯の損傷はなく Anchorを用いた修復は

必要なかった.最後に再建した鈎状突起ならびに楼

骨頭の保護と早期関節可動域訓練の目的でヒンジ付

き創外国定した(図 5d，e， f). 

術後 2か月で創外国定を抜去した抜去時の関節

可動域は肘関節伸展/屈曲右 -25'/145¥ 左 -35'

/115'で明らかな不安定性を認めず，再脱臼傾向は

なかったー

術後 6か月より仕事(現職・工場内作業)に復

帰術後 7か月時点で、関節可動域は肘関節伸展/

屈曲右ー25'/135¥ 左 -30"/130'で明らかな不安

定性を認めない 痔痛は軽度認めるが， ]OA scor巴

(J対外傷)右 88点，左 93点と経過良好である 単

純 Xp所見上も一部で異所性骨化を認めるが，関節

可動域には影響をしていない.変形性関節症は現在

のと ころ生じておらず，経過良好である(図 6).

【考察]

不安定型肘関節脱臼骨折はしばしば治療に難渋す

る Davidらは 36肘の脱臼を伴う楼情頭骨折， 鈎

状突起骨折の合併損傷の成緩は概ね良好であった

が，22%に再手術率を要したと報告している1)ま

た Ringらは terrible仕iadの 11例を報告し 7例が

不満足な結果であったと述べている2) 前腕骨近位

端骨折の治療成績は必ずしも満足できるものではな

かった.

不安定型肘関節損傷の治療方針は，まず管性安定

性を回復し単純な脱臼とし，次に可動主主訓練が可能

な安定したII，J関節を再建することが重要である3)
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図6 最終経過観察H寺画像

しかし，不安定型肘関節Jl児白骨折の場合，関節而を

解剖学的に整復できたとしても強固に固定できず，

整復位が保持できない事を しばしば経験する.ま

た，たとえ保持できたと しても，強固に籾祐;修復が

行えず関節可1!iJJ域訓練が可能となるような肘の安定

性を保てないこともまれではない.そのような症例

に対してヒンジ付き創外固定を考慮する.

ヒンジ付き創外固定器装着の適応に関して Ebra-

himzadchら3)は制;出縫合して不安定性が残存 したら

装着を行うと述べている.一方で， Gregoryら4)は

制限無く可動j或訓練が出来ないような不安定liが残

存した場合， Pennigら5)は造ちに理学療法が可能な

安定性を得られなかった損傷である場合にヒンジ付

き創外固定を装着すると述べている.我々は術後早

期より可動域訓練を行うと骨折の矯正損失や関節の

不安定性を来す可能性があるものに対してヒンジ付

き創外固定を装着した.

創外固定装着の成績は高度なJl'j関節のJ負傷である

にもかかわらず安定した成績を治めている. Stavla 

ら6)は，不安定型前腕骨近位部J負傷の 5例に対して

OrthoFixにて固定し，肘関節の可動域平均が伸展

-18¥ 屈曲 132.，前腕囲外 64¥ 囲内 72
0

と良好な成

績を収めたと報告している • Yuら7)は不安定型11サ関

節脱臼骨折の 20例の報告の中で不安定型前腕骨近

位部損傷の 17例に対して CompassElbow Hinge 

Distractorで固定し， H~ 関節の可動域平均が伸展

-25¥ 屈曲 116¥ 前腕 回外 45"，回 内 49"で Mayo

Elbow Performance lndex (MEPI) が 78点と良好な

成績を報告している.

Kenneth Aらは Terribletriad 29 Wtl中 13JJ'Jに

hinged external-fixatorを，16肘にヒンジ付きブレー

スを使用し屈曲伸展可動域 109.囲内外可動域 128。

握力健側比 72% MEPl81点であったと報告してい

る8) 今回我々も過去の報告と同等の成績であり，

ヒンジ付き創外国定の有用性が示唆される.

ヒンジ付き創外国定装着の利点と しては 1 固定

性がギプスやヒンジ付き装具よりも有意に優ってい

ること 2，や1，[創の処置も痕痛なく行える こと 3，

関節面に負荷をかけるこ となく，骨折の固定と軟骨

を保護しながら可動域訓練を行うことである 一

方，欠点と しては L創外国定がかさばる こと 2， 

pin周囲感染の危険性があること 3，金属アレル

ギ 4，pin 挿入による骨折 5，神経損傷の可能

性などが考えられる.

しかし，我々はこのような創外固定器に起因する

合併症を認めなかった.Stavlasらは近位 Pinに起

因する榛骨神経麻療を 8例中 1例に認めたと報告し

ているが6) 合併症を認めなかったと述べている報

告も多く 4)8) 合fH症は考えられている以上に少な

いと思われる

よって，術後に外固定が必要となるよ うな損傷の

場合は早期関節可動域訓練を行うために積極的にヒ

ンジ付き創外固定器を装着するべき考える

この研究の問題点として症例数が少なく ，さらに

外傷の内容や重症度が多彩で統計学的な検討がまfiし

いととがある.症19"IJを重ねさらなる検討が必要であ

る.

【まとめ】

不安定型前腕骨近位端骨折 14例 15肘関節に対し

て，ヒンジ付き創外固定器を併用した観血的整復固

定や1，[の治療経験を報告した
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指尖部切断に対する graft-on flap法を用いた治療に
ついて

、ー-~. 
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池口良輔，竹内久貴，石原芙紗子，織田宏基，吉川拓宏，川那辺圭一

箇怨霊謹

一 ""冨

指尖部切断は救急病院で比較的多く経験する外傷で有るにも関わらず，挫滅が強い場合が多く，血管縫合

による再接着術が不能な場合もあり， composite graftによる方法も成績が安定しない.最近では指尖部切断

に対するに新しい切断指再接合法として平瀬らが提唱する graft-onflap法がある.症例は 2009年 10月から

2010年 10月までの聞に当院で加療した指尖部切断症例のうち， graft-on flap法にて再接合したものを対象と

した.全例とも患指の長さは温存された.知覚障害を訴える症例は認められなかった.健常な爪母が残って

いる石川分類の subzone2の切断指で 血管縫合を行っても生着が期待できないような挫滅損傷の場合，

graft-on flap法は再接着法としては簡便で，満足のいく結果を得ることができた.

【緒言】 思据 層，.ra.

豊和1Dt:留置伺曙開則 章わめ宮田姐惨劇筒n-到E刷

掴旭個.tl 園阻偶主}

日沼市|
容認t事情調囲網 1Iln:11JI略国11-宵億峨m

曾窃(llIU:) 曾D"'IIS!'下飾鵬

盈盛

指尖部切断は救急病院で比較的多く経験する外傷

で有るにも関わらず，挫滅が強い場合が多く，血管

縫合による再接着術が不能な場合もある.従来の

composite graftによる方法では生着率は低いl)2l3)

(図 1). 一方，最近では指尖部切断に対するに新し

い切断指再接合法として平瀬らが提唱する g北・on

flap法がある4)(図 2). Graιon flap法とは指尖部の

掌側は知覚皮弁で再建し，その皮弁上に爪床と骨を

composite graftとして移楠するもので，今回，われ

われは指尖部切断のうち. graft-on flap法にて再接

合を行ったものについて若干例経験したので，報告

する.

図1 石川による末節切断subzone分類と血管吻合の目安

【対象と方法】

2009年 10月から 2010年 10月までの聞に当院で

加療した指尖部切断症例のうち，挫滅が強く血管縫

合による再接着術が不能で， graft -on flap法にて再

接合したもののうち 6か月以上経過観察可能であっ

た5例を対象とした.手術法は切断部分から末節骨

と爪と爪床をー塊として採取し. 0.7mm径の鋼線

にて骨を画定し，段差のないように爪を縫合固定し

た.指尖部掌側を母指では掌側前進皮弁を用いて再

建し，母指以外の指では obliquetriangular flapを用

いて再建した5)

受理日 201ν10/18 

(文献1より)

とき一旬
+u----..: 

¥ム〆 I

日空~でL・一、ξFヲ・F

図2 平瀬らによるgraft吋onf1ap法のシェーマ
(文献4より)

神戸市立医療センター中央市民病院干650・0047 兵庫県神戸市中央区港島南町2丁目 1・1

-95ー



512 指尖部切I~iに対する graft-on flap法

図3 21歳女性.プレス機にて受傷 A:初診時肉似所見.

B:切断指ーC:初診時レントゲン像.

【結果】

術後経過中， 爪床は抑皮化し脱落したが， J f¥母か

ら再生した爪に置換され 全例とも怠指の長さは温

存された再建した指腹部の知党は良好で知覚障害

を訴える症例は認められなかった 母指以外の指で

は術後 PIP関節の-時的な周|油拘縮を認めたが，

夜間装具と可動域訓練にて軽快した

症例呈示

症例 1:21歳女性

現病歴 ・仕事中，プレス機にて左母指指尖部切断

を受傷した.

検査所見 :来院時 subzone1から subzone2へ斜め

にかかる挫滅切断が認められた(図 3).

手術所見 :伝達麻酔下.に手術を行った切断指か

ら末節骨と爪と爪床を一塊として採取した (1盟4)

指腹部は掌側前進皮弁にて再建し，採取した末節骨

と爪と爪床をO.7mm径の鋼線にて固定した(図5).

術後経過 :皮弁は生請し，術後 3か月で骨癒合が

得られた(図 6) 指腹部の知覚障害は認められ

ず，術後約 2か月経過した頃に移摘した爪床と爪が

脱落し，近位部から再生した爪で覆われた(図 7). 

【考察】

石川分類の subzone2の切断指のうち，鋭的切断

に対しては顕微鏡下血管縫合による再接着術の報告

はされているが，高倍率が可能な顕微鏡と高度な技

術を必要とする6) 挫滅切断の場合はJ1u.管縫合によ

る再接着術が不可能な場合もあり. composit巴 graft

が選択枝の 1つとなるが， plasma imbibitionにて切

断指が生着するため組織量の少ない石川分類の

subzone1の場合は成功率も上がるが， subzone2の

場合は組織量が多く，小児例を除いて成功率は低下

- 96 

図4 切断指の処理 A:切断指を爪床と骨の部分と皮膚

のみの部分に分解

B:切断指から取り 出した爪床と骨の部分 (掌側

から).C: {)!il面像

図5 手術方法 A:掌似11前進皮弁のデザイン

B:手術直後.側面{象 C:手術直後正面像

する2)3) plasma imbibitionの量を増やすために接触

面積を増やす方法は BrentやArataらによって報告

されており， Brentは反対側の胸郭を用い，Arata 

らは手;学部を用い，ポケットを作成し compsite

graftを行った切断指の上皮を切除したものを一時

的に挿入し， 2-3週間後に切り離すというものであ

る7)8) しかしながら， Brentの方法では患側上肢

全体を固定するため，肩関節やJJヰ関節の拘縮が問題

となり ，Arataらの方法ではポケット作成が手掌音1¥

となるため，母指以外の手指には可能であるが，母

指切断には用いることはできない7)8)

Graft -on flap法は，切断指部分から指腹部の組織
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図6 術後3か月のレントゲン像.骨癒合が認

められる A:側面像 B:正面像

図7 爪の再生 A:術後2か月 掌似11から

B:術後2か月 背似11から.C:術後4か月 切断

指の爪は脱落し，良好な爪の再生が認められる

を切除し末節骨と爪床のみを用いるため移椴組織量

を最小にまで減少させ，また，掌側の指腹部はj支弁

で再建するため接触面積が増加し， COmposlt巴 graft

としてみると移植組織量の減少と接触面積の増加

という両方の効果が考えられる.加えて，皮弁が知

覚皮弁となるため，指腹部の良好な知覚獲得が可能

であるー適応としては爪母が損傷を受けておらず爪

の再生が期待される受傷状態の切断指で， I血管自体

に挫減ーがあるため血管縫合が成功しでもJ血流再開が

期待できないような控減損傷による subzone2での

切断が適応になると考えているー

移植した爪床は術後一旦は駿死となり，近位から

再生された爪床によって押し出され，置き換わるよ

うになるため，壊死した爪床が認められても，デブ

リードマンは行わずに，2-3か月聞は経過観察を要

する4) 平瀬、らは爪を除去し爪床を縫合していた

が，著者らは爪の除去は行わず爪ごと縫合するよう

にした背側に爪が残存することにより再接合した

切断指は乾燥しにくく，術後の処置としては一般的

なガーゼによる被覆のみで，乾燥をふせぐような特

別な処置は行なっていない.手術時に爪床を正確に

合わせておかないと爪の変形の原因となるため，爪

床の直下の切断された末節骨のアライメントを正確

に合わせておくことが.爪の変形を予防するために

は重要である.指腹部を知覚皮弁で再建するため，

図8 症例2 28歳男性 ローラーに巻き込まれ受傷.

A:受傷時切|折指 B: .{:j'1'指 C:受傷時レン トゲン(切|新指)

D レントゲン(右巾指) E 術直後背側面 F:掌側面

G:術i直後レントゲン
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受傷E寺

表 1 5症例のまとめ

最終診察時

性年別齢
明田lR 切断の 石川の

状由 分鴻

盆¥;11 2111 右ぬ揖 剖"nl 5ubzone2 
女性

盆剖2
担E性届

右中桐 0"U5h sub皿 ne2

症例3
引虫性d 右手lR σ国 h sub.zoncl 

寵剖4 32鋭 左oll情 α国 h submne2 
男性

畦例5 2女2性蝿 在示;11 αush submnel 

*母指の場合はIP関節可動域

図9 術後 12か月後 A'背側から.B:レントゲン
骨の萎縮が認められる C:屈曲時 D 伸展時

母指では掌側前進皮弁，他の指では oblique出angu-

lar flapを選択したが，母指では IP関節，他の指で

は PIP関節の屈曲拘縮を生じやすく， .UIl流の安定

した術後 2-3週で可動域訓練を開始し，夜間スプリ

ントを装着して，拘縮予防に努めることが大切であ

ると考える.

)1¥の変形や屈曲拘縮など予防すべき合併症はある

が，graft-on flap法は，従来の再接着術に比べて手

市Ig時間が短縮でき，血管縫合を行っても血流再開が

期待できないような挫滅損傷による石川分類 sub-

zone2の切断指に対しては有効な治療法であると考

えられた

【まとめ】

健常な爪母が残っている石川分類の subzone2の

用的

宜形

なし

なし

あり

屯し

あり

-判P関節 OIr側面 s.門間同，. 骨葺絹

仲目泊居f可屈酷曲E{EE) 仲自勤R可E白姐域IIl:.I 
Weinsl嗣円

'.51 
01担 ~ Green 立し

01100 時ゐ0 Green .tリ

.2(ν曲 .，cν却 Green 与し

OiSQ ~ Green ♀し

.，印100 ，ω50 Green あり

切断指で，血管縫合を行っても生着が期待できない

ような控減損傷の場合， graft-on flap法は再接着法

としては簡便で，満足のい く結果を得る ことができ

た しかしながら，術後の関節の屈曲拘縮や爪の変

形などについては注意を要する.
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予指
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Hemipu1p t1apによる指末節部掌側皮膚欠損の再建
みや色と ひろし

宮本洋

指末節部掌側の比較的広範囲の皮膚欠損に対して hemipulpflapを用いて再建術を行った.その症例の検討

とともに静脈吻合の工夫につき述べる.対象は，過去3年間において当院にて治療を行った 5例. 18歳~

58歳の男3例女2例.型のごとく皮弁を採取し，動脈・神経は shortpedicleで吻合.静脈は度下を通さず体

外に置いて手背静脈に吻合した. 1週間後に静脈のみを切り離した.結果，全症例で皮弁は完全生着した.

指腹部の形態や知覚回復は良好で. cold intorelanceの訴えもなかった. ドナーサイトの癒痕も目立たなかっ

た.本方法は，手技が煩雑で.血管閉塞による皮弁簸死のリスクもあるが.質感・知覚・血行状態に優れ，

ドナーサイトの犠牲も少ないため 広範囲の指末節部掌側皮j昔欠損に対して有用な方法である.また，静脈

を体外で吻合する手技は，術後の静脈圧迫の予防に役立つ有用な手段と考える.

【緒言】

指尖部掌側皮膚は，知覚やピンチなどの機能面並

びに整容面に大きな役割を担っている.小範囲の欠

損であれば保存的治療が優先されるが，広範囲の場

合は知覚回復が期待できる皮膚で再建するのが望ま

しい.今回，指尖部掌側皮j曹の比較的広範聞な欠損

に対して hemipulpflapを用いた再建術を 5例経験

したので報告するとともに 静脈吻合における工夫

についても言及する.

【対象と方法】

対象は過去3年間において当院で治療を行った 5

例5指で，内訳は，男性3例，女性2例.年齢は 18

.......58歳.再建部位は示指1例，中指1例，環指1例，

小指2例.欠損の大きさは末節部掌側の 50%を占

めるものが 1例.75%が1例，ほぽ 100%が3例.

Donor siteは母肱3例，第2ft止2例.採取皮弁の大

きさは最少30X12mmから最大で4QX20mmにわ

たった(表1).手術方法は以下の通りである.ま

ずレシピエントサイトのデブリードマンを行い神

経・動脈を見つけてマーキングしておく. ドナーサ

イトに移って皮弁を母雌あるいは第2iJ止にデザイン

し，背側の皮静脈.神経.動脈の順に剥離・露出

し，それぞれを切離し皮弁を挙上.レシピエントサ

イトに皮弁を移動し，まず動脈・神経を shortpedi-

c1eで基節部で吻合.皮弁の静脈断端から血液が還

流してくるのを確認後に MP関節付近で静脈吻合し

表1 対象の内訳

i'E倒 年齢 性別 再E量創位 Donor sita 欠俣の大きさ ~取~弁の

【怠} {末節書面 r=占 大きさ{醐〉

める割合】

① 20 女 右中指 左第 E誕 50覧 30x12 

② 58 女 右環指 左母魁 100冒 30x20 

③ 35 毘 右m指 右母世 100冒 30x20 

@ 18 男 右小指 右第 E批 75百 40x20 

⑤ 29 男 右小指 左毎魁 100盟 40x20 

受理日 201ν12/07 
南川整形外科病院手の外科・外傷センター〒819・8533 福岡県福岡市西区姪浜4丁目 14-17
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図1 静脈は体外で管理した

たつま り吻合血管数は動脈 l本，静脈 1本とい

うことになる.その際，静脈は敢えて皮下を通さず，

人工真皮(テルダーミス真皮欠損用グラフト⑧，オ

リンパステルモバイオマテリアル株式会社，東京)

を乾燥 ・変性予防のため血管に巻き付け，体外で管

理した(図 1). ドナーサイトには内頼下部よ り全

層植皮を行った 1週間後，皮弁の生着を確認し，

静脈のみを切離した.術後 3か月頃より必要に応じ

て皮弁の減量術や癒痕の修正術を行った再建部の

術後評価として，知覚を Semmes-Weinstein(SW) 

テストで行い，cold intoleranceの有無，再建部の

組織の形態， ドナーサイトの綴痕を観察した

【結果】

皮弁は全例で完全に生着した.知覚は SWtestを

行い全例において blueが得られた coldintolerance 

を訴える症例は見られなかった.全例で再建部に十

分な組織のボリュームが得られ， 整容面での改善度

も高かった ドナーサイト の綴痕も目立たなかっ

た

【考察】

hemipulp flapは， 1970年代後半に発表された遊

離皮弁である.この皮弁は母E止や第u止のE止JJ夏の

皮膚を，神経 ・血管柄付きで挙上するもので，指腹

と同質で知覚のある皮膚を再建するこ とができる.

また皮弁の血行が良いため，術後萎縮や coldin-

torelanceが少ないのも特徴である1)‘一方，欠点と

しては神経 ・血管の剥離 ・吻合が必須のため，手術

が煩雑で長時間になることもさることながら，術後

図2 症例 1 a術前 b.皮弁を拳上したところ

C. 動脈吻合 ・神経縫合 d.静脈吻合

e.静脈の被認1f.術後 17か月

図3 症例2 a.術前 b.術後10か月

C. ドナーサイトの状態

もl吻合血管の トラブルが心配となる点であろう.そ

こで著者らは，術後の静脈圧迫の危険性を減らすた

めに，静脈吻合に際し，血管を皮下に通さず体外で

管理し 1週間後に切離するという工夫を行った.こ

の方法により，静脈を通すための皮下剥離や皮切延

長を行う必要もなくなる 静脈の切離時期に関して

は，過去には Wooら2)が下腿の遊離皮弁の症例に対

し7-10日目に静脈を切離し，うっlUI.や皮弁生着に

悪影響はなかったと報告している.実際，指尖部切

断指の再接合術で動脈のみ吻合し潟lUI.を併用した症

例では， 3日目 ごろよりうっ血が改善し，5日自に
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は璃血の必要がなくなることが多い.これは断端の

皮膚・皮下組織間で毛細血管が新生し血流が再開す

るためである.また， Blackら3)は豚を使った実験

で，遊離皮弁移植後8日を過ぎれば皮弁は下床から

の安定した血流を受けるようになると報告してい

る.これらのことを踏まえ皮弁の経過が順調であれ

ば7日目で静脈のみを切離しでも問題ないと考え

る.ただし，皮弁の周囲に疲痕が多かったり基礎疾

患として糖尿病などの創傷治癒阻害因子をもっ症例

には慎重に対応すべきである4) また，体外管理し

た静脈の変性に関しては 2例で切離した静脈の病

理組織検査を実施しているが l例が閉塞， 1例が開

存していた.静脈がいつまで開存しているかに関し

ては今後も症例数を増やし検討を続けていく予定で

あるが，著者らの経験からは少なくとも静脈還流が

必要な時期には開存し役割を果たしているものと推

察される.本皮弁を含めて足雌からの皮弁のよう

に，血管茎の静脈と神経・動脈との位置が離れてい

る皮弁に対しては本手技は有用と考える.

知覚に関しては，ぱらつきが多いとの報

告5)6)7)8)9)瑚がみられるが，今回の結果では，すべ

てswテストで blueが得られた.当院では術後早

期より再建指を積極的に使う訓練を実施しているた

め，これが知覚の再教育という面で良い影響をもた

らした一因かもしれない.

本皮弁術の適応に関して， 1指節を超える軟部組

織欠損日や， IP creaseまでの指腹欠損6)などの報告

がある.基本的に著者らもこの意見に賛同するが，

末節部の1/2程度の小欠損でも，ピンチ時に使用す

る様側面の症例には積極的に適応して良いものと考

える.

【まとめ】

指末節部掌側皮膚欠損に対して hemipulpflapを

用いた再建術を 5例に行った.

