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特発性手根管症候群におけるトリアムシノロンの
術中投与は有効か?
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手術は OCTRを施行し，皮膚を縫合後に母指から

小指の A1pulleyの腿鞘内に各 5mgのトリアムシノ

ロンと 0.5%キシロカイン各 1mlを注入した.また

手根管内にもlOmgのトリアムノ シノロンと 0.5%キ

シロカイ ン2mlを注入した.術後は 2日間包帯にて

圧迫止血し，以後は薄い紳創留のみとした.手はlf
痛ない範囲で使用可能とした.

評価としては術前と術後 3か月に DASH，Hand 

20 VAS，握力を測定した.また定期的に術後 1年

まで診察を行いばね指の発生状況を観察した.コン

トロールとしては 2006年に OCTRを施行した 21例

を使用した. (男性 3例，女性 18例，擢患側右

13 手，左 5 手，両側 3 手，手術時年齢 3~ト76 歳，平

均 56.6歳)

[緒言]

著者らは特発性手根管症候群 (crs)では術後に

狭窄性l躍鞘炎(ばね指)を併発することが多いこと

を第 44回本学会にて報告した 1) 特に発症は術後

6ヶ月以内に集中している.一方トリアムシノロン

の注射は crs，ばね指に有効であることが多く報

告されている.よってトリアムシノロンを術直後に

投与することで術後の症状がより改善し，かつばね

指の発生を抑えるのではないかと考え以下の研究を

行った.

[結果]

トリアムシノロン投与群では DASHは術前平均

22.8から 23.8へと悪化していた.一方コントロー

ル群では，術前平均 25.4から術後 10.6へ改善 して

おり統計学的有意差を認めた(図1).

[対象と方法1
2008年 1月以降当院で特発性手根管症候群に対

し直視下手根管開放術 (OCTR)が行われた 22例

を対象とした(治療内容を説明し同意書を作成し全

例で同意が得られた).男性は 3例，女性は 19例で

擢患側は右 12手，左 6手，両側 4手で，手術時年

齢は46歳から 78歳で平均 59歳であった.なお関

節リウマチなどの免疫疾患や術前 HgA1Cが8以上

の糖尿病は除外した.
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また Hand20でもトリアムシノロン投与群では術

前平均 22.6から術後 31.0へと悪化が認められた.

一方コントロール群では術前 23.4から術後11.4へ

と改善しており，この 2群聞にも統計学的有意差を

認めた(図 2). 

VAS はトリアムシノロン投与群では術前平均 36.0

から術後 32.4へと軽度軽快していた. 一方コント

ロール群では術前平均 48から術後 15へと著明に改

善しており統計学的有意差を認めた(図 3). 

握力はトリアムシノロン投与群では術前平均16.1kg

から術後平均 15.1kgへと低下していた. 一方コン

トロール群では術前平均 17.6kgから術後 18.7kgへ

と改善していたが両群聞に統計学的有意差はなかっ

た(図 4). 

またばね指は術前 5例， 7部位に，術後 9例， 13 

部位に認めた.また術後の発生時期は 6か月までが

2例， 12か月までが7例であった.

[考察]

Mackinnonは1982年に神経幹内へのステロイド

の影響を実験的に調べている 2) その論文ではデキ

サメサゾン以外は神経幹内に入ると広範な軸索変性

や脱髄を生じていることが示されている.トリアム

シノロ ンの注入も試みられており高度の影響が出た

ことが報告された.そのためトリアムシノ ロンの神

経への影響を指摘し，安易な使用に注意を喚起して

いる.本邦では手根官症候群にトリアムシノ ロンの

手根官内注射が有効で，合併症はほとんど見られな

いとの報告が多いが 3) 山口らはトリアムシノ ロン

の手根管内注射で正中神経麻簿の悪化や CRPS症状

を認めた 2例を報告し，その使用に注意を呼びかけ

ている 4) 今回の研究では神経変性を思わせる所見

こそ見られなかったが，明らかに回復が遅延してお

り，保存療法の在り方を今一度見直すべきものと思

われた.
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また Ketchumらは生体内にトリアムシノロンを

投与すると不溶性の腰原線維は漸次塩溶解'性の腰原

線維に変換され吸収・排泊されること，さらにその

効果は他のステロイドでは認められないことを報告

した 5) これがトリアムシノロンの組織脆弱性をき

たすメカニズムと考えられ，ケロイド癒痕治療に使

用される.一方この作用により投与した部分の腿，

腿鞘，靭帯の破壊も危慎される.

手根管解放術後の痔痛の原因は横手根靭帯切離に

よる手根部筋群のバランスの乱れ 6) 手根管のアー

チ構造の変化 7)であるとの報告があり，靭帯の再癒

合により症状が軽快すると考えられている.このこ

とよりケナコルト投与群で術後終痛の持続や ADL
の改善不良を起こした原因は横手根靭帯聞にできた

癒痕の架橋がケナコルトによ り脆弱化したためでは

ないかと推察した.

また手根管症候群に続発するばね指の発生率はト

リアムシノロン注射群では約 40%におよび，前回著

者らが報告した 28%より悪化していた 1) 確かに

術後 6か月までの発症は抑えることができたが，そ

の発生時期は 6か月以降にずれただけで，ばね指の

発症自体を抑えることはできなかった.

{まとめ1
1.手術時に腔鞘および手根官内にトリアムシノ

ロンを投与し，その効果を検討した.

2. 術後 3か月では DASH，Hand20， VASでトリ

アムシノロン投与群で有意に改善不良を認めた.

3.狭窄性腫鞘炎(ばね指)は約 40%に認め，そ

の発生時期は術後 6か月以降が多かった.

[文献1
1)森田哲正ほか.特発性主根幹症候群に合併した狭窄性

腿鞘炎の検討.日本手外科学会 18・411-413，2001.

2) Mackinnon SE， et al. Peripheral nerve injection injury 

with steroid agents. Plast Reconstr Surg 69: 482-490， 

1982 

3) 井上貞宏ほか.手根管症候群に対する手根管内ステロ

イド注射の短期成績保存療法における意義と適応.

日本手外科学会 23:767-770， 2006. 
4) 山口俊仁ほか.手根管症候群にトリアムシノロン注射

を受け正中神経麻簿と著明な貧血を発症した 2仔U.日

本手外科学会 26:S111-S111， 2009. 

5) Ketchum LD， et al. The degrading of mature collagen; A 

laboratory study. Plast Recons仕 Surg40: 89-91， 1967. 

6) Hunter J，M， et al. Recurrent carpal tunnel syndrome， 

epinerural fiburous fixation， and traction after carpal 

tunnel release. Hand Clinics 7: 491・504，1991.
7) Gartsman G.M， et al. Ca叩alarch alteration after carpal 

tunnel release. J. Hand Surgery 11-A: 372-374， 1986. 

-3一



日手会誌 oJpn Soc Surg Hand).第29巻 第 3号 160-1回.2012 

特発性手根管症候群再手術例の検討
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特発性手根管症候群に対して再手術を施行した 11例 11手の検討と，術後 1年以上の経過観察が可能であ

った 8例8手の術後成績の調査を行った.初回手術後の経過は不変が7例，再発が2例，新たな症状が出現

したのが2例であった.初回から再手術までの期聞は3ヵ月-16年で，術中所見としては全例で正中神経周

囲の癒痕・癒着を認め，屈筋支帯の不完全な切離を 8例で，神経損傷を2例で，著明な臆滑膜炎を 1例で認

めた.術後経過は自覚症状が完全にとれたものが3例，改善したものが5例で不変・増悪したものはなかっ

た.MRIは術前評価に有用であり，初回手術後に症状の改善を認めない例では考慮しでもよいと思われた.

母集団が不明であり初回手術術式の優劣については言及できないが，何れの方法であれ，屈筋支帯の確実な

切離と神経損傷のような合併症を起こさない確実な手術手技が重要と考える.

【緒言】

特発性手根菅症候群(以下crs)で術後に症状

が軽減しない，あるいは増悪するために再手術を必

要とする症例が比較的まれではあるが存在する.今

回著者らは再手術を施行した crs患者 11例11手

の検討と，術後1年以上の経過観察が可能であった

8例8手の術後成績の調査を行ったので報告する.

【対象と方法】

対象はcrsに対して手術を受けたが，症状が改

善しないか，あるいは増悪するために再手術を行っ

た11例 11手であった.内訳は男性3例，女性8例

で，右側が7手，左側が4手，再手術時の年齢は

46-89 (平均 69.8)歳であった.糖尿病など末梢神

経に影響を及ぼすような全身疾患を有するものは無

かった.これら 11例の初回手術の方法，術後経過，

初回手術から再手術までの期間，再手術前の神経伝

導検査の結果.M阻による画像評価と.1年以上の

経過観察が可能であった 8例の術後成績，神経伝導

検査の結果などの調査を行った.

[結果1
初回手術の方法は手掌内の小皮切による手根管開

放術(以下OCTR)が9例，手関節部の皮切による

OCTRが1例.2 por凶法による鏡視下手根管開放

受理日 2012/11/02 

術(以下ECTR)が1例で，初回手術を行った手術

医は手外科の専門医が4例，手外科の研修医が4例，

一般整形外科医が3例であった.初回手術後の経過

は不変が7例(うち2例はその後増悪).再発が2例，

新たな症状が出現したのが2例であった.初回から

再手術までの期間は3か月-16年で.1年以内が5

例.1年-3年が3例.3年以上が3例であった.

再手術前の神経伝導検査では短母指外転筋の複合筋

活動電位(以下APB-CMAP)の導出不能例が6例，

9ms以上の著明な遠位潜時の遅延を認めたのが2

例，遺位潜時が9ms未満が3例であった.MRIで

の評価では手根管の聞きが不十分で除圧不足と思わ

れるものが 11例中 7例で，残る 4例のうち手根管

は聞き除圧されているが腫滑膜炎を認めたものが1

例，癒痕形成による圧迫が疑われたものが2例，短

母指外転筋の輝度変化を認め，神経損傷と考えられ

たものが1例であった.再手術の方法は癒痕組織か

らの神経剥離と腫移行を同時に行ったものが6例

で，腿移行の内容は C叩註包変法が5例，固有小指

伸筋腫移行による母指対立再建が1例であった.ま

た術前の M阻で屈筋腫滑膜炎を認めていた例では

腫滑膜切除を追加した.その他，臆移行を併用せず

神経剥離のみを行ったものが3例，奥海法による

ECTRが2例であった.術中所見としては全例で正

中神経周囲の癒痕・癒着を認め，屈筋支帯の不完全

'高知大学医学部整形外科 干7路-8505
"ハンズ高知フレッククリニック

高知県南国市岡豊町小蓮
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表 1 症例一覧 APB-CMAPDL :短母指外~王筋の複合筋活動電位の遠位潜時
EDM:固有小指伸筋臆 ECfR:鋭視下手根管開放術

TCL:横手根靭帯

幽 幽l 幽圃幽
1 82 女 9か月 =f変+増悪 導出不能 Camitz変法 TCl不全 改善

切書量

2 77 男 16年 再発 16rr、s 鍵滑腹切除+属筋用車滑 消失

Camit2変法 膜炎

3 56 女 2年2か月 不変 9.3ms 残存TCL旬]厳 TCL不全 消失

切荷量

4 84 男 1年2か月 不変 導出不能 Camitz変法 TCl不全 改善

切離

5 53 女 2年4か月 不変 導出不能 EDM移行 TCl不全 改善

切離

6 81 女 1年6か月 徐々に滑悪 導出不能 Camitz変法 TCL不全 改善

7 46 女 11か月 不変

8 72 女 2年 不変

な切離を 8例で，神経損傷を 2例で，著明な腿滑膜

炎を 1例で認めた.屈筋支帯の不全切離の部位は近

位部が3例，遠位部が3例，近位・遠位いずれも残

っていると思われたものが2例であった.術後経過

と術中所見の関係としては，症状の改善を認めてい

なかった 7例では全例で屈筋支帯の不全切離を認

め，新たな症状が出現したもの 2例では神経損傷を

認めていた.このうち 1例は運動枝の損傷であり固

有小指伸筋腫移行による母指対立再建を行い，もう

l例では周囲の綴痕組織からの剥離のみを行い，損

傷神経に対する直接修復は行っていない.いわゆる

再発例の 2例では 1例で屈筋腿滑膜炎を，もう 1例

では屈筋支帯の不全切離と癒痕形成を認めた.1年

以上の経過観察が可能であった 8例の術後経過は，

自覚症状が完全にとれたものが3例，改善したもの

が5例で不変・増悪したものはなかった(表1).

電気生理学的検査では初回手術前から APB-CMAP

導出不能例の 80歳代の男性 1例では導出不能のま

まであったが，それ以外では遠位潜時の短縮や振|幅

の増大などの改善を認めていた.

代表症例を供覧する.

症例 1: 82歳，女性.

主訴 :右手のしびれ，筋力低下

現病歴:当科で手掌内皮切の OcrRを施行し，

直後には一時的な症状の改善を認めたが，すぐに術

切離

6.5ms ECTR TCL不全 消失

切高E
7.2ms ECTR TCl不全 改警

切敵

前と同じ状態となり，その後は症状の改善がなく

APB-CMAPが導出不能となったために術後 9か月

で再手術に至った.

身体所見・検査所見 :術前の M阻では屈筋支帯

は切離されていたが手根管の開放は不十分でかつ癒

痕形成が疑われた(図 1).

手術所見 :手術は神経剥離とCamitz変法を行っ

た.術中所見としては癒痕形成と神経の癒着に加え

て，屈筋支帯の近位部に切離不足を認めていた.

術後経過 :術後の M阻では手根官の十分な開放

を認め(図 2)，術後 2年を経過した時点で母指に

力が入りにくいなどの手に関する愁訴は残っていた

が，しびれは消失し， APB-CMAPの遠位潜時も

3.45msと改善していた.

症例 2:77歳，男性.

主訴:右手のしびれ

現病歴:16年前に OcrRを受け，症状が完全に

消失していたが， しびれと母指対立障害が徐々に再

発し当科を受診した.

身体所見 ・検査所見 :APB-CMAPの遠位潜時は

16msと著明に延長していた.術前の MRIでは手根

菅は完全に開放されていたが，屈筋腫滑膜炎を認め

ていた(図 3).

手術所見 :この症例に対して腿滑膜切除，神経剥

離術， Camitz変法を行った(図 4).術中所見とし
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図 1 症例 1

a術前T1強調像 b術前官強調像 c初回手術後T1強調像

d初回手術後τヨ強調像 手根管の聞きが不十分で除圧不足が疑われる

図2 症例 l

a術後T1強調像

b術後T2強調像十分な除圧が確認できる

ては躍滑膜炎と再生された屈筋支帯により神経の絞

拒を認めていた.

術後経過:術後 12ヵ月を経過した時点でしびれ

は完全に消失し， APB-CMAPの遠位潜時も 4.2ms

と改善しており，母指対立障害も改善傾向を認めて

いた.

{考察I
crsの術後に症状が改善しない，あるいは増悪

するものが少ないながら存在する.Botteら1)の

reviewでは手根管開放術後に再発は 0-19%で起こ

っており，また再手術は 12%で必要となっていた.

Stutzら2)は200例の再手術例の検討を行い， 83% 

は防ぎ得たと報告しており， Langlohら3)も同様に

初回手術での確実な屈筋支帯の切離の重要性を強調

している.また Jonesら4)は50例 55手の review

図4 症例 2 術中写真

神経剥離と C叩註包変法を行っている

を行い，症状が改善しない場合には屈筋支帯の不全

切離や診断間違いを念頭に置く必要があり，また新

たな症状が出現した場合には神経損傷を疑わなけれ
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図3 症例2

a術前T1強調像

b術前τ2強調像十分な除圧が確認できる

c術前T1強調像

d術前τヨ強調像腿滑膜炎を認める

ばならないと結論づけている.このように初回手術

後の症状経過を詳しく聴取する事が診断への第一歩

であると思われる.神経伝導検査は有用な検査であ

るが，初回手術からの経過が不明な場合には判断に

苦慮する.今回の著者らの結果からは M悶は除庄

の確認や躍滑膜炎の診断には有用であった.

再手術の方法としては古典的な open法による神

経剥離と癒着が重度の場合には各種f1apcoverage 

が有用であったとの報告が多い 1l2)州 6) また Luria

ら7)は再発crsの41例に対してECfRのみを行い，

37例で改善したと報告している.今回我々も 2例

に対しては ECfRのみで対応したが適応は慎重で

あるべきと考えている.我々の症例は初回手術から

再手術までの期間が長い傾向があり，再手術時には

程度は様々であったが，全ての症例で正中神経周囲

の癒痕・癒着を認めていた.屈筋支帯の不全切離が

早期に診断ができれば， より小侵襲手術で対応でき

る可能性があり，今後の課題である.

初回手術の方法としては今回の症例では小皮切で

のOCfRが多く，屈筋支帯の不完全な切離に繋が

った可能性はあるが，母集団が不明であり術式の優

劣については言及できない.何れの方法であれ，屈

筋支帯の確実な切離と神経損傷などの合併症を起こ

さない確実な手術手技が重要と考える.

[まとめ]

特発性手根管症候群の再手術例 11例の検討を行

った.屈筋支帯の不十分な切離が原因と思われる症

例が多く，初回手術時における屈筋支帯の確実な切

離が重要と思われ.M聞は手根管の開放状況や臆

滑膜炎の有無など診断に有用であり，術式決定の一

助となると思われた.