全例で皮弁は生着し，知覚及び整容的改善は良好

であった.

静脈吻合の工夫により，術後の静脈圧迫を予防を

することができた.

本皮弁は指尖部の比較的広範囲の再建に対して有

用な方法と考える.

【文献1
1)大森研治.整形外科手術に役立つ皮弁とそのコツ

班.遊離皮弁 4.足量皮弁 C.世腹皮弁.MB Orthop 

21:195・199，2008.
2) Woo SH， et al. Salvage of出elower ex住emity企eef1ap 

using αoss・legvenous repair. J Plast Recons位&Aesth 

Surg59: 928・934，2006.
3) Black MJ， et al. How Soon May TheAxial Vessels of a 

Surviving Free F1ap Be Safely Ligated : A Study In Pigs. 

J. Plast Surg 31: 295・-299，1978.
4) Salgodo CJ， et al. Effects of Late Loss of Arterial Inflow 

on Free F1ap Survival. J. Reconstr Miαosurg 18: 579・

583，2002. 
5)村田景ーほか.Hemipulp f1apを用いた指腹部軟部組

織損傷の再建. 日手会誌22:172・175，2005.
6)矢崎尚哉ほか.Hemipulp F1apとWrap-aroundF1apに

よる母指再建術の比較. 日本マイクロ会誌 23:44-49， 

2010. 

7) Katou H， et al. Restoration of sensibi1ity in fingers 
repair官dwi出企eesensory f1aps仕om白etoe. J Hand 

Surg 14A: 49・54，1989.
8)大久保康ーほか.Hemipulp f1apの遠隔成績.日手会

話、6:234・237，1989.
9)山内茂樹ほか.Hemipulp f1apの経験.日手会誌 4:

294-299， 1997. 
10)酒井和裕ほか.足部をドナーとする知覚皮弁による

手の再建術の検討. 日手会誌3:392-396， 1998. 
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切断指再接着術後血行障害に対する再手術例の検討
かんだとしひろ おおいひろ申き むこうだま古 L さいとうひでひこ

神田俊浩，大井宏之，向田雅司，斎藤英彦

再接着術後血行障害を生じた切断指が再手術により救済されることも少なくない.術後血行障害に対する

再手術例について知ることは，生着率向上のために重要と考え，これを調査したので報告する.

【対象と方法】 2003年から 2010年までに当センターで再接着術を施行した切断指および血行再建術を施

行した不全切断指 178例225指のうち，術後血行障害を生じ再手術施行した 39例41指を対象としたこれ

らの症例に対し，動脈閉塞か静脈閉塞か，初回手術から再手術までの期間，再手術の回数，生着率について

調査した

【結果]41指中 24指が生着しており，生着率は 58.5%であった動脈問塞は 25指であり，うち 11指が

生着し，生着率は 44.0%であった.静脈閉塞は 16指であり，うち 13指が生着し，生着率は 81.3%であっ

た.初回手術から再手術までの期間は 1-8日で，平均1.9日であり， 33指は術後2日までに再手術を行っ

ていた術後2日までに再手術を行った例での生着率は 63.6%であり，術後3日目以降の例では生着率

37.5%であった.再手術の回数は 1回が34指， 2回が5指， 3回が2指であり， 2回以上施行した 7指のう

ち生着したのは2指のみで，生着率は28.6%であった

[考察】動脈閉塞群よりも静脈閉塞群での生着率が良好であったこれは再手術において閉塞した吻合静

脈を再建するだけでなく，別な静脈を追加吻合することもでき，初回手術以上に潅流路を確保できることが

原因と考えられる.再手術までの期聞が長いほど生着率は低い傾向であった.手術回数が多くなるほど生着

させることは難しくなり，特に 3回以上の再手術は行っても生着は期待できない.

【緒言】

再接着術後に血行障害を生じた切断指が再手術に

より救済されることは少なくない.術後血行障害に

対する再手術例について知ることは再接着術の生着

率向上のために重要である.今回私たちは当セン

ターで切断指再接着術後血行障害に対し再手術を施

行した症例について調査したので報告する.

【対象と方法1
2003年1月から 2010年10月までに当センター

で再接着術を施行した切断指および血行再建術を施

行した不全切断指 178例225指のうち，術後血行

障害を生じ再手術を施行した 39例41指を対象とし

た.男性 32例，女性 7例で，平均年齢は 43.9(20 

-68)歳であった再接着した指は母指が2指，示

指が 15指，中指が 11指，環指が5指，小指が 7

指であり，示指と中指の同時切断例で中指を示指に

受理臼 201ν10/10 

再接着した例が 1例あった.切断レベルは玉井分

類。のzone1が3指， zone 2が10指， zone 3が14

指， zone 4が14指であった術後抗凝固療法は，

ウロキナーゼ24万単位/日およびプロスタグラン

ディン E1120μgj日を全例に用い，挫滅例では主治

医の判断で未分画ヘパリン 8000-12000単位/日を

用いた.術後の血行確認は 1......2時間毎に行い，指

色で判断した.これら対象症例の生着率，血行障害

のタイプ(動脈閉塞か欝血か)，初回手術から再手

術までの期間.再手術の内容，再手術の回数につい

て調査した

【結果1
41指中 24指が生着し.生着率は58.5%であった

全体では 225指中 165指生着し，生着率は 73.3%で

あった血行障害のタイプ別では，動脈閉塞が25

指で，うち 11指生着しており，生着率は 44.0%で

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリーセンター〒430・8558 静岡県浜松市中区住吉2・12・12
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あった. 欝血が 16指で 13指生着しており，生着率

は 81.3% (図 1)と動脈閉塞群に対し有意に高かっ

た(カイ 2乗検定，有意水準 5%).

次に血行障害タイプ53IJの各 zoneでの成績を示す

(図 2，3).動脈閉塞例では， zone 1の 2j旨で生着 l

指， zone 2の 6指で生着 4指， zone 3の9指で生着

4指，zone 4の8指で生着 2指であった運営l飢例で

は zone1の 1指が生着，zone 2の5指で全指生着，

zone 3の 4指で生着 3指 zone4の 6指で生着 4

- 103 
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指であった Inl行障害タイプ別での各 zoneの生着

率に有意差はなかったが 穆血した末節部切断指

(zone 1， 2)では全指生着という良好な結果であっ

た

初回手術から再手術までの期間は 1から 8日で.

平均 l.9日であ った(図 4). 術後 2日以内の再手

術例が 33指と大半を占め，うち 21指生着し，生着

率は 63.6%であった. 術後 3日目以降の再手術例

は8指で， 3指のみ生精し，生積率は 37.5%であっ

た

再手術の内容は，動脈閉塞例では閉塞した動脈の

再l吻合が 5指， 静脈移植を介して吻合したものが

20指であった.欝血(9IJでは静脈を追加吻合したも

のが 2指，閉塞した静脈を再吻合して更に追加吻合

したものが 2指，静脈移械を介して静脈吻合したも

のが 12指であった.

再手術の回数は 1回が 34指， 2回が 5指，3回

が 2指であった.再手術 1lillの 34指中では 24指

が生恭し，再手術 2回の 5指中では 2指生着してい

た再手術 3回の例は 2指とも壊死していた(図

5) . 
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【考察】

切断指再接着再手術例の救済率は，石合ら2)は

56%，松田ら3)は41.4%と報告している.本調査で

は58.5%であり，既存の報告とほぼ同等の成績で

あった.欝血例での生着率は動脈閉塞例に比し良好

であったが，この原因としては，静脈閉塞に対する

再手術では追加吻合や静脈移植が行われるため，初

回手術後より良好な静脈還流が得られることが挙げ

られる.

欝血例の中でも特に末節部切断例での生着率が良

好であった.末節部切断では組織量が少なく欝血に

強いこと，および delayedvenous drainage1として

報告されているように，再手術では拡張した静脈を

吻合できるため初回手術以上に手技は容易であり，

より効果的に静脈還流を再建できることが原因とし

て考えられる.

動脈閉塞指の 25指中 20指に対する再手術は静脈

移植を施行されていた.動脈問塞の原因には損傷し

た血管断端の不十分な切除や，吻合した血管の過緊

張が考えられる.これらの原因を除去するために，

再手術時には可能な限り静脈移植を行うこととして

いる.しかしながら，静脈移植を行ってはいるもの

の動脈閉塞例の生着例は不良であった.この原因と

しては組織の挫滅や臨血・再阻血により miα0-

thrombosisや内膜浮腫を生じ3) これにより吻合部

血流は良好であっても末梢への血流が改善せず壊死

となる例があることが考えられる.これは静脈移植

を行っても解決し得ない問題である.

初回手術から再手術までの期間は，多くの例で術

後2日目以内に再手術を施行していた.再接着術後

から血流不全確認までの時間は， Morrison5)は24...... 

48時間，玉井1)は7日以内，石合ら2)は 14時間以

内と報告している.本調査では詳細な時間を調査で

きていないが.多くの例では術後2日以内に血行障

害を生じていたと考えられる.少数ではあるが， 8 

指は術後3日目以降に血行障害を生じており，最長

では術後8日目に鯵血を生じ，再手術で救済されて

いる.松田らめは術後 10日目以降の再手術例を報

告しており，術後長期の血行動態観察が必要である

と考えられる. しかしながら，術後3日目以降の再

手術例の生着率が低いことからも，血流不全確認ま

での時間が長い例の救済は難しい.

再手術回数については，本調査では 3回以上再手

術を施行した例では 2指全指壊死した.手術回数が

増すほど条件は厳しくなるので，今回の結果からも

3回以上の再手術は施行しでも救済は望めないと考

えられる. 2回の再手術後に血行障害が生じた場合

は3回目の再手術を行うよりも次の断端被覆法を検

討する方が賢明である.

【まとめ】

1)切断指再接着例 178例 225指中，再手術を要

した 39例41指について調査した.

2)生着率 58.5%であり，動脈閉塞例に比し欝血

例の生着率が良好で、あった.

3)多くは再接着術後2日目までに再手術を行わ

れていたが.長期経過後の再手術例もみられた.

4)手術回数が増えるほど生着は難しくなり， 3回

以上の再手術例はほとんど生着が期待できない.

【文献】

1)玉井進.切断手指の治療.整形外科MOOK15: 159・
171，1980. 

2)石合究ほか.切斯指再接着術後の血流評価期間およ
ぴ救済率に関する損傷状態・切断レベル別検討.日手
会誌23:167・171，2006.

3)松田真佐男ほか.再接着術後血行不全に対する再手術
例の検討. 臼手会誌4:257・260，1987.

4) Koshima 1， et a1. Successful delayed venous drainage in 16 
conseutive dista1 phalangea1 replantations. Plast Reconstr 

Surg 115: 149・154，2005.
5) Moηison Wほか.Evaluation of digital replantation-A 

re吋ewof one hundred cases. Orthop Clin North Am 8: 

295・308，1977.
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手指MP関節伸筋腿脱臼の手術治療
ながおそうや ながおかま古ひろ ながいたかこ とよいずみやすひろ やまぐちたいへい き目したごう宮

長尾聡哉ヘ長岡正宏*永井多賀子事，豊泉泰洋犬山口太平**木下豪紀**

置議窓

一
手指MP関節部伸筋瞳脱臼の外科的治療について自験例をまとめたので報告する.

当科で手術を施行した 29例 30指(性別:男性 25例，女性4例，年齢:13.......62歳，擢患側:右21例 22

指.左8例8指.擢患指示指3指，中指22指，環指3指，小指2指)を対象とした. 1例 1指がcongeni-

凶切e，3例3指が spontaneous句碑，残りの 25例 26指が凶umatic句碑であった対象症例について手術

法，術後再脱臼の有無などを調査した.

手術法は矢状索修復術が20指. 11申筋支帯移植術が6指.Watson法による矢状索再建術が4指であった.

術後再脱臼例はなく，感染やROM制限などの合併症もなかった.

本症の外科的治療は保存的治療が奏功しない例に適応があると考えられるが，回，umatictypeは早期の社

会復帰やスポーツ復帰を目的として新鮮例のうちに修復術を考産しでもよいと思われた.

【緒言】

手指MP関節部における伸筋腫脱臼は比較的まれ

とされている.また，発生原因により病態が異な

り，それぞれの治療方法も未だ議論の残るところで

ある.今回著者らは，手指MP関節伸筋膿脱臼の治

療法およびその成績をまとめるとともに治療体系を

明確にすることを目的とし.当科で手術を施行した

症例を retrospectiveに検討したので報告する.

【対象と方法】

当事ヰで手術を施行した手指MP関節伸筋腿脱臼

29例 30指を対象とした性別は男性25例，女性

4例，年齢は 13.......62歳(平均 25.1歳)であった

擢患側は右21例 22指，左8例 8指と右手に多く，

擢患指は示指3指，中指22指，環指3指，小指2

指と中指に圧倒的に多く発症していた.受傷原因は

スポーツによるものが20例 21指であり，そのうち

16例 17指がボクシングにより受傷していた.ま

た.その他の外傷が8例8指.明らかな外傷を伴わ

ない先天性と思われる例が 1例 1指であった脱臼

側は榛側8指，尺側22指であり，榛側脱臼例は全

例殴打を契機に発症していたなお.MaCoyら1)

および生田ら2)の分類に従って対象症例を分類する

と， MP関節の直達外力による回世間tictypeが25

受理白 201ν11/28 

例26指と大半を占め，軽微な外的ストレスによる

spontaneous typeが3例 3指. congenita1 typeが1

例1指であった.対象症例について，手術法・周術

期合併症の有無・術後再脱臼の有無などを調査し

たなお，本報告では関節リウマチなどの変性疾患

に伴って発症した症例は除外しており，経過観察期

間は 1か月から 8年 11か月(平均 9.4か月)であっ

た.

【結果】

手術法は矢状索修復術が20指と圧倒的に多く，

次いで当科で考案した伸筋支帯移植術3)が6指，

Watson法4)による矢状索再建・健制動術が4指で

あった.なお.Watson法は spontaneous句peおよ

びcongenita1typeにのみ施行されていた.術後に再

脱臼を来たした症例はなく，術後感染例・可動域制

限が残存した症例もなかった.なお，スポーツによ

る受傷例は全例で元の競技に復帰を果たしており，

術後の競技レベルが低下した例はなかった.

【症例供覧】

症例 1: traumatic type (新鮮例)

18歳男性.オートパイ乗車中，オートパイと壁

の聞に右手を挟んで受傷した.右中指MP関節部痛

事駿河台日本大学病院〒101-8309 東京都千代悶区神間駿河台 1・8・13
帥日本大学襲形外科
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図1 症例1 初診時現症.右中指MP
関節部で{中筋鍵が尺側に脱臼し

ている.

図2 症例1・術中所見 a:MP関節様似IJに矢状索断裂を

認める.b:矢状索修復が施行されている

が出現したため，当科を初診した.初診時，右中

指 MP関節部で屈曲によって伸筋腿が尺側に脱臼

し(図 1)，右中指 MP関節伸筋健脱臼 (traumatic

typ巴)と診断した.受傷後 5日で手術を施行， MP 

関節権側で矢状索に断裂を認め(図 2a)，修復可能

であったため矢状索修復術を施行した(図 2b). 術

後症状は消失し， 日常生活に支障はない.

症例 2: traumatic type (陳旧例)

20歳男性 ，プロボクサー.ボクシング試合r!:Iに相
手の頭を殴打.して受傷したー以後左中指 MP関節部

痛が持続し，練習が困難になったため当科を初診し

た.初診時，左中指 MP関節部で屈曲によって伸筋

腿が榛側に脱臼し(図 3)，超音波検査でも仲肪鍵

図3 症例2 初診時現症.左中指MP
関節部で伸筋院が榛側に脱臼し

ている

図4 症例2:術中所見.MP関節尺側

の矢状索欠損部に{中筋支帯の一

部が移植されている.

脱臼が容易に確認できた.左中指 MP関節{中筋腿脱

臼 (traumatictype)に対し，受傷後 6か月で手術

を施行， MP関節尺側で矢状索および関節包に断裂

および、著明な癒痕化を認めた.癒痕を除去すると屈

曲位で矢状紫の緊張が過度になり，再発のリスクが

高いと判断したため， {Lft筋支帯移植術を施行した

(図 4) 術後症状は消失，ボクシングに復帰した.

症例 3・congenita1type 

13歳女性.外傷などの誘因なく 左中指 MP関節

音sの伸筋腿尺側脱臼を自覚，終痴を伴うようになっ

たため当科を初診した 初診時.左中指 MP関節部
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図5 症例 3:初診時現症左rl'指MP

関節部で仲筋健が尺{WJに脱臼し

ているー

図6 症例3 術中所見.a: MP関節続側で矢状索の葬薄

化・伸長を認める.b: Watson法による矢状索再建 ・

腿制動術が胞行されている.

で屈曲によって伸筋腿は尺側にW~臼した(1羽5). 

左中指 MP関節伸筋腿脱臼 Ccongenitaltype) に対

し，初診後 7か月で手術を施行した矢状索に|祈裂

などは認めなかったが，機側で矢状索は~W薄化およ

び伸長が著明であった(図 6a).Watson法による矢

状索再建 ・JI建制動術を施行し(図 6b).痕状は消失

した

【考察1
MP関節j伸筋腿脱臼は受傷機転によって異なる病

態を示すと考えられている Ishizukiらは.sponta-

neous typ巴の場合は軽微な外傷によって矢状索浅層

のみが損傷し，伸筋縫が矢状索からはがれるように

脱臼が発症するのに対し traumatictypeでは強い

外力によって矢状索深層，ひいては関節包までもが

断裂し，伸筋JI建が非外傷側に脱臼すると述べてい

る5) したがって. typeによって治療法が異なる可

能性があり注意深い病歴聴取や診察が必要とな

る.また，著者らは boxer'sknuckleに伴う伸筋雌

脱臼に対して超音波検査を施行しており 6) 損傷部

位の把握および治療法決定に有用と考えている.

本症の保存的治療は traumatictyp巴および sponta-

n巴oustypeに適応がある. 2から 6週間の MP関節

伸展位固定により症状の軽快が期待できるとされて

いるが，早期の窓、肢使用やスポーツ復帰を希望する

例では，手術の成績が良好であることから手術を考

慮しでもよいと思われる

本症の手車1;[については. spontan巴oustypeでは矢

状索の修復が困難になることも予想されるため，た

とえ新鮮例であっても矢状索再建 ・腿制動術を検討

する必要がある.また.congenital typeでは症例 3

のように矢状索に煩傷がなく非薄化および伸長を呈

し.何らかのきっかけにより症状と来すと考え られ

るため，症状の持続ttJl聞にかかわらずやはり矢状索

再建 ・!健制動術を選択すること になる それに対し

て. traumatic typ巴では受傷後時間の経っていない

新鮮例の多くは矢状索および関節包の修復によって

良好な成績が期待できると考えられる. したがっ

て，修復術では対処できない陳IB例，すなわち当科

では受傷後3か月を超える例にのみ健制動術を考慮

すればよいと考えている.しかし，ボクシンクJに代

表される殴打系格闘技の競技者の場合は，制動はも

ちろんのこ と殴打時に終痛がないことが競技継続に

重要である.特に陳|日例の場合，健制動術のみでは

MP関節において矢状索および関節包のクッション

効果は期待できず，殴打11寺の廃痛が残存する可能性

がある. したがって，矢状索欠損部を充填するjlf!gj'j
支持干移嫡術を考感しでもよいと思われる.以上よ

り，本症における手術法は typeによって図のよう

に整理できる(凶 7). 

本症における矢状索再建 ・健制動術については

様々な方法があり，そのほとんどが伸筋躍の half

slipを用いて制動を行う方法である 当科で施行し

ている Watson法は.1申筋鍵の halfslipを深横中手

靭務に通して元の伸筋腿に編み込み縫合する方法で

ある6) 虫様筋や側副靭帯に比べて展開しやすく，

かつ編み込み縫合を行うため再発しにくいと思われ

る.症例数は少ないが術後成績は良好であり，今後
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! 伶筋~著書 !

L竺墜笠j

図7 手指MP関節{中筋鍵脱臼における手術法

の考え方

も疲例を選んで施行していきたいと考えている.

【まとめ1

・当科で経験した手指 MP関節伸筋腿脱臼の術後成

繍を調査した.

・本症の術後成績はその typ巴にかかわらず概ね良

好であった.

-本症は typeや損傷形態を考慮して治療法を決定

すべきである.

【文献1
1) MaCoy FJ， et al. Lumbrical loop operation for luxation of 

the extensor tendons of出巴 hand.Plast Reconstr Surg 44 

142-146， 1969. 

2)生田義和ほか.指1申筋鍵脱臼の 2例.整形外科 21

1113-1116，1970. 

3) Nagaoka M， et al. Extensor retinaculum graft for chronic 

boxer's knuckle. J Hand Surg 31-A: 947-951， 2006. 

4) Watson HK， et al. Sagittal band reconstruction. J Hand 
Surg 22-A: 452-456， 1997. 

5) Ishizuki M. Traumatic and spontaneous dislocation of 

extensor tendon of th巴longfinger. J Hand Surg 15-A: 967-
972，1990. 

6)長尾聡哉ほか boxer'sknuckleの診断と手術治療 日

本手外科学会誌 27:199-202，2010 
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一長母指外転筋の活動特性による検討一
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示指外転運動時とピンチ動作時のFDIとAPLの筋活動特性を筋電図学的に解析し， Neviaser法の有効性

について検討した.示指外転運動では， APL活動はFDI活動とともに示指外転力の増加に伴って繕大し，

示指の外転力が最大に発揮されると最大活動量の 80%までに達した.ピンチ動作では，指腹，側方ピンチ

ともに.FDI活動はピンチ力の堵大に伴って増加した一方.APLはピンチカが増大しでも活動量は増え

ず，極めて低くい値を示した.また， APL活動を手関節肢位で比較すると榛屈位で大きかったが，その活動

量は最大活動量の 15%程度であり ピンチカが増大すると低下する傾向を示した. Neviaser法で用いる

APLは，示指の外転運動時においてはFDIの活動に誘導されて収縮する共同筋であり，示指の外転機能再

建の供与筋としては有効であるがピンチ動作時ではFDIが活動しでも APLの活動は極めて低いことから，

母指と示指のピンチ機能の獲得においては有効といえない.

【緒言】

Neviaser法は，第一背側骨間筋 (FDI)の機能不

全に対し，長母指外転筋 (APL)の副躍を用いて示

指外転機能やピンチ機能を向上させる臆移行術1)で

あり，臆移行術に伴う機能損失が少ないことからも

一般的に推奨されている方法である.しかし，症例

によっては機能的なピンチ動作が得られない場合も

あり， APLが供与筋として有効であるか否かを詳

細に検討することが本研究の目的である.

一般的に APLは，母指でピンチした際に第1手

根中手 (CM)関節の安定性を維持する役割を持つ

とされている.一方.FDIもピンチ時に活動し，ピ

ンチ力を向上させる役割を持つ.両筋の機能から考

慮すると.APLとFDIはピンチ動作においては共

同筋とみなすことができ このことも Neviaser法

を推奨する基本的な裏付けとなっていると想定され

る.斎藤は，ピンチ動作時にこれらの筋が同時に働

くことを筋電図学的に確認し.Neviaser法の有効性

について報告している2) しかしながら， APLは手

関節の榛側を走行する二関節筋であることから，ピ

ンチ動作時の手関節肢位，特に榛尺屈肢位によって

は筋活動が変化する可能性があり. FDIと同時に収

受理日 201ν11/19 

縮しない場合も推測される.また， APL活動とピ

ンチ力との関係については，これまでのところ解明

されていない.

本研究では.術後に機能的なピンチ動作が得られ

ない原因はAPLの活動特性が影響していると仮説

を立て.APLの活動を筋電図学的に解明し，本法

の有用性について検討したので報告する.

【対象と方法】

(1)対象

対象は，神経筋疾患および整形外科的疾患の既往

のない健常成人8名とした.内訳は，男性8名，平

均年齢28歳であった.被験者は，全員右利きで

あった.尚，これらの研究は，新潟医療福祉大学倫

理委員会の承認を得て，被験者には予め実験の目的

と方法を文章で説明し，同意を得た.

(2)運動課題

筋電図測定時の課題運動は，右示指外転運動と母

指と示指聞の指腹および側方ピンチとした.示指外

転運動課題は等尺性のリニアランプ負荷運動とし，

示指外転張力がOから最大値まで 10秒間で発揮す

るよう指示した.リニアランプ負荷は，モニター上

e新潟医療福祉大学〒950-3198 新潟県新潟市北区烏見町 1398
H 新潟中央病院
事事事新潟手の外科研究所
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に標された直線的基準線に張力信号を追従するよう

視覚的にフィードバックしながら発揮させた 施行

回数は 3 1EJとした . ピンチ課題では指)l~ ， fJ!リ方ピン

チともに最大の 50%と80%のピンチカを 5秒間発

揮するよう指示した.測定肢位は， )J寸関節は屈Iill

90 )免前腕は囲内位とし，手関節i)]主位においては

示指外転運動課題では中間位，ピンチ課題では楼，

尺屈位 (10度， 30 度)，掌，背屈位 (30度， 30度)， 

中間位の 5肢位に設定した.

さらに，被験者 8名のうち，ランダムに選択した

4名の被験者には，指腹ピンチのリニアランプ負荷

課題を追加した.ピンテの リニアランプ負荷は，示

指外転運動課題で示した方法と同様に行い，ピンチ

カを Oから最大値まで 10秒間で発揮するよう指示

した.測定時の手関節肢位においては，APLが手

関節に関与するとされる榛尺屈運動に着目し，榛屈

10度，中間位，尺屈 30度の 3肢位とした尚，手

関節肢位は随意的にその肢位を維持させた

測定機器は，示指外転張力にはデジタルトランス

デューサー (CPUゲージ 9500，アイコーエンジニ

アリング，愛知)を用い，ピンチカにはピンチセン

サー (HAND DYNAMOMETER， SPR-6570，酒井

医療，東京)を用いた.図 1には，実験装置を示し

た

(3)筋電図導出

被験筋は，右 FDIおよび APLとした.筋電図の導

出には， FDIは表面電 極 (B1ueSensor NF， Ambu， 

Denm紅 k)，APLは硬質ウ レタンで被覆された直径

0.05mmのステン レス線 (TN204-123，ユニークメ

デイカル，東京)で作成した双極貼合ワイヤー電極

(非絶縁部 :2mm，電板間距離:5mm)を使用し

た FDIの表面電極は筋腹中央に貼付 し， APLの

ワイヤー電極刺入位置は前腕背側部，遠位ν3とし

た.電極留置部位の確認には，刺入した双極ワイ

ヤー電極を利用して電気刺激を行-った 電気刺激に

より APLが独立して収縮し，第一 CM関節に運動

が生じた場合に限り電極をそのまま留置した.電様

留置後は， crosstalkが無いことと APLの収縮に伴

いワイヤー電極が皮下に入り込み，筋の収縮に追従

して滑走するこ とを確認した. Crosstalkについて

は，手関節背屈運動と母指伸展運動を行わせ，挿入

したワイヤー電極から長短榛側手線仲筋と短母指伸

筋の筋電図信号が導出されないことを確認した.

表面電極および双極ワイヤー電極から導出した筋

図1 実験システム
(a) 示指外転張力測定装置，

(b)ピンチ動作課題遂行時の手関節|酉定装置

電図信号は，前置差動増幅器 (DPA-10A，ダイアメ

ディカルシステム，東京)，主増幅器 (DPA-2008，

ダイアメディカルシステム，東京)を用いて増幅し，

サンプリング周波数 2kHzで ND変換してパーソ

ナルコンビュータに取り込んだ.これらのデータの

取り込みには，データ収録 ・解析システム (power

Lab 8/30， AD Instruments， Italy)を用いた記録

した筋電図信号は，表面電極は20-500Hz，ワイヤー

電極は 20-1000Hzのbandpass filt巴rで処理した.

(4)データ解析と統計処理

示指外転運動課題では， FDIとAPLともに示指

の外転張力が Oから 100%に至るまでの 10%間隔

毎の 1000msecを解析対象 とした.ピンチ議題で

は，指Jl皇および側方ピンチともに最大ピンチカの

50%と80%に達した後に それぞれ一定のピンチ

カが得られた 1000msecの3区間を解析対象とし

た ピンチ課題の リニアランプ負荷は， ピンチ力が

Oから 100%に至るまでの 10%間隔毎の 1000msec 

を解析対象としたー

筋電図解析には，データ収録 ・解析システムソフ

-110-



Neviaser法の有用性

(%) 

100 

40 

80 

20 
---FDI 
・園田・APL

50 100 (%) 

示指外転張力

527 

(N) 201 示指外転張力 J ー
101 ~、

O~-- 目、"""'-

(nV) 101 
FDI 

01 ・I，JJ....._............)ItL........， 1， .. 
l 寸 門ド."IIi""IIJ'"司胃"i~川 町 l 門

-10' 

。 10 (sec) 

図2 示指外l伝運動説!題11寺のFDI.APL活動と代表例 (被験者4)

トウェア (Chart7，AD Instruments， Italy) を使用

し，各解析区間の筋電図信号を全波撃流した後に筋

電図積分値 Gntegrated巴lectromyogram: IEMG)を

算出した IEMG算出後は， FDI， APLともに最大

随意収縮時の 1000msec問の IEMG値を基準に正

規化した (normalizedIEMG : NIEMG). 解析反問

ごとに NIEMGの平均イ直を算出後は.FDI， APL活

動と示指外転張力との関係と，指Ij~ピンチと側方ピ

ンチそれぞれにおける FDI，APL 活動と手関節肢

位およびピンチカとの関係について調べた 統計処

理には FDI，APL活動ともに手関節目主位とピンチ

力を要因とした対応のある二元配置分散分析を用い

て NIEMGの平均値を比較した 事後検定は，

Tukey法による多重比較を行った有意水準はそれ

ぞれ 5%とした.

【結 果】

(1)示指外転運動諜題

示指外転運動では，APLの活動は FDIとともに

示指外転カの増加に従って増大し，示指の外i伝力が

最大に発揮されると APLのNIEMGは80%までに

達した(図 2)

(2) ピンチ課題

FDIの活動においては.指腹，侭Ij方いずれのピン

チも NIEMGは50%ピンテに比べ 80%ピンチで有

意に高く (P<O.OOl).80 %ピンチは指腹，側方ピ

ンチそれぞれ 33%.50 % と最大活動の 3~5 割程

度まで活動していた.手関節肢位聞の比較では，指

腹，側方ピンテともに NIEMGの有意な差は認めな

かった(表 1).

APLの活動においては，指腹，側方ピンチとも

表1 指腹ピンチおよび似1)方ピンチ時の FDIとAPLの
NIEMG 

(a)指腹ピンチ

機屈 尺E 背毘 箪居中間位平均

50%ピンチ 20.3 30.0 23.2 28.3 21.4 24.6 
FDI 

80%ピンチ 36.1 30.4 30.5 35.0 34.5 33.3 

50%ピンチ 15.2 4.8 2.6 2.9 3.9 5.9 
APL 

80%ピンチ 7.7 3.5 4.0 4.5 3.5 4.6 

(b)側方ピンチ

続屈 尺屈 背屈 掌居中間位平均

50%ピンチ 30.1 28.9 29.6 36.3 37.4 32.5 
FDI 

80%ピンチ 41.8 43.0 47.6 59.1 59.3 50.1 

50%ピンチ 7.2 2.1 1.6 2.5 2.4 3.2 
APL 

80%ピンチ 7.3 3.3 3.0 4.4 4.4 4.5 

に，全ての手関節肢位において低い活動を呈してい

た手関節肢位間で比較すると，指IJ主， 側方いずれ

のピンチも手関節榛屈位で有意に高く (P<0.05)， 

手関節検問位の NIEMGは指腹 50%，80%ピンチ

ではそれぞれ 15%，8%であり，側方 50%，80% 

ピンチはともに 7%であった.検J沼位以外の肢位で

は，2~5%程度であった.さらに，指腹ピンチにお

いては手関節棟四位では 50%ピンチの方が 80%

ピンチに比べ高い傾向を示した(表 1，図 3，4). 

(3) ピンチリニアランプ負荷課題

FDIの活動はピンチカの増大に伴って増加し，最

大で 80%程度まで活動した. APLの活動は，全て

の手関節肢位でピンチカが増大しでも活動は低く，

最大ピンチ時でも最大筋活動の 10%以下の活動で

あった.また，手関節榛屈位においてはピンチカが

小さい問は APLの活動が認められたが，ピンチカ

唱
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司
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の増大に伴って誠少した(図 5). 図6に代表例を

示した.

【考察】

腫移行術で用いる供与筋が再建筋と共同筋である

ことは，供与筋を選択するうえで最も重要な条件の

ひとつである.本研究では， Neviaser法で用いる

APLがFDIの共同筋であるか否かという視点から

Neviaser法の有効性について筋電図学的に調査し

たその結果， APLは示指の外転運動と同時に活動

し始め，外転力の増加に伴ってFDIと同期して繕
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大することが判明した.このことはFDIとAPLと

は同時に収縮するよう中枢神経系で制御されている

筋群であることを示唆しており，これらは共同筋と

みなすことができた Rossiniらは， FDI収縮時に

小指外転筋の皮質脊髄路の興奮性を高めることを示

し，手指筋群の共同筋制御特性が存在することを明

らかにしているお.この特性は把持した物のリリー

ス動作時に必要とされる出力様式と推測され， APL 
も外転作用を持つ筋であることから，小指外転筋と

同様に FDIと同時に興奮性を高める可能性がある

と考えられた.また，母指と示指との関連について
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図6 指腹ピンチリニアランプ負荷課題のFDI，APL活動の代表例(被験者4)

は，示指深指屈筋と長母指屈筋には共通の神経機構

が存在していることが明らかになっている4) ま

た，著者らも固有示指伸筋と長母指仲筋との関連性

について調べ，これらの筋は同期して活動すること

を示したこれらの研究結果は，母指と示指が密接

に関連して制御されていることを示唆しており，本

研究結果においても母指と示指の特異的な制御特性

によって生じたものと考えられた.

APLの機能には，母指の外転機能の他に第lCM
関節の安定性に関与することが筋電関学的に示され

ている5) 解剖学的にみても， APLの複数躍は.そ

れぞれ第一中手骨底，大菱形骨，短母指外転筋等，

母指の近位組織に停止しており， APLはピンチ動

作時の母指の安定性に関与すると考えるのが妥当で

ある. しかしながら.本研究で示した結果では，指

腹，側方ピンチ動作ともにAPLの活動は極めて低

く，手関節榛屈位以外は最大活動量の 2-5%程度

しか活動しないことが明らかになり， APLが母指

の安定性に関与する筋とは断定できなかった.一

方， FDIはピンチ力の増大に伴い活動が増加してい

ることから，ピンチ動作に必要な有力筋であること

は言うまでもない.以上のことから，ピンチ動作に

おいてはFDIとAPLは共同筋としてみなすことは

できず，またAPLは手関節榛屈位で活動すること

から，ピンチ動作では手関節の榛胞に対して優勢に

作用する筋と考えられた.また，本研究の興味深い

結果として，手関節榛屈位を随意的に維持してピン

チする場合，ピンチカが小さい聞はAPLの活動が

認められたが，ピンチ力を増大させるにしたがって

その活動は減少したことが挙げられる.これは強力

なピンチカを出力するために手関節は中間位あるい

は尺屈位をとろうとし，榛屈作用のある APLは活

動を減少させる必要があったことを示唆している.

このことも APLは手関節榛屈に作用する筋である

乙とを示した現象と考えられた.

以上のことから判断すると， APLは示指の外転

運動時のFDI活動に誘導されて収縮することから，

示指の外転機能再建の供与筋としては有効であると

いえる.しかし，ピンチ動作時においては， FDIが

活動しでもAPLの活動は極めて低く， Neviaser法

による母指と示指のピンチ機能の獲得においては有

効とはいえないと考えた.

【まとめ】

示指外転運動時とピンチ動作時のFDIとAPLの

筋活動特性を筋電図学的に解析した.示指外転運動

では， APL活動はFDI活動とともに示指外転カの

増加に伴って増大し，示指の外転力が最大に発揮さ

れると最大活動量の 80%までに達した.ピンチ動

作では，指腹，側方ピンチともに， FDI活動はピン

チカの増大に伴って増加した.一方， APL活動は

ピンチカが増大しでも増えず.極めて低い値を示し

たまたAPL活動を手関節肢位で比較すると榛屈

位で大きかったが.榛屈位でもピンチ力を増大する

と低下する傾向を示した.本研究の結果から，

Neviaser法は示指の外転機能再建には有効である

が，母指と示指によるピンチ機能を獲得するのには

有効とはいえないことが示唆された.

本研究は新潟医療福祉大学・研究奨励金の助成を

受けた
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母指に対する他指リーチングポイントの計測
こじま あらた ヨるしさきあゃ なかむらま古ゃ いいだひろかず

児島新*漆111奇IIJi弥ぺ仁川、j誠 也料，飯田寛革[1*ヰ*

はじめに:母指が短縮したり，母指と対向する指に機能障害が発生した場合に母指対立機能がどの程度失

われるかについての詳細な報告はない 今回著者らは示指~小指の母指へのリーチングポイントを計測し対

立再建術の指標になるかを検討した

対象と方法:健常人 14名を計測対象とした示~小指の各指尖部が母指から手掌部分に届く範囲(リー

チングポイン ト)を計測した.具体的には 示~小指の各指指尖部で母指全局と手掌部を トレースさせ可動

範囲を記録した.

結果と考察・示~小指に向かうに従って各指尖部のリーチングポイントが減少した.小指でfU指 IPより

中枢部へのリーチは難しく 環指での母指基節骨部分や中指での母指尺側面基部へのリーチングポイントは

限られていた同指の掌側・ 榛側・ 背側 ・尺側の順に母指への リーチングポイントが減少した.計測結果は

母指短縮や，母指の対立指の損傷時における母指対立機能障害の想定に有用であった.

【緒言】

母指対立運動は手の欠かせない基本動作である こ

とは周知事項である 母指 ・示指問では様々な把持

動作やピンチ動作が可能で・あるが， 中指~小指と母

指間でも把持 ・ピンチ動作は可能である. しかし外

傷などで舟指が短縮したり母指の運動陣筈が発生し

た場合や.母指に対抗する示指~小指が欠損したり

可動域陣筈が発生した場合に，結巣的にピンチ動作

がどの程度失われるかについての詳細な報告は少な

い.今回著者らは示指~小指の個々の指尖部がru指

全周および手掌部分に届く範囲(以下リーチングポ

イントと呼ぶ)を計測し客観的に評価する実験研究

を行ったので若干の考察を加えて報告する.

【対象と方法】

手指に基礎疾患を持たない健常成人 14名(男性

7 女性 7) を計測対象とした.示指~小指の指別

に各指尖部(指先~指腹部)の自動運動による手

掌 ・母指へのリーチングポイントを写真記録して計

測を行った 具体的には，先ず示指の指尖部にイソ

ジンを塗布し，その指尖部で母指全周と手掌部を自

動運動で可能な限りト レースさせ，これによって色

対象:
健常人 14名(男性7名女性7名)

目的:
示指~小指指尖部の母指・手掌部への歪11;童部位を計浪I!

方法:
1)母指と対立する指尖部にイソジンを塗布
2)指尖部で母指および手掌部をトレースして

イソジンを塗布
3)色素のついた範図を写真撮影記録

図1 対象と方法(その 1)

素のついた範囲を写真撮影し記録した(図1).同

様の実験を中指~小指についても順番に行い，結果

を画像記録に残し比較検討した(図 2).

また.fIJ指へのリーチングポイント範囲の評価方

法として，母指 IP'MP関節部掌側指皮線を境界部

分として母指を 5つの zoneに分けた. 具体的には，

受理日 2011/10/24 
機関関医科大学 香里病院 主主形外科 〒572-8551 大阪府寝屋川市香里本iinlijJ8-45 

**巽病院整形外科

判*関西医科大学附属枚方病院 整形外科
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方法-
4)示指~小指に順次問機の操作を行って

結果を比較検討

1示指

図2 対象と方法(その2)

A)~掌側IE中線
B)背但.11正中線
C)榛側側正中線
D)尺側側正中線

で判定評価

図3 母指へのリーチングポイントの評伽l

母指指節間皮線 (IP関節部)および母指手学指

節皮線 (MP関節部)を中心に母指末梢中枢方向

にそれぞれ 5mmをZone2. Zone4とし， Zone2の

遠位部を Zone1，Zone2とZone4の聞の基節骨部を

Zone3， Zone4の中枢部を Zone5とした.以上の条

件で対向する示指~小指指尖部が到達する母指の最

も近位部を数値で表し評価したーさらに，母指は立

体構造を呈しており，掌背側 ・挨尺側の 4面でその

リーチングポイントが異なるため.母指の掌側・背

側では正中線上で院側尺側では側正中線上でそれ

ぞれ計測し同様に数値化して比較した(図 3)

【結果】

示指~小指のいずれの対立動作でも母指掌側面へ

のリーチングポイントが最も広く，示指・中指指尖

部は全例で Zon巴5(母指掌側 MP関節を超えた中枢

部分)まで到達した環指では 12例r:j:13例が母指

41'ー.

Z 3V 
Lノ

中指 環指 小指

図4 母指主主側面へのリーチングポイント

掌側のZone4(MP関節部分)に到達できず，小指

では 2例しか Zone4に到達しなかった(図 4). 

母指の 4側面(学 ・背 ・榛・尺側)日IJでの リーチ

ングポイントの違いを比較すると， リーチングポイ

ントの範囲は掌側に続いて榛側 ・背側 ・尺側の順に

有意差をもって減少した すなわち母指尺側がもっ

とも他指が届きにくい部位であるととがわかった.

これは示指~小指の個々の指別にみても共通した結

果であった.

具体的には中指指尖部でも 12例中 11例が母指尺

側 Zone4(MP関節部分)には届かなかっ た ま

た，環指指尖部では その半数がZone3(母指基節

骨部分)尺側へ周かず.小指では半数以上がZone2

(IP関節部分)尺側に届かなかった(図 5).示~小

指の個々の指別のリーチングポイントの違いをみる
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図5 国指4nl1j商へのリーチングポイン ト

Zone 
5 

Vol Rad Dor Uln 

図6 指別によるリーチングポイン トの比較

と，示・中 ・環 ・小指の順に小指に向かうに従って

母指へのリーチングポイン卜の範囲は減少した 母

指の 4側面 (掌・背 ・模 ・尺側)別での リーチング

ポイン トの比較でも，示中指の掌側へのリーチング

ポイントに差がなかった以外，向指のどの面におい

ても小指に向かうほど有意にリーチングポイントの

範囲が減少した(図 6). 

一方，示指~小指指尖部で手掌部を トレースでき

る範囲は直線的で限定されていた 即ち.示指~小

指の内外転運動は難しく， [1畏られた平而内で屈伸運

動のみを行っている ことが示唆された

【考察】

示指~小指指尖部の母指と手掌部分へのリーチン

グポイントを計測した.計測結果から，リーチング

ポイン トは示指~小指に向かつて有意差をもって段

階的に減少していた また，各指とも母指掌側 ・榛

側よりも背側・尺側に届きにくい ことが可視化さ

れ，客観的に評価できた.

一般に母指のピンチ動作は母指の内転・対立 ・屈

|出動作と対立する指の問幽動作により行われてい

る一方，対立指となる示指~小指は MP関節が屈

曲位をとるため対向指の内外転運動はではほとんど

不可能となる 従って，母指の長さと内転 ・屈曲 ・

対立運動がピンチ動作を可能にさせるための要点と

なる.

外傷で悶指が短縮したり，内転・対立運動が不良

になった症例に対する治療法として， 1)母指延長

や 2)対向する示~小指の中手骨回旋骨切りを行

うこ とは成蓄にも記載されているが，母指の延長距

離やその延長方向，中手骨回旋骨切り角度の決め方

についての具体的な記述は少なし，1)2) 3) これは臨

床例では個々の受傷程度が異なるためその治療方法

も違うからであろう.今回の実験経過と結果から導

かれた簡便な対立機能再建の考え方は以下の如くで

ある 前述のように母指対立指となる示指~小指は

MP関節朗|泊位では内外転動作は不河能である.
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@母指の可動域に合わせた中手骨回旋管切り

図7 母指対立再建の簡便な指針

従って，

1)最初に変動要素の少ない対向指の「屈伸面j

を想定する(図 7a)~C) ). 続いて 2) -a 母指に操作

を加える場合には，先に想定した対向指の 「屈伸

商Jに母指が届くように あるいは「屈伸而Jとの

聞に物が把持できるように母指の延長距離や方向あ

るいは第 l中手骨悶旋骨切りの角度を計画する.

また 2)-b母指の状態はそのままで対向指に中手

骨回旋骨切りなどの手術操作を加える場合は，対向

する指の 「屈伸面j が伺度回旋すると残存した可動

範囲での母指と交点を持つようになるか想定すると

容易に中手脅回旋骨切り角度を決定出来る

3) 母指 ・対向指両方に手術操作を加える場合も

上記 1)2)と同様に計画できる.