[文献1
1) Botte MJ. et a1. Recurrent carpal tunnel syndrome. 

Hand C¥inics 12: 731・743，1996 

2) Stutz N， et a1. Revision surgery after carpal tunnel re-

lease : Analysis of the pathology in 200 cases during a 2 

yea period. J Hand Surg Br 31: 68-71， 2006. 

3) Langloh ND， et al. Recurrent and unre¥ieved carpal-tun-

nels戸ldrome.C¥in Orthop Rel Res 83: 41-47， 1972. 

4) Jones NF， et al. Revision surgery for persistent and re・

current carpal tunnel syndrome and for fai!ed carpal 

tunnel release. Plast Recons仕 Surg129: 683-692， 2012. 
5) 牧裕ほか. 再手術を行った非透析性の手根管症候群症

例の検討. EI手会誌 23:771・775，2006.

6) Unglaub F， et al. Subjective and functional outcome after 

revision surgery in carpal tunnel syndrome. Arch Or-

thop Trauma Surg 128: 931-936， 2008 

7) Luria S， et al. Endoscopic revision of carpal tunnel re-

lease. Plast Recons仕 Surg121: 202与2034，2008.
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手根管症候群に対する手掌部での小皮切手根管開放術

の治療成績
もりさわ

森津 妥*
こみやまたかっぐ

小見山貴継本
まつむらたかし

松村崇史**
たかやましんいちろう

高山真一郎***

目的:特発性手根官症候群に対する手掌小皮切での開放術の成績を報告する.

対象・方法:対象 133例 142手，性別男性 26例，女性 107例，年齢平均 63歳であった.術前浜田分類で

Grade1 : 55手， Grade2: 80手， Grade3: 7手であった.検討項目は成績を浜田基準で，自覚症状を VASで

評価した.

結果:Grade1 : Good 50手， Fair 5手， Grade2: Good 64手，

であり Poorの症例はなかった.合併症はなかった.

Fair 16手， Grade3: Good 4手， Fair 3手

考察:本術式は安全・確実，直視下に神経の状態を確認でき，

神経の除圧を確認可能など有用と考えられた

さらに神経剥離および母指球筋枝を含めた

[緒 言]

手根管症候群の手術は広く一般の整形外科医が修

得するべき手技であり，安全，確実な手技が望まれ

る.われわれは手掌中央部の小皮切にてKnifelight@ 

(Striker社，カラマズー，USA) を使用して手根管

開放術を行っている 1)2)ので，その治療成績を報告

する.

[対象と方法]

対象は本手術を施行した特発性手根管症候群 133

例 142手，男性 26例女性 107例である.手術時年齢

はおから 94歳，平均 63歳であった術後経過観察

期間は 6-45カ月，平均 22.4カ月であった.浜田分

類 3)で Grade1が 55手， Grade2が 80手， Grade3 

が7手であった.

手術の適応は，初診時に知覚障害のみであればま

ず保存療法をおこない， 3ヵ月間経過観察し改善の

ない場合に手術を行った.なお，母指球筋に高度の

萎縮がみられ，対立不能， perfect 0不能，患者が

巧綴運動障害を訴える重度手根管症候群に対しては

母指対立再建術を施行しており， 今回の検討には含

めていない.

手術方法は，手掌部に約1.5cmの小皮切を加え

受理日 2012/10/23 
匂虫立行政法人国立病院機構埼玉病院整形外科
叫松村外科 ・整形外科

判事国立成育医療研究センター外科系診療部

干351-0102

S仕iker社製胎1立elight@を用いて屈筋支帯を切離

した. Knife light③は先端がコの字状で鈍なプラス

チックでできており，その聞に刃を有する.コの字

状の部分で屈筋支帯を挟み込めばそれ以外に切れる

ものはなく安全である.先端部分に発光機能を有し

ている.これによって術野の視野が良好になるのと

先端がどこまで進んだかが皮膚の上から見て分かる.

手術は全例，局所麻酔下にKaplanのcardinalline

と中環指聞の縦線の交点に1.5cmの縦皮切を入れ

(図 1)，皮下を愛護的に剥離する.手掌腫膜が展開

約1.5caの鹿切

図 1 皮切

埼玉県和光市諏訪 2-1
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されるとそれを縦切し，屈筋支帯の遠位を同定す

る.手掌腫膜と屈筋支帯の聞を鈍的に剥離する.こ

れにより手掌腫膜を温存する.さらに屈筋支帯の掌

側も十分に剥離する.屈筋支帯尺側に小切聞をい

れ，手関節をやや背屈し長掌筋腫尺側を目標として

Knife lighゆを挿入し，掌側手首皮線まで屈筋支帯

を切離する.この際， Knife ligh憾で盲目的に押し

切りするというのではなく，挿入前に十分にその掌

側・背側を剥離しておき，胎lifelighゆを挿入する

道をつくっておいて，そこへ挿入している.即ち，

Knife lighゆを挿入する前に小エレパで手掌臆膜と

屈筋支帯の聞と屈筋支帯の背側を掌側手首度線まで

愛護的に剥離しているが，これはl.Knifelighゆを

挿入しやすくする， 2.手掌臆膜を温存する， 3.屈筋

支帯と正中神経の癒着を剥離するためである.手掌

腫膜を温存することで術後の正中神経手掌皮枝障

害，いわゆる p剖arpainを減らせると考えている.

Knifeligh憾での屈筋支帯の切離後，小エレパが容

易に手根管内手関節近位まで挿入できることを確認

し，さらに神経鈎で皮切の中枢側の皮膚と手掌腫膜

を持ち上げ，屈筋支帯の切り残しがないことを確認

する.また，屈筋支帯遠位で正中神経を剥離し正中

神経反回枝を確認する.後療法は，約5日間の手関

節やや背屈でのギプスシーネ固定，指の運動は術直

後より行わせている.

検討項目は術後成績を浜田の評価基準2)で3段

階に評価し，術後自覚症状をVi5Ualanalogue score 
(以下， VAS) (100:耐えられない痛みがある， 0: 

痛くない)で評価した.また，術後評価でGood群

とF剖r群において年齢，発症から手術までの期間

を比較した.

[結果】

全例で夜間痛・強いしびれは術後早期に消失した.

浜田の評価は表 1のごとくでpoorはなかった.

VASは術前平均 87が最終診察時8と改善した.術

中神経・動脈損傷はなかった.術後，創部痛，有痛

性癒痕， p迎釘painを訴える患者はいなかった.2手
で屈筋支帯の肥厚のため，手関節部で追加皮切を必

要とした.95歳女性の 1手で高度の母指球筋萎縮

のために適応としては母指対立再建術であったが，

患者の強い希望で本術式を施行した.痛み，しびれ

は改善したが，巧織運動障害は遺残し，成績は Fair
であった.Good群と Fair群の比較で，年齢，発症

表 1 成績(浜田分類)

録.， 恐縮鯵司臨時

ゐ叫 Falr 険IOr
ω 5 

8r81恥E 84 18 

8r“.m 4 s 

表2 Good群と Fair群において年齢，発症から手術
までの期間で有意差を認めた.

&刷 Falr

e倒. 118 24 

• ・.・ 58.2 75.5 

..から手術までの.l1li 5.5カ月 12.3カ月

側邸前嶋Iltnoy砂4幽t.・p<o.ω@

から手術までの期間で有意差が認められた (Mann-

whi阻eyU骨 5t) (表2).

I考察】

手根管症候群の手術方法は現在大きくわけると直

視下法と鏡視下法とに分類される.直視下法は掌側

手首皮線を近位へ越える標準開放術と小皮切開放術

に分類される.標準開放術は皮切が手首皮線をこえ

るもので，術後の創部痛，肥厚性癒痕， pill釘 p油1

が問題とされており，現在は症例を選んでしか施行

していない.鏡視下法は特殊な器材を要することや

手技の習得が必要なこと，正中神経反回枝の確認が

できない，不慣れな手術操作での神経・血管損傷の

可能性が問題としてあげられる 4) 小皮切開放術で

は手掌と手関節での2皮切，手掌のみ，手関節のみ

の1皮切の方法がある.今回の術式はこのうち手掌

のみに該当する.今回の術式の利点は 1)屈筋支帯

切離後に直視下に神経の状態，除圧を確認可能， 2) 

屈筋支帯切離後に正中神経反回枝を確認可能， 5) 

神経剥離が可能である， 3)手掌臆膜を温存してお

り正中神経手掌皮枝損傷，いわゆる pillarpainを生

じにくい， 4)手掌小皮切で有痛性癒痕が生じにく

いということがあげられる.本法では術中に直接，

母指球筋枝も含めて神経の除圧を確認しているの

で，術後の愁訴の遺残に対して神経の除圧不十分，

屈筋支帯の切離不十分の可能性を考慮する必要がな

い.鏡視下(特に 2portal)では通常，術中に神経

-9ー
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Extr・lil・III1t繊細 Sublig・."tωs Trll1ll ig・鴫ntωs
type type type 

T制 ，tll，1987 
銅.例 96. 7‘ 2.1‘ 1.~ 

手僚側 81.61 9.8‘ 8. 7‘ 
1・..，rl，2003 

手術倶 94.0‘ 3.01 3.01 

図2 正中神経反回枝の分岐(文献5より引用)

はみえず，屈筋支帯を切離して脂肪の下垂で除圧を

判断している.その場合，屈筋支帯の切離部位が槙

側あるいは尺側へ偏位していると除圧不十分になる

可能性がある.通常，神経は主に屈筋支帯で掌側か

ら圧迫はされているが，稀に掌側のみではなく周囲

と癒着 ・圧迫をきたしている症例もあるが本法は神

経の周囲からの剥離が可能であるので十分対処しう

る.

一般に手根菅開放術で問題とされることは，正中

神経反回枝損傷と pillarpainである.前者に関して

は，図25
)6)7)のように正中神経反回枝の分岐に変異

がある.そのうち，約 1-8%で反回枝が屈筋支帯

を貫通する，いわゆる transligamentoustypeが存在

し，神経損傷を起こしやすいとの指摘がある.実際，

本術式では屈筋支帯を切開している最中は屈筋支帯

を直接は確認できない.ただ，反回枝の変異の多く

は樟側で分岐しているとされており へ 今回の症例

でも損傷例がなかったことを考えると屈筋支帯の尺

側で切離することで反回枝損傷を可能な限り回避し

うると考えている. しかし，反回枝が屈筋支帯の尺

側を貫通する transligamentoustypeでは損傷の可

能性を完全には否定はできない.中村ら 4)もこの

点を指摘しているが，実際に神経損傷はなかったと

報告している.この点は，鏡視下でも神経損傷を生

じる可能性はあり，小皮切，鏡視下を含めての問題

点と思われる.また. subligamentous typeに関し

ては本術式では展開中に母指球筋枝は確認可能であ

り，神経損傷を回避できるが， 鏡視下(特に2-por-

tal) では盲目的に遠位の portalを作成すると神経

4昨
JIubl igame山 ustype I 

図3 subligamentous typeの1例

損傷を生じる可能性がある(図 3). 

Pil1ar painに関しては本術式では手掌腫膜をでき

る限り温存しており，これにより pi1Iarpainの発生

を少なくしていると考えている.正中神経手掌皮枝

を損傷すると pillarregion 8)9)に痛みが生じるとさ

れている.児島ら 9)よると手根管症候群手術時に

手掌部の皮膚切開の際，術野に神経枝があり これを

温存することで術後の pi1Iarpainを減らせたと報告

している.われわれは1.皮切はできるだけ pi1Iar

regionをさける. 2.皮切部皮下の愛護的な剥離を

する.3.手掌腫膜と屈筋支帯の丁寧な剥離を行うこ

とで pillarp山1を回避可能と思われる.実際，今回

報告症例では出現しなかった.中村ら 4) もK凶fe

lightを用いた手掌部一皮切での報告で.pillar pain 

の減少を認めたとしている.

ハH
V

噌

B
A



手掌部小皮切手根管開放術の治療成績

また，永田ら 10)は加齢に伴って末梢神経には有

髄神経線維密度の低下，節性脱髄， Waller変性，神

経栄養血管の狭窄といった変化が生じ，その結果，

圧迫などの刺激に対する脆弱性が増加しているとし

ている.Good群と Fair群で年齢に有意差が認めら

れたことを示唆する報告と考えられた.

【まとめ1
1.特発性手根管症候群に対する胎tifeligh胞を

用いた小皮切開放術の手術成績を報告した.

2.本法は小皮切で直視下に神経の除圧を確認可

能であり，成績も良好であった.

3.特発性手根管症候群の手術方法として本法は

有用であった.

【文献1
1)森海妥ほか.小皮切手根管開放術の治療成績.臨床整

外42:149-153，2007. 
2) 森津妥ほか.小皮切手根管開放術の治療成績.日手会

誌25:571-574， 2∞9. 
3) 浜田良機ほか.手根管症候群の治療成績.日手会誌2:

156-159，1985. 
4) 中村敏夫巳ほか.Knife Lightを使用した手根管症候群

の治療成績.日手会誌 16:579-583， 1999. 
5) 今村宏太郎.正中神経反回枝の変異一手根管症候群手

術例の検討一.日手会誌20:54-56， 2∞3. 
6) 金谷文則.手根管症候群の手術療法.MB Orthop 8: 

49-59， 1995. 
7) Tountas Cp， et a1. Variations of the median nerve in也e

carpa1 cana1. J Hand Surg 12 (A): 708-712， 1987. 
8) 梁瀬義章ほか.手根管症候群の治療ー小皮切の立場か

ら一.整・災外45:1121・1126，2002.
9) 児島忠雄ほか.手根管症候群における掌側皮神経確認

の重要性.日手会誌 17:43ら438，2000.
10)永田博司.新老年学.第1版.東京.東京大学出版会.

pp546-549， 1992. 
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他医で手術を受けた手根管症候群の再手術症例の検討

、.-~ .. 
""+.....目$ttot<.-

い吋だかずお おきむらなおき ただ

池田和夫*納村直希*多国薫**

他医で手術が行われた手根管症候群の再手術に際しては，術後の状態が不明なため注意が必要である.手

根管症候群再手術の 7例について検討を行った.初回手術は ECfRが3例で， OcrRが4例であった.

ECfR後の 2例に正中神経損傷を認め， 1例には屈筋支帯の不完全切離を認めた.OCfR後の 1例は術後5

年の再発例であり，他に母指球枝損傷が 1例，正中神経損傷が 1例，屈筋支帯の不完全切離をそれぞれ 1例

ずつ認めた.OCfR後再発の 1例と不完全切離の2例 (OCfRと ECfR)では，術後にしびれの改善を認めた.

神経損傷を認めた 4例のうち， 1か月以内に再手術を行った 2例 (OCfRと ECfR)では，ほぽ正常レベル

までの回復が得られたが， OCτR後3か月の 1例では，剥離操作により正中神経損傷のため， しびれが残存

した.また， ECfR後6か月の 1例では，剥離操作が困難なため，除圧に留まり，神経機能の回復は認めな

かった.初回手術後 1か月以内であれば，神経損傷があっても成績は良好であったが，陳旧例では損傷部位

の確認が困難となるため，術後に問題が認められる場合は速やかに再手術を行うべきである.

[緒言]

手根管症候群の再手術の原因は二つある.一つ

は，術後早期に再手術を要する，屈筋支帯の不完全

切離と正中神経への損傷の場合である.もう一つ

は，数年後に再手術を要する再生屈筋支帯による再

絞掘であり，代表格は透析患者例である.自分で初

回の手術をしていれば内部の様子は想像がつくの

で，再手術計画を立てやすい. しかし，他医で手術

をされた患者が紹介なしに受診してきた場合には，

内部の様子が不明で注意を要する.透析患者例を除

いた，他医で初回手術を受けた再手術例が7例あり，

検討を加えたので報告する.

【対象と方法]

再手術の手術適応は，前医における初回手術を受

けたが，症状が不変または増悪したものとした.症

状が不変の場合には，術後3か月は経過観察をして

から再手術の判断を下した.症例 1は，前医からの

依頼により，術後 1週で再手術を行った.症例は 7

例あり，男性が2例，女性が5例であった(表). 

年齢は 47歳から 81歳までで，平均 58歳であった.

初回手術は， OCfR (Open carpal tunnel release)が

4例， ECfR (Endoscopic carpal tunnel release) が

受理日 2012/10/24 

3例で， ECfRはすべて oneportal法であった.初

回の手術から，再手術までの期間は 1週から 3週が

3例， 3か月から 7か月が3例， 5年が1例であった.

再手術の原因は，再生屈筋支帯による再絞掘例が1

例，初回手術の手技上の問題が6例であった.前者

は初回手術から 5年後の再絞拒症例であり，後者で

は術直後から症状が不変または増悪し，屈筋支帯の

不完全切離 (2例)，母指球枝の切断 (1例)，正中

神経の部分切断 (1例)，正中神経損傷に伴う手根

管内癒着 (2例)などが認められた.

[結果1
再生屈筋支帯による再絞拒の 1例と，屈筋支帯の

不完全切離の 2例では，術後に症状は消失した.母

指球枝の切断の 1例と，正中神経の部分切断の 1例

では，顕微鏡下に切断神経を縫合して，術後はほぼ

完全に機能回復が認められた.正中神経損傷に伴う

手根菅内癒着の 2例は，正中神経の損傷部位が特定

できず，除圧のみに留まったため，術前に痛みは軽

快したものの機能回復は認められなかった.