以上の手技で簡便に残存指のピンチ動作や把持動

作のやliI後予測が立つと思われた

【まとめ】

1)母指に対する示指~小指のリーチングポイン

トを実験的に計測した

2) 示指~小指に向かうに従って 母指へのリー

チングポイントの範囲が減少した

3)母指の掌側 ・撲側・背側 ・尺側の)1聞に 母指

へのリーチングポイントが減少した

4))本実験結果は 母指対立再建の|臨床的応用に

も有用と思われた.

【文献】

1)津下健哉.私の手の外科第4版東京.南江堂 pp

325-341， 2006. 
2)高間邦夫ほか 新 OSNOW22 第 l版.東京.メジカ

ルビュー社 pp101・119，2004.

3) Green DPほか Greenの手の外科手術 簿井正道監

訳.第 4J坂.東京.診断と治療社. pp682-698， 2003 
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指 MP関節機能的関節可動域の計測
む告 い たかし さとう ;;ゆ み はた ゆきUこ うもやましiずはる か とうひろゆき

村;):1 貴ホ，佐藤亜由美ホ， 1:[1/ 幸彦*， I村山茂晴料，加藤博之料

電気角度計を使用し，母指，示t旨，中J旨，環指，小指の MP関節の機能的関節可動域(加lctionalROM 

fROM)を求めた.対象は手指に変J];や外傷l震のない成人健常者 12人 12手を対象とし， 性別は男性 6人，

女性 6 人， 年齢は平均 23.3 歳 (21~27 歳)であった 電気角度計を装着した状態で ADL16項目を実施し

た結果は fROM 母指 3 .2~34.7 度示指 10.8~63.2 度中指 9.3~73 .4 度， 環指 11.2~75.5 度，小指 14.6~

81.2度であり，尺側指ほど大きい屈曲角度を必要とした このROMを獲得する ことで大きな支障なく ADL

を遂行可能であると思われた.

{緒言]

上肢の関節機能においては，安定性とともに広い

可動域 (Rangeof Motion: ROM)が要求される. 日

常生活動作 Cactivityof daily living: ADL)において

必要な ROMすなわち機能的関節可動域 (functional

ROM: fROM)について，lJi，手関節においては既

に報告されている1)2)が，手指中手指節問 CMetacar-

pal phalangeal : MP)関節の fROMに関 しては|唯一

Humeらの報告3)があるのみである.Humeらは電

気角度計を用いて各 ADL遂行に際して指を静止さ

せた特定の瞬間において示指か ら小指をひとまとめ

にfing巴rsとして言十itlllした.

指の MP関節可動域は一般的に母指では屈曲 60

度，伸展 10I吏，示指~小指では屈曲 90度，f中展

30度とされているが，尺側指ほど屈曲角度は大き

くなるという報告がある4) 今回著者らは，電気角

度計を用いて，各動作の開始から終了までの問をリ

アルタイムに計測し，しかも悶指.示指.中指，環

指.小指の 5本をそれぞれ独立して計測し， fROM 

を算出した.

【対象と方法】

本研究に同意の得られた，手指に変形や外傷歴の

ない成人健常者 12人 12手を対象とした性別は男

性 6人，女性 6人，年齢は平均 23.3歳 (21~27 歳)

であった 全対象例の利き手は右手であり，右手の

みを計測した.

図 1 電気角度を装着しての実際の計測l

電気角度計には 1qillJゴニオメータ F35型(バイ

オメト リクス社.英国)を使用した(図 1) 電気

角度計の基準角度の設定はアンプの出力電圧 2.5V 

を計測値 O度， 3.5 Vを計測値 90度と設定した 4 

個の電気角度計を右手の中手骨背側と基節骨背側の

皮脂に装着し，アンプ ・コンビュータに接続した.

解析には BIMUTASII Cキッセイコムテック社， 長

野)を用いた.本研究に先立ち，われわれは電気角

度計の測定誤差について検討した. その結果は既に

報告したが，本電気角度計本体の誤差は 2度以内，

指に装着ーした際の誤差は 6度以内であった5)

電気角度討を装着した状態で ADLを実施した

ADL項目の選定には，Disability of the Arm， Shoul-

der， and Hand (DASH)， 日手会機能評価法， PA-

TIENT RATED WRIST EVALUATION (PRWE) ， 

Modem Activity Subjective Survey (MASS). Hume 

らの報告3)を参考にし，16項目とした(表 1). 各

被検者において各 ADL遂行に要する指 MP関節の

受理日 2011/11/09 
本信州大学医学部附属病院 〒390-8621 長野県松本市旭 3-1-1
料信州大学医学部整形外科
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表 1 ADL16項目

1 クフスを待つ 9 カギを回す

2 

3 

4 

5 

6 

i 

B 

;? 
さ

ぺ公オトJIIO澗 開

ドアノプを回す

水透明白をひねる

タオルを3宣る

ハソこJIIを握る

ナイフの使用

スプーンの使用

10 ボ夕、ノをかける

11 財布hら千円札想話す

12 ~字

13 はさみの使用

14 キーボードのタイピンク

15 パ、Aンマウ却河軍用

16 ~普賢

三7九守恥杭札
1 

図2 代表症例のペットボトルの開閉動作(示指~小指)

5回計測し(網掛け部分)， 0がそれぞれ最大屈曲

と最大伸展となっている.

最大屈曲角度と最小屈曲角度(最大伸展角度)を 5

回計測した(図 2) これら 5回の計測角度のうち，

最小値と最大値を除いた 3回の平均値を計算し，こ

の角度をこの被検者のこの ADLにおけるfROMと

して算出した.本研究では fROMより以下の検討

を行った.

1) fROM計測の再現性:fROM計測の再現性を

明らかにするために， 2人の被検者において ADL16

項目における母指から小指のfROMを2回算出し

た.被検者 1人1凹の fROM算出において，指数 5

本×計測 ADL数 16項目=80のfROMを求めた

fROMには最大屈曲と最小屈曲の両角度があるた

め， 160の角度を算出した.次に同一被検者におい

て，全く同じ条件で 1週間後に同様の 160の角度を

算出して，1回目の値と 2回目 の値の差違と検者内

再現性を級内相関係数 (ICC(1，1))を用いて求め

た さらに別の被検者においても同様に 2回の測定

における fROMの差違と検者内再現性を求めた.

2) ADL 53IJのfROM 各ADL別に被検者 12人の

-120 

母指から小指までの fROMを平均し，その ADLの

fROMとした.また得られた ADLのfROMよ り，

各指別に全 ADL遂行可能な最小屈曲角度~最大屈

曲を求めた.

3) 指別の fROM:母指から小指の各指別に

ADL16項目中，伸展 ・屈曲ともに 12項目可能な角

度をその指の fROMとした.

【結果】

1) fROMの平等現性. 2人の 2回の fROM測定に

おける差の絶対値は 0~18 (平均 7.9土6.7) 度で

あった.差異が 5度未満は全体の 42.5%，5から

10度未満は全体の 26.6%，10度以上は 31.0%で

あった.検者内再現性は， 1人は級内相関 係数

0.942， 2人目 0.928と高い値であった.

2) ADL別のfROM(表 2).全ADLで必要な ROM

は指別に母指 -2.2~38.9 度， 示指 -4.7~74.2 度， 中

指 3.9~84.2 度，環指 ー0.5~87.0 度，小指 -1.1~97.6 

度であった(図 3). 母指においては ADL別に大き

な角度の違いはなく， 16項目中 12項目では fROM

は 0~35 度であり，同角度内でほとんどの ADL が

遂行可能であった.一方 示指から小指においては

各ADL問において fROMは異なっていた ペット

ボトルの開閉，水道の蛇口をひねる，タオルを絞

る，ナイフの使用，書字などでは示指から小指最大

屈曲角度は大きい値であった.タオルを絞る，キー

ボードのタイピング，マウスの使用，洗顔などで

は，示指から小指の最小屈曲角度は小さい値であっ

た.すなわちこれら 4項目では指 MP関節の伸展角

度が大きいことを示していた.

3) fROM は母指 3 .2~34.7 度，示指 10 .8~63.2 度，

中指 9.3~73.4 度，潔指 1l .2~75.5 度， 小指 14.6~

81.2度であった(図 4). 

【考 察】

以前に筆者らが報告した電気角度計を用いた指角

度と実際の X線像角度の問の差異は 96%の例で 6.

以内であり，電気角度計の測定誤差はわずかであっ

た5) また本研究では検者内再現性は，級内相関係

数 0.9以上と優秀であったー一方，今回の fROM計

測においては，同一 ADL動作においても 2回の測

定において fROMに 10度以上の違いのある例が

31%と少なからずみられた.その理由としては.

ADL遂行の方法を指定しなかったこ とで完全に同
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表2 結果2.各指のADL項目別のMP関節の最小屈曲角度~最大屈曲
角度 (度)

ADLI買目 母m 市 t邑 中指 環;日 小1日

タフスを待つ B骨】23.9 3守昔日MO 7.0--41.4 5.9-40.4 10.5】43.0

ベットボト J ~の開閉 .1.2-】31.6 21.3-】74.2 23.3-84.0 23.0-】87.0 27.7-88.6 

ドアノブを回す 7.!r-26.9 15.ト 48.8 23.1-64.3 24.1-67.6 ぉ←75.2

水道倣E口をひねる .21-35.7 16.1-57.1 7.0--66.1 且7-74.9 14.6-81.2 

タオルを絞る 3.島】3&9 '4.7-61.6 3.9-76.7 4.1-78.8 虫7-00.5

ハンドJ~を鐙る .22---28.8 5.6-49.0 17.7-624 15.7-64.4 21.骨】75.6

ナイフの使用 10.4-ーお.3 17.9-47.0 26.8-65.5 29.4-83.2 あ.7-97.6

スプーン使用 5 告~32.6 26.~58.0 40.2-73.6 39.7-75.6 41.7-81.6 

鎚を回す 7 告~31.4 33.9-63.7 41.9-73.4 40.9-】75.5 43.0--80.0 

Yシャツのボタンをかける 3.9-36.1 226-67.9 26.2-66.9 27.5-70.0 30.1-73.2 

財布から札を品す 3.2---M7 10.告-67.4 9.3-】66.5 11.2---69.1 15.7-72.1 

書字 3骨】329 31.6-63.2 42.8-74.0 38.&】722 42.~76.2 

はさみの使用 .22---28.6 221-58.2 31.8-66.8 認6-75.2 37.2---81.3 

キーボードのタイピジク 6.9-26.6 16.2-47.4 5.吾~3B.2 0.5-2色2 .1.1-29.2 

マウスの使用 121-25.0 10.7-36.9 10.5-35.4 14.2-】M3 19岳山35.9

決F賢 122-26.6 17.7-42.1 18.告ー43.8 16昔、-39.0 14.2---40.1 

∞
叩

80 

70 

60 
屈
曲目
角
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母指 中指 IJ、指環指示指

図3 結果2 各指の全ADL遊行可能な MP関節可動域
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母指 示指 中指 環指 小指

図4 結果3 各指のMP関節の機能的関節可動域 (fROM)

ーの動作にならなかったと考えられた.

本研究では，各指において ADL別の fROMは異

なっていたが，母指においては ADL}]IJの違いは少

なかった.指別のfROMをみる と，母指の fROM
は 3.2~34.7 度であり 比較的伸展位で ADL を遂行

しているこ とが示された 一方，示指か ら小指の

fROM の最小間山角度は 9 .3 度~14.6 度の範囲内で

あったこの結果は示指から小指でιま，伸展不足角

度が 101支あっても ADLに支障は少ないことを示さ

れていた fROMの最大屈曲角度は示指から小指に

かけて大きくなっていった.一般に，榛側指列はつ

まみ動作に使用される指であるため要する屈曲角度

は小さく ，尺側出列は握り動作において必要とされ

るため要する屈曲角度が大きいと考えられる.今回

の研究では中指と環指のfROMの最大屈曲角度問

に大きな差はなく，示指と中指の fROMの最大屈

I'IJI角度の間の違いの方が大きかった.中指はつまみ

動作の指で、もあるが，握りlIijJ作においては大きい屈

曲角度を要することが示された.

関節運動のrealtim巴な計 測には.電気角度計 以

外に 3次元動作解析，データグローブなどがある.

3次元動作解析法は，身体にマーカーを付 け複数の

カメラで追跡し，3次元空間内での位置j亙襟を特定

し分析する 本法は各関節の角度，加速度などの情

報量を得る ことができ，また動作をイメージしやす

いなどの利点がある しかし高価であり ，複数のカ

メラ設置のため広いスペースを要する.またマー

カー設置を要する点で手指の使用には不向きであ

る. データグローブを用いる方法は.グローブにセ
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ンサーが入っており，指を動かすことで角度をコン

ビュータで解析することができる.データグローブ

法は比較的安価であるが皮蔚とグローブの接触面

に空間が生まれるため測定角度の精度は高くはな

い.本研究で使用した 1軸電気角度計は，先の2っ
と同様に動作中の動きをリアルタイムに計測しコン

ビュータで解析する.本装置は軽量で装着が簡便

で広いスペースを要しない利点がある.しかし，皮

膚の動き，腫の動き，センサーと皮膚とのずれ，な

どが計測精度に影響する点が欠点である.しかし，

筆者らは，センサーの設置方法に工夫を加え，測定

精度は 96%の例で 6度以内と低くすることができ
た5)

本研究の限界として， 1軸電気角度計を用いたた

め，回旋運動や内外転運動については計測できな

かった.また MP関節に影響を与える PIP関節や

手関節の角度，手の大きさや長さなどの個人差につ

いては検討しなかった.本研究で求めたfROMは

16項目中， 12項目可能な値とし全ADLは含まれ

ていない.これは過去の研究においても1)2)3)類似

の方法がとられている. 16項目中， 12項目可能な

値とは約 75%のADLは遂行可能なことを示してい

る.しかし本研究では屈曲と伸展で除外となった

ADL項目は異なっており 実際は屈曲と伸展の両

方が含まれている項目は8-9項目であった.

本研究の臨床的意義として，今回計測したfROM

は術後の後療法の目標角度になる.例えば，関節リ

ウマテや変形性遠位樟尺関節症における指伸筋膿断

裂再建後のリハビリテーションゴール設定に使用で

きる.さらに指MP関節人工関節のデザインの基礎

資料としても有用である.今後は隣接関節の状態が

MP関節のfROMに及ぼす影響を検討する予定であ

る.

【まとめ】

電気角度計を使用し，母指，示指，中指.環指，

小指のMP関節のfROM(釦nctiona1ROM)を求め

た. fROMは母指3.2-34.7度，示指 10.8-63.2度，

中指 9.3-73.4度，環指 11.2-75.5度，小指 14.6-

81.2度であった.この ROMを獲得することで大き

な支障なく ADLを遂行可能であるとことが示唆さ

れた.なお本研究は当施設の倫理審査委員会の承認

を得て行われた.
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著明な ulnarplus varianceを示さない尺骨突き上げ症候
群の診断における遠位榛尺関節 (DRUJ)鏡の有用性
いまだひであ宮 しぷやほやとし 宮し かずひこ

今回英明，渋谷早俊，岸和彦

窓滋S-

DRU]鏡によりはじめて診断し得た著明な叫narplus vari祖国を示さない尺骨突き上げ症候群の2例を経験

したので報告する.症例 1は20歳女性， u1nocarpal stress test陽性， u1nar var泊nceはOmmであった. RCJ 

鏡視にてTFCC中央部に小穿孔を認めるのみであった DRU]鏡にて TFCC中枢面の高度の損傷と尺脅頭軟

骨面の毛羽立ちと一部欠損を認めた.尺骨突き上げ症候群と診断し尺脅短縮骨切り術を行い手関節痛は消失

した.症例2は28歳男性， u1nocarpal stress test陽性，叫narvan血 ceは+lmmであった. RCJ鏡視にて

TFCC榛側の穿孔を認めた. DRU]鏡にて尺脅頭軟骨下骨の露出を認め尺骨突き上げ症候群と診断した.尺

骨短縮骨切り術を行い手関節痛は消失した DRU]鏡はTFCCfovea付着部を確認できるだけでなく TFCC

中枢面と尺骨頭関節軟骨の状態を正確に評価することが可能であり著明な凶narplus v紅 i担 ceを示さない初

期の尺骨突き上げ症候群の診断に有用である.

【緒言】

尺骨突き上げ症候群の診断は慎重に進めていく必

要があり， u1nocarpal stress testなどの理学所見と

単純レントゲンでの叫n紅 V紅ianceやMRIなどの画

像所見とを照らし合わせていくことになる.特に

u1nocarpal stress testが陽性にも拘わらず著明な

plus vari卸 ceを示さず， MRIでも月状骨・三角骨内

部の異常像を認めない症例では本疾患の診断はさら

に困難となり，従来は理学所見に加え榛骨手根骨間

関節(以下 RCJ)鏡での TFCCの損傷状態や月状

骨・三角骨関節面の病的所見の有無などから総合的

に診断を行ってきている.今回著者らは術前の理

学・画像所見検査や RCJ鏡視所見では診断がつか

ず遠位榛尺関節(以下 DRUJ)鏡を用いることでは

じめて尺骨突き上げ症候群と診断し得た著明な plus

varianceを示さない尺骨突き上げ症候群の 2例を経

験したので文献的考察と合わせ報告する.

【対象と方法】

症例 1:20歳，女性学生

主訴:左手関節尺側部痛

現病歴:介護実習で人を抱えた時，左手関節にコ

クっと音がした.以来続く左手関節尺側部痛を主訴

受理日 201ν10/04 

に受傷から 1ヶ月後紹介初診となった.

身体所見・検査所見:初診時，左尺骨遺位部に圧

熔と軽度の腫脹を認めた. Ulnocarpal stress testに

て強い痛みが誘発された.DRUJにも庄痛を認めた.

Piano key sign， scahoid shift testとも陰性であった.

尺側手根伸筋(以下 ECU)膿，豆状骨三角骨間(以

下町、，)，月状骨三角骨間(以下LT)に圧痛はなかっ

た握力は右 28kg，左 13kgであり，手関節可動

域は右伸展 70'屈曲 74.，左伸展 68"屈曲 70'であっ

た.囲内外制限はなかった.

初診時肩関節 90度外転位，肘関節 90度屈曲位，

前腕中間位での手関節正面レントゲンにおいてu1na

vananceはOmm(垂直法)であった(図 1). M悶

T2強調像にて TFCC内部に垂直ならびに水平方向

の高信号像を認めた(図 2). 月状骨，三角脅およ

び尺骨の内部や関節面に異常信号を認めなかった.

関節造影検査では DRU]や手担中央関節(以下

MCJ)への造影剤の漏出は認めなかった以上より

TFCCの表層もしくは水平断裂と診断し，まずは手

関節装具を用いた保存的治療を 3か月続けるも症状

改善しないため受傷後4か月にて手術を行なった.

手術(関節鏡)所見:鏡視はすべて1.9mm30度

斜視鏡を用いて行った.まず3-4portalより RCJを

独立行政法入国立病院機構 東広島医療センター〒739・0041 広島県東広島市西条町寺家513
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540 遠位筏尺関節 (DRU])鏡の有用性

図1 症例1.初診時左手関節

レントゲン :月状骨，三

角骨内に異常を認めない

ulna varianc巴は垂直法に

てOmmである

図2 症例 1. MRI (a. Tl強調像 b. T2強調像 c. 

SI1R像):T2強調像にてTFCC内部に垂直ならびに

水平方向の高信号像を認める 月状骨，三角骨お

よび尺骨の内部や関節面に異常信号は認められない.

観察したところ， TFCC円板部の葬薄化を認めた.

この部分に対して 6R portalから慎重にプローピン

グを行ったところ，ほぽ中央部に癒痕組織に覆われ

たスリット状の小さな穿孔が確認できた(図 3)

月状宵関節商に極めて軽度の毛羽立ちを認めたが関

節軟骨の軟化や摩耗は認めなかった.また LT籾帯

に損傷を認めず MCUCmidcarpal uln紅)からの MCJ

鏡でも LTの不安定性は認められなかった.続いて

DRUJ鏡 を行った遠位 portalから DRUJを観察し

たところ TFCC中継面には多数の屯裂を認め，末

梢面と比較し損傷が高度であった.また尺骨頭突出

部の関節軟骨の毛羽立ちと一部欠損をはっきりと確

J 
図3 症例 1.RC]鏡視所見 :TFCの奔

薄化と巾央部の小さな穿孔を認

める.月状骨関節lIDl=緩めて軽

度の毛羽立ちがあるも関節軟骨

に軟化や摩耗は認められない.

図4 症例 1.DRU]鏡視所見 TFCC
中枢商には多数の亀裂を認め，

末梢面と比較し損傷が高度であ

る(白矢印はτFCC亀裂部を示す).

また尺骨頭突出部の関節軟骨の

毛羽立ちと一部欠損をはっきり

と確認することができる(黒矢

印は尺骨頭関節軟骨の毛羽立ちを，

*は関節軟骨欠損部を示す).

認することができた(図 4). 三角靭帯fovea付着部

に異常を認めなかった.以との所見より ulnarne仕al

variance尺骨突き上げ症候群と診断し 3mmの尺骨

短縮骨切り術を行いさらに TFCCに対しては囲内

外にて不安定性を認めた部分に対する最小限のテeブ‘

ライドメントを行った(図 5). 
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遠位焼尺関節 (DRU])鏡の有用性 541 

図5 症例1. 尺骨短縮借切り

術後レ ントゲン :3mm 

の尺骨短縮を行った

症例 2:28歳，男性.

主訴 ・左手関節尺側部焔

現病歴 ・1年前，空手の練習中に左手関節をil淫く
捻った後から左手関節尺側部嫡出現.徐々に培恐す

るため当科紹介となった.

身体所見 ・検査所見:初診時，左尺骨遠位部に圧

痛と腫脹を認めた Ulnocarpa1 s仕巴sst巴stにて強い

痛みが誘発された DRU]に程度の圧痛を認めた.

Piano key sign軽度|場性.scahoid shift testは陰性で

あった ECU腿，PT， LTに圧痛はなかった.握

力は右 68kg，左 51kgであり.手関節可動域は右

伸展 60.屈曲 60..左伸展 60.屈曲 45.であった 回

内外制限はなかった.

初診時肩関節 90度外転位，肘関節 90度屈耐位，

前腕中間位での手関節正面レン トゲンにおいて ulna

vananceは+lmm(垂直法)であった(図 6). MRI 

T2強調像 TFCC内部さらに fovea付着部にも高信

号を認めた.月状骨や三角骨および尺骨内部や関節

面に明らかな異常信号を認めなかった(図 7) 以
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図6 症例 2.初診時左手関節

レントゲン:月状骨， 三

角骨内に異常を認めない.

ulna varianceは垂直法に

て1mmである.

図7 症例2.M悶 (a.Tl強調像 b. T2強調像):T2強

調像にてTFCC内部さらにfovea付着部にも高信号

を認める 月状骨， 三角骨および尺骨の内部や関

節面に異常信号は認められない

上より TFCC損傷に加え三角靭帯の fovea付着部で

の損傷も疑い手術を行った.

手術(関節鏡)所見 :鏡視はすべて 1.9mm 30 

度斜視鏡を用いて行った.まず 3-4porta1よ りRC]

を観察したと ころ， TFCC!莞側付着部に穿孔を認め

たため尺骨頭関節面を観察するための最小限のデ、ブ

ライドメントを行ったがこの部分からは尺骨頭関節



542 遠位様尺関節 (DR日)鏡の有用性

図8 症例2.RC]鏡視所見 :TFCC榛

側付着部に穿孔を認める.月状

骨関節面に軽度の毛羽立ちを認

めたが関節軟骨の軟化や摩耗は

認めない.

面の変性は確認できなかった(図 8).月状骨関節

面に軽度の毛羽立ちを認めたが関節軟骨の軟化や摩

耗は認めなかった.また LT靭帯に損傷を認めず

MCU (midcarpal uln紅)からの MC]鏡でも LTの

不安定住は認められなかった 続いて DRU]鏡を

行った遠位 portalから DRU]を観察したところ

TFCC中枢面には症例 1同様，多数の亀裂を認め，

;僚側の穿孔部より RC]内を観察することができたー

また尺骨頭突出部の関節軟骨の毛羽立ちと一部摩耗

欠損をはっきり と確認することができた(図 9)

続いて TFCCのfovea付着部の観察を試みるも滑11英

の増殖のため困難であった ここまでの所見から少

なくとも尺骨突き上げ症候群を合併していることは

明らかと診断し，まず3mmの尺骨短縮骨切り術を

行った.短縮後，再度 DRU]内を観察すると健常な

色調を示す三角靭帯の foveaからの立ち上がりと良

好な緊張を確認できたため(図 10) これ以上の操

作を追加せず手術を終了した

[結果】

症例 1:術後 9か月の最終経過観察時，骨切り部

の癒合は良好であり手関節尺側部痛は消失してい

た握力は術前 13kgから 18kgへ，手関節可動域

は伸展が 68'から 72'へ，屈曲が 70'から 72'へ改善

した

症例 2:術後 11か月の最終経過観察時，骨切り

部の癒合は良好であり手関節尺側部痛は消失してい

図9 症例 2. DRU]鏡視所見 :TFCC

中枢面には症例 1同様，多数の

亀裂を認め，榛側の穿孔部より

RC]内を観察することができる (臼

矢印はTFCC穿孔部を示す).ま

た尺骨頭突出部の関節軟骨の毛

羽立ちと一部軟骨下骨が霧出し

ている様子を確認することがで

きる(黒矢印は尺骨頚関節軟骨

の毛羽立ちを，*は関節下骨露

出部を示す)

図 10 症例 2. 尺骨短縮脅切離術後

DRU]鏡視所見 ・尺骨短縮によ

りDRU]が広がった結果，健常

な色調示す三角靭帯のfoveaか
らの立ち上がりを確認できる(白

矢印は三角靭帯を示す).

た握力は術前 51kgから 58kgへ，手関節可動域

は伸展が 60'から 63'へ，屈曲が 45固から 50'へ改善

した.
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【考察1
尺骨突き上げ症候群は 1991年に Friedm叩ら1)に

より提唱された疾患であり，尺骨の榛骨に対する相

対的な長さが静的または動的に長いことによって尺

骨頭が月状脅，三角骨といった尺側手根骨やTFCC

を突き上げることにより生じる TFCC損傷や月状

骨，三角骨，尺脅頭の関節軟骨障害， LT靭帯損傷

といった疾患群の総称である.診断においては単純

レントゲンにおける叫n紅 plusv紅泊nceの存在や叫-

nocarpa1 s位'esstestが陽性であることが大きな参考

となるが本テストはTFCC損傷やLT靭帯損傷でも

陽性を示すことから安易に診断することなく理学所

見と単純レントゲン， MRIなどの画像所見とを照

らし合わせて慎重に進めていくことが重要である.

さらにu1nocarpa1stress testが揚性にも拘わらず

著明なplusvarianceを示さない場合，本疾患診断は

さらに困難となる. Chunら2)は前腕囲内や把握動

作にて叫narvari阻 ceが増大するため neutra1または

negative v紅ianceの症例でも尺骨突き上げ症候群が

発生することを報告しており Toma血03)はその診断

には前腕囲内位最大グリップ時正面レントゲンでの

叫narvari回目の増大と MRIにて月状骨や三角骨の

髄内信号の変化を確認することが有用であると述

べている.一方， Imaedaら心は初期の尺骨突き上

げ症候群では月状脅関節面の変化を MRIで同定す

ることは困難であり RCJ鏡にて関節軟骨の状態を

観察することが診断に有用であると報告しており

Tatebeら5)もneutra1または negativev出血ce尺管

突き上げ症候群の診断には理学所見と M悶所見に

加え RCJ鏡視所見が重要でありその上で治療方針

を決定するべきと述べている.

これらの報告をもとに従来，著者らは術前画像検

査にて著明なplusv紅担nceや骨内の異常信号を示さ

ずRCJ鏡視でも手根骨関節面に変性所見を認めず

TFCC断裂のみを認める症例に対してはTFCC損傷

と診断し以下の方針のもと治療を行ってきた.すな

わち外傷性と思われる症例にはデプライドメントま

たは縫合を第一選択とする一方で，変性と思われる

症例のうち損傷部の著明な不安定性を認め RCJ鏡

にて尺骨頭関節面の変性所見が確認できないものに

はデブライドメントを，尺骨頭関節面の変性所見が

確認できたものには尺骨突き上げ症候群の合併があ

ると診断し尺骨短縮骨切り術を追加してきた. しか

し若年者で軽微な外傷後に持続する手関節尺側部痛

を訴え，術前検査にて著明な叫narplus vari叩ceや

骨内異常信号を認めずRCJ鏡視にて関節面の明ら

かな変性所見を確認できなかったため軽度の外傷性

TFCC損傷と診断しこれに対する可及的処置のみを

行うも痛みが残存し尺骨骨切り術を追加することで

症状が消失した症例を経験することがある.これら

の症例では結果的に初回手術時に尺骨突き上げ症候

群の潜在があったと診断せざるを得ないが従来はこ

の潜在を探る有効な手段がなかった.

DRUJ鏡は 1986年， Whippleら6)により初めて報

告されたもので， TFCC中枢面や尺骨頭関節面，さ

らに DRUJ適合性を詳細に観察できる優れたツー

ルである.特に pianokey signやRCJ鏡視による

位却lPolinesignといった間接的所見から診断せざる

を得なかったTFCCのfovea付着部損傷を直視下に

確認できるという大きな利点を有しているが，実際

に行ってみると fovea付着部は特に狭いため滑膜の

増殖を伴う症例では非常に見えにくく，その有用性

を実感しづらい.またこの部分以外を観察する臨床

的意義がはっきりしないことからも広く普及しない

状況が続いてきた 2008年， Yamamotoら7)は手関

節尺側部痛を訴える 67例に対してDRUJ鏡を用い

たTFCC中枢面の詳細な観察を行い， TFCC末梢面

に比べ中枢面の損傷の方が高度の症例が多く，こち

らの面の病的所見の有無の方が手関節尺部痛の発

生と高い関連性を示したと報告し，さらにfovea付

着部は 57%のみで鏡視可能であった反面， TFCC 

中枢面は 100%，尺骨頭の関節面は 99%の症例で

観察可能であり， fovea付着部の観察に捉われず

TFCC中枢面を観察することは尺側部痛の診断に重

要であることを強調している.またτbmain08)は13

例のnegativeまたはneutra1varianceの尺骨突き上

げ症候群においてTFCCを観察した結果，全例と

もTFCC末梢面は正常であり中枢面にのみ毛羽立

ちを認めたと報告し， DRUJ鏡によりこの所見を捉

える事が早期の尺骨突き上げ症候群の診断に有用で

あると述べている.早期の尺骨突き上げ症候群にお

いてTFCCにより隔たれた月状骨，三角骨の関節

軟骨所見と尺骨頭関節軟骨所見とを比較した報告は

ないがMi魁c9)は加齢に伴う TFCCの変性は中枢商

から始まり，この発生には尺骨頭突出部がTFCC

に対して回旋・並進方向だけでなくピストン様に衝

突することが関係していると述べており， TFCC末

梢面が接する月状骨や三角骨側より中枢面が接する
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544 遠位機尺関節 (DR切)鏡の有用性

尺骨頭側の関節軟骨の方が先行して損傷される可能

性は十分考えられる.以上より，早期の尺骨突き上

げ症候群の中には RCJよりも DRUJ側の損傷が高

度であり今回著者らが経験したごとく DRUJ鏡に

よってはじめて診断可能となる症例が少なからず存

在していると考えられ，手関節尺側部痛を訴える症

例において RCJ， MCJ鏡に加え DRUJ鏡を行うこと

は早期の正確な診断にとって有用であると考えてい

る.

【まとめ】

DRUJ鏡が診断に有用であった著明な叫.narplus 

v白血ceを示さない尺骨突き上げ症候群の 2例を経

験したので報告した.

RCJ. MCJ鏡に加え DRUJ鏡を行うことは手関節

尺側部痛の早期診断に有用である.

【文献】

1) Frie也nanSL. et a1. The ulnar impaction syndrome. Hand 
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ulnar shortening osteoωmy. J Hand Surg 18・A:46・53，

1993. 

3) Tomaino MM， et a1. u1nar impaction syn命。mein出e

叫narnegative and neu位百1wrist-Diagnosis and pathoanat-

omy. J Hand Surg 23・B:754・757，1998.
4) Imaeda T， et a1. IDnar impaction syndrome:MR imageing 

findings. Radiology 201: 495・500，1996.
5) Tatebe M， et a1. Results of u1nar shortening osteotomy for 

叫n民 arpa1泊lpactionsyndrome in w討s箇 withneutr百lor

negative叫n紅 variance.J hand Surg 30・B:129・132，2005.
6) Whipple TL， et a1. Techiniques of wrist arthroscopy. 

Ar也roscopy2: 244・252，1986.
のYamamotoM， et a1. Arthroscopic visua1ization of the distal 

radioulnar joint. Hand Surg 13: 133・138，2008.
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中手骨短縮症に対する仮骨延長術
い つl王としろう かとうひろゆき ますこたつゃ なかむらこういち いわさ吉田りまさ みなみあ吉お

伊坪敏郎市，加藤博之竺益子竜弥***中村恒一矢岩崎倫政**三浪明男料

【背景と目的】著者らは中手脅短縮症に対する仮骨延長術 6指の成績を過去に本学会で報告した.その後

の4指の経験を加え本術式の利点と問題点について報告する.

【対象と方法】症例は6例7手10指である.全例が女性で，手術時年齢は 10--19(平均 14)歳である. 1 

年以上の経過観察を行い，合併症の有無，骨癒合の有無，目標延長の達成度， X線写真，指の可動域，延長

距離と延長期間， healing index (HI)，患者満足度を調査した.

【結果】感染，神経・循環障害などの合併症は認めなかった.全例で目標とした距離の延長が可能であっ

た 9指で骨癒合が得られたが， 1指では仮脅延長のみでは骨癒合が得られず腸骨移植を要した.延長距離

は11--18(平均 15)mmであり 延長器装着期間は 16識から 19歳の 4指ではHIは167.1日/cm，12歳未満

の6指では聞は 63.6日/cmであった

【考察}本手術の成績は延長時の年齢に左右されると考えられる.

【緒言】

先天性中手骨短縮症では 手指伸展時の示指先端

から小指先端の弓状のライン不整を主訴に，整容的

改善を希望する症例がしばしばある.方法として，

1回の手術で延長する方法1) 骨延長期を用いて延

長し骨移植を行う方法2ゆなどがあるが，前者では

11mm以上の延長が困難な場合が多く 4) 後者は多

数回の手術を要するなどの問題がある.

著者らは中手骨短縮症に対して仮骨延長術5)を施

行しており，すでに 6指に対する仮骨延長術につい

ての成績を報告した削今回その後の 4指の経験

を加えた成績を報告し，本術式の利点と問題点につ

いて論ずる.

【対象と方法】

症例は 6例7手10指である.全例が女性で，手

術時年齢は 10--19(平均 14)歳である.延長骨は

第3中手骨 :4指，第4中手骨 :2指，第 5中手

骨 :4指であり，両側擢患(症例 1，6)が2例で

あった(表1).術前に 10指中 9指に MP関節屈曲

角度の制限が認められたが，短指による機能障害を

訴えた例はなく，全例が整容的改善を希望する症例

受理B 2011/12/12 

であった 1例は他医で 14歳時に仮骨延長が行わ

れたが延長中に仮骨が癒合し，第3中手骨に 12mm

の短縮が残存し 19識時に再度の延長を強く希望し

受診した例であった(症例 3).

手術前に，使用する骨延長器のサイズと延長距

離，延長方向を X線写真あるいはX線透視下に確

認した.手術は全例全身麻酔下に行った.第3，4

中手脅躍患例では手背側，第5中手骨短縮症例では

創痕が目立たないように尺側に皮切を置いた.皮下

の皮神経と伸筋腫を保護し，中手骨の背側より中手

骨中央骨幹部の骨膜を縦切した.骨延長器をガイド

として X線透視下に.直径1.5--2.0mmのハーフ

ピンを中手骨の近位端と遺位端にそれぞれ2本ずつ

刺入した.ピン刺入に際して伸筋纏， MP関節の指

背腿膜の滑走をピンが障害しないように留意した.

脅延長器を装着してネジとクランプを調節した後

に，骨延長器をはずして中手骨を骨幹部中央で横に

ノミで管きりした.脅きり後に骨延長器を装着して

骨きり部を接合させ，骨膜をていねいに縫合した.

術後5日--7日目から 0.25--0.50/mmのスピードで

1日2回朝，タに両親が延長器のネジを回して延長

した脅延長器はHo飴nannmini創外固定器:6指，

*信州大学医学部整形外科〒390・8621 長野県松本市旭3・1・1
柿北海道大学医学部整形外科

判事新日銀室蘭総合病院
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546 中手骨短縮症に対する仮骨延長術

表1 術前

症例 年鈴 性別 櫨畠中手骨 創外固定舗 MP闘節可勘犠仲良J屈曲{・} 中手骨長{冊目古

10 F 左第3 Ha冊nann 1511ω 37 

10 F 左第5 Ho働市町n 15155 s 

11 F 右衛S Hoffinann 15/1路 38 

11 F 右第s Hoffmann 15/55 30 

2 11 F 左篤5 Hoffmann 20145 30 

3 19 F 左第s 0品。fix 101:ω 55 

4 10 F 右第4 Ho伽副司 10145 39 

5 18 F 左篇s Ho駒曲川E 20170 39 

s 17 F 有第4 BL2000 10145 31 

s 11 F 右箆5 BL2000 10145 26 

F: female， MP: metacarpophalangeal， Hoffmann (n) : Ho鑑nannMini Lengthener 

(Stryker trauma， Geneva， S制 .tzerland>，Orthofix: Orthofix M 100侶BIMedi凶 lSy.脂血，

Inc.， Parsipp皿 y，NJ). BL2000:指骨延長器BL2000(MESを1:).

Hoffmann m泊辺創外固定器:1指， Orthofix M100 

創外固定器:1指， MES-BL2000創外固定器 :2指

であった.延長中は患指の自動運動を許可し，目標

の延長が得られたら仮骨の成熟を待って骨延長器を

除去した.

上記の症例を対象に 1年以上の経過観察を行い，

合併症の有無，脅癒合の有無，目標延長の達成度，

X線写真，指の可動域 (ROM)，延長距離と延長期

間.hea1ing ind田(日/cm)，患者満足度を調査した.

術後経過観察期間は 12から 60か月(平均 29カ

月)であった.

【結果】

感染，神経・循環障害などの合併症は認めなかっ

た皮膚切開創の肥厚性癒痕が 1指，骨延長期の脱

転が1指，延長中の背側凸変形が2指に生じた肥

厚性癒痕の生じた例は2回目の仮骨延長例で.最終

的に 5回の手術を要した(症例 3). 脅延長器脱転

倒は，延長器装着の際に遠位ピンのクランプ位置に

誤りがあり，延長途中で遺位クランプが創外固定器

から脱転した本症例は伝達麻酔下に創外固定器を

再装着して延長を再開することができた(症例1).

背側凸変形例の 1例は延長開始後4か月時に矯正

し，もう 1例は延長開始後3週経過時に発生したが

軽度であり外観上目立たないため矯正は行わず経過

観察とした(症例 6).

全例で目標とした距離の延長が可能であった. 9 

指で骨癒合が得られたが， 1指では仮脅延長のみで

は骨癒合が得られず腸骨移植を要した(症例3).
延長距離は 11-18(平均 15)mmであり，延長器装

着期間は 10-61(平均 19.7)週であった.MP関

節自動ROMは5"-15"の伸展低下が3指にみられ

た HIは全体で46.4-283 (平均 98) 日/cmであ

り， 16歳から 19歳の 4指では 167.1日/cm，12歳

未満の 6指では 63.6日/cmであった MP関節の屈

曲可動域は延長後に 10-35"増加した指が 7指あ

り，指の使いやすさが向上した.また 10指中 9指

では 10-30"のMP関節の自動過伸展が可能であっ

た(表2)，症例 6において QDASHの測定を行っ

たところ術前5点，術後0点と改善していた.満足

度は非常に満足が3例，まあまあ満足が3例であっ

た.まあまあ満足と評価した患者の3例中 2例では

手背の創が満足度を低下させていた.

症例呈示

症例 6:17歳，女性.

主訴:両手の環指，小指の短縮変形. (図1).

現病歴:両手第4，5指中手骨短縮症.患者と相

談し右手の手術を施行した.

手術所見:全身麻酔下に第4中手骨は背側に，第

5中手骨は尺側の創外固定器を装着(図2)し.術

後7日目より仮骨延長を開始した.

術後経過:延長距離は環指 11mm，小指 14mm

で，術後1年現在，右手の各指のバランスが良好と

なり.ピアノ演奏動作が楽になった(図的.
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中手骨短縮症に対する仮骨延長術

表2 仮骨延長結果

創外固定器
延長距離 延長率 Healing lndex MP関節可動iま 経過観察

症例 装務期間 結果 合併症
(mm) (%) (日Icm) 伸展/屈曲(" ) 期間(月)

(週)

15 18 49 cc 58.3 15170 なし 60 

12 18 58 cc 46.4 15/65 なし 60 

19 16 44 cc 83.1 15170 脱転 51 

14 15 50 cc 65.3 15/65 なし 51 

10 12 40 cc 58.3 10/45 なし 24 

13 12 22 RBG 5/80 肥厚性憲痕 24 

15 15 39 cc 70 301目。 なし 12 

61 15 39 cc 283 15170 背朝o凸変形 12 

19 11 35 cc 122 10/55 なし 12 

19 14 54 cc 96.4 10/55 背慎j凸変形 12 

MP: metacarpophalangeal， CC: Complete consolidation， RBG: Required bone graft. 

図 1 a:やj:j前写真，b:術前レントゲン像

図2 a:手術直後写真ー第4巾手骨は背側に， 第5rj寸手骨

は尺側に創外固定器を装着，

b 手術直後レントゲン像
図3 a:術後1年.b:やrj後1年時レントゲン像

547 

【考察】

先天性中手管短縮症に立すする手術法において，仮

骨延長術は骨移植を必要とせず， 骨延長量が自由に

設定できるなどの利点を有する.また，手術方法も
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548 中手骨短縮症に対する仮脅延長術

比較的容易である.短所としては榛尺骨の骨延長期

間8)9)と比較して長期の骨延長器装着が必要なこと

である.特に手術時年齢により差が出ることが今回

の調査では明瞭であった.今回の調査では， 16歳

から 19歳の 4指では回は 167.1日/cm，さらにそ

のうち 1指では骨移植を要したのに対して， 12歳

未満の 6指では HIは63.6日/cmで過去の中手脅延

長報告例 5) とほぼ同様であり，合併症も少なく満

足度も高い結果となった. 10歳から 11歳女児では

骨成長がほぼ終了しているため延長目標距離が設定

しやすいが，仮脅延長がまだ豊富であること，患者

の脅延長に対する理解力があり術後管理がしやす

く，受験までには時間的余裕があることなどが，好

成績の理由と考えられる.ただし，この年代での脅

延長においても脅成長終了時の短指変形が再発しな

いように骨端軟骨成長板のX線像により，延長距

離を前もって予測しておく必要がある.一方で 16

歳から 19歳の症例では延長目標設定は容易だ

が，やはり仮骨形成が若年者に比較して時間を要す

る事から脅延長器の装着期間が長くなる可能性につ

いて十分な説明が必要であると考えられた.また，

著者らの症例のなかで骨移植を要した 1例は，以前

に仮骨延長を一度受けたことのある症例で， 19歳

と年長であった.このような症例については仮骨形

成が不十分になることが予測され，手術適応および

手術方法の再検討が必要と思われた.

今回の 10指のうち， 7指においてMP関節可動

域の改善がみられた.原因としては手内筋の他指と

のバランスが向上したことが考えられる.また6例

中2例で矯正後にピアノの演奏動作がし易くなった

と患者より報告があった.このことから，中手脅短

縮症に対する仮骨延長術は整容的な改善ばかりでな

く，機能的な改善も見込める可能性がある.

今回の症例において，患者満足度を左右する要因

として手背の手術創の問題が挙げられる.著者らの

方法では手背に縦皮切を置くため，切開線が整容的

に目立つことがしばしばある.第5中手脅の場合で

は皮切を尺側にするなどの工夫は行っているが，今

後は皮切を横に切開する方法を考えている.また，

第3あるいは第4中手骨単独の中手骨短縮症であれ

ば手掌から進入して 1期的に骨移植して延長する

Saitoらの方法瑚が，整容的には優れている可能性

がある.もともと整容的な問題での手術希望が多い

疾患であるため，今後，創の位置や術後の肥厚性癒

痕などについては十分な検討が必要と思われる.