「症例提示J
症例 4:47歳の女性で，前医で3週間前に ECfR

を受けたが，直後に示指から環指樟側の知覚脱失と

:独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター整形外科 〒920-8650 石川県金沢市下石引町1・1
*金沢大学整形外科
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表 1 症例一覧

EE盟国盟掴匝臨調置 E冨極圏置函置E掴

1 49・M OCTR lil!l 経状が不変 、完全切艇の支帯I6か月 lE6/A.発
四 lJ1l

2 73・M ECTR 
OCTI主

7か月 症状が増強 、完全切離の文裕I8か月 lE6/A.長
Onepol'tal 

圭却lL

3 81・F OCTR 5年 蒋鎗
OC~宜 l

再生文帯を切離 4か月 1t6i1害発

4 47'F ECTR 3選 症状が増磁
指神経

2年 lË<</A~ 
One pOl'lal 神経縫合

5 52'F OCTR 2遍 母指対立不可
母指Eま枝

2年 ;11士写F
神経縫合

""・・・・・・・・・L・，・・・・・・・.--...・ι・・・・・・・・・・・・a・・・・・・・・・・・・・・s・・・・・・E
........-............・・・aι・ー・・

元 の
痛みIJ消失6 49・F Blind OCTR 3か月 症状が増恕 圭忽lL 10年 樋能は不変

神経剥離
幽

、完全切a症の文帯
7 57・F ECTR 梅痛み能IJ楽に

Oneport31 
6か月 症状が増恕 棄却11 6方当月 は不変

図 1・A 症例 4:47歳の女性.

A:前医でECfRを受けたが，
痛みのために手指を動かすこ
とができない状態である.

図 1-B 正中神経は半分ほど
切断されている.

図 1・C 8-0ナイロン糸で
縫合 した.

図 1-D 術後 2か月で，痛みは消失し
ている.

痛みを自覚した.痛みのために手指を動かすことが

できない状態であった(図 1-A). 手根管を展開す

ると，正中神経は半分ほど切断されていた(図

1-B). 顕微鏡下に8-0ナイロン糸で縫合した(図

1-C). 2か月後には，痛みが軽快して手指の運動も

可能になり日常生活に使用できるようになった(図

1-D). 術後 2年で，知覚は Semmes-Weinsteinテス

トで育 (No.3.61+，3.22-)であり，機能的にほぼ正

常に復した.

症例 6:49歳の女性で，脳外科医により手根管開

放術を施行された.直後より示指から環指横側の知

覚脱失と痛みを自覚した.前医に 3か月間放置され

ていた.手術創は前腕遠位の縦切開であった(図
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図2-A 症例 6:49歳の女性

A:脳外科医に手根管解放術を
受けた.手術創は前腕遠位の
縦切開である.

2・A).手根管を展開すると，正中神経は屈筋支帯と

強く癒着していた.屈筋支帯は切離されていなかっ

た.前腕遠位の皮切から，盲目的に関万を挿入した

ため，手根官内で正中神経を損傷したのではないか

に推測した癒着を顕微鏡下に剥離したが，正中

神経と屈筋支帯との境界は不明で，正中神経に切り

込んでいた(図 2-B). ここで，手術を中止した.

術後 10年で，痛みは消失していたが，知覚は無痛

覚のままで機能的な回復はなかった.

[考察]

一般的に手根管症候群の再発とは，術後に-8は

症状が改善してから再び症状が出る場合である 1)

再手術率は， 1%から 18%と報告により幅があるが，

多くは 1%から 3%の間である 1)2)3)4) 多くは透析

患者例であり，その再発率は 21%とも報告されて

いる 1) 森津らの報告でも， 10例 12手の再手術例

の2/3が透析例であった 2) この中で，いわゆる特

発性手根管症候群では，再発例はなかったと報告し

ている.症例数の多い報告では， 2357例の初回手

術後の再手術は 48例で 2%あり，その危険因子は

糖尿病と高血圧であった.この 2つの因子を持った

症例は，再発例の41%であったと報告されている 3)

この報告で興味深いのは， ECfRの再手術率が0.2

%であったのに対しOCfRの再手術率が 7%と有意

-・・・?司

r司
』4圃匝国

図2・B 癒着を顕微鏡下に剥離してい
くが，正中神経と屈筋支帯と
の境界は不明で，正中神経に
切り込んでいる.

に多く，その理由として ECfRの方が非侵襲的だ

からと述べられているが，後ろ向き研究であり，確

実なところは不明で、ある.再発例では屈筋支帯は切

離跡が分からないくらいに再生していることが多

く，長期経過後は切離されたかどうかは判別ができ

ないことが一般的である.今回の症例3においても，

初回手術と思えるほど，屈筋支帯は再生していた.

再発の原因は，再生した屈筋支帯で固まれた手根管

内に，屈筋腫滑膜の肥厚が生じることなどが考えら

れている 1) しかし多くは透析症例の再発で，特発

性手根管症候群の術後再発は少ないと考えて良い.

今回の検討では，いわゆる再発例は症例 3のみで

あり，残りの 6例では，前医での手術に問題のあっ

た症例であった.初回手術が屈筋支帯の不完全切離

の場合には，再手術成績は良好である. 5例中 4例

は完全回復し，1例も改善している との報告があ

る4) しかし，癒着が原因であると，回復は思わし

くなく， 2例中 1例では改善がなかったと報告され

ている 4) このような不完全切離例では，初回術後

にかえって症状が悪化することも特徴の一つであ

る.これは， 一部除圧されたため，その部分の正中

神経が膨隆し，かえって残存支帯での絞拒が強まる

からと推察される.症例 2においても術後にしびれ

や痛みが増悪した. しかしこの症例では，前医で時

聞が経過すれば治ると説明されていたため，再手術

まで7か月が経過していた.この症例では，屈筋支

帯の末梢端が明らかに正中神経を絞拒しており，切

AUτ 
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離され再生した支帯とは区別できた.このような不

完全切離を防ぐためには，屈筋支帯の末梢端をしっ

かり視て切離することと，前腕は手首度線から lcm
近位まで前腕筋膜を切離することが重要である 5)

OCIRとECIRのどちらにおいても，術中の神

経損傷の報告がある.そのような場合には，速やか

に再手術することで，神経修復が可能である 6) 症

例4と5では， 3週間以内に再手術ができたので，

断端の識別が可能で，端々纏合が可能であった.そ

のため術後成績も良く，ほぽ正常にまで機能回復し

た.しかし，陳旧例になると，癒痕の中に神経と屈

筋支帯が含まれてしまい，境界が顕微鏡で見ても不

明となる.特に，他医での初回手術のあとの再手術

は，術後の状態が不明なことが問題である.症例6

にように，剥離にこだわるあまりに正常神経にまで

切り込む危険性があり，注意が必要である.その経

験を踏まえ，症例7では無理な剥離はせず，除圧に

とどめた.しかし，悪化はしないものの機能回復は

果たせないので，早期の再手術の必要性を痛感して

いる.

[まとめ】

他医で初回手術を受けた 7例について検討を行っ

た.屈筋支帯の切り残しゃ，再生支帯による再絞掘

の再手術の成績は良好であった.神経損傷の症例で

は，初回手術から 3週以内の場合には，損傷部を見

極められ縫合が可能なため成績も良かった.3か月

や6か月経過してからの症例では，損傷部を特定で

きず成績は不良であった.このような陳旧例では剥

離にこだわるあまりに，正常な神経を損傷しないこ

とが重要である.他医から相談があれば，可及的速

やかに再手術をすべきである.

[文献1
1) Dahlin LB， et a1. Carpa1 tunnel syndrome and甘'ea伽lent

of recurrent synlptoms. J Plast Surg Hand Surg 44: 4-11， 
2010. 

2) 森海妥ほか.手根管症候群再手術例の検討.東日本整

災会誌 15:267，・270，2003.
3) Schreiber JE， et a1. Common risk factors seen in sec・

ondarycar下a1tunnel surgery. Anna1s Plast Surg 55: 262-

265，2005. 
4) 橘滋国ほか.絞掘性末梢神経障害再手術例の検討.末

梢神経 15:160-162，2∞4. 

5) 池田和夫ほか.手根管内圧の分布に基づいた手根管開

放範囲の決定.末梢神経 17:277.・.279，2∞6.

6) 池田和夫ほか.ECfR合併症の事例.日手会誌22:708-
711，2005. 
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手根管開放術を施行した 52手を対象とした.短母指外転筋終末潜時 (DML)孟4.5ms，知覚神経伝道速度

(SCV) <40.0m/sを基準とし， 1期:DML， SCV共に正常， 11期 :DMLのみ遅延，皿期 :DML遅延SCV

低下， IV期 :DML遅延SCV測定不能， V期:DML， SCV共に測定不能，に症例を分類し，電気生理学的

回復を検討した.術前III期28手， IV期6手， V期14手，分類不能4手であった.術前田期のうち 21手

がI期まで回復し，そのうち 11手が術後3ヶ月で， 16手が術後6ヶ月で回復していた.また， 25手 (89%)

が病期の改善を示した.術前IV期のうち I期まで回復した症例は 1手のみ(術後12ヶ月)であったが， 6 

手全例が改善を示した.術前V期では I期まで回復した症例はなく， 9手 (64%)が改善を示した.術前田

期の症例が早期に正常まで回復することは脱髄主体の伝導障害を示しており，一方， V期では軸索変性が加

わることで回復が不良となることを示していると考えた.

【緒雷】

手根管症候群(以下crs)に対する電気生理学

的検討はこれまで多くの報告がされている.しか

し，未だにその診断意義や予後の予測については明

確ではない.また， crs手術前後の経過について，

電気生理学的重症度分類を用いて評価し，経過を追

った報告は少ない.

今回，著者らはcrsに対し手術を行った症例の

電気生理学的回復を，重症度分類を用いて詳細に検

討したので報告する.

【対象と方法l
当科において 2001年1月から 2010年3月までに

手術を施行した透析例を除いた 146手のうち，半年

以上経過観察を行った症例，もしくは電気生理学的

に正常まで経過観察を行った 52手を対象とした.

手術は全例，手掌内小皮切による手根管開放術を行

い，電気生理学的検査を術前，術後3か月， 6か月，

1年で施行した.

筋電計はDantec製 Keypointを使用し，短母指外

転筋終末潜時(以下DML)は導出間距離約7cmと

して，手関節刺激し短母指外転筋にて導出し測定し

た.知覚神経伝導速度(以下SCV)は中指に表面

受理日 2012/10/23 

表 crsの電気生理学的重症度分類

I期:正常

E期:DML遅延

皿期:DML遅延+SCV低下

W期:DML遅延+scv測定不能

V期:DML， SCV測定不能

電極をおき，手関節刺激にて逆行性に測定した.52 

手のうち，右35手，左17手，男性10例，女性38例，

平均年齢58.9歳 (33-88歳)であった.

crsの電気生理学的重症度分類は，金谷らの報

告1)に準じて， DMU.5ms以上を遅延， SCV40.伽n/s

未満を低下として基準とし， 1期DML， SCVとも

に正常， 11期DMLのみ遅延，皿期DML遅延SCV

低下， IV期DML遅延SCV測定不能， V期DML.

SCVともに測定不能に症例を分類し(表)，電気生

理学的回復を検討した.統計学的検討はχ2検定 (p

く0.05)を用いた.

【結果】

術前病期分類はIII期28手， IV期6手， V期14手，

分類不能4手だった(図 1).

*浜松医科大学附属病院
事・浜松赤十字病院

〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山 1・.2~1

車掌$静岡市立静岡病院
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図 1 術前病期分類

術前田期のうち 11手が術後 3か月で， 1期正常

まで回復し，6か月では 16手が，術後 1年では 28

手中 21手 (75%)がI期正常まで回復した.また，

術後 1年で 25例 (89%)が病期の改善を示した(図

2) .術前 IV期 6手の術後経過としては， 1期まで

回復した症例は 1手のみだ、ったが，全例が病期の改

善を示した(図 3).術前V期 14手の術後経過とし

ては， 1期まで回復した症例はなく，病期の改善は

9手 (64%)であった(図 4).

2S 

m 

• • 10 

。
術前 3か月

以上より， 1期(正常)まで回復した症例は術前

回期が 75%と有意に多かった.病期が改善した症

例は，術後 6か月では術前 III期が有意に多く， 1 

年では術前V期が有意に少なかった. したがって，

III 期は早期に回復し，正常まで回復， V期は回復

が最も不良という結果だった.

[考察]

神経伝導速度検査は，crsにおける正中神経機

能を評価するための，極めて客観性が高く，妥当性

があり，再現性のある検査と考えられており，感受

性は O.56~O.85，特異性は O.94~O.99 と報告されて

いる 2) 当科では電気生理学的検査を術前診断のみ

ならず，術後も経過を評価するために，定期的に測

定している.術前の電気生理学的検査と臨床症状に

ついては相聞があるという報告別刷)がある一方で，

相闘がないという報告 6)7)8) もみられる.また，

crsに対する術前後の経過を電気生理学的重症度

分類を用いて比較検討したものは少ない.Aulisa 

ら4)は術前後に電気生理学的検査を行い，臨床症

状と回復について検討し，回復は術前の Mild，

円 .n期
置 E鶏

8か月 1年

術後経過観察期間

図2 術前田期術後経過

手
7 

6 • 口 E期

4 ~ • !日E期

.m捌

.w.期
2 f - - 岡田園. 1 ロ分葱不健

。
術前 3か月 6か月 1年

術後経過観察期間

図3 術前N期 術 後経過
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16 手r 

14 

12 

10 

6 

4 

2 

。
術前 3か月

図4 術前V期 術 後経過

6か月
1年術後経過観察期間

Moderate， Severeの順に良好と報告している.金

谷ら 9)は術前，術後 1年における神経伝導速度検

査の結果を報告し，全体の 93%が病期の改善， V

期の回復が最も不良であったと報告している.今回

の検討では金谷らの病期分類を用いて，より詳細に

術前，術後 3か月， 6か月， 1年で検討を行い， III

期は早期に正常まで回復し， V期は回復が最も不良

という結果だった.

crsは手根管での圧迫が主な原因で，圧迫に よ

る脱髄主体の病態に，病期が進むにつれ軸索変性が

加わっていくといわれている 10) 術前 III期の症例

が早期に正常まで回復することは脱髄主体の伝導障

害を示しており， IV期は脱髄と軸索変性が混在し，

V期では回復が不良になったことから，軸索変性が

より多くを占めていると考える. したがって，V期

の治療については十分な改善がえられない可能性が

あることを患者に説明する必要がある.

今検討の問題点と しては，過去の報告と SCVの

測定方法が若干異なるため，病期分類が完全に合致

していない可能性がある.また，金谷らの分類では

DML正常 SCV低下，DML 測定不能 SCV低下が含

まれておらず，これらを分類不能と したが，今後症

例を重ねて分類自体について検討していく必要があ

ると思われる.電気生理学的検査は本来，補助診断

で用いられるものであるが， DASHやcrsIなどの

臨床症状をスコアリングした評価を行っている症例

が少なかったため，今検討では電気生理学的回復の

みを検討した.将来的には臨床症状を詳細に調べた

症例を増やして検討したいと考えている.

[まとめ1
crs術前後の経過について，電気生理学的病期

ロE期

園理想

.IV.揚

・v期

ロ分短不健

分類を用いて詳細に評価した.

術前田期は早期に正常まで回復したが， V期は

回復が最も不良であった.

[文献1
1) 金谷貴子ほか.手根管症候群における短母指外転筋終

末潜時と感覚神経伝導速度の関係について.末梢神経

17・280-282，2006.

2) Jablecki CK， et al. Practice parameter: Electrodiagnostic 

studies凶 carpaltunnel syndrome. Report of the Ameri-

can Association of Electrodiagnostic Medicine， Ameri-

can Academy of Neurology， and the American Academy 

of Physical Medicine and Rehabilitation. Neurology 11・

1589・1592，2002.

3) Padua L， et al. Surgical prognosis in carpal tunnel syn-

drome: usefulness of a preoperative neurophysiological 

assessment. Acta Neurol Scand 94: 343-346， 1996. 

4) Aulisa L， et al. Carpal tunnel syndrome: indication for 

surgical仕eatmentbased on electrophysiologic study. J 

Hand Surg 23A: 687-691， 1998. 

5) Bland JD， et al. Do nerve conduction studies predict the 

outcome of carpal tunn巴1decompression? Muscle 

Nerve 24: 93~ト940， 200 1.

6) Choi SJ， et al. Correlation of clinical history and elec甘か

diagnostic abnormalities with outcome after surgery for 

carpal tunnel syndrome. Plast Recons甘 Surg102: 2374-

2380，1998目

7) 内山茂晴.手根管症候群の診断ー電気生理学的検査の

手技と問題点一. Orthopaedics 20: 17-20， 2007. 
8) 加地良雄ほか.手根管症候群における各種検査値と

Quick DASHスコアの関係.日 手会誌 27:31与321，

2011. 

9) 金谷賀子ほか.手中艮管開放術後 1年における電気生理

学的回復についての検討.日手会誌25:197-200， 2008. 
10)柏森良二.手の外科の要点と盲点.第 l版.文光堂.

東京.pp80-85， 2007. 

。。
噌

E
A



175-177， 2012 第 3号日手会誌(J]pn Soc Surg Hand) ，第 29巻

重度手根管症候群における電気生理学的回復の検討
まきのえみ さのみちお

牧野絵巳ぺ佐野倫生***
みやぎみちひと

宮城道人**
お ~I;j;らひろあき

荻原弘晃**
まつやまゆきひろ

松山幸弘*
さわだともかず

津田智一*

'
J
J

ノ
E

i
司
l圃司
I
l
l
i
p
-
-さ
E

4
a喝
J

F

M

m

=
渦
一

aa------E
・E
・-au-ぃ

k
-

1
.‘
‘

司

人

石

白

-

t
v
U
T
-
-
h可
一由
一

、、、

一自一
母指球萎縮があり短母指外転筋複合活動電位 (APB-CMAP)導出不能例に対して行った手根管開放術の電

気生理学的回復を検討した.手術を行い， 6か月以上経過観察可能であり，術前に APB-CMAP導出不能で

あった 26手を対象とした.術後 3か月， 6か月， 1年で神経伝導速度検査を施行した.術後APB-CMAPが

導出可能になった症例は 20手 術後 1年経過しても導出不能例は 6手であった.導出可能時期は術後 3か

月8手， 6か月 9手， 1年3手であった.導出可能群と不能群聞に手術時年齢で、有意差はなかったが，発症

から手術までの期間では有意差がみられた.APB-CMAP 測定は手根管症候群の電気生理学的検査で頻用さ

れる検査であるが，術前導出不能 26手中 20手が術後に導出可能となった.より正確な予後予測を行うため

には，第 2虫様筋 CMAP測定などを追加する必要があると考えた.また，導出不能例は擢病期聞が2年以

上の症例が多く，経過が長い症例に対しては一期的な対立再建術を考慮しでもよいと考えた.

[結果]

術後 1年での APB-CMAPは導出不能が 6手 23%

(導出不能群)，導出可能が20手77%(導出可能群)

だ、った(図 1). 

手術時年齢は導出不能群平均54.2歳 (42-68歳)， 

導出可能群平均 59.4歳 (33-80歳)で有意差はな

かった.発症から手術までの期間は導出不能群が平

均43.3か月 (8-72か月)，可能群が平均28.7か月 (2

-180か月)で， 2年以上でわけると，導出不能群

は2年以上 5手，未満 1手，可能群は 2年以上 7手，

[緒 言}

母指球萎縮を伴う手根管症候群(以下 crs)の

母指対立障害に対して，手根管開放術のみを行う

か，あるいは一期的に対立再建術を行うか意見が分

かれている.今回の検討の目的は，母指球萎縮があ

り短母指外転筋複合活動電位(以下APB-CMAP)

導出不能例に対して行った手根管開放術の電気生理

学的回復を検討することである.

[対象と方法]

当科において 2001年 1月から 2010年3月までに

手術を施行した透析例を除く 146手のうち，術後 6

か月以上経過観察可能で，術前に APB-CMAP導出

不能であった 26例26手を対象と した.手術は全例，

手掌内小皮切による手根管開放術を行い，電気生理

学的検査を術前，術後 3か月， 6か月， 1年で施行し

た.筋電計は Dantec製 Keypointを使用し， APB-

CMAPは導出問距離約 7cmとして，手関節刺激し

APBにて導出し測定した.26手の内訳は，右 19手，

左7手，男性7手，女性 19手，平均年齢 58.2歳 (33

-82歳)であった統計学的検討は χ2検定 (p<

0.05)を用いた.
術後 1年での APB-CMAP導出の可否図 1

静岡県浜松市東区半田山1-20-1

口コ
唱

t

〒431-3192
受理日 2012/11/01 
*7;兵松医科大学附属病院
取市浜松赤十字病院
車事.静岡市立静岡病院
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導出不能若手 導出可能群

2年以上 5 7 

2年未満 13 
(手)

図 2 手術l侍年齢と発症から手術までの期間
発症から手術まで 2年以上経過しているも
のが，導出不能群に有怠に多くみられた

図3 術後APB-CMAP導出可能時期

未満 13手であり， 2年以上経過しているものが導出

不能群に有意に多くみられた(図 2).また，導出可

能時期は術後3か月 8手， 6か月 9手，計17手 (85%)

が術後6か月以内と，早期に導出されていた(図3).

導出可能時期と年齢，手術までの期間に明らかな差

はなかった.

[考察l
crsの手術成績は一般に良好であるが，母指対

立障害を伴う重症例では手根管開放術のみで対立障

害が改善する症例と，手根菅開放術のみでは対立障

害が残存する症例がある.母指対立機能評価につい

ては，指外転筋力 MMT，掌側外転角度，ピンチ力，

小指とのつまみ動作，母指対立が可能であるか，

Perfect 0形成についてな ど，様々な検討方法があ

るが，今回著者らは，日常診療で頻用される手関節

刺激の APB-CMAPの導出の可否で検討を行った

過去の報告の APB-CMAP導出不能例では，多くの

症例で筋力が回復するので一期的再建は不要という

意見と，筋萎縮が残存し，回復が不良なため一期的

再建の適応との意見がみられる.母指対立機能回復

の予後因子としては，術前の予測因子は不明という

報告叫がある一方，年齢制や擢病期間 3)5) 電気

診断 6)により予測可能という報告がある.

今回の検討では年齢では明らかな有意差は認めな

かったが，術後も APB-CMAPの導出が不能な例は

発症から 2年以上経過しているものに有意に多くみ

られた.なお導出不能群 ・可能群間で，問診で得ら

れた擢病期聞をそのまま比較検討すると明らかな有

意差は認めなかったが(Mann羽市itneyのU検定 p=

0.076)，権病期間の長い症例では，発症時期を詳細

に問診 しでも明確に覚えている患者は少ないため，

ある程度の期間で区切って検討を行うほうが実際的

と考え，過去の報告 側 にあるように擢病期間を 2

年で、区切って検討を行った. したがって，擢病期間

が長いと思われる症例で対立機能不全を愁訴にして

いる症例は，一期的な対立再建を考慮しでもよいと

思われた.

また， APB-CMAPの術後導出率は，本研究では術

後 1年で 77%であり ，また，過去の報告 2).1)でもお

おむね 80%の症例が導出可能となっ ていた.また，

導出可能とな った時期は本研究では 85%が術後 6

か月で可能となっていた. したがって， APB-CMAP 

の導出の可否での対立機能の回復予測は困難で，よ

り正確な予後予測を行うためには，他の手法を追加

することが重要で、あると思われた.

他の電気診断の評価法として，正中神経支配の虫

様筋と尺骨神経支配の骨間筋の潜時差を測定する

Preston法が報告されている7)8) これは解剖学的に

第2虫様筋枝が母指球筋枝に比べ背側に位置してい

るため，圧迫により障害されにくいこ とを利用 した

ものである.また，正中神経の母指球筋枝の直接刺

激による手掌部刺激-APBCMAP測定法 9)や，正中

神経と尺骨神経の二重支配を受けている短母指屈

筋ーCMAPから両神経の潜時差を測定する方法 10)な

ども報告されている.これらの方法を組み合わせる

ことにより，より正確な予後予測が出来る可能性が

あると考えた.

本研究の問題点としては，電気生理学的検査のみ

で実際の筋力などの臨床症状との関連を検討してい

ないこと，重度crsの回復には長期間を要するた

め，術後の経過観察期聞が短いことがあげられる.

今後，臨床症状なども合わせて長期の経過観察を行

い，検討していきたいと考えている.
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[まとめ]

術前APB・CMAP導出不能例のうち， 77%が術後

1年で導出可能であった.

術後 1年で導出不能例は，擢病期聞が2年以上の

症例が多かった.

より正確な予後予測のため， APB-CMAP以外の

測定を追加することが必要であると考えた.
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特発性手根管症候群に対する
手指屈筋臆腿滑膜切除術と鏡視下手根管開放術との

DASHscoreを用いた治療成績の比較

鶴田敏幸，峯博子

特発性手根管症候群に対する手指屈筋腫腫滑膜切除法と ECfR法について，両術式の回復過程および治療

成績の差異を明らかにすること (Study1)， DASH scoreの質問項目から両手術法の術後成績の特徴を明ら

かにすること (S旬dy2)，この2点を目的とし，他覚的検査所見と患者立脚型QOL評価である DASHscore 

の術後1年までの経時的変化を調査した.その結果，母指・小指聞の tippinch力で手指屈筋腫腫滑膜切除群

がECfR群に比べて優れていたことが特徴的であったが，その他の他覚的検査ではその回復過程や成績にお

いて術式による差は認められなかった.DASH scoreでは 6週以降1年時まで手指屈筋腫腫滑膜切除群が

ECfR群に比べて常に低値を示し，主観的な QOLの改善は手指屈筋臆腫滑膜切除群のほうが優れていた.

また， DASHの質問項目別において，手に力を入れる動作や痛みの項目で手指屈筋腫腫滑膜切除群がECfR

群に比べて低値を示し，術後 1年時も同様の傾向であった.これは，屈筋支帯の切離を行わない手指屈筋腫

臆滑膜切除法では pillarpainの発生もなく，手指に十分力が入るためではないかと考えられた.

[緒言]

手根管症候群(以下crs)の原因は，そのほとん

どが特発性のものであり，何らかの原因で手根管内

圧の上昇をきたしているものと考えられている1)

著者らは 1997年以来，回筋支帯を切離せずに屈筋

腫の腫滑膜切除を行うことにより，手根菅の内圧を

減圧させる手指屈筋腫腫滑膜切除法を導入し，短期

ならびに長期成績について検討を行ってきた.さら

に，その成績が安定していたことから，新たに術式

を工夫し 2) 鏡視下手根菅開放術法(以下ECfR法)

との治療成績を比較した前向き無作為化比較試験

(以下RCf)を行ったそして R口により術後6か

月まで経過観察した結果，手指屈筋腫臆滑膜切除法

はECfR法より早期の日常生活の復帰が可能である

ことを報告した 3)

今回はさらに術後 1年間経過観察可能であった症

例について，他覚的検査所見だけではなく患者立脚

型QOL評価である DASHscoreの経時的変化を調

査し，滑膜切除法と ECfR法の回復過程および治療

成績の差異を明らかにすること (Study1)， DASH 

scoreの質問項目から両手術法の術後成績の特徴を

明らかにすること (Study2)，この 2点を目的とし

た.

[対象と方法】

対象者

2009年2月から 2011年 1月までに，当院におい

てcrsと診断された症例のうち，治療前にインフ

ォームドコンセントを行い，研究の目的や内容，安

全性，術式の選択が無作為であることを説明し，同

意が得られた症例のみを対象とした.全て特発性の

症例のみを対象とし，関節リウマチや人工透析治療

中の症例，樟骨遠位端骨折後など続発性の症例は本

研究から除外した.手根管症候群の重症度による除

外基準はなく，神経伝導速度導出不能で母指対立不

能，掌側外転不能な母指対立再建術の適応と，思われ

る症例に対しても，患者本人が母指対立再建ではな

く手根管症候群に対する治療のみを希望され， RI口

に同意が得られれば対象とした.術式の振り分けに

は乱数表を用い，対象者を手指屈筋腫腿滑膜切除術

群(以下滑膜切除群)と ECfR群に無作為に振り分

けた.RCfに登録した症例は 100例 105手(男性

受理日 2012/10/03 

医療法人友和会鶴田整形外科 〒84与0306 佐賀県小城市牛湾町勝 1241-6
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表 1 対象者の特性

滑腹切除群 ECTR群

苅象者
20慨120手 22倒23手
〈毘性5倒5手，女性15例15手〉 〈男性5O1J6手，女性17倒17手)

手術施行期間 2009年2月-2010年12沼 20伺年2月-2010年12月

手術時年齢 61.7:t11.6歳(46-91議〉 66.o:t12.9鏡 (35-87鏡)

寵痛期麹
18.1 :t21Dか用 312:t58.7か月
(1.3-82.7か用〉 (12-240.0か用〉

結果は平均値土標準偏き〈範囲〉で示す

24例 27手，女性 76例 78手)，手術時年齢は平均

64.0:t12.9歳 (34-91歳)，催病期間は平均 20.2:t

33.1か月(1.2-240か月)であったが，RCTのプロ

トコールにおいて評価は 6か月時までとしていたた

め，今回の研究にあたっては全症例に電話にて協力

を依頼し，術後 1年時に評価可能であった 41例 43

手を対象とした.

対象者の内訳として，滑膜切除群は20例20手(男

性5例5手，女性 15例 15手)，手術時年齢は平均

61.7:t11.6歳 (46-91歳)，擢病期間は平均 18.1:t 

21.0か月(1.3-82.7か月)であった.ECTR群は 22

例 23手(男性5例6手，女性 17例 17手)，手術時

年齢は平均 66.0土12.9歳 (35-87歳)，擢病期間は

平均 31.2:t58.7か月(1.2-240か月)であった(表

1). 

手術方法 2)

1.手指屈筋腫臆滑膜切除術法

手術は局所麻酔もしくは全身麻酔にて行った.皮

切は 2か所におき，近位は proximalwrist creaseに

約1.5cmおき，ここで浅指屈筋・深指屈筋腫滑膜

を近位より遠位まで可能な限り十分に切除する.さ

らに，遠位部では中・環指の指聞の近位延長線上で，

Kaplan's cardinallineを横切る部位に約1.5cmの縦

度切をおき，屈筋支帯遠位部すなわち Okutsuet al4) 

が報告しているように， DHFFRの部位を直視下で

切離する.そして指神経を横側によけると，虫様筋

部およびその近位の鍵滑膜の増生が観察できる.手

指を屈曲・伸展させながら，その部位の臆滑膜及び

虫様筋の一部を切除する.切除した腫滑膜の重量は

平均3.4g(近位平均2.1g，遠位平均1.3g)であった.

内圧測定にて安静時内圧20mmHg以下を目標とし，

手根管内の十分な減圧ができ手根管内に十分な余裕

が得られ，一部手根管内に空洞部分もみられる状態

になったことを確認し， ドレーンをおいて手術を終

了した.

2. ECTR法

Okutsu et alの原法 5)に準じて，近位からの one

porta1法を用いて行った.

後療法

滑膜切除群， ECTR群ともにギプスシーネを 1週

間装着した.その後，ギプスシーネは除去し，両群

ともに手指と手関節は痛みのない程度に日常生活

(入浴や洗顔も術後8日目より許可)や仕事等での

使用を許可した.なお，抜糸は両群ともに術後2週

目の来院時に行った.

評価項目

(1)神経伝導速度(導出筋はAPB)，(2)中指知

覚 (Semmes研 einsteinmonofilament蜘 t)，(3)第

2虫様筋・ APB筋力，(4)ピンチ力[ピンチメータ

ー(不二精工株式会社)を使用l，(5)握力(デジ

タル握力計を使用し，立位上肢下垂位で測定)を術

前より術後6か月後まで 1か月毎に測定し， 1年時

にも行った.主観的QOL評価として， (6)上肢障

害評価 (DASHscore ; The ]SSH Version) を術前

ならびに術後2，4， 6， 8， 10， 12週， 4， 5， 6か月，

l年時に調査した.なお，ピンチ力は母指ー示指聞

のtippinch (tip :τ1)と sidepinch (side :下1)，母

指・小指聞の tippinch (tip:下1)を測定した.第2

虫様筋と APB筋力は， MMTの0-5段階を 14点満

点で評価した.術後の評価は術者ではなく，ハンド

セラピィ専門の理学療法土が実施し，評価時は術式

が分からないように患部を覆い，患者にも口止めを

行った.

統計処理

StatView]-5.0 so食wareパッケージ (SASInstitute， 

NC)を用いた.滑膜切除群と ECTR群の連続変数
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表2 滑膜切除群と ECfR群における他覚的検査所見の差異

草署鍍切険群(n=20) ECTR群(n=23) 。信

神経伝導速度伽暗記〉 6.7:t2.6 (3.7-13.4) 69:t2.7 (42-10B) NS 

知覚 (SW-T) 4.1 :t1.0 (2.8-6.7) 42:t0.7 (3.6-6.7) NS 

A円ヨ街力悼〉 10.7:t2.8 (4-14) 1 0.0:t32 (4-14) NS 

第2虫様路(点〉 11.7:t1.7 (9-14) 11.8:t1.8(9-14) NS 

ピンチ〈お:T-I)似gf) 3.5:t1.6 (1.0-5.6) 3.6:t1.3 (1.8-6.4) NS 

ピンチ〈諒恕T寸}旬刊 5.4:t1.9 (12-82) 5.7:t2.2 (1.4-102) NS 

ピンチ (t僻 T-L) 保gf) 1.0:t0.7 (0-1 B) 1.0:t0.5 (02-2.0) NS 

握力 (kg) 2O.7:t7.1 (7.0-41.7) 21.1:t9.1 (6.3・39.5) NS 

結果は平均値士銀単偏差(箇園〉で示す.民TR群に縛経伝単速度の理事出不健倒が1倒あり.