最後に，本法施行においては，至適サイズのピン

と延長器の選択，延長開始と終了時の延長器のシュ

ミレーションを入念に行う必要がある.また延長器

の構造，延長ネジの回転方向，そしてネジ 1回転で

延長する距離などを担当医のみならず両親，患者本

人が十分理解することが延長中の合併症を防ぐうえ

で重要である.

【まとめ】

1. 中手骨短縮症6例7手 10指の仮脅延長術の

結果を報告した.

2. 目的の骨延長は全指で可能であった.

3. Healing indexは16歳から 19歳の 4指では平

均 167.1日/cm，12歳未満 (10から 11歳)の症例

では平均 63.6日/cmであり，年齢による差がみら

れた

4.本手術の成績は延長時の年齢に左右されると

考えられた.
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予開
‘.4t.atAS'与等唱~~

側正中切開を用いた Dupuytren拘縮の手術
たるい たかし おおすかこうじ

撞井隆，大数加光治

病変が指の片側に偏在している Dupuytren拘縮5例に対し，側正中切聞を用いた皮切にて手術を行った.

病変のある指側面に側正中切聞を置き，病変の広がりに応じて手掌や指尖に皮切を延長した.掌側に皮弁を

起こして病変を切除した後.checkrein ligamentを切離して PIP関節の屈曲拘縮を解除した.創閉鎖には新

たな皮弁形成は要さず，そのまま元通りに皮J曹を縫合した.全例で創は良好に治癒した.元通りに皮膚が縫

合可能であったことから，拘縮が長期にわたっていても長軸方向の皮膚の短縮はほとんど生じていないこと

が推測された.Dupuytren拘縮の手術に側正中切開を用いることは有用である.

【緒言】

指の掌側に対するアプローチ方法としては，掌側

面への皮切(ジグザグなど)と側正中切開 (midlat-

eral incision)がある.これまで Dupuytren拘縮の

手術には，ジグザグ皮切と Y-V形成，直線状皮切と

z形成，横皮切と開放療法などが用いられてきた

しかし病変が指の片側に偏在している症例もあり，

我々はそのような症例には病変側の側正中切聞を用

いて手術を行っている.その理由は側正中切聞の方

がより病変への距離が近く病変の展開が容易である

こと，また掌側皮膚の連続性を保ったまま展開する

ため，創閉鎖も容易となるからである.これまで側

正中切聞を用いた手術について言及した報告はほと

んど見られないので，今回報告する.

【対象と方法1
1995年から 2010年の 16年聞に，東芝病院にて

手術を行った Dupuytren拘締の症例は 40例であ

る.そのうち病変が指の掌側正中を中心に存在した

35例は，直線状皮切を用い Z形成にて創を閉鎖し

た.

一方病変が指の片側に偏在していた 5例は，側正

中切開を含んだ皮切にて手術を行った.この 5例に

ついて報告する.

[対象]症例の内訳を(表1)に示す.手術時年

齢は平均 60歳 (35......77歳).擢病期間は平均 6.4

年 (3......14年).性別は男性 4例，女性 1例，躍患

指は小指が3例，環指，示指が 1例ずつであった

既往歴や職歴，家族歴など.Dupu戸ren拘縮の素因

を持つ例はなかった.術前の伸展制限角度は.MP 

関節がいずれの症例も 0'.PIP関節が平均 64'(60 

......80.). DIP関節が平均 18'(0......60.). 伸展制限角

度の総和は平均 82'(60......120.)であった.

[手術方法]皮切のデザインは.病変のある指側

面に側正中切開を置き，病変の広がりに応じて手掌

や指尖に皮切を延長する(図 1). 顕微鏡を用いて

皮膚を愛護的に扱いながら 指の反対側に向かい掌

側に皮弁を起乙していく.皮庸と病変の聞を皮膚が

表1 症例の内訳

受理日 201ν10/18 
東芝病院〒140・8522 東京都品川区東大井6・3・22
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....-喝

薄くなりすぎないように注意して剥離する.必要な

だけ皮弁を起こした後.神経血管束を剥離しながら

病変を切除する.PIP関節の伸展制限は病変の切除

のみでは十分に改善されなかったため， checkrein 

ligam巴ntないし掌側板を切離した創閉鎖には新た

な皮弁形成は要さず，そのまま元通りに皮膚を縫合

した.

[後療法]可及的に可動域訓練を行った. Capener 

splintなどを適宜使用して伸展制限の再発防止を

図った.

[調査項目]術後の創治癒および伸展制限角度の

経過を観察した 術後観察期間は平均 17.2か月 (3

~33 か月)である .

ヂ==-

図1 皮切のデザイン

【結果】

すべての症例で創は良好に治癒した.皮弁の部分

壊死を起こして治癒が遷延した例が 1例あったが

(疲例 2)，術後 1か月で治癒した.皮膚を元通りに

縫合したが縫合の緊張は高くなく ，皮膚の短縮が伸

展制限の原因となる症例はなかった‘感染や神経損

傷など合併症はなかった.

症例ごとの伸展制限角度の経過を(図 2) に示

す MP関節の伸展制限は術前，術後とも o.であっ

MP関節 PIP関節
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図2 伸展制限角度.の術後経過

134ー



似1)正中切開を用いた Dupuytr巴n拘縮の手術 551 

図3 症例 1

た. DIP関節の{時l展制限は術前後でほぼ同等であっ

た.

PIP関節については術前平均 64"の{l'll股制限が

あったが， vl~ I:jJ 0"まで伸展可能であった 術後 1

か月では全例伸展制限 10.以下と良好に矯正されて

いた.しかし術後 1年経過した 3例では平均 11.7¥

2年経過した 2例では平均 25
0

と {q3展制限が長期

的には悪化する傾向にあった

[症例提示]

(症例 1)61歳男性.小指と環指に病変があり

小指に側正中切聞を用いた 環指には掌側の直線状

皮切とZ形成を用いた.小指には術前 PIP関節60固

の伸展制限があったが，討す中完全伸展可能であっ

た.術後 1年経過時に PIP関節 20"の{IIJ展制限を生

じていたが(図 3)，術後 2年では伸展制限 10"と改

善した

(症例 2)77 歳男性 小指に病変がありやI~Í前 PIP

関節 60"の伸展制限があった 術後皮弁先端の部分

壊死を起こしたが約 lヵ月 で自然に上皮化し，癒痕

拘縮を起こすことはなかっ た.術後 9か月で PIP

関節の伸展制限 20"である (図 4)目

(症例 4)69歳男性環指に病変があり術iiiiPIP 

関節 80"の伸展制限があった 術後 1年で PIP関節

の伸展制限 5"である(図 5). 

(症例 5)35歳女性.示指に病変があり争I'f前PIP

関節 60"の伸展制限があった 術後 1年で PIP関節

図4 症例2

図5 症例4

図6 症例5

の伸展制限 10・であったが(図6)，術後2年では伸 【考 察】

展制限 40.と悪化している これ までの Dupuytren拘縮に関する文献の中で.

側正中切聞についての言及があるのは Jacobsenら
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皮切

図7 皮弁の血流障害

の報告のみである1) PIP関節屈曲拘縮の解除術に

は掌側切開よりも側正中切開の方が優れている，と

の報告はある2)3) われわれは臥明ly位en拘縮の手

術において，病変の局在に応じて側正中切聞を用い

ている.著しい合併症はなく，手術成績はジグザグ

皮切など他の皮切を用いた諸家の報告と同等と思わ

れる4)5)6) PIP関節の伸展制限は長期的には再発す

る傾向にあったが，石川らも PIP関節の擢患は成

績不良因子と述べている6)

側正中切聞を用いる利点としては，より病変への

距離が近く病変の展開が容易であること，また掌側

皮蔚の連続性を保ったまま展開するため創閉鎖が容

易であり.Z形成やY-V形成のような追加の皮弁形

成が不要となることである.

側正中切聞を用いる欠点としては皮弁の先端の血

涜障害がある.度弁を起こしていく時に，皮膚と病

変が固着しているところで皮膚が薄くなりすぎると

皮弁先端の血流が悪くなる(図 7). それはジグザ

グ皮切にも共通する欠点である.症例のなかには皮

弁先端の部分壊死を起こした例もあったが(症例

2)，創は自然治癒し，癒痕が拘縮の原因となること

はなかった.血流障害に対する対策としては，顕徴

鏡を用いて度膚と病変の聞を注意深く剥離するこ

と皮膚を極力愛護的に扱うことである.

興味深い事実として，術前 PIP関節に 60-80'と

高度の拘縮があったにも関わらず，皮膚を元通り

に縫合することが可能であった点である.追加の皮

弁形成や植皮を要した例はなかった.この事実よ

り.Dupuytren拘縮においては拘縮が長期にわたっ

ていても，長軸方向の皮膚の短縮はほとんど生じて

いないと推測された.これまでの手術においてz
形成を置く意義は，皮膚の短縮を補うことではなく

縫合線の方向を変えることにあるのではないかと考

える.

【まとめ】

病変が指の片側に偏在している Dupuytren拘縮5

例に対し，側正中切聞を用いた皮切にて手術を行っ

た創閉鎖には新たな皮弁形成を要さず，そのまま

元通りに皮膚を縫合した.元通りに皮膚縫合が可能

であった事実より，拘縮が長期にわたっていても長

軸方向の皮膚の短縮はほとんど生じていないと推測

された. Dupu:向田拘縮の手術に側正中切聞を用い

ることは有用である.

【文献】

1) Jacobsen K. et a1. A modified McCash operation for 

Dupu拘-en'scon回 cture.Sαnd J P1ast Reconstr Surg 11: 
231-233，1977. 

2) Bruser P， et a1. Results of proximal interpha1釦，gea1joint 

release for fl位 ioncon回 .ctures:mid1ater芭1versus戸lmar

incision. J Hand Surg 24A: 288・294，1999.
3) Richter M. Con位acture児leaseof PIP and MP joints: 

c1ass箇αtion，technique and児 sults，Or也opade37: 1171・

1179，2008. 
4)井上林ほか.縦皮切にz形成を加えた Dupuy仕'en拘

縮手術の成績.日手会誌21:376-379， 2004. 
5)六郷知行ほか.当院における Dupuy位回拘縮手術例の

検討.日手会誌20:687・689，2003.
6)石川淳ーほか.当科における Dupu作田拘縮の手術成

績一成績に影響を与える因子の検討一.日手会誌 7:

970・974，1991.
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上肢痘性麻癌に対する整形外科的選択的痘性
コントロール手術の経験
なかま付んじろう いけだ甘いいち よしだしろう さかいけんすけ Lらはままさひろ よしだ甘んじ

仲摩憲次郎常，池田啓一**吉田史郎料*坂井健介***自演正博事'吉田健治権料

中枢性疾患による上肢疲性麻療は機能障害のみならず整容や清潔面，着衣などの介護上の問題を抱えしば

しば治療に難渋する.今回 上肢産性麻痩5例に行った整形外科的選択的産性コントロール手術;OSSCS 

(Orthopaedic Selective Spasticity-control Surgery)の結果を報告する.術前Zancol1i分類group3・3例のうち 2

例はgroup3のままであったが， 1例は group2へ改善し group2の2例は group1へ改善した.自動可動域

は平均で肩屈曲 37・.肘伸展25・.手背屈 31・.回外390に改善した.術前手指の自動運動のない例では痔痛

除去や衛生管理を目的とした OSSCSの適応となり，術前に自動運動の見られる例では機能の改善が期待で

きる.

【緒言】

中枢性疾患による上肢撞性麻療は機能障害のみな

らず整容や清潔面，着衣などの介護上の問題を抱え

しばしば治療に難渋する.我々の手術適応は疲性麻

療に対してリハビリテーション・投薬・装具療法な

どの保存的加療を行うが，痘性麻療による ADL障

害や衛生面での障害(祷癒など)があれば適応と考

え個々の症例の緊張の程度や動作レベルに応じて術

式を決めている.今回，上肢慈性麻療に対する整形

外科的選択的痘性コントロール手術;OSSCS (Or・

白opaedicSelective Spasticity-control Surgery)の結

果を報告し，適応に関して考察する.

【対象と方法】

対象は 2008年4月から 2010年9月までに上肢

痘性麻療に対して OSSCSを施行した 5例5肢で男

性3例，女性2例であった.疾患は脳梗塞3例.脳

出血 1例，脳性麻痩 1例であった手術時年齢は平

均57.7歳 (19-87)，平均経過観察期間は 1年7カ

月 (8カ月-2年3カ月)，発病から手術までは平均

6年4カ月 (1年6カ月-19年8カ月)であった.

主な手術目的は手掌部衛生管理2例，機能改善3例

であった.手術は 1. 多関節筋の選択的筋解離2.

目的とする関節周囲での筋解離3. 目的とする関節

でのバランスのとれた筋解離を念頭に撞性麻療の程

度によりフラクショナル延長(以下 FL)，スライド

延長(以下SL)，筋切離を症例に応じて施行した.

手術は筋・躍の処置のみで骨切りや関節包の切開な

どは行わなかった.

〔肩関節〕肩関節後方で広背筋の切離，大円筋・

上腕三頭筋長頭の FL. 肩関節前方で下方脱臼がな

い症例に対して上腕二頭筋長・短頭の FL.

〔肘関節〕上腕三頭筋のFL，上腕二頭筋のSLも

しくは切離，上腕筋のFL.
〔前腕〕円回内筋，腕境脅筋，榛・尺側手根屈筋.

示指~小指浅・深指屈筋，長母指屈筋の FLもしく

はSL，長掌筋の切離.

〔手〕手掌部は拘縮の強い症例のみ母指内転筋の

FL，長・短母指屈筋のFL，虫様筋・背側・掌側骨

間筋の FL.

【後療法】術後3日間は上腕から手指までのシー

ネ国定を行い，シーネ除去後囲内変形の矯正のため

回外位で上腕から手指までのギプス固定を 2週間行

なったその後約4週間手関節固定装具を装着し

た.認知症があり自動運動を認めない 1例は三角巾

固定を術後2週間行なった.術後1日目より自動運

動を開始し，無理なストレッチは避け OTによる介

助自動運動を中心にリハビリテーションを行なっ

受理日 2011/10/25 
*久留米大学病院干830・0011 福岡県久留米市旭町 67

H 熊本リハビリテーション病院
判事霊マリア病院
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8xtrinsicれ103

肘屈曲、円'J腕回内、手関節および手指屈曲、母指内転庖曲変形を{半う.以下の3B平!こ分類する。

旦roup1: 手関節中国j立有l..~~~.!芸受盟簸毘蔚銀二Jユ自主受賞の完全伸展可能t，L'!!.92_，，- 一一一一
roup 2 歪閏iîí20・ uょの星曲盤で歪詣の室舎uが~なものg

2a:手指を屈曲すると手関節の 自動伸展の可能なもの。

2b:手指を屈曲しても手関節の自動伸展の不能なもの。

group 3:手関節霞大屈曲位いおいても手指の伸展の不能なもの

intrinsic tv田

手内在筋の拘締によるinlrinsicoUS変形を号する。

図1 Zancolli分類

表 1 Zancolli分類と自動関節可動域の変化

年齢|性別| 基礎震患 ~1 Z=oEi分鶏 術復 粛還也 筒喧 肘伸展術後 背毘 術後 回外 1I荷首
白C叩3 G問 t司p3 45 回 一回 ベ5 10 JO 。 曲

白q司P3 G<.即 3 -30 o ー同 i 咽 -40 o -30 o 
G<ocp 2b Gt"oup 1 150 I 170 -30 -10 -30 却 o i 45 
G<o叩h 白。叩 1 1判 I170 -30 -15 40 曲 却 i曲

回 |男|右震性片麻揮{脳痩塞後遺症)

87 1女|左痘性片麻揮(庖便事後遺症}

19 1男|左煙性片麻I!(震直型脳性府I!)

47 I男|左窪性片麻揮{錨品血後週定〉

曲 |宜|左理性片麻J軍〈脳梗塞後遺症〉 白町 3 白C叩2bI 70 I 1判 -45 I品加 45 曲 ， 回

た臨床評価は術前後自動関節可動域と Zancolliの

分類、を用いて評価した(図1).

【結果】

最終経過観祭時の自動可動域は肩回曲で平均 37"

(35~70) ，肘伸展で平均 25"(l5~45) ，手関節背屈

で平均 31"(20-50) 回外で平均 39"(20~60) 改善

した術前 Zancolli分類 group3-3例のうち 2例は

group 3のままであったが， 1例は group2へ改善し

group 2の2例は group1へ改善 した(表 1). 衛生

的な管理問題も全て解決した.術前に手指の随意性

の無い 1例では機能面での改善はほぼ認めなかった

が.わずかでも手指の屈伸運動のあった 4例では自

動可動域が改善し補助手となっていた.

症例呈示

症例 1:80歳，男性

主訴 :指同士の圧迫による母指 ・環指憾癒 ・化1雌

性爪周囲炎

現病歴 :11削更塞発症後 6年， 2年前から癌性麻痩

による指の祷矯 ・化膿性爪周囲炎を繰り返し近医で

車IJ加療 ・装具作成を行うが改善なく紹介受診となっ

た 衛生管理目的に上肢の osscsを施行した.

手術所見:J育関節 ・11サ関節 ・前腕に osscsを施

行した(図 2a，b). 

術後経過 :術後 Zancolliの分類 Group3のままで

あったが指の祷箔など清潔面はすべて改善した(図

3a， b). 高齢のため右下肢の手術は希望されなかっ

たが，上肢の円滑な動きを得ることで歩行時の

cross-pattern巴dmovementが獲得でき T-caneでの

-138ー

図2a 窓性麻痩後の上肢拘縮

図2b 指同士の圧迫による祷済 ・化l政

性爪周囲炎
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図3a 術後 上肢の円滑な動作が可能

となる

図3b 術後清潔面はすべて改善

歩行距離が 10mから 30mへ改善した

疲例 2:60歳，女性.

主訴 ・左産性片麻痩による ADL障害

現病歴:Jl以梗塞発症後 2年半でリハビリテーショ

ンを行うが.左j守麻痩による機能儲筈(更衣 ・トイ

レなど)があり左下肢 OSSCS施行 1カ月後， 左上

Il支 OSSCSを施行した(図 4a，b). 
手術所見 :肩関節 ・肘関節・前腕・母指に

OSSCSを施行した

術後経過:Zancolliの分類 Group3から Group2へ
改善し補助手となった. 食事 ・トイレ・ 更衣など日

常生活動作は術前部分介助を要したが術後は自立し

た(図 5a，b) 

図4a 術前 手指屈曲

図4b 術前手指{判長

図5a 術後手指屈曲

【考察】

痘性麻惑に対する治療法としてリハビリーシヨ

ン，薬物 (ボツリヌス毒素，パクロフエンなどに

装具，ギプス (H巴elGaitCastingなど)，脳外科的

手術(選択的後根切断術など)，整形外科的手術

(筋解離術 ・筋鍵移行術・ 骨性手術など)が挙げら
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図5b 術後手指伸展

れる1)2)3)4)痩性麻痩上肢の問題点として肩のレト

ラクションや肘の屈曲拘縮.前腕の囲内変形，手関

節 ・手指の変形， reach' grasp & r巴lease機能の障

害，上肢を円滑に振り出せないことによる cross-

pattemed movementの組筈による歩行障害などが

ある.OSSCSの特徴は筋肉を単関節筋と多関節筋

の2つに分けて考え，抗重力性(身体の支持性)が

高い単関節筋を可能な限り温存し，推進性が高い

(抗重力性が低い)多関節筋を選択的に解離するこ

とで，不要な緊張を除去し痘性麻痩に隠された自動

運動を活性化することが可能となる5)6)

我々は前腕部での浅 ・深指屈筋腫延長には FLを

第 1選択としているが屈曲変形が高度な例では SL

を行っている Superficia1is to tendon transferにつ

いての報告も散見されるがほとんどの場合で握力が

低下するため， 何 らかの握力機能を有する患者で

は，その能力が失われる.そのため手術は衛生的な

問題 ・整容的外観の改善のみに適応があると考え

る九
Zancolli， Swanson， Goldnerらの産性上肢手術適

応は年齢 ・1Q'意欲など制限がきびしいが，

OSSCSでは産性麻療の症例ではほぼすべてに対応

でき適応症例は幅広い8)9) 10) や~j前手指の自動運動

のない例では痔痛除去や衛生管理を目的とした

OSSCSの適応となり，術前に自動運動の見られる

例では機能の改善が期待できる

【まとめ】

上肢痘性麻療に対する整形外科的選択的痩性コン

トロール手術;OSSCS COrthopaedic Selective Spas-

ticity-control Surgery)の結果を報告した.術前手指

の自動運動のない例では終痛除去や衛生管理を目的

とした OSSCSの適応となり，術前に自動運動の見

られる例では機能の改善が期待できる.

【文 献】

1)伊藤弘紀ほか.脳性麻簿児の下肢に対する A型ポツ

リヌス毒素製剤の投与経験 日本小児整形外科学会

雑志士 17:127-130， 2008. 

2)線本明宣パク ロフェン髄腔内投与療法.日本リハ

ビリテーション医学会誌 45:S90-S90， 2008 

3)穐山富太郎ほか.Heel Gait Cast療法.整形外科

MOOK 20: 141-154， 1981. 

4)師田信人ほか 機能的脊鎚後根切断術.Hi活性麻療の

外科研究会誌 16:3-12， 2006 

5)池田啓ーほか.痘性麻痩の上肢に対する主主形外科的

治療 日本脳性麻療の外科研究会誌 17:27-30， 2007. 

6)松尾隆脳性麻療の皇室形外科的治療第 11坂東

京..fiiJ風社 pp80-114， 1998. 
7) Heijnen IC， et al. Long-term outcome of superficialis-to-

profundus tendon transfer in patients with denched fist 

due to spastic hemiplegia. Disabil Rehabil 30 (9): 675-

678，2008. 

8) Zancolli EA， et al. The infantile spastic hand. Surgical 

indications and manag巴ment.Jr.Ann Chir Main 3 (1) : 66-
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9) Swanson AB， et al. Evaluation and treatrnent of the 

upper ex仕emityin the stroke patient. Hand Clin Feb; 
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10) Goldner JL，巴tal. S山冨α1reconstruction of the upper 

ex仕emityin cerebral palsy. Hand Clin May; 4(2): 223-

265， 1988 
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屈筋健損傷に対する練習量の少ない外来中心での
早期自動運動療法
こう由しんじろう きっかわ りょう

河野慎次郎，吉川陵

当科における屈筋腫損傷早期自動運動療法は外来中心であり，また初期の練習量は諸家の報告より少な

い.2006年4月から 2010年9月までに筆者が指周筋臆損傷に対し腫縫合と早期期自動運動療法をおこなっ

た9例 11指について検討した.臆縫合はtriplelooped sutureを行い，受傷から手術まで平均で 8.9日，術後

入院期間は平均 3.2日，手術から練習開始までの期聞は平均3.9日であった.後療法はおもに外来で指導し，

実際には他動屈曲・屈曲位保持・自動伸展を 1回とし， 1日2回2セットから開始し 1週で3回5セット， 2週

3回10セットから開始したこれらの最終観察時の日手会評価は優8例8指良 1例3指であり.全例に

臆断裂などの術後合併症はなく臆剥離などの追加手術は行わなかった外来中心での監視者の不在で練習し

なければならない状況で断裂の可能性を軽減するには，当科の方法は有効と考える.