234  5 6 1年〈周}

街飼 2 3 4 5 6 1年〈月〉

6 

511 
躍

9 

7 

2 3 4 5 6 1年(月〉

術前 2 3 4 5 6 1年〈周}

ー・ー滑銀切餓群ー0-ECTR群

図 1 滑膜切除群と ECfR群との神経伝導速度，知覚.APB筋力，第2虫様筋
の経時的変化の差異

の比較には対応のある b検定，名義変数の比較に

はt検定を用いた.多群聞の比較には一元配置の

分散分析ならびに post-hocテストとして Turkey-

E叩 ler法を用い，危険率5%未満をもって統計的

有意水準とした.なお，統計処理も解析バイアスを

除くため，術者と評価者(理学療法士)以外の第三

者が行った.

はなく，神経伝導速度をはじめ，術前の全ての評価

項目において，両群聞に有意な差は認めなかった

(表2).滑膜切除群における安静時の手根管内圧測

定は，術前55.9mr吋Igから術後 11.6mmHgと十分

に減圧が可能であった (p<O.∞01).

Study 1)手指屈筋腫臆滑膜切除群と EαR群の

治療成績および回復過程の差異

[結果】

性別，手術時年齢，権病期間は両群聞に有意な差

(1)機能評価(図 L 図2)
神経伝導速度，知覚.APB，第2虫様筋，ピンチ

力は，両群聞の回復過程に明らかな差は認められな

-24-
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図2 滑膜切除群と ECTR群とのピンチ力，握力の経時的変化の差異
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図3 滑膜切除群と ECTR群との DASHscoreの経時的変化の差異

かった.握力は，滑膜切除群のみ術後 1か月に比べ

て術後 1年で有意に改善した.両群の術前，術後の

ピンチ力を比較した結果，母指ー小指聞の tippinch 

で，術後2か月および3か月時に滑膜切除群のほう

がECfR群よりも有意に高値を示し (p<O.05).そ

の後1年時まで常に滑膜切除群のほうが高値であっ

た.

(2) DASH score (図 3)

両群とも術後2週時に高値となるも，滑膜切除群

ではDisability/ symptom scoreが術後 6週時から，

Work scoreが術後4週時から，術後2週時に比べて

有意な改善が認められた.一方.ECfR群で術後2

週時に比べて有意な改善が認められたのは，両

scoreとも術後4か月時からであった.両群の score
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を比較した結果， Disability/symptom score， Work 

scoreとも術後 6週から 1年時まで滑膜切除群が

ECfR群に比べて常に低値を示し，特に術後8週時

のworkscoreでは，滑膜切除群のほうが ECfR群

に比べて有意に低値を示していた (p<0.05，図 3).

S加dy2) DASH score質問項目別による術後成

績の特徴

両群に有意な差が認められた 8週時の差異を検討

した結果， Disability / symptomでは r2.書く j，r5.重

いドアを開けるj，r6.頭上の棚に物を置く j，ru. 

重いものを運ぶ (5kg以上)j，r12.頭上の電球を交

換するj，r17.軽いレクレーションをするj，r26.腕・

肩・手がチクチク痛むjにおいて， Workでは r1.仕

事においていつもの活動ができましたかj，r3.自分

の思うように仕事ができましたかjの計9項目で

ECfR群に比べて滑膜切除群が有意に低値を示して

いた (p<0.05). さらに，術後 1年時について検討

した結果， r4.食事の支度をするj，r5.重いドアを

開けるjrlO.買い物パックや書類かばんを持ち運ぶ」

において， ECfR群に比べて滑膜切除群が有意に低

値を示していた (p<0.05).

[考察]

今回，滑膜切除群と ECfR群について，他覚的

検査所見と DASHscoreの差異を術前から術後1年

まで経時的に検討した結果，他覚的検査では神経伝

導速度，知覚，筋力の回復過程は両群聞に明らかな

差は認められなかったが，握力の回復は滑膜切除群

のほうが優れていた.治療成績においても，母指.

小指聞の tippinchにおいて，術後2か月と 3か月

時という比較的早期から滑膜切除群がECfR群に

比べて高値を示し，それが術後 1年時まで続いた.

以上のことより，滑膜切除群のほうがECfR群に

比べて手指の力の回復に優れていると考えられた.

DASH scoreにおいては，両群とも術後2週時に

高値となるも，そこからの改善は滑膜切除群のほう

は術後4週時と早く， ECfR群は術後4か月時と遅

かった.また，両 scoreとも術後6週から 1年時ま

でECfR群に比べて滑膜切除群のほうが常に低値

を示していたことから，日常生活動作・社会復帰に

関しては，少なくとも術後 1年間は滑膜切除群のほ

うがECfR群に比べて優れていると考えられた.

内山は， crsの術後に神経伝導速度の推移を調

査した結果，術後 1か月で1年かけて回復する量の

約60-80%回復し，その後は 3ふ12か月と回復は

していくがその率は小さいと報告している 6) また，

田中ら 7)は， crsの術後経時的変化では， M波終

末潜時は術後 1-2か月で急速に改善し， 6か月を

過ぎると緩やかに改善し 3年でプラトーになったと

報告している.本研究においても，他覚的検査にお

いては6か月と 1年時の間に大きな変化は認められ

なかった.しかし， DASH scoreにおいては両群と

もに術後 1年時まで改善傾向を示しており，主観的

なQOLの改善は 6か月以降も継続していくと考え

られた.

次に， DASHの質問項目別による術後成績の特徴

について検討する.著者らの先行研究において術後

4週以降6か月まで滑膜切除群がECfR群に比べて

有意に低値を示したこと，調査期間を術後 1年とし

た本研究の結果においても術後6週以降は滑膜切除

群のほうが ECfR群に比べて常に低値を示したこ

とから， DASH scoreの成績は滑膜切除群のほうが

優れていると考えられる.さらに，具体的にどの動

作において滑膜切除群が優れているか，今回 DASH

の質問項目から検討した.その結果，滑膜切除群が

ECfR群に比べて有意に低値を示した 8週時には，

手に力を入れる動作や痛みの項目において，滑膜切

除群は ECfR群に比べて有意に低値であった.こ

の傾向は術後 1年時も同様で， r5.重いドアを開け

るj，rlO.買い物パックや書類かばんを持ち運ぶJ
などで滑膜切除群がECfR群に比べて有意に低値

を示した.ECfR法を施行した症例の中にはどうし

ても手根部の腫脹・痔痛を訴える例がみられるが(約

30%)8)9)101本研究においても ECfR群 23手中 7

手 (30.4%)に pillarpainの発生が認められた.屈

筋支帯の切離を行わない滑膜切除群では pill訂 p血l

の発生もなく，手指(特に母指一小指聞の tipp泊ch)

に十分力が入るのではないかと考えられた.以上の

ことより，手指屈筋腫臆滑膜切除術法は crsに対

する有効な観血的治療のーっとなり得ると考える.

なお，本研究においても，術者，評価者，解析者

聞の盲人化を導入し，観察バイアスを可能な限り排

除することは可能であった. しかし，プロトコール

が6か月までであったこともあり， 1年時の調査に

協力してくれた対象者数は全体の 41%と少ない.

今後，プロトコールを再検討し，長期におよぶ手指

屈筋腫腫滑膜切除術法と ECfR法との RCfを用い

た比較検討を行う予定である.
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手指屈筋臆腿滑膜切除術法と ECI'R法との比較

【まとめ1
1. CTSにおける手指屈筋腫腫滑膜切除法と ECfR

法について，他覚的検査所見と DASHscoreの差異

を術前から術後1年まで経時的に検討した.

2.神経伝導速度，知覚，筋力の回復過程は両群

聞に明らかな差は認められなかったが，握力，母指一

小指聞の世ppinchといった手指の力の回復は，手

指屈筋腫臆滑膜切除群がECfR群に比べて優れて

いた.

3. DASH scoreでは手指屈筋腫腫滑膜切除群は

ECfR群に比べて 6週以降1年時まで常に低値を示

し，主観的な改善は手指屈筋腫腫滑膜切除群のほう

が優れていた.

4.手指屈筋腫臆滑膜切除群はp迎紅p油1の発生

もなく， DASHの質問では手に力を入れる動作や痛

みの項目で， ECfR群に比べて低値を示した.

I文献1
1) 田中寿一.手根管症候群の治療の実際.病態・治療の

概略.関節外科25:258-264， 2006. 
2) 鶴田敏幸ほか.手根管症候群における手指屈筋臆滑膜

切除術の長期成績.日手会誌26:333-337， 2010. 
3) 鶴田敏幸ほか.特発性手根管症候群に対する前向き無

作為化比較試験による手指屈筋臆臆滑膜切除術と鏡視

下手根管開放術との治療成績の比較.日手会誌27:

671-675，2011. 
4) Okutsu 1， et a1. Measurement of carpa1 cana1 and medi-

組 nervepressure in patients wi由 carpa1tunnel syn同

drome. Tech Hand Up Ex出 mSur宮8:124-128，2004. 
5) Okutsu 1， et a1. Endoscopic management of carpa1 tun-

nel syndrome. Ar也roscopy5: 11・18，1989.
6) 内山茂晴.手根管症候群の診断一電気生理学的検査

の手技と問題点一.MB Orthop 20: 17.・.20，2007.
7) 田中達郎ほか.手根管症候群における鏡視下手術の治

療成績.日手会誌 17:444-447; 2000. 
8) Kluge W， et a1. Late complications after openαrpa1伽n-

nel decompression. J Hand Surg 21・B:205-207， 1996. 
9) Ludlow路， et a1. Pi1Iar pain as a postoperative compli伺・

tion of carpa1 tunnel release: a review of血eliterature. J 
H血 d百ler10: 277.・282，1997.

10)牧裕ほか.手根管開放術後のpi11arpainの発生頻度

と術後経過.日手会誌26:142-143，2010. 
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肘部管症候群の臨床評価における上肢障害評価表
(DASH)の選択項目(スポーツ/芸術活動，仕事)
有用性の検討

の

わかばやしよしあき

若林良明事，
にむちあきもと

二村昭元本事 鏑木秀俊市
おおかわ

大川
あっし

淳事

術前後に DASHの回答が得られた肘部管症候群手術症例 37例39肘(手術時平均年齢 62.8歳，術後平均

経過観察期間 16.1(日9)か月)を対象とし， DASHに添付される 2つの選択項目:スポーツ/芸術活動

(DASH-SM)，仕事 (DASH-W)の回答率， DASH・赤堀分類との相関，術前後のスコアの変化を検討した.

DASH-SM/-WとDASHの聞には強い正の相関関係を認めたが，赤堀分類の病期別の検討では一定の関係を

認めなかった DASH-SMは術前後を通した回答率は 39%，術前値39.2・術後値9.6で，回答率は低いがス

コアの反応性が高いため，回答のあった個々の症例の評価としては有用と考えられた.DASH-Wの回答率は

71%，術前値24.5・術後値 10.2であり，術前から術後にかけて有意にスコアの改善を認め，医学的な成果を

労働力や経済に反映しうる指標としての有用性が示された.

[緒言]

絞拒性神経障害の術後経過において，神経伝導速

度検査などの客観的評価による改善と，患者の自覚

症状の回復はしばしば「議離」するため，臨床成績

評価には他覚的な検査所見のみならず，患者立脚型

アウトカムを併用すべきである1)2) 上肢疾患の臨

床評価用の患者立脚型アウトカムとしては，上肢障

害評価表(以下DASH)3)が広く用いられるように

なったが， DASHに添付される 2つの選択項目:ス

ポーツ/芸術活動(以下 DASH-SM)，仕事(以下

DASH-W)を用いた評価や，これらの項目の有用性

の検討の報告はほとんどない.今回われわれは肘部

官症候群患者における DASH選択項目の回答率や，

DASH ・赤堀分類との関係，術前・後のスコアなど

を検討し，その有用性について考察したので報告す

る.

[対象と方法1
2006年6月から 2011年4月の聞に当科にて手術

を行い，術前・後に DASHの回答が得られた肘部管

症候群52例 55肘のうち，スコアに影響する他の上

肢・神経疾患合併例を除いた 37例39肘を対象とし

た.手術時平均年齢 62.8(14-79)歳，男性 26例・

受理日 2012/10/12 
事東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

*・東京医科衛科大学大学院医歯学総合研究科
整形外科学分野

臨床解剖学分野

女性 11例，右26肘・左 13肘，術後平均経過観察期

間は 16.1(3-39)か月であった.なお両側例 2例の

うち 1例は， 2週の間隔で手術を行ったので術前後

のDASHは1例として扱い，もう 1例は手術の間隔

が3年と聞いているので術前後の DASHは2例分

としてカウントした.

肘部管症候群発症の原因は，変形性肘関節症 21

肘・外傷後の変形が7肘・尺骨神経脱臼が4肘・特

発性が7肘であった.術前の病期分類の内訳は，赤

堀分類 4)第I期が5肘・第H期が6肘・第m期が

13肘・第 IV期が 10肘・第V期が 5肘であった.

手術術式は尺骨神経皮下前方移動術が33肘・これ

にNeviaser法による示指外転再建を併用したのが

1肘・阻ng変法2肘・肘部官形成術3肘であった.

まず選択項目の DASH-SM，DASH-Wの術前・後

の回答率と活動と仕事の内訳を検討した.次に同時

期に回答が得られた DASHとDASH-SM，DASHと

DASH-Wの相関関係を， Spearmanの順位相関係数

を求めて検討した.続いて術前の赤堀分類の病期別

に， DASH-SMと DASH-Wの術前値を比較し，

胎uskal-Wallis検定にて統計学的に検討した.最後

に術前・後の DASH，DASH-SM， DASH-W値，及

び各スコアの術前値から術後値を引いた値を比較

〒113-8519 東京都文京区湯島 1-5-45
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肘部管症候群における DASH選択項目の有用性
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図1DASHとDASH-SMとの相関関係.有意な強
い正の相関関係を認めた.

し， Wilcoxonの符号付き順位検定で統計学的に検

討した.

[結果}

DASH-SMは術前回答率が45%(17/38)，術後39

% (15/38)，術前後を通して回答があったのは 39%

(15/38)にとどまった.一方DASH-Wは術前回答

率 76%(29/38)，術後79%(30/38)，術前後を通し

ては 71%(27/38)で， DASH-SMより高い回答率が

得られた.術前に DASH-SMに回答のあった 17例

の活動内容は，ゴルフ4例 (24%)，野球3例 (18%)，

その他のスポーツ 6例 (35%)，楽器演奏が4例 (24

%)であった.術前に DASH-Wに回答のあった 29

例の仕事の内容は，肉体労働が6例 (21%)，専門

技術職8例 (28%)，事務仕事8例 (28%)，家事7

例 (24%)であった.

術前または術後に DASHとDASH-SMの両方に

同時に回答された，のベ 32回分の両スコアをプロ

ットし， Spearmanの順位相関係数を求めたところ，

r=0.727 (p<O.ool)で有意な強い正の相関関係を認

めた(図 1).同様に術前後でDASHとDASH-Wに

同時回答のあった，のベ 59回分の両スコアの相関

185 

DASH-W 
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図2 DASHとDASH-Wとの相関関係.有意な強
い正の相関関係を認めた.

係数は r=0.802(pく0.001)で，さらに強い正の相

関関係を認めた(図2).

DASH-SM術前値を赤堀分類の病期別にみると，

第I期48.4(n=4)，第H期 18.8(n=2)，第四期

43.8 (n=7)，第N期 33.3(n=3)，第V期 25.0(n 

=1)であり，病期が軽くても活動への支障が大き

いことがあることを示す結果で，統計学的な有意差

は認めなかった (p=0.727).DASH-W術前値も，第

I期 14.1(n=4)，第11期 32.5(n=5)，第皿期 21.3

(n=10)，第W期28.1(n=6)，第V期 34.4(n=4) 

であり，電気生理学的な重症度と仕事への支障度合

いは必ずしも一致しないという結果で，統計学的な

有意差は認められなかった (p=0.532).

術前・後とも DASH-SMの回答が得られた 15例

のDASHの平均は術前21.9・術後 12.6(p=o.on)， 

DASH-SMは術前39.2・術後9.6(p=0.003)で，両

スコアとも統計学的に有意な改善を認めた(図 3).

また術前値から術後値を引いた値の平均はDASHが

9.3， DASH-SMが29.6で，統計学的に有意に DASH-

SMの方が大きい値をとり (p=0.005)，DASH-SMの

方が術前後での差が高値を示した.術前後でDASH-

Wの回答が得られた 27例の DASHの平均は術前
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186 肘部管疲候群における DASH選択項目の有用性

DASH 
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図3 術前 ・術後の DASHとDASH-SM.両スコアとも術前から術後にか
けて有意な改善を認めた.
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図4 術前・後の DASHとDASH-W.両スコアとも術前から術後にかけて
有意な改善を認めた

24.0・術後 12.7(p<0.01)， DASH-Wは術前 24.5・

術後 10.2(p=0.002)で， 両スコアとも統計学的に

有意な改善を認めた(図 4).術前値から術後値を引

いた値の平均は DASHが 11.3，DASH-Wが14.4で，

両者には統計学的な有意差はなかった (p=0.288).

[考察]

肘部管症候群の臨床評価における DASHの有用性

は諸家により報告されている.喜多島ら1)によると，

Modified Bishop Rating Systemなどの臨床成績評価

法は，その成績が DASHと相関せず患者の満足度

を反映していないことを報告しており， DASHは患

者立脚型アウトカムとして過去の評価法と併せて評

価すべきこ とを示唆している.大谷ら 2)も赤堀の

術後臨床評価は DASHと相関しないことを報告し

ており，臨床成績と ADL障害は切り離して検討す

べきことを示唆している.井戸ら 5)は術後 1年ま

でDASHを追跡し，経時的にスコアが改善すること

を示している.著者ら 6)も術後に DASHスコアが

改善し，術前の側方つまみ力の低下が著しい症例で

はスコアの改善が乏しいため，一期的な機能再建を

考慮すべきことなどを提唱してきた. しかしながら

DASHに添付される 2つの選択項目:スポーツ/芸

術活動 (DASH-SM)，仕事 (DASH-W) を用いて，

ハH
vqa 



肘部管症候群における DASH選択項目の有用性

肘部管症候群の臨床成績を評価したり，これらの項

目の有用性を検討したりした報告は渉猟した限りで

は存在しなかった.

今回の検討では DASHとDASH-SM，DASHと

DASH-Wの聞には，それぞれ強い正の相関関係を認

め，過去の報告ともほぼ一致した 3) そのため特定

の社会活動に対する障害の評価として， DASH-SM， 

DASH-Wは有用であることが帰納的に示唆された.

一方で、術前の赤堀の病期分類による電気生理学的な

重症度と， DASH-SM/-W術前値が示す特定の活動

や仕事への支障度合いは必ずしも一致せず，先の喜

多島らJ)大谷ら 2)の報告と同様に，これらは両者

とも別々に評価されるべき検討項目であると考えら

れた.

当科において選択項目の DASH-SM許可Vへの記入

は，被験者の自由としている.この方式では DASH-

SMの回答率は半数以下と低いため，肘部官症候群

の総括的な評価には適さないと考えられる.回答率

が低かった原因として質問表同ページ下段のDASH-

Wの回答率が7割以上であったため見落としであ

る可能性は低く，患者の大多数を占める中高齢者の

スポーツ・芸術活動への参加率の低さを物語ってい

ると考えられる.従って地域や時代背景によっても

DASH-SMの回答率は大きく左右されると考えられ，

他施設での検討が望まれる.DASH-SMはDASHと

比べて術前値が高く，術後値が低く出るため，回答

のあった個々の患者のスポーツ・芸術活動における

満足度評価としては反応性が高いと考えられ，その

有用性が示唆された.

一方DASH-Wの回答率は 7割以上と DASH-SM

よりも高く，また術前後の比較で有意なスコアの改

善も認め，その有用性が示された.過去の報告にお

いても DASH-Wは内的整合性，妥当性，反応性が

実証されており 3) 今回の結果を支持するものと考

えられる.今後我が国が超高齢化社会になってゆく

ことは不可避であり，高齢患者の家事を含めた「労

働力の再獲得」という見地から，疾患や外傷の治療

成績を検討することが重要になってくると考えられ

る.その意昧で， DASH-Wは医学的な成果を労働力

や経済に反映しうる有意義な指標になる可能性があ

ると考えられた.

[まとめ]

肘部菅症候群の術後成績を， DASHの2つの選択
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項目:スポーツ/芸術活動(DASH-SM)，仕事(DASH-

W)を用いて評価し，その有用性を示した.

DASH-SM/-WとDASHの聞には強い正の相関関

係を認めたが，赤堀分類の病期別の検討では一定の

関係を認めなかった.

DASH-SMの回答率は半数以下と低いため，総括

的な臨床評価には適さないが， DASHと比べてスコ

アの反応性が良く，回答のあった個々の症例の評価

としては有用であると考えられた.

DASH-Wの回答率は 7割以上と DASH-SMより

も高く，また術前後の比較で有意なスコアの改善も

認め，その有用性が示された.

{文献1
1)喜多島出ほか.肘部管症候群の他覚的評価と自覚的評

価の比較検討.日手会誌23(2):102-104，2006. 
2) 大谷和裕ほか.肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前

方移動術の成績.日肘会誌 18(2):54-56， 2011. 
3) lmaeda T， et a1. Va1id凶onof the ]apanese Society for 

Surgery of the Hand version of仕leDisability of the 
Arm， Shoulder， and Hand questionnaire.]. Or出opSci 

10 (4) : 353-359， 2005. 
4) 赤堀治.肘部管症候群ー麻薄の程度と予後，ならびに

手術法の選択一.整・災外29:1745-1751， 1986. 
5) 井戸芳和ほか.肘部管症候群のDASHと上肢機能の

尺骨神経皮下前方移動術後1年までの経時的変化.日
手会誌28(1):S333・S333，2011.

6) 若林良明ほか.肘部管症候群術前・術後の DASHス
コアと，術後スコアに関与する予後因子について.日

手会誌 25(4):40~04， 2009.
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母指形成不全の治療成績
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[目的]当科で加療を行った母指形成不全の術後成績を検討した.

[対象]2004年 10月から 2010年7月に加療を行った母指形成不全8例 11手を対象とした.男児5例7手，

女児3例4手， Modified Blau血分類では 11型が5手， llIA型が4手， IIIB型が1手， V型が1手であった.

手術時平均年齢は4歳3ヵ月であった.術前後の機能評価が可能であった 4例4手に対してメジャー法によ

る握り・つまみ機能評価，保護者による術後のつまみ機能評価を行った.

【結果]術式は llIA型に小指外転筋を用いた Huber-Il仕ler法(以下H-L法)による母指対立再建術を，

IIIB型に対して Buck-Gramcko法に準じた母指化術を施行した.メジャー法による手術前後のつまみ機能評

価では，術前平均1.5点から術後平均4.0点に改善した.H-L法施行後の 1手に母指伸展障害を認めた.保

護者による術後のつまみ機能評価は全例で「著明に改善jであった.

I考察]母指形成不全では種々の合併疾患や関節不安定性，伸展機能障害を伴う症例があるが，手術によ

り良好なつまみ機能の獲得が期待できると考えられた.

った母指形成不全8例 11手を対象とした.男児が

5例7手，女児が3例4手であり，右母指が 1手，

左母指が4手，両母指が3例6手であった.初診時

平均年齢は 4歳3ヵ月 (3週-8歳4ヵ月)，平均経

過観察期間は 39ヵ月 (6ヵ月-120ヵ月)であった.

家族歴は認めなかった.

検討項目はModifiedBlauth分類に基づいた病型，

Bayneの分類に基づいた樟骨形成障害の病型，合併

した先天異常疾患，治療方法，手術内容，手術成績，

それに術後の合併症とした.

手術成績は，術前後の機能評価が可能であった 4

例4手について検討した.手術時平均年齢は 4歳2

ヵ月 (2歳2ヵ月 -6歳)，術後平均経過観察期間は

35ヵ月 (11ヵ月-82ヵ月)であった.

術後成績は母指のつまみ機能評価に基づき，術後

6ヵ月で行った.つまみ機能評価は当科で考案した

メジャー法を用いて行った 8) つまみ機能に応じて，

メジャーを握ることができる:1点，メジャーのボ

タンを押すことが出来る:2点，メジャーテープの

端をつまむことが出来るが引き出すことが出来な

い:3点，メジャーテープの端を側方つまみで引き

[緒言]

母指形成不全は母指の発育障害， CM関節・ MP
関節の動揺性， fl申筋腫・屈筋躍の低形成を特徴とし

た榛側列形成障害の 1つの病態である1)2) 重症度

の分類として，母指球の萎縮，母指内転拘縮，第一

中手骨の形成不全の程度を基準に Iから V型に分類

した Blau出分類が広く用いられている.

更に Manskeら1)2)3)はIII型を中手骨の低形成を

認め CM関節が安定しているもの (A)と，中手骨

の部分的な形成不全と CM関節の不安定性を認め

るもの (B)に分けて分類し (Mod泊edBlau白分類)， 

治療計画を立てることを勧めている.これらの分類

に基づき， 11型， llIA型に対して対立再建術， IIIB 

型， IV型， V型に対しては遊離骨移植，母指化術，

足祉関節移植など，種々の手術方法が報告されてき
た2)4)5)6)7)

今回は当科で加療を行った母指形成不全の治療成

績について検討した.

I対象と方法1
2004年 10月から 2010年7月に当科で加療を行

干O叫 8556 北海道札幌市中央区南1条西16丁目

。，uqa 

受理日 2012/10/14 
札幌医科大学整形外科
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a b c 

d 

図 14歳女児左母指形成不全 Mod泊edBlau出分類 IIIA型
a: ;左母指球筋の低形成を認める.
b:術前X線像で左母指の低形成を認める.
c: H-L法術後.

d:術後は指腹つまみが可能となった.

出すことが出来る :4点，メジャーテープの端を指

腹つまみで引き出すことが出来る :5点，の 5段階

で評価した.主観的機能評価として，術後のつまみ

機能を保護者により 「著明に改善J，I改善J，I不変J
の3段階で評価した.

[結果]

Modified Blauth分類による母指形成不全の病型

はII型が 5手， IIIA型が4手， IIIB型が 1手， V型

が 1手であった.榛骨形成障害を 4例 5肢に認め，

Bayne 1型が2肢， II型が3肢であった.

合併した他の先天異常は広範性発達障害と先天性

脊柱側轡症をそれぞれ2例に，鎖庇， Goldenhar症

候群， VACTERL連合， Russel-Silver症候群，母指

多指症をそれぞれ 1例に認めた.

治療方法は保護者が手術を希望しなかった II型

の5手に対して母指対立装具を用いた保存療法を行

った.手術療法は IIIA型の 4手に対 して小指外!lii;

筋を用いた Huber-Littler法 (H-L法)による母指対

立再建術を施行した. IIIB型の 1手に対しては母指

化術を施行した.

メジャー法を用いた評価で，つまみ機能は術前平

均1.5点(1-2点)から術後 4.0点に改善し，全例

においてつまみ機能を獲得した.保護者による術後

のつまみ機能評価は，全例で「著明に改善Jであっ

た.

合併症は H-L法を行った IIIA型の 1手において，

母指の伸展障害を認めた.握り，つまみ機能には問

題を認めなかった.

[症例提示]

症例 1: 4歳女児，両側母指形成不全

生後より両側母指の低形成を認め，握り ・つまみ

機能の障害を主訴に 2歳 2ヵ月で当科を初診した.

両母指球筋の萎縮を認め 左母指は内転拘縮と対立

障害を呈 していた.x線像で左中手骨の低形成を認

めた.Modified Blauth分類で右は II型，左は III型

と診断した(図 l-a，b).合併症として先天性脊柱側

轡症と広範性発達障害を認めた.右母指に対して，

夜間装具による装具療法を行った. 4歳 2ヵ月で左

母指に対し H-L法による母指対立再建術を施行し

た (~Il-c ).術後は母指対立機能を獲得し，つま

み機能はメジャー法で 2点から 4点に改善した(図

l-d ).保護者の満足度は 「著明に改善Jであった

症例 2:6歳男児，両側母指形成不全

-33-
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生後すぐに右母指の異常に気付き，生後 3週で当

科初診した.初診時所見では右母指の自動運動はな

く， X線像で右母指中手骨は 1/2以上が欠損してい

た(図 2-a，b).Modified Blauth分類で IIIB型を呈

していた.左母指は母指球筋の萎縮を認め， Modi-

fied Blau出分類で II型であった.合併症として先

天性脊柱側轡症と広範性発達障害を認めた.家族の

希望により，右手に対して母指化術を 6歳で行った

(図 2-c，d). メジャー法を用いたつまみ機能評価で

は，術前 1点から術後4点に改善した保護者の評

価も「著明に改善jであった.

[考 察]

先天異常手の治療では握り・つまみ機能の再建が

最も重要と考えられる.母指形成不全では，母指の

対立機能の獲得を目指して治療計画を立てる必要が

ある 2)3)5)7)9) 手術方法として ModifiedBlau出分類

でII型と IIIA型に対しては母指対立再建術を， rv
型， V型に対しては母指化術が多く報告されてい

る 5)7)9)10) 一方，近位中手骨の部分欠損を認める

IIIB型の治療法については， 一定の見解を認めてい

ない 2)3)4) 当科では II型と IIIA型に対しては小指

外転筋を用いた H-L法による母指対立再建術を，

IIIB， rv， V型に対して Buck-Gramcko法に準じた

母指化術を行ってきた.本例では術前のつまみ動作

が全例不可であったが，術後につまみ動作が可能と

なり，保護者の満足度も高かった.しかし，小児の

つまみ動作評価は年齢に相関するため，年齢による

改善が否定できない.過去の報告では，手の握り動

作は生後 4-6ヵ月で発達し， 2歳-2歳半で最も発

達する.また，母指のつまみ動作は 3歳までに発達

すると報告されている.本例の手術時平均年齢は 4

歳2ヵ月で， 1例を除き手術時年齢が4歳以上であ

り，手術による改善効果が得られたと考えている.

一方， IIIB型で指数の減少を望まない例に対して，

足世関節移植や，仮骨延長法による再建術の報告が

あるI)4)6)10) Shibataら4)はIIIB型の 3例に対し，

血管柄付き遊離足世関節移植術を施行し，整容面，

機能面で良好で、あったと報告している.当科では指

数の減少による外見上の問題よりも，機能面を重視

した治療法を選択している. しかし，指数の減少を

希望しない症例では機能面と整容面を踏まえて，他

の術式について十分な説明を行い，患者家族が治療

法の選択を行っている.

A-。。

c d 

図2 6歳男児右母指形成不全
a 右母指は著しい低形成を認め，浮遊

母指の状態を呈していた.
b:術前X線像で右母指中手骨は遠位の

一部のみが残存していた.
c : Buck-Gramcko法術後.

d:再建母指によるつまみ動作が可能と
なった.

図3 合併症移行鍵の筋バランス不良
により，母指伸展障害を認めた.
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合併症として H-L法術後の 1手に母指の伸展制

限を認めた.移行した小指外転筋の筋緊張が伸筋に

対して強かったこと， MP関節の不安定性があった

こと， CM関節の可動性がなく中手骨の内転拘縮が

残存したことが原因と考えられた.術前に伸展機能

とMP関節不安定性， CM関節の可動性について慎

重な評価が重要と考えられた.

母指形成不全は槙骨の形成障害を伴う例が多

く5) 術後の手指機能に影響する可能性がある.荻

野ら 7)は梼骨欠損による内反手を伴う症例で，術

後成績が劣る傾向があったと報告している.また，

金城ら 6)は機能成績と中央化手術の有無に相闘が

あるが，満足度は概ね良好であったと報告してい

る.本例では内反手を伴う症例に対し母指再建術を

行っていないが，当科の治療方針として，内反手の

合併例では中心化手術を行い，その後に母指再建術

を計画している.本例では母指形成不全Modified

Blau白 11型に樟骨欠損分類の Bayne11型を合併し

た1手に H-L法による再建術を行い，良好な術後

のつまみ機能を獲得した.軽度の樟骨形成異常を伴

う症例においては，手術加療により良好な機能の獲

得が可能であり，積極的な手術加療が有用と考えら

れた.

本例の問題点として，症例数が少ないこと，手術

時期と最終評価時期が一定していないこと，小児の

発達に関与する合併症を有する症例があったことが

あげられた.

【まとめ]

母指形成不全8例 11手の治療を経験した.Modi-

fi.ed Blau血IIIA型の4手に H・L法による母指対立再

建術を， IIIB型の 1手に Buck-Gramcko法による母

指化術を行った.術後のつまみ機能は全例で改善

し，保護者による評価は全例で「著明に改善jであ

った.H-L法術後の 1手で筋バランスの変化により

母指の伸展障害を認めた.

【文献1
1) Light TR， et a1. Reconstruction of the hypoplastic 

出umb.35ドAJHand Surg: 474479， 2010. 
2) Manske PR， et al. Longitudinal failure of upper Iimb for-

mation. 78-A J Bone and J oint Surg: 1600-1623， 1996. 
3) Manske PR， et al.τ'ype III-A hypoplastic thumb. 20-A J 

Hand Surg: 246-253， 1995. 
4) Shibata M， et al. Reconstruction of a congenita1 hypo-

plastic thumb wi血 useofa企eeva配 叫 紅izedme箇 即 時

phalangeal joint. 80-A J Bone Joint Surg: 1469-1478， 
1卯8.

5) Abdel-Gh創uB， et al. Characteristics of patients with hy-
poplastic thumbs : a prospective study of 51 patients 

with the resu1ts of surgical trea位nent13 J Pedia仕 Or-
也opB:127.・138，2004.

6) 金城養典ほか.先天性母指形成不全に対する母指機能

再建術の治療成績.26日手会誌:445449， 2010. 
7) 荻野利彦ほか.母指形成不全に対する母指化術の成

績.20日手会誌:505-508， 2003. 
8) Iba K， et al. New method of assessing pinch function in 

children wiぬanomaliesof血eh阻 ds.45 J Plast Surg 

Hand Surg: 238-243， 2011. 
9) James MA， et al. Characteristics of patie脚 wi血 hypo-

plastic thumbs. 21竺AJHand Surg: 104-113，1996. 
10) Riley SA， et al.τbumb hypoplasia. 34-A J Hand Surg: 

1564-1573，2009. 
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先天性疾患、における榛尺骨不適合に対する前腕骨延長
たかぎたけひニ 也りさわ やすL たかやましんいちろう
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先天性疾患における樟尺骨の長さや形状の不適合に対して，前腕延長を行った症例を調査した.