【緒言】

指屈筋腫損に対してとして近年早期自動運動療法

の報告が散見されるが，本邦においては入院での医

師やハンドセラピストによる厳格な監視下における

後療法の報告が多い1)2)3) 著者らがおこなってい

る屈筋腫損傷早期自動運動療法は入院ではなく外来

での後療法が中心であり，また初期の練習量も諸家

の報告より少ない.今回筆者らがおこなっている早

期自動運動療法の実際とその成績について報告す

る.

【対象と方法1
2006年4月から 2010年9月までに指(:finger)

の屈筋臆損傷に対し筆者が腫縫合と早期期自動運動

療法をおこなった 15例 17指のうち，血管損傷修復

例と骨折合併例を除外し， 3ヶ月以上の経過観察期

聞が得られた 9例 11指を対象とした平均 46.4歳

11指中.示指5指，中指 1指，環指2指，小指3

指であった(表1).受傷から手術までは平均で 8.9

日，臆縫合は全例顕微鏡視下で，津下ループ針によ

る凶plelooped sutureを行ったが，同時に神経縫合

を行った症例は 7指あった.術後はパルキードレッ

シングと前腕から手のシーネにより患指を屈曲位に

表1 症例

|年舗怯買1) 陪F位 神経礎合 術後λ院期間 銀習開始| 観察期間

19満男 省4 ， zonel 有 2目 E目 8目百退陣 6か月
53歳女 匡1) ， 20ne3 厭 14目 1目 3回目退陣 6か月

41島 現 ド吾刀ー ， ~Q担1 匝 亘理旦 日目 l目雷見時 6.5か月

60語 明 ， :zone3 4目 1目 l自国退陣 12.5か月
， zonel 

64歳男 I zone2 17日 B目 s日目入院中 61/、月
I zone3 

37繍 t zone2 。目 5目 3afLA開 申 3.5か月

67歳 9 担 ~9n旦塁 邑 。目 1目 l自国過断後 5か月

24鼠 =覇 ， zone2 4目 1目 l回目退院後 3か月

47歳 呈司 ， zonel l自 1自 6目置撮鴎繕 5か月

自国14指
有無 74 指指

平均46.4歳
回m目m3234 指指

平均8.9目 平期.2自 平地.9白目 平均百.9か月

受理日 2011/10/12 
埼玉医科大学整形外科干350・0495 埼玉県入間郡毛田山町毛邑本郷38
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表2 早期自動運動プログラム

術後ヨ溜までは装具着用下で他動屈曲一屈曲位保持一自動仲良を1固として

決頑bちれた回数のみをおとなう〈指導の際の練習も1周の練習として扱う}

練習防始(3日目〉 2国を1セットとし1目2セット

術後1週~ 3周を1セクトとし1自Eセヲト

術 能週~ 3国を1セ9トとし1日10セヲト

術 齢週~ 練習時装具除去自動運動開始目。必且耳目erd，.，開始

術後4週~ 単関節の他動伸展開始夜間夜具仁変更

術 酷遇~ 会関節岡崎の他動伸展開始

屈曲拘錨倒にケープナー袈具ダイナミッヲスプリントな~処方

術 観週~ 夜間渡具除去

術後12週 使用制限協除

保持した.後療法は原則的には退院したあとの最初

の手外科専門外来(週1回月曜日)に開始するよう

にしており，術後入院期間は平均3.2日，手術から

練習を開始するまでの期間は平均3.9日であった.

患者が入院中の場合でも手外科専門外来の診察室に

きてもらい後療法を指導し その後極力早期に退院

とした.この最初の受診の際に手術時におこなった

ギプスシーネとガーゼを除去し，マジックテープで

取り外しのできる熱可塑性の素材で装具を作成し，

装具装着下で担当医とハンドセラピストが早期自動

運動を指導した.早期自動運動のプログラムは腫剥

離の後療法としておこなっていた S出ck1血dの

frayed tendon pro，伊m心を改変したもので，他動屈

曲・屈曲位保持・自動伸展を願に行うことを1回とし，

l日に 2回2セットから開始し 1遇で3回5セッ

ト.2週3回10セットと漸増させた.練習の指導

の際に行った屈伸も練習として勘定し，規定回数よ

り練習が増加しないよう留意した.特に練習の理解

が悪い場合や練習が正しく行えない場合の 1"'2回

の増加はやむを得ないものとしたが，指導時にも極

力練習回数は道守した.この練習の際には屈曲位保

持の際に擢患指の指尖が簡単に手掌のガーゼから浮

かないようにすることに注意し，そのために擢患指

だけでなく患側のすべての指で同じ運動をすること

を徹底した.健側の指で擢患指が屈曲するよう押さ

えるが，この押さえをゆるめた際に擢患指の指尖が

すぐさま浮いて FDPに力が伝わってないようであ

れば，ここで健側の指を放すのを中止して再び押さ

え込み，擢患指に再度力を入れ直してもらって屈曲

位での保持を再度試みさせる.それでも屈曲位保持

できない場合，指導者が擢患指の隣接指の DIPに

伸展方向の抵抗運動を加え，この隣接指が簡単に他

動伸展しないようにしっかり力を加えさせるように

すると擢患指にも力が入りやすくなり.屈曲位保持

できるようになる.深指屈筋は指ごとの独立運動を

行いづらく，自動屈曲を行う際に全指で行うのが効

果的であるのだが，権側指の方が尺側指にくらべて

比較的強立運動を行いやすい印象があり，抵抗を加

えるのは可能であれば擢患指の尺側指に行うように

している.自動伸展についは初期にきちんとできな

くても，屈曲拘縮は6週からの他動伸展やケープ

ナー装具などで比較的容易に改善するため特に徹底

して指導は行わなかった.

最初の受診から逓1回程度の手の外科受診と週2

回程度のハンドセラピスト受診により練習が正しく

実行できているかの確認し，さらに経時的に摺加す

る新しい練習の指導を行った.

練習全体では屈曲位保持ができているか練習ごと

に確認させ，指が浮いてきちんと保持できてない状

態のまま練習を終えてしまわないよう患者には繰り

返し指導した.そのほかに練習回数は多すぎると再

断裂の可能性が高くなり，少なすぎると練習不足に

なるため，指示された練習回数の厳守と. 12週ま

での擢患指の抵抗運動禁止を特に強調し指導した.

この屈筋腫術後早期運動療法を行った 9例11指の

最終観察時の日手会評価，術後合併症，追加の処置

について検討した.

【結果】

日手会評価は優8例8指，良 1例3指，全例に鍵

断裂などの術後合併症はなく躍剥離も行わなかった

(表3).良となった症例は多数指の腫断裂というこ

ともあるが.64歳とやや高齢であり，単関節の他

動伸展は理解が得られずその施行を断念した.
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表3 結果

年儲怯別 受傷書F位 TAM 健加trAM
19歳男 右小指回目1 255 270 
53織女 ま'1'、指 zone3 250 265 
47歳男 |右示指z。田1 225 245 
60歳男 右示翁 zone3 220 240 

左中指四国1 210 240 
64織男 左環指 zonc2 190 230 

左小指zone3 190 230 
37篇男 右示抱 zone2 230 250 
67餓男 宥示指zone2 230 235 
24節男 右環指zonc2 250 260 
47婚女 左示指zo田 1 270 270 

【考察】

屈筋腫術後早期自動運動については，牧らは f医

師やセラピストの管理下， 4-6週間入院，開始時

に20-30分 1日3セットJ1)，石田らは f入院4

週間，十分な管理下入院，開始時に一連の運動を

20回 1日2クールJ2l，佐野らは「医師の監視下

2週間入院，開始時 10分-15分 1日2囲J3lと

報告している.著者らの早期自動運動のプログラム

は外来中心でおこなっており，またこれらの報告と

比べ初期の練習量が少ない.早期自動運動を導入の

擦に，練習の足りない早期自動動運でも， 3週の時

点で3週固定法と同じ練習をおこない再断裂さえな

ければ， 3週固定法より成績が悪くことはないと考

え，このような初期に練習量の少ない方法を開始し

た.実際におこなってみると回数が少なくても良好

な成績が得られそのまま継続している.少ない回数

でも良い成績が得られている理由であるが，館筋臆

剥離後の屈曲位固定法において夜間にできた指の伸

展を阻害する癒着が最初の他動伸展で解離される日

のと同様で，擢患指が手掌に接した位置で屈曲位保

持が一度でもおこなわれれば，その閥曲を阻害する

癒着が解離されると考える.またfullgripでの屈曲

位保持の達成のため，隣接指への伸展方向の抵抗運

動を行っていることも少ない回数でも良好な成績が

得られている要因と考える.

【まとめ】

外来中心での監視者の不在で練習しなければなら

ない状況で断裂の可能性を軽減するには.著者らの

早期自動運動療法は有効と考える.

【文献】

1)牧裕.新 OSNOW27号整形外科最新技術手技の

%TAM 目手会評価 合併症 追加手術

94.4 優 なし なし

94.3 僅 なし なし

91.8 僅 なし なし

91.7 優 なし なし

87.5 良

82.6 良 なし なし

82.6 A 
92 信量 なし なし

97.9 優 なし なし

96.1 優 なし なし

100 優 なし なし

ポイントとコツ:手 屈筋鍵損傷に対する早期自動運

動療法.第 1版.東京.メジカルビュー社.pp184-189， 
2005. 

2)石田治.上肢障害・外傷後療法マニュアル健損傷の

後療法. Or白opaedics21(11) : 171・176，2008.
3)佐野和史ほか.ハンドセラピスト不在下での屈筋健損

傷早期自動運動療法の試み.日手会誌 25:140・143，
2008. 

4) S凶凶andjw. F1exor Tenolysis. Hand Clin 1: 121-131， 
1985. 

5)吉津孝衛ほか. OS NOW28号 手の外科:腿損傷周筋

腿剥離術.第 1版.東京.メジカルビュー社. pp89・97，
1997. 
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形成外科)

時:平成21年 3月28日(土)

所:浜松商工会議所会館(浜松市)

事:藤原雅雄(浜松医科大学

E
場

幹

水上高

藤原雅

鈴木綾

深水秀一

浜松労災病院形成外科諸問久香

Dista1ly based medial plan旬rf1apのBMPF)は足

底前足部の再建法として 1988年に報告された(Am-

紅阻te，Baker. JI(上).しかし.DBMPFは逆行性皮

弁であり，うっ血を生じやすい.我々はうっ血対策

として茎上の皮膚・皮下組織を皮弁に含める方法

(skin出回sionovぽ thepedic1e: SE)を逆行性皮弁

に用いてきた.DBMPFでの静脈吻合付加 (Superd・

rainage: SD)の報告も見られる (Butl民 2002:

Uygur， 2008). SE ・SDを行った DBMPFは生着し，

SDの有効性は術中に確認できた. SDを行う際，

内側足底動脈の伴走静脈 (C羽と足肱周囲の皮下

静脈 (SV)との口径差が問題になる.解決法とし

て(1)CVの枝と SVを吻合. (2) CVに静脈移植

を行ってSVの中枢側の静脈と吻合する，等が考え

られる.

一うっ血

秀

雄

乃

く一般演題〉

1. Distally based media1 plantar flap 

対策についてー

浜松医科大学形成外科

雄

乃

秀

雅

綾

高

秀

原

木

上

水

井

藤

鈴

水

深

寺

く症例検討〉

1.足のプレス損傷

浜松医科大学形成外科

2.足底土踏まずからの分層植皮による足底再建の

2例

市立島田市民病院形成外科

市立島田市民病院形成外科

【症例]57歳男性

【現症】左足(母~.d:・第 2 祉を含めて足背から足

底に至る)の広範な皮膚・軟部組織の圧挫による壊

死.母E止・第211止・第3祉の基節骨骨折.

【現病歴】重さ 80kgの鉄板が左足に落下してき

て上記を受傷.前医でプロスタンジンの点滴治療を

受けていたが，壊死をきたしてきたため，受傷後

18日目に当科を紹介され受診.

【職業】作業員

【既往歴等】なし

【御検討して頂きたい点】

1.再建方法は?特に遊離皮弁を行う場合，皮弁

の選択について

血管吻合の方法(端々吻合，端側吻合.f1ow-

出rough型吻合等).下肢の遊離皮弁は吻合血

管のトラブルが多いと言われているので御意

見・御教示を賜りたい.

3. 装具を含めたリハビリの注意点.荷重部の潰

蕩形成を防止する方法等.

勉

2. 

岩井伸哉

寺井 勉

近年.microsurgeryの発達により，足底荷重部の

皮膚欠損における再建法は遊離皮弁や内側足底皮弁

が第一選択と考えられているが，我々は，足底の巨

大色素性母斑摘出術後の荷重部皮膚欠損に対し土踏

まずからの分層植皮術による再建を行い，きわめて

良好な結果を得ることができたので.報告する.本
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法の適応は，足底皮膚欠損のみならず手掌皮膚欠損

においても考慮に値すると思われた.

3.母指IP関節の両側側副靭帯損傷の 1例

聖隷浜松病院手の外科

マイクロサージャリーセンター高橋祐樹

神田俊浩

山下優嗣

向田雅司

大井宏之

[緒言】母指IP関節の両側側副靭帯損傷の 1例を

経験したので報告する.

【症例]24歳男性.グラインダーを掃除中に持っ

ていた布が巻き込まれて受傷.近匿を受診し左母指

IP関節脱白骨折と診断され，徒手整復を行われた

が十分な整復を得られず当院紹介となった当院受

診時に左母指P関節の屈曲制限および篠屈動揺性

を認め， IP関節背側亜脱臼および尺側側副靭帯損

傷と判断し，靭帯縫合術を行った.尺側側副靭帯を

修復後の再評価で尺屈動揺性を認め，榛側側副靭帯

損傷と診断し修復した.尺側側副靭帯は基節骨側

で，榛側側副靭帯は末節骨側で骨片付きで裂離して

いた.

【結果】 3週内固定後に可動域訓練を行い，術後

4ヶ月でIP関節に不安定性はなく ROMは伸展O.， 

屈曲 40。であった.

【考察】母指IP関節における脱臼や側副靭帯損傷

の報告は非常に稀である.本症例では持っていた布

が巻き込まれるという特殊な受傷機転により外力が

E関節に集中しこのような損傷となったと考えら

れた.

4. PIP関節脱臼骨折(目lon骨折を含む)に対す

る治療の工夫

浜松労災病院整形外科河本正昭

PIP関節脱白骨折の治療法について検討する.鋼

線刺入にて良好な整復位を得たにもかかわらず早期

に関節裂隙の狭小化を生じた症例を経験した.内固

定が脆弱にもかかわらず早期より積極的な理学療法

をおこなったことが原因と思われた.その後は室長引

もしくは創外固定を併用している.関節面の整復は

可及的に正確を期すべきである.経皮的に整復がで
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きない場合は掌側板や側副靭帯を含んだ骨片を縫着

し，陥没骨片に対しては骨移植して整復を試みてい

る.関節にかかるカを創外固定や牽引により中和す

ることは理論的ではあるが鋼線刺入には熟練を要す

る鋼線の強度には限界があるので観血整復固定，

脅移摘を有効に組み合わせて治療することが重要と

思われた

5.基節骨骨折後の腫癒着症例に伸筋腫剥離術と皮

下脂肪弁を用いた一例

大津赤十字病院形成外科沢辺一馬

石川浩一

回 浦 夏 希

江野民竜樹

中山毅一郎

山中浩気

基節骨骨折後の伸筋健癒着の治療は難渋する.基

節骨骨折後の伸筋膿癒着症例に対し，皮下脂肪弁を

用いて良好な結巣を得たので報告する.

症例は 39歳の男性で， 2006年1月，原動機付き

自転車で転倒し，右小指基節骨骨折を受傷した.受

傷後3日目に観血的整穫内固定術を施行したが， ~I申

筋健癒着を生じ，伸展障害を主とした PIP関節可

動域制限を生じた.受傷後3ヶ月で抜釘術および伸

筋健剥離術を施行したが，再び伸筋躍癒着を生じ

た.初回健剥離術後2年の 2008年4月に， ~I申筋腫

~j離術を再度施行した.この際，皮膚切開時に皮下

脂肪層を 2mmほどの厚さで脂肪弁として分離挙上

しておき，これを最も癒着の高度な基節脅と伸筋障

の聞に敷き込んだ.術後は外固定を行わず，自動運

動を主とした関節可動域訓練を行った.術後から明

らかな癒着を生じることなく， 3ヶ月の時点で関節

可動域はほぼ正常可動域を獲得した.

本法は，手術手技が簡便で侵襲も少なく，症例に

よっては非常に有用であると考えられた.文献的考

察を加え報告する.
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6. 胃癌の舟状骨転移性骨腫痛に対して four-

comer fusionを施行した 1例

願天堂大学医学部附属静岡病院整形外科

古谷洋之

大林 治

金子和夫

韓 哲舜

症例は 55歳男性.既往に胃癌の手術歴がある.

1ヶ月前，軽微な外傷を契機に右手関節痛を発症し

た.初診時に右手 snuffboxに圧痛を認め，手関節

背屈及び榛屈時に可動域制限を認めた.レントゲ

ン， CT上，右手舟状骨遠位での骨透瞭像，融解像

認め，また MRIでは舟状骨遠位がTl， T2強調像

で低輝度， T2STIRで高輝度を呈していたその

他，骨シンチにて手根骨に集積が見られた以上よ

り胃癌による転移性骨腫蕩を疑い，舟状骨全摘術及

びfour-comer釦sionを施行した.病理組織所見は

胃癌の転移に矛盾しなかった.術後 1ヶ月の現在，

ギプス固定中である.手根脅への転移性骨腫擦の発

生率は低く，中でも胃癌を原発としたものは極めて

稀であると考えられた.

7. Bone Spreaderを用いた樟骨遠位端掌側

Barton骨折の整復固定法

聖隷浜松病院手の外科

マイクロサージャリーセンター神田俊浩

大井宏之

向田雅司

山下優間

斎藤英彦

榛骨遠位端掌側 Barton骨折はしばしば観血的整

復を要する関節内骨折であるが，観血的であっても

整復困難な例が存在する.掌側骨皮質に粉砕がなく

骨質もよければ，掌側骨皮質の骨折線を整復するこ

とにより掌側骨片の関節面を整復位の高さまで持ち

上げることができ，掌側パットレスプレートで背側

に圧着させることにより関節面の gapを塞ぐことが

できる.しかしながら，掌側骨皮質の粉砕例や骨粗

露例では掌側骨皮質の整復と維持は困難であり，掌

側骨片が整復位の高さまで持ち上がらずに周定され

てしまう.

このような整復閤難例に対しロッキングプレート

とBoneSpreaderを用いた整復法を施行した.ロッ

キングプレートの subchondralsupport screwを掌側

骨片に刺入し，穣骨骨幹部に刺入した捨て螺子とプ

レートとの聞を BoneSpreaderで聞くことにより掌

側骨片をプレートごと遠位へ持ち上げることができ

る.高さを十分に獲得した位置でプレートのシャフ

ト部に皮質骨螺子を刺入し背側へ圧着させて固定し

た.最近施行した 4例について若干の考察を加え報

告する.

8. 弾発肘の 1例

浜松医科大学整形外科意図智

西村行秀

船橋伸司

宮城道人

三原唯嘩

長野 昭

症例は 58歳男性. 10年ほど前より右肘関節の弾

発現象を自覚していた.約4ヶ月前より特に誘引な

く，弾発現象が摺悪，肘関節痛が出現した.関節造

影にて肘関節を伸展位から屈曲する際，腕榛関節部

で造影剤の欠損部が榛骨頭に乗りあげ，弾発現象を

生じる様子が観察された.外側進入で腕榛関節を展

開すると滑膜ひだを認め これを切除した.若干の

文献的考察を加え報告する.

9. 副神経移行術を行った上位型分娩麻簿児に対す

るリハビリテーションの経過

聖隷浜松病院リハビリテーション部

米自香首

奥村修也

原因康江

聖隷浜松病院運動器リハビリテーション科

高橋勇一

聖隷浜松病院手の外科

マイクロサージャリーセンタ一大井宏之

[緒言】症例に対し各発達段階における上肢の運

動機能を考慮しリハビリテーションを行ったので報

告する.

【症例と経過】左上位型麻痩の女児.在胎 31w帝

王切開で生下時体重 1048g. 機能回復が不十分で

あったため，生後8ヵ月で手術し C5avlusionで副

神経を肩II~上神経に移行した. OTは術前日に初期
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評価を行い，自動運動は肩屈曲 800前腕囲内位で肘

屈曲 900手関節背屈.手指屈伸が可能であった.健

側方向への寝返り，腹臥位で患肢の onelbowが困

難.患肢を無視する傾向あり.術後のリハビりでは

寝返りや腹臥位で患肢を介助し参加させるように意

識した.徐々に体幹や肩甲帯の安定性が得られ荷重

が可能になった.生後 1歳9ヵ月現在歩行は自立.

肩屈曲 120。外転 900外旋わずか，肘屈曲 1000前腕

は中間位まで回旋可能.患肢を無視する傾向は残

存.OT継続している.

【考察】患肢の参加が困難と恩われる姿勢も患肢

を介助して体験させ，発達段階にそった上肢運動を

促すととが大切と思われる.神経修復術を行ったこ

とにより早期に肩の安定性が得られたと推測され

る.患肢の無視に対しては早期から患側への意識付

け，刺激入力，両手動作の促しなどが必要と考えら

れる.

くワンポイントレッスン〉

遷延皮弁の適応と実際

浜松医科大学形成外科藤原雅雄先生

く招待講演〉

切断指再接着術:術前の評価と治療の標準化に向け

て一私の治療戦略20年の歴史を振り返って一

大津赤十字病院副院長兼形成外科部長

石川浩三先生

-147一
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第 41回静岡手の外科マイク口サージャリー研究会

日時:平成21年 7月4日(土)

場所:もくせい会館(静岡市)

幹事:佐野倫生(静岡市立 静 岡 病 院 整 形 外 科 )

く症例検討〉

1. 樟骨骨躍療の一例

静岡市立静岡 病院整形外科佐野倫生

{症例】 9歳，男児

{現病歴】平成 18年6月，左前腕痛にて前医を受

診したところ，骨腫療を疑われ浜松医科大学整形外

科に紹介受診した.同年 7月，切開生検を行ったと

ころ， Langhans cell histiocytosisとの病理診断だ、っ

た.その後骨破壊が急激に進行したため，生検術後

6週に掻l限術を行ったその後3年，経過観察中で

ある.

{検討して欲しい問題点】

手術法について(初回手術時掻艇のみとしたが，

骨移植まで行うべきか?)

今後の治療について.

2.左手関節部背側部痛例

静岡県立総合病院整形外科中山 憲

[症例]13議女児

[現症]1年半前に左手背の腫脹に気づく.近医

Aにてガングリオンの診断の下，経過観察とされ

た.中学 1年生となり，入学してから吹奏楽部に入

部したが，当初は問題なかった.

2ヶ月前に起床時に左手背(手関節と表現)から

前腕にかけての腫脹と痛みの悪化を自覚し，救急当

番病院Bを受診するも異常は指摘されなかった.

その数日後再び近医Aを受診し，穿刺されるが

穿刺液の採取はなかったとのこと

尚も症状が続くため，別の近医 Cを経てき当院紹

介となる.

【所見】左手関節背側に膨陸軽度あり.発赤認め

ず.可動域;榛間制限あり.回外で軽度手背部痛誘

発. Scaphoid Shift test陽性(!?). Snuff box圧痛な

し.

[画像】供覧

XP;舟状脅背側に骨欠損像?

MRI;Tl・Low，T2・High 嚢腫?一部Tl-Low，

T2・Low，浸潤傾向なし

【既往歴・家族歴】特記すべきものなし

【検討してほしい問題点】

1，診断は

2，治療法は

3. 左第4中手骨骨腫療の 1i91J 

浜松医科大学整形外科西村行秀

窪田智

[症例]33歳女性.

[主訴】左手腫脹.

宮城道人

[現病歴}数年前より左手の腫脹を自覚していた

が放置していた. H19年 10月，渡米中， ドアノブ

を捻った際に左手痛，腫脹出現し，近医受診した.

骨腫療を指摘されたが， 日本での治療を希望し帰国

まで放置していた. H20年3月，一時帰国し当科

受診し上記診断した.腫蕩掻艇，人工骨移植術を施

行した.病理診断は骨巨細胞腫であった.手術後再

渡米し以後受診せず. H21年3月，一時l帰国した

際，当科受診した.腫擦は再発しており再手術し

た手術は病巣接眼，液体窒素による温熱療法，自

家骨移植術を施行した手術後再度渡米しており術

後の来院はない.帰国後当科受診予定である.

[目的】手足脅の骨巨細胞腫の発生頻度は全骨巨

細胞腫のl.7~4%程度と少ない.また再発率が高

く，治療に難渋することが多い.本症例に文献的考

察を加え報告する.また 他治療法や再再発した際

の治療法の検討をお願いします.

-148一



く一般演題〉

1. Ga1eazzi fracture nonunion t詑 atedwith a 

仕'eev舗 C叫町izedcorticoperiostea1 graft 

浜松医科大 学形成外科藤原雅雄

水上高秀

永田武士

鈴木綾乃

深水秀

【背景】 Galeazzi骨折は，遠位榛尺関節の脱臼を

伴う榛骨の骨幹骨折と定義される.

【目的】私たちは，企eevas四1副 zedcorticoperios-

teal graftとcorticoc担 cellousinlay bone graftから成

るhybridbone graftで Gal回 zzi骨折の nonunion症

例を治療したので詳細を報告したい.

【結果】手術後の 11ヵ月の X線写真で骨癒合が

見られた.術後，遠位榛尺関節の不安定性はみられ

ず，長距離トラック運転の仕事に復職可能であっ

た.

【考察】この方法は， Galeazzi骨折のような不安

定な前腕骨折の salvage手術として役立つかもしれ

ない.

2. 陳旧性母指MP関節掌側脱臼の 1例

静岡赤十字病院 整 形 外 科 太 田 憲 和

受傷後2ヶ月経過した母指 MP関節掌側脱臼の 1

例を経験したので報告する.症例は 63歳，女性.

2008年3月28日に転倒して受傷，同年5月21日

に右母指 MP関節痛を主訴に当院を紹介受診され

た.受診時，右母指MP関節に軽度の腫脹と中手骨

骨頭の背側突出を認め，単純X線像では基節骨が

MP関節で掌側に脱臼していた.徒手整復は不可で

あったが，側方動揺性は軽微であった.関節造影で

は，関節包背側の破綻と掌側での volarplateの反転

依入が疑われる所見を認めた.同年5月23日に初

回手術を施行した.背側から展開して関節包内掌側

の癒痕を切除すると整復が得られ，剥脱されていた

短母指伸筋腫を基節脅に逢着した後.関節の安定性

を徒手的に確認してから Kirshner銅線を用いて仮

固定を施し，手術を終えた.術後4週間自に銅線を

抜去したが.その 1週間後には再脱臼していたた

め， 6月27日に再手術を施行した.長掌筋膿を用

いて両側側副靭帯を再建し，術後5逓聞のギプス固

定を施した.術後 10ヶ月後の最終診察時，整復位
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は良好に保持され，可動域は屈曲 35度，伸展O度

であった.

3.強い hyperesthesia(知覚過敏)を呈した症例

を経験して .....dowel t偲 tureの試み~

聖隷浜松病院ハンドセラピィ部門原因康江

奥村修也

運動器リハビリテーション科 高 橋 勇 一

【緒言}受傷後しばらく経過しても強い知覚過敏

が残存した症例に対して，段階的な dowelt，田ture

を使用したセラピーを行ったので報告する.

【対象と方法】男性26歳，仕事中機械に挟まれ，

左手根骨開放骨折・正中神経損傷.受傷 1年3ヵ月

後に，当院に紹介された.セラピィは，第 I段階・

健側の手や柔らかいスポンジ 第E段階-dowelt位ー

旬re第E段階-doweltexture .電動歯ブラシを使用

した.

【結果】セラピィ開始時と 9ヶ月後の評価結果

は， VAS176→77/200 mm. ADLは不可」及び「何

とか可j であった 56項目のうち 34項目で改善.

Quick DASHは Disability/symptom40.9→22.7，

Work 56.25→25， Sports/music 56.25→31.25であっ

た.

【考察】知覚過敏とは，正常では不快に感じない

触覚刺激に反応して極度の不快感を示す易刺激状態

である. dowel textureは 10種類の生地を徐々に刺

激の強い生地へと段階付け，患部に軽い刺激から

徐々に強い刺激を加え刺激に対する耐用性を向上さ

せる.これにより知覚過敏は軽減し ADLも改善し

たと思われる.

4. 中手骨頭冠状骨折の 2iJIJ 
藤枝市立総合病院整形外科鈴木霊哉

豊山起光

【はじめに}中手骨頭冠状骨折を 2例経験した.

[症例1]15歳，女性.ソフトポール中，ポール

が当たって受傷した.単純X線上，環指中手骨頭

関節面に二重像を認め， CTで中手脅頭掌側が近位

に転位した像を認めた.掌側より展開し， Or也0・

sorb吸収ピン 2本で固定した.術後9ヶ月，察痛

なく， MP関節可動域-150 ......850 • 骨癒合得られて

いる.
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【症例 2]16歳.男性.原付バイクに乗車中車と

接触，転倒して受傷した.左中指中手骨頭冠状骨折

を認めた. Or也osorb吸収ピン 2本で園定した.術

後 5ヶ月，:Jt痛なく， MP関節可動域 00""100¥

骨癒合得られている.

[考察】中手骨頭冠状骨折は非常にまれな骨折で

あり MceI企'eshらによると中手骨頭関節内骨折のう

ち4%であった.内固定の材料としてスクリュー

キルシュナー銅線， H紅bぽtmi凶 sαew等が報告さ

れている.今回我々は伽也osorb吸収ピンにて固定

し，良好な成績を得た.

5. 同一指に受傷した骨性槌指と PIP背側脱臼骨折

の1例

聖隷浜松病院手の外科

マイクロサージャリーセンター神田俊浩

大井宏之

向閏雅司

山下優嗣

山中清孝

欝藤英彦

症例は 42歳男性，野球のボールが右環指に当た

り受傷.受傷から 3日後に当院紹介初診した.単純

X線像では中節骨掌側骨片を有する PIP関節背側脱

白骨折と骨性槌指を認めた.本例に対し受傷後9日

目に手術施行した.PIP関節背側脱臼骨折は掌側ア

ブローチで展開し掌側骨片を掌側軟骨板ごと軟銅線

を通し，背側へpu11outして固定した脅性槌指に

は石黒法で経皮的に固定を行った.術後は背側再脱

臼を予防するため偲tensionblock splintを装着し可

動域訓練を開始した術後5週で骨性槌指のワイ

ヤーは抜去した.術後3カ月で PIP伸展 30，屈曲

1000， DIP伸展・30，屈曲 62。と良好な可動域を得

ることが出来た.単純X線像でも骨癒合を認め，

再脱臼傾向は認めなかった.

6. 当院で加療した int町 'sectionsyndrome治療倒

の検討

高野整形外科医院高野正一

過去 10年間に当院で加療した intersectionsyn-

drome症例の治療成績を検討した.また，このうち

の17例に超音波検査を施行し腫脹の状態を観察し

た.症例は 46例で，男性 25例，女性 21例，右34

例.左 11例，両側 1例，年齢は 23歳......61歳(平

均 41.9歳).誘因は殆どが手の過使用によるもので

あったが，外傷が原因と思われた例が3例あった.

全例に腫脹，手奪痛，圧痛があり， 22例に鞭音が認

められた.全例保存治療で改善したが， 3例に再発

が見られた.超音波検査では，皮下脂肪組織の腫

脹， E.C.R.L紹.躍の肥厚， A.P.L.&E.P.B.筋腹の肥

厚， E.C.R.L.却.鍵周囲の hypoechoicareaの存在等

の異常が見られた.

くワンポイントレッスン〉

陳旧性骨性槌指に対する石黒法による治療

く招待講演〉

藤枝市立総合病院整形外科

豊山起光先生

関節鏡を用いた上肢の治療

名古屋大学大学院医学系研究科

運動・形態外科学手の外科学教授

平田 仁先生
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第 42回静岡手の外科マイクロサージャリー研究会

日時:平成21年 11月7日(土)

場所:三島商工会議所会館(三島市)

幹事:韓 哲舜(順天堂大学医学部附属静岡病院整形外科)

く症例検討〉

1. 治療に難渋したステロイド大量投与による化膿

性屈筋躍腫鞘炎の l~J

順天堂大学医学部附属静岡病院整形外科

糸井 陽

韓 哲舜

【症例]78歳男性

{既往歴】肺気腫騎息間質性肺炎

【現病歴】間質性肺炎に対して前医にてステロイ

ドパルス療法を施行され，現在も継続的にステロイ

ド30mg/日を投与されている.ステロイドパルス

治療開始約6週自に誘因無く左手関節の痕繍，腫脹

が出現したため，当科紹介となった.化膿性腫鞘炎

の診断で緊急洗浄デプリドマン，膿鞘切除を行うも

MRSA感染であったため，後日追加洗浄デブリド

マン及び持続濯流を行った. しかし術後4日目に左

4.5指の FDP断裂を生じ，感染の沈静化を待って，

3週間後に左2.3指 FDSを用いて腫移行術を行っ

た経過良好にて退院となるも，後日左3指が再度

断裂したため，再度同側より PLを移績し.Kle泊・

ert法にてリハビリを行った. しかし術後5週目に

左3.4指の屈曲障害が生じた.

【検討項目】

L ステロイド使用例に対する手術法とリハビリ

について

2. 感染後臆断裂に対する手術法とリハビリにつ

いて

3. 今後の治療法について

2.舟状骨骨折近位部骨折の治療について

佐々木研究所間属杏雲堂病院整形外科

富田善雅

舟状骨骨折は診断や治療の開始が遅れるとその血

行支配から偽関節を生じる症例も散見される.我々

は腰部での舟状骨骨折に対しては遠位から HB

sα'ewを用いて固定している. しかし近位部の骨折

は，整復位や血行により注意して治療にあたる必要

がある.近位部骨折術後偽関節例と新鮮例を経験し

た.偽関節例は，初回腸骨骨移植・骨接合術が行な

われたが，骨癒合が得られず偽関節となった.榛骨

から Zaidemberg法に準じて血管柄付き骨移植術を

行い，骨癒合を得た.新鮮例ではm血iHB sα'ew2 

本で固定し良好な骨癒合を得，早期にスポーツ活動

へも復帰できた.近位部骨折新鮮例では，髄内血行

を阻害しない事は勿論，骨折部の固定性が骨癒合を

左右するものと考えた.

[検討して欲しい問題点}

骨癒合を得るために必要なのは血行なのか固定性

か?

く一般演題〉

1. 有鈎骨鈎骨折に対して逆行性にスクリューを挿

入・固定術を行なった一例

順天堂大学医学部附属静岡病院整形外科

本間康弘

有鈎骨鈎骨折は，手根骨骨折の比較的稀な骨折で

ある.早期に診断が行われでも，従来は骨片切除術

が選択されていたが.摘出後の握力低下や創部癒痕

による痔痛などの問題も報告されてきた.今回我々

はAcutrakmi凶 sα'ewを逆行性に挿入し骨折部を固

定した一例を報告する.

[症例]26歳男性，錨灸院学生，バイク事故にて

受傷し受傷後 5週を経ても痔痛が続くため初診.

Xp ・CT像有鈎骨鈎基部での横骨折を認めた.

【手術手技】透視下に掌側から有鈎骨鈎へガイド

ワイヤーを刺入後，そのまま手背側まで貫き，背側

から逆行性にAcutrackmini sαewを挿入して骨折

部を固定した.
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【術後経過】術後合併症は認めず， 2ヶ月時で骨

癒合は完成した.現在は手掌を押し当てるといった

マッサージ動作も問題なく行っている.本法は掌部

に手術綴痕を残すことなく強靭な内固定が可能で早

期から痔痛の改善を認め，良好な骨癒合を得る術式

であった.

2.第2中手骨に生じた疲労骨折とそれによって示

指の屈曲障害を認めた 1O1J 

佐々木研究所附属杏雲堂病院整形外科

橋口素子

第2中手骨に生じた疲労骨折とそれによって示指

の屈曲障害を認めた 1例を報告した.症例:15歳

女性.高飛び込みの選手.平成20年8月頃から入

水時頻回に右手背を頭部にぶつけ右手背の腫脹，終

痛のため近医受診.単純X線で明らかな骨折は認

めなかったが，徐々に示指の屈曲障害が出現し，

2ヵ月後の再診時手背に骨性硬の隆起を認めた.示

指はE関節の周曲は可能だがMP関節の屈曲は自

動他動運動共に障害されていた.単純X線では第

二中手脅骨幹部に仮骨形成を認め， CT，M闘では伸

筋躍は軟部組織に覆われていた.第二中手骨に生じ

た疲労骨折に伴う仮骨に伸筋臆が障害され示指の可

動域障害と生じたものと考え手術を施行した.総指

{中筋健と固有示指伸筋躍は線維性の組織に埋没し，

腫周囲の線維組織と仮骨と切除したところ MP関節

の屈曲は可能になった.術後練習中はプロテクター

を使用し半年後の現在，指の可動域制限等再発は起

きていない.

3. 手背熱傷に対し dermisgraftを用いた一例

l順天堂大学医学部附属静岡病院形成外科

名取悠平

西牟田ゆり

上回晃子

手背部熱傷は皮膚が薄く，容易に伸筋腫へ達し指

の屈曲変形を来す事がある.その為，近年手背部熱

傷 (DDB・DB)に対し早期のデブリードマンと植

皮術が推奨されている.しかし，手背熱傷は露出部

であるにも関わらず早期手術の際に分層植皮となる

事が多い.今回我々は手背熱傷に対し Dermisgraft 

を用い良好な結果を得たので報告する.

症例は 68歳男性.アイロンのプレス機に左手を

挟み受傷.受傷8日目に当科受診.手背部の深達性

E度熱傷の診断となり，受傷 11日目にデブリード

マンと植皮術を行った.今回我々は露出部である手

背熱傷の植皮に Dermisgraftを用い良好な結果を得

る事ができた. Dermis graftは分層植皮に比べ色素

沈着が少なく露出部の植皮術に対し有用な手術方法

であると考える.

4.指末節部切断再接着における動脈吻合の工夫

一遠位動脈断端を破壊しないためにー

聖隷浜松病院手の外科

マイクロサージャリーセンター神田俊浩

大井宏之

向 田 雅 司

山 中 清 孝

鈴木歩実

費 藤 英 彦

指末節部切断再接着において指動脈弓より遠位で

動脈を吻合しなければならない場合，切断指側の遠

位動脈断端は細く，また揖子で外膜を把持しても容

易にすり抜け皮下組織に埋もれてしまう. しっかり

把持しようとすると描子により内膜まで損傷をきた

しかねない.この操作で断端が傷んでしまうと切り

足しし，またつまんで.傷めて切り足す.それを繰

り返すうちに吻合に足りる動脈長が確保できなくな

ることもある.うまく引き出してきでもクリップは

掛けられず吻合のためのワーキングスペースの確保

は困難である.演者らはこの遠位動脈断端を損傷せ

ずコントロールするための工夫を行っているので動

画を交えて報告する.
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5.手の扇平上皮癌広範囲切除に対して遊離前外側

大腿皮弁による再建を行った 1例

静岡県立静岡がんセンター形成外科

中川雅裕

永松将吾

茅野修史

赤津 聡

小泉括也

静岡県立静岡がんセンター整形外科

片桐浩久

村田秀樹

高木辰哉

高橋 満

右手の肩平上皮癌 (SCC)の広範囲切除後に遊離

前外側大腿皮弁仏LT)を用いて再建したので報告

する.症例は.81歳，女性.2007年より右手掌の

麗療に気づくも放置.2008年2月に腫痛に練が刺

さり腫脹したため，近医で切開などを行ったが，腫

癌は増大した.病理検査で SCCと診断され，当院

を紹介された.初診時の腫療は，右手掌から環指小

指の指問，環指にかけて 3cm大で，一部皮庸療孔

を形成し，周囲に発赤を認めた.2008年9月，広

範囲切除術を施行した.近位側は CM関節で切離

し，第4・5指列を切断した.再建はALTを用い

た.ALTの特徴として血管茎が長い，仰臥位で同

時挙上が可能， ドナー侵襲が少ない，出inflapとし

て挙上可能などの利点がある.今回，指から小指球

にかけての切除であり，指の可動性のためには薄く

しなやかな皮弁，小指球には，手掌を大きくし，

pinchがしやすい厚い皮弁がよい.そのため，手の

再建で皮弁の厚さを調節しやすい ALTは機能的に

も有用だと考えられた.

6. Strategic two-stage approach to radia1 c1ub 

hand 

浜松医科大学形成外科藤原雅雄

永田武士

水上高秀

鈴木綾乃

深水秀

radial c1ub handはcongenita1radial dysplasiaの顕

著なもので. a short forearm， radial deviation of the 

wrist， an absent or hypoplastic thumbの3つの問題を

569 

有する.Wristの偏位と母指低形成に関しては，

各々で術式の報告が見られる.しかし，両者の一貫

した治療法の報告は稀である.今回.Blouth句碑

IV (fI.oating白umb)を呈した radialc1ub handに対し

て，術後の wristの再偏位防止と pollicizationにお

ける血行障害回避に配慮した治療を行ったので.症

例の詳細を報告したい.

7. マレット母指の治療経験

聖隷浜松病院手の外科

マイクロサージャリーセンタ一向田雅司

大井宏之

山下優嗣

神田俊浩

山 中 清 孝

開放創を伴わない臆性のマレット母指は，比較的

まれな損傷である.今回.2例に対して観血的に膿

縫合を行った.この治療法について考察を行う.

【症例 1]41歳の男性.野球のポールがあたり受

傷し.3日目に当院受診.右母指IP関節背側に圧

痛があり.IP関節可動域は・40/70. レントゲン写

真で骨折はなく，マレット指と診断し，翌日に手術

施行した.手術は.IP関節を完全に伸展位にする

ことで臆断端を容易によせることができ，腫縫合-

E関節の銅線固定を行った.術後7週で鍋線抜去.

術後 15週での P関節の可動域は 0/65(健側は

0/70)であった.

【症例2】25歳の男性. ドリルに手袋ごと巻き込

まれて受傷.左母指 IP関節の可動域は・30/60で

あった受傷後8日目に手桶施行した.手術所見・

手術内容は症例 1と同様で，術後5週間 E関節の

銅線画定，最終的なE関節可動域は4/74(健側は

鍋 0)であった

【考察]マレット母指の治療は，保存的療法と観

血的療法のどちらが優れているか諸説ある.手術所

見では.2例とも IP関節を伸展位にすれば臆断端

を接触させることができた.文献での保存療法の成

績や術後の創癒痕等を考えると，今後は保存的療法

を選択してもよいかも知れない.
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8.部分恥'aparound flapを用いた環指指尖部血管

腫の治療経験

聖隷浜松病院手の外科

マイクロサージャリーセンタ一大井宏之

神間俊浩

向田雅司

山中清孝

[はじめに】血管腫は特に真皮下に漫潤した単純

な切除では再発が必須である.今回過去の手術では

いずれも再発した環指指尖部の血管腫に対し.血管

腫の切除と部分Wraparound f1apを用いて再建した

1症例の長期結果について報告する.

[症例】症例は 10才男児の環指指尖部の血管腫で

ある.過去に 3回切除術が行われたが再発し 7才時

に紹介された.血管腫は環指指尖部，爪床，爪母，

末節骨内に浸潤していた.手術は DIPレベルで骨

は切断し，血管腫の浸潤した指尖部，爪床，爪母は

切除し，その他血管腫は可及的に切除した.切除後

は指再建に第 1足E止からの部分wrap紅'Oundf1apで

再建した.

【結果]手術後 6年の現在，血管腫は再発なく，

DIPは関節固定のため動かないが外観はよく，日常

生活での障害はない.

<ワンポイントレッスン〉

足底，足背など足部の欠損に対する再建法について

一検討を要した症例を中心に一

順天堂大学医学部附属順天堂医院形成外科

林 礼人先生

<招待講演>

重度上肢外傷の機能再建

札幌東徳洲会病院外傷センター長

土田芳彦先生
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