症例は 29例 34肢.多発性外骨腫症21例23肢，内反手4例5肢， Ollier病2例2肢， Turner症候群1例

2肢， Morquio症候群1例2肢.延長時年齢は平均 7.3歳，術後観察期聞は平均27.6ヶ月.

感染を生じた 1例を除き目的とする延長量が獲得された.多発性外骨腫症では樟骨曹曲変形と遠位関節面

傾斜が改善し，術後再び尺骨短縮が生じても横骨の矯正は維持されていた.Turner症候群， Morquio症候

群では樟骨遠位関節面傾斜が改善したが， Ollier病では改善しなかった.内反手では横屈変形再発に防止効

果が認められた.症例によっては手関節安定性や囲内外可動域改善が得られた.

すなわち，手関節の不安定性・樟尺屈変形・健側との前腕長差などが著しい場合，年齢に関わらず延長術

の適応があると考えられた.

は平均7.3歳で，術後観察期間は平均27.6ヶ月であ

った.

内反手以外の尺骨延長症例に対しては，横骨聾曲

変形を，術前および最終診察時の単純X線の， radial 

bowing (以下RB)，radiallength (以下阻.)，叫nar

shortening (以下 US)を計測し， %RB (RB/RLx 

100)， Radial articular叩 gle(以下RAA)，% US (US 

/RL X 100，以下%US)で評価した1)(図 1).

I緒言1
先天性疾患における榛尺骨の長さや形状の不適合

は，整容面のみならず遺位樟尺関節不安定性による

把握障害，囲内外可動域制限など機能面の障害も生

じる.しかし，本障害に対する骨延長による再建の

適応・手技は確立されていない.今回，槙尺骨不適

合の補正目的で2004年以降に前腕骨延長を行った

症例を調査し，有効性と問題点を検討した.

[結果】

延長中に感染を生じた多発性外骨腫症症例の 1

例，仮骨形成の遅延を認め骨移植を追加した内反手

の1例を除き，仮骨延長により目的とする延長量(6-

30mm，平均 18.8mm)が獲得された.延長速度は

0.25 -1mm/ dayで， Hea1ing indexは平均26.2日/crn

(16-53日/αn)であった.

整容面でも，手関節の内外反変形に改善傾向を認

めた.機能面では，小児のため術前後の握力は比較

できなかったが，ものをつかむ際に手関節が安定

し，しっかりと把持できるようになった.また術後，

前腕可動域に著しい制限を認めなかった.患者満足

度に関して，患児自体に満足かどうかを判断できな

[対象と方法1
2004年から 2010年に手術を施行した先天性疾患

29例34肢を対象とした.多発性外骨腫症21例23

肢に関して， 1股は横骨の成長障害を認めたため横

骨を， 22肢は尺骨の成長障害を認めたため尺骨を

延長した.内反手4例5肢 (Bayne分類 type1)で

は梼骨の短縮を認めたため樟骨を延長したが，うち

3例は手関節を矯正位に保つベく尺骨・中手骨聞に

bridge型創外固定を併用した.Ollier病2例2肢，

Morquio症候群 1例2肢には尺骨の短縮を認めたた

め尺骨の延長を施行し， Turner症候群 1例2肢に

は尺骨の短縮に対して尺骨の延長した後に前腕長の

短縮に対して横尺骨両骨を延長した.延長時の年齢

受理日 2012/11/02 
J東住吉森本病院整形外科 〒民的014 大阪府大阪市東住吉区鷹合3丁目2番 66号
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図2 多発性外骨!題症症例

図 1 単純X線での評価法

い年齢の症例が多かったが，感染例を除き，患児ま

たは保護者より手術結果に満足であったとの結果が

得られた.多発性外骨腫症症例では，両側擢患の 5

例が反対側を，また 2家族が兄弟で手術を施行して

おり，他覚的にも満足が得られたと判断した.

尺骨延長を行った各疾患群の計測値を示す.多発

性外骨腫症では平均%RB(8.7%→ 7.2%)，平均 RAA

(32.5"→ 29.9
0

) ，平均%US(3.6%→ー2.3%) とも，

統計学的有意に改善した(図 2).すなわち，横骨

の轡曲変形と遠位関節面の傾斜が尺骨延長のみで有

意に改善し，術後再び尺骨短縮が生じても，横骨の

矯正は維持されていた.Turner症候群で、%RB，RAA， 

%USの改善(図 3)，Morquio症候群で RAA，% 

USの改善(図 4)，Ollier病で RAAの増悪を認めた

(図 5).すなわち， Turner症候群， Morquio症候

群では，尺骨延長後槙骨遠位関節面の傾斜が改善し

たが， Ollier病では改善しなかった(表1).

図3 Turner症候群症例

Bayne type 1の内反手症例の樟骨延長では，獲得

延長量 (平均 13.0rnrn) は少なかったが，榛側の支

えとして榛屈変形の再発防止に効果(平均%US:-

8.7%→ -4.4%)が認められた(図 6).

{考察]

先天性疾患における横尺骨の長さや形状の不適合

に対する延長術の目的は，望号曲や短縮などによる前

腕形態異常の改善のみならず，把持時の手関節安定

性および把持力の改善である.手関節の安定効果に

は，骨性 alignmentのほか，靭帯が関与するが，わ

れわれは，安定性獲得の第 1段階として携尺骨長の

バランスの改善が必要と考えている.

手術時期に関して，従来複数回の延長を避けるた

め，一定年齢以降の延長が推奨されている.しかし，

梼尺骨不適合を呈する先天性疾患では，形態的改善

のみならず，遠位横尺関節の安定化による把持機能

弓
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図4 Morquio症候群症例 図5 Ollier病症例

表 1 尺骨延長を行った各疾患毎の計測値

¥¥  手商時 性別 healing 
平均年齢 (里/女} index 

Ollier病
8.5 0/2 20.0 

(2閉'/2肢)

Turner症候群
4.5 0/1 23.3 

(1例2肢)

Morquio症候群
7.5 210 20.0 

(2例2肢)

多発性外骨腫症
8.6 18/4 28.9 

(20例22厳)

の向上，前腕回旋可動域の改善など機能的にも効果

がある.したがって，著明な握力低下，手関節の不

安定性・樟尺屈変形，健側との前腕長差を呈する場

合，早期の機能改善を図るべきで，年少でも延長術

の適応があると考ーえている.特に多発性外骨腫症で

は，骨間膜に牽引されるため，尺骨短縮により外骨

腫が存在しない槙骨にも徐々に成長障害が生じる.

このため放置していても両骨聞に 20mm以上の骨

長差が生じることは稀であるが，槙骨の萄曲変形や

前腕全長の著しい短縮を防止するため，尺骨が短縮

し15mm以上の骨長差が生じた場合には年齢にか

かわらず手術適応としている 2)

多発性外骨腫症については，腫第切除のみが適切

とする報告 3)州 6)から，積極的な矯正術を推奨する

報告別)9)10)まで意見が分かれているが，腫蕩組織

と正常組織の区別は術中でも困難である.特に尺骨

速位部では腫蕩と成長軟骨を完全に判別することが

できないため，外骨腫を切除しでも十分な成長再開

情前、RB -・を..時
術前RAA

-・さt司書崎
術前駅JS‘RB RAA ~US 

10.2 9.5 26.2 32.8 6 1.4 

14.5 7.9 86.9 60.3 4.2 7.9 

11.2 11.1 56.7 39.4 7 ー1.1

8.7 7.2 32.5 29.9 3.6 ー2.3

図6 内反手症例

が得られない可能性も高く，著者らは腫蕩切除と同

時に積極的に骨延長を行う必要があると考えてい

る.外骨腫の尺骨延長については，延長直後は変形

が矯正されるが 18歳以上では再変形し，有意差な

しとの報告もある 3) 著者らの症例でも，数年経過

すると槙尺骨聞の長さの差が再び生じることは少な

くないが，延長前の様な樟骨の著しい湾曲再発例の
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術後3.5年

図7 榛骨の轡曲は再発しにくい多発性外
骨腫症症例

図8 尺骨延長のみ行うことで
検骨轡曲変形が矯正され
る多発性外骨l麗症症例

経験はない(図 7).年少で延長を行う症例に対し

ては，変形再発時の再延長の可能性を説明している

が，実際には再延長が必要となる症例は稀である.

多発性外骨腫症では尺骨延長のみで槙骨の轡曲変

形が矯正されたが(図 8)，Ollier病， Turner症候群，

Morquio症候群では，尺骨延長による樟骨の轡曲変

形矯正は十分得られなかった.いずれの疾患でも槙

骨轡曲変形の主な原因は骨間膜を介した牽引と推測

される.外骨腫では，骨端線早期閉鎖と類似した尺

骨遠位成長軟骨部分の急速な抑制が生じたと推測さ

れるが，他の先天性疾患では，生来尺骨が短くかっ

成長速度が全般に遅延していると考えられ，この病

態の差異が樟骨の萄曲変形の矯正効果の違いの原因

と推測した.
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[まとめ]

・先天性疾患の槙尺骨長不適合症例に対して， 29 

例 34肢に対し，仮骨延長法による再建手術を施行

した.

・感染を生じた l例を除き，すべての症例で目的

とする骨延長が獲得された.

・前腕の骨延長は，多発性外骨腫症や Ollier病以

外の先天性疾患においても可能で， 有用であった.

・多発性外骨腫症では，尺骨延長によって，槙骨

の轡曲変形矯正効果が得られた.

-小児例では成長に伴い不適合が再拡大する可能

性があり，長期的な経過観察を行う必要がある.
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先天性榛尺骨癒合症に対する手術治療
ほりいえみこ こう しゅくき お抱っかじゅんこ ひろいLまさゆ曽 はっとりたつや

堀井恵美子へ洪淑貴*大塚純子*広石将行*服部達哉**

先天性横尺骨癒合症で手術治療を行った 32症例について，治療方法，術後成績を検討した.初診時平均

年齢は 5.2歳で，横骨頭は， 39肘は後方脱臼， 9肘は前方， 3肘は脱臼なしであった.手術は 43肘 (84%)

に施行した.ロッキングを主訴としたA群は， 3肘で，全例前方脱臼であった.関節鏡下の授動術のみ施行

した.他は骨切りを施行した群で， B群は近位癒合部で (4肘)， C群は樟骨頭部 (3肘)， D群は樟骨骨幹

部 (30肘)， E群は境骨および尺骨骨幹端部 (3肘)で骨切りを行った.骨切り施行群の前腕の平均囲内肢

位は，術前後で， B群76から 33度， C群34から 10度， D群71から O度， E群72から 13度と改善し， D

群で最も良好な矯正が得られた.槙骨骨幹部での回旋骨切り術は，骨形成の良好な低年齢に対しては，低侵

襲で合併症もなく，確実な矯正が可能であった.症例ごとに手術方法の適応を決定すべきと考えられた.

[緒言】

先天性樟尺骨癒合症は，肘関節の先天異常の中で

は比較的頻度の高い異常である.横側列形成不全症

などの上肢の先天異常に合併する場合と，単独に発

症する場合があり，治療の際には合併異常も含め

て，その治療方針を決定する.手術的治療方法とし

ては，癒合部を切除する授動術と 1) 回旋骨切術に

より良肢位に矯正する方法がある 2)3)4)5) 当院では，

病態及び年齢に応じ，骨切術を主体とした治療を行

ってきたので手術方法とその治療成績を報告する.

[対象と方法1
1991年以降手術治療を施行した症例について，

後ろ向きにその治療方法，術後成績を検討した.対

象は上肢に合併異常を有する症例を除外した 32名

で，初診時平均年齢は 5.2歳 (6カ月一17歳)であ

った.男児 23名，女児9名で，うち 19名は両側擢

患であった.合併症として，心疾患 3例，軽度の精

神発達障害3例，梼骨頭は， 39肘は後方脱臼， 9肘

は前方脱臼で， 3肘はほぼ整復位であった.前腕の

回旋肢位は，肩関節内転，肘関節 90度屈曲位で，

横骨および尺骨茎状突起を通る軸で囲内外肢位を測

定した.

当初は Greenらの方法に準じ癒合部での骨切り

術を施行したが，高度囲内症例に対する矯正が不十

分であったことから，横骨骨幹部での骨切りを第一

選択とした.境骨頭前方脱臼例では，脱臼に伴うイ

ンピンジメント様の症状が出る可能性があるので，

脱臼整復及び囲内の矯正を目的に，頚部での骨切を

選択した.学童後期の症例では，骨の自家矯正が期

待できないことから，骨幹端部での両骨骨切りを選

択とした.治療方法の異なった五群，それぞれの肘

数，手術時平均年齢を示した(表1).A群と E群

では，他の群と比べて，手術時年齢は高かった.

表 1 各グループの詳細

タルーヲ 手筋方法 定例量生
平均年怠 回内段位 図内股位
手術時〈魯〉 術前《・〉 術後{・3

A 関節鎗裡下鐙勉衡 3 16 ヨ齢 調民

B 近位宿舎お骨捌 4 5.1 16 33 

c 績骨獲量E骨切J s 6.1 34 10 

D 検骨骨幹鶴骨慨』 30 5.2 71 。
E 翁尺骨造位笛骨糠』 3 13.8 12 13 

受理日 2012/10/19 
:名古屋第一赤十字病院 整形外科手の外科 〒453-8511 愛知県名古屋市中村区道下町3-35
・服部整形外科ヒフ科
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先天性椀尺骨癒合症手術の治療

図 1 矯正骨切りの部伎を示す.
B群:近位骨癒合部.
C群:榛骨頚部.
D群:検骨骨幹部.
E群:;院骨および尺骨骨幹端部.

図2 a.骨幹部で骨切り施行例 手
術時3歳.術後4週

b術後 10か月 検骨の自家矯
正は良好である.

手術方法 :A群は，ロッキングを主訴として来院

した症例で，関節鏡下，輪状靭帯様の組織が槙骨頭

の部分で clickを生じていることを確認し，これを

切離した 6) Bから E群は矯正回旋骨切術を行った

群である(図 1). B群は，近位癒合部で回旋骨切り

して，長wireで固定した 2) C群は，肘関節を後外

側より展開して，癒合部を切除し，横骨頭部で短縮

回旋骨切りを施行し，脱臼した横骨頭を整復し，か

つ，可及的囲内外中間位となるように， 小型プレー

トで固定した.D群は，横骨骨幹部で骨切りしギプ

ス固定を約 6週施行した(図 2)，1)6). E群は遠位骨

幹端部で横骨および尺骨の骨切術を施行した.横骨

のみプレートで固定し，尺骨は小切開で骨切のみ施

行した.ギプス固定は 4週であった.

[結果]

手術は 43肘 (84%)に施行した.術後平均経過観

察 5.4年であった.
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A群3例は，全例片側擢患例で，槙骨頭は前方脱

臼であった.術後速やかに clickは消失し，屈伸可

動域は良好で，ほぽ囲内外中間位での拘縮であった

ので，それ以上の治療は希望しなかった.

骨切りを施行した 4群の術前後の囲内肢位を表 1

に示した.B群は術前平均 76度から 33度に改善し

たが，約 30度の囲内変形が遺残した.c群は槙骨

頭が前方脱臼した症例で，囲内肢位は，術前平均

34度と他の骨切り群よりも軽度で，術後は 10度に

改善した.横骨頭部の骨癒合も良好であった.この

群は術前，屈伸時に clickを生じていたが，これも

消失した.D群は，術前の高度の樟骨湾曲が自家矯

正で改善し，囲内肢位も術前平均 71度から O度へ

改善した E群は，手術時年齢が他の骨切り群と比

較すると有意に年長であった.術前の囲内肢位は 72

から 13度と改善した.

[考察]

先天性槙尺骨癒合症による機能障害は，前腕の拘

縮肢位により異なる.梼骨頭が前方脱臼あるいは，

整復位の症例では，囲内程度が軽症のことが多く，

そのため，機能障害に気づいて医療機関を受診する

のが遅くなることもある.あるいは，運動制限に気

づいても.ADL障害が少ないと積極的な手術治療は

希望しないことも多い.特に幼児期・学童期は手関

節の可動域が大きく，肩関節の代償運動とともに，

多くの活動は可能である 8)9)

一方，横骨頭が後方脱臼を呈する症例は，一般に

囲内拘縮が高度で，幼児期より種々の障害を呈す

る.基本的な，食事動作・洗面などにも障害を生ず

るので，早期の治療を考えることが必要となる.

手術的治療方法としては，癒合部を切離し，再癒

合を防止するために筋・脂肪組織を移植する授動術

と，回旋骨切術により，機能的良肢位を獲得する方

法に大別される.前者は比較的侵襲も大きく，再癒

合率は報告者により異なるものの，再癒合の可能性

も高い.またレントゲン上癒合は認められないもの

の，実際の槙尺骨聞の回旋運動は 30度あまりであ

るとの報告もある 10) この原因としては，外傷性癒

合症と異なり，回旋筋の機能不全，前腕回旋軸の偏

位などが考えられる.これらを考慮すると，手術適

応は慎重にすべきと考えられる.

一方，回旋骨切術は，可動域の拡大はえられない

唱
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図3 先天性梼尺骨癒合症の治療アルゴリズム

ものの，良肢位の獲得により， ADLの改善が期待で

きる.手術侵襲は少なく，合併症も少ない.骨切り

方法としては， Greenらは前腕近位，骨癒合部での

回旋骨切術を報告した 2) しかし，我々の経験では，

B群に示したように，高度の拘縮に対しては，十分

な矯正が困難であった.また，他の報告でも，術後

神経麻樺の合併の報告もみられる.ほかに 2か所で

の骨切り，あるいは 2段階で経皮骨切りを行う報告

などもみられる 3) 樟骨骨幹部での回旋骨切り術は，

服部が報告したように，低侵襲で手術時間も少なく，

合併症もみられなかった 5) しかし，この方法は，

骨形成が良好で，自家矯正が良好な低年齢に対して

は，適応できるが，年長児に対しては，単独骨切り

による矯正は困難と考えた.それゆえ， E群のよう

な骨幹端部での両骨の骨切りを行ったが，矯正は不

十分であった.学童後期の症例に対しては，別の矯

正方法を考えることが必要と思われる.

また，槙骨頭が前方脱臼を呈している症例では，

将来， A群のように，脱臼した樟骨頭による機能障

害を生ずる可能性も考え，頭部での骨切り術で対応

した.この C群に関しては，前腕の変形は軽度で癒

合部の幅も狭く，樟骨自体の形状が比較的良好であ

るので，授動術の良い適応とも考えられる.

前腕の肢位がほぼ中間位まで矯正ができると，肩

関節の代償作用により ADLでの機能障害は少なか

った.しかし，成長に伴い，手関節の可動域の減少，

運動・趣味・職業における制限などが生ずる可能性

もあり，今後慎重に経過を見ていくことが必要であ

る.先天性疾患であり，合併症の有無・機能障害の

程度も異なるので，症例ごとに手術方法の適応を決

定すべきと考えられた(図 3)_ 

{まとめ]

先天性樟尺骨癒合症に対して手術治療を行った症

例の成績について検討した.症例により，病態も機

能障害の程度も異なるので，症例ごとに手術方法を

決定することが必要と考えられた.
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物山、一守
骨端線閉鎖前の上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する

吉津骨切り術

|自由投稿論文|

うえきまさと もりやこうじ よ Lづたかえ こうだひさお

植木将人ぺ森谷浩治ぺ吉津孝衛**幸田久男***

[目的]骨端線閉鎖前の上腕骨小頭離断性骨軟骨炎(上j腕骨小頭 OCD)に対する上腕骨外側頼模状骨切り

術(吉津骨切り術)の臨床成績と X線所見を調査した[対象と方法]術前X線写真で骨端線が開存し，術

後 1年以上経過観察できた 12例 12肘を対象とした.年齢は 10歳 1例， 11歳4例， 12歳 7例，病期は初期

分離型 1例，晩期分離型 7例，混合型 1例，遊離型 3例であった初期分離型と遊離型に対しては骨切りの

み，それ以外は骨切りに加え，異常可動性のある病巣(分離体)を 1-3本の骨釘と必要ならば海綿骨移植

の追加で固定する吉津骨切り術変法を施行した. [結果]肘関節の屈曲可動域は有意に改善し，痔痛が残存

した症例はなかった.最終診察時のX線写真で分離体は 9例中 8例で癒合し，魚尾変形を含めて上腕骨遠

位端部の変形は一切認めなかった. [考察]骨端線閉鎖前に本術式を施行しでも，上腕骨外側頼を含めた上

腕骨遠位部に変形を生じることはなかった.骨端線閉鎖前の上腕骨小頭 OCD(osteochondritis dissecans) 

に対しでも安全かつ有効な術式と考えられた.

[緒言]

骨端線閉鎖前の上腕骨小頭離断性骨軟骨炎(OCD:

osteochondritis dissecans) は透亮型では保存治療

により治癒が期待できるが，初期分離型以後に対す

る保存治療の成績は不良であると一般的には考えら

れている 1) このため著者らは初期分離型，晩期分

離型，遊離型，混合型，さらには早期治癒を目的と

した透亮型に対して，上腕骨小頭にかかる圧迫力の

減少や骨切り効果による病巣の早期修復，腕榛関節

の形態維持を目指して上腕骨外側頼棋状骨切り術

(吉津骨切り術)を施行している 2) 骨端線閉鎖前の

小学生に対しでも本法を施行してきたが，この場合

は骨切りや骨釘挿入に起因する骨端線の損傷，外側

頼を含めた上腕骨遠位端部の成長障害が危慎され

る.

本研究の目的は，小学生の上腕骨小頭 OCDに対

する吉津骨切り術の臨床成績と X線所見を調査し，

骨端線閉鎖前の児童でも安全に行える術式であるか

を検討することである.

[対象と方法1
1983年から吉津骨切り術を施行した 212例中，

小学生に本法を施行した症例は26例26肘であった.

そのうち術前X線写真で骨端線が開存しており，

術後 l年以上経過観察可能だった 12例 12肘を本研

究の対象とした.全例男児で，手術時年齢は 10歳 1

例， 11歳 4例， 12歳 7例であった.術前の骨年齢

は村本 3)の上腕骨小頭骨成熟標示で， 6が2例， 7 

が7例， 8が3例であった(図 1).運動種目は野球

JU J心JD
骨年齢 6 B 7 

図 1 上腕骨小頭成熟表示

受理日 2012/10/23 
*新潟中央病院整形外科 干950-8556 新潟県新潟市中央区新光町 1-18
.. (財)新潟手の外科研究所

事..燕労災病院整形外科
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図 2a症例1. 図 2b術直後X線写真 図2c術後4か月 X線写真 図 2d術後9か月 X線写真
上腕骨小頭の骨端線
は完全に閉鎖した.

11歳男児

初診時X線写真

が 10例で，ポジション別では投手 5例，捕手 1例，

野手4例であった.その他はバスケットボール，柔

道が各 1例ずつであった.三浪の分類 4)を吉津が

改変した病期分類 5)では初期分離型 1例，晩期分

離型 7例，混合型 1例， 遊離型 3例であった手術

は初期分離型 1例と遊離型の 3例に骨切りのみを施

行する吉津骨切り術原法が行われ，それ以外は骨切

りに加え，軟骨が離断され異常可動性のある病巣

(分離体)を 1-3本の骨釘と必要ならば海綿骨移植

の追加で固定する吉津骨切り術変法を施行した.骨

釘を挿入するための骨孔は最大径 3.0mmまでのド

リルポイントを軟骨面から 2-3cm程度近位にに向

けて挿入して作製し，骨釘はその長さによっては骨

端線をまたいで挿入した.経過観察期間は 1-5.5

年(平均 2.3年)であった.

これらの症例の臨床成績を(1)術前と最終診察

時の肘関節可動域 (ROM)，(2)最終診察時の終痛

の有無， (3) スポーツ復帰で評価した.最終診察時

の肘関節X線写真で (4)分離体の癒合， (5)魚尾

変形の有無， (6)骨端線部分閉鎖の有無を評価した

検定には対応のある t検定を用い， P<O.05を統計

学的に有意差ありとした.

[結果]

肘関節 ROMは術前伸展 -3.8::!:9.8
0

，屈曲 126.1::!:

11.3。が最終診察時伸展ー0.4::!:11.0
0

，屈曲 133.8::!:

10.1。であり，屈曲は術前に比べ有意に改善してい

た.最終診察時に痔痛を訴えた症例はなく ，全例で

骨釘挿入による骨端線
部分閉鎖(矢印)および
骨切りによる骨端線の
閉鎖(矢頭)を認める.

スポーツ復帰を果たしていた.野球をしていた 10

例中 7例は野球に復帰できたが，残りの 3例はバス

ケットボールとテニスに競技を変更した.また，野

球に復帰できたものの 2例はポジシ ョンの変更を余

儀なくされていた.

最終診察時のX線写真で 8例は分離体の癒合が

得られていたが，晩期分離型 l例では遊離体が生じ

ていた.魚尾変形を呈した症例はなく， 12例中 11

例は上腕骨小頭の骨端線が閉鎖していた.骨切りと

骨釘挿入操作が原因と思われる上腕骨小頭骨端線の

部分閉鎖は 1例のみに認められたが，術後経過中に

変形をきたすことなく上腕骨遠位端部の骨端線は均

一に閉鎖していた.現在，閉鎖中の 1例を含めても，

骨端線の閉鎖は全例均一に進行していた. 手術から

骨端線閉鎖までの期間は 2.5-24か月(平均 7.3)

であった.

[症例提示]

症例 1: 11歳，男児.投手.

主訴 :右肘関節痛， ROM制限.

現病歴 :10歳時より右肘関節痛および伸展制限

が出現した.

身体所見 ・検査所見 :右肘関節の ROMは伸展

。。屈曲 135
0

(健側伸展 15。屈曲 140
0

) であり， X

線写真で骨年齢 7の上腕骨小頭に分離型 OCDを認

めた(図 2a). 

手術所見:病期は晩期分離型であり，骨釘2本で

分離体の固定を併施する吉津骨切り術変法を施行し

た(図 2b).

44 -



骨端線閉鎖前の上腕骨小頭 OCDに対する吉津骨切り術

図2e最終診察時X線写真
上腕骨滑車骨端核外側

の形成も問題なく魚尾

変形を認めない.

図 3a症例 2 10歳男児

(本研究における

骨年齢最小例)初

診時X線写真
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図3b術直後X線写真 図3c最終診察時X線写真
上腕骨小頭骨端線は

均一に閉鎖しかかっ
ている

表 1 結果

肘関llt可動場 術前 術後 有意差
伸展 -3.8:!: 9日。 一0.4土11.0。 N.S 

屈曲 126.1 ::!: 11.3。1 33.8:!: 1 0.1 0 P(O. 05 

屈曲は有意に改善
最終診察日寺の痔痛 全ol)t.;:し
スポーツ1副書 全f?lJスポーツ1;::復帰

野球に復帰 7/10f?lJCうちボジ。ション変更 2f?l))
分灘体の癒合 癒合日/9伊l遊離体の発生 1f?lJ 

魚尾変形の有無 全例なし
上腕骨小規骨錦線閉鎖 均一1;::閉鎖 11f?lJ部分閉鎖 1f?lJ 

術後経過:術後 4か月で分離体の癒合が得られた

ものの，骨釘挿入部の骨端線に部分閉鎖が生じた

(図 2c).上腕骨小頭の骨端線は術後 9か月で完全

に閉鎖した(図 2d).最終診察時， ~客痛なく， ROM 

は伸展 10
0

，屈曲 140
0

に改善し，X線写真でも滑車

骨端核の成長障害や魚尾変形は認められなかった

(図 2e)

症例 2:10歳，男児.投手.

主訴 :右肘関節の痔痛と腫脹.

現病歴:試合で投球した後に右肘関節痛と腫脹が

出現した.

身体所見・検査所見:右肘関節の ROMは伸展

。。屈曲 1250

(健側伸展 15。屈曲 1400

)，X線写真で

骨年齢 6の上腕骨小頭に分離型 OCDを認めた(図

3a) . 

手術所見 :上腕骨小頭の後方に遊離体を認め，実

際の病期は遊離型であった.遊離体の摘出に併せ

て，吉津骨切り術と軟骨欠損部のドリリングを施行

した(図 3b).

術後経過:上腕ギプス固定を 3週間行い，全力投

球は術後 6か月から許可した.最終診察時の ROM

は伸展 7
0

，屈曲 135。で，投手に復帰していた.X

線写真で病巣部のリモデリングを認め，上腕骨遠位

端部の成長障害なく，小頭の骨端線も均一に閉鎖し

ていた(図 3c).

{考察]

骨端線が開存している症例に対する吉津骨切り術

では，上腕骨外側頼骨折に類似した成長障害の発生

が危z倶される.これには1.骨端と骨幹端聞の骨性

架橋形成に起因する上腕骨外側頼の成長障害および

それに伴う外反肘， 2.外側頼の過成長による内反

肘， 3.上腕骨遠位端部の魚尾変形が含まれるが，本

研究では一時的な部分閉鎖を 1例に認めたのみで，

上腕骨遠位端部の成長障害にまでいたる症例はなか

った.その要因として，一つは骨幹端と骨端聞にお

ける骨性架橋の形成自体が極めて稀である可能性が

挙げられる.Rutherford 6)が，手術または保存治療

に

υ
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を施行した上腕骨外側頼骨折のなかで骨性架橋を認

めた症例はなかったと述べているように，本法にお

いても骨性架橋が生じにくかった可能性は考えられ

る.他の要因として本法施行時期と骨年齢の関係が

考えられる.上腕骨小頭 OCDの好発年齢は透亮型

で 11歳 3カ月，分離型では 13-14歳とされ，本研

究の対象も 11歳以上が大半を占めていた.要する

に10歳以下の小児で本法が必要になる上腕骨小頭

OCD症例は極めて稀といえる.一方，上腕骨外頼

核と骨幹端部の骨端線は女児では 10歳頃から閉鎖

が始まり， 12-14歳頃までに癒合し，男児は女児よ

りも遅く 13-16歳で癒合する.つまり，小学生の

上腕骨小頭 OCDでは骨端線が開存しているといえ

ども，本骨切り施行時の大多数例は年齢的にも閉鎖

が既に始まっていると考えられる.さらに，原田

ら7)は投球側では非投球側に比べ骨年齢が高くな

っている可能性を指摘し，松浦ら"は初期上腕骨

小頭 OCD30例中 25例で上腕骨小頭骨端線の癒合

が既に始まっていたと述べていることからも，本法

が適応になる症例では骨端線完全閉鎖までの時聞は

さほど残されてないうえ，本法の骨切り操作の刺激

が加わると，さらにその期間は短くなることが予測

される.以上から，たとえ骨切りや骨釘の挿入によ

り骨端線の部分閉鎖をきたしたとしても，上腕骨小

頭部全体の閉鎖も直後に終了となるため外側穎の変

形や低形成，過成長にいたらないのではないかと推

測された.

魚尾変形の原因は一般的に上腕骨滑車の壊死なら

びに外側稜の発育不全，上腕骨小頭の骨端線早期閉

鎖，上腕骨外側穎骨折における不適切な整復とされ

る制10) 本法は上腕骨小頭と滑車の移行部を頂点

とする模状骨切りであるため，上腕骨滑車の壊死が

生じる可能性は低い.ただし，骨切り線が小頭滑車

移行部を越えて内側に及ぶ場合は，上腕骨外側頼骨

片に含まれる滑車外側部が成長障害をきたして魚尾

変形にいたることは否定できない.しかし，魚尾変

形を一切認めなかったことより，本法ではこの機序

で変形が発生する可能性は極めて少ないと思われ

る.また，本法は肘関節前方を展開して行うため，

関節面の直視下整復が可能であり，不適切な整復に

よる変形が発生することは考えにくい.

以上，骨端線閉鎖前の児童に吉津骨切り術や変法

を施行したとしても，危慎されるほどの上腕骨遠位

端部の変形は生じないと判断されたため，小学生の

上腕骨小頭 OCDへの本法施術は有効な治療法の一

つであると考える.

【まとめ1
1)吉津骨切り術を施行した骨端線閉鎖前の上腕

骨小頭 OCD12例の臨床成績と X線所見を調査し

た.

2)肘関節の屈曲可動域は有意に改善し，痔痛が

残存した症例はなかった.

3)本術式での骨切りや骨釘挿入に起因する上腕

骨遠位端部骨端線の部分閉鎖を 1例に認めたが，問

題となるような成長障害は認められなかった.

4)骨端線閉鎖前の上腕骨小頭 OCDに対して，

安全かつ有効な治療法のーっと考えられた.

[文献1
1)辻英樹ほか.初期肘離断性骨軟骨炎のX線像と治療経

過.日肘会誌 13:71・72，2006.
2) 吉著書孝衛.野球肘に伴う上腕骨小頭離断性骨軟骨炎へ

の新治療法サキ穎模状骨切り術について一.関節外科
37: 1232-1242， 1986. 

3) 村本健一.肘関節部骨年令評価法.日整会誌38:939-

950，19白.

4) 三浪三千男ほか.肘関節に発生した離断性骨軟骨炎25

例の検討.臨撃外 14:805-810， 1979. 
5)吉湾孝衛ほか.野球肘に伴う上腕骨小頭離断性骨軟骨

炎に対する外穎模状骨切り術の検討.撃形外科スポー

ツ医学会誌6:321-325， 1987. 
6) Rutherford A Fractures of the later冨1humeral condyle 

ul children. J Bone JOUlt Surg Am 67: 851-856， 1985. 
7) 原団幹生ほか.少年野球選手における野球肘と骨年齢

の関係.日肘会誌 16:70-72，20ω. 
8) 松浦哲也ほか.上腕骨小頭骨軟骨障害の発生時期と修

復経過についての検討.日肘会誌16:S23-S23， 2009. 
9) Wadsworth T. Premature epiphysial fusion after injury 

of白eω，pitulum.J Bone Joint Surg Br 46: 4649， 1964. 
10) Morrissy R， et a1. Deformity following dista1 humera1 

fract町 ein childhood. J Bone Joint Surg Am 66: 557・562，
1984. 

-46-



日手会誌(J]pn Soc Surg Hand) ，第29巻 第3号 203-206， 2012 

向
、司'."，目当事....

強剛母指に対するアイスキャンディースティックを
用いた副子療法
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[目的]強剛母指に対する保存療法は，伸展位保持の装具療法が一般的である.我々は，作製と装着が容

易に行えるアイスキャンディースティック(以下，アイス棒)を用いた副子療法を行ってきたので，その具

体的方法と治療成績を報告する.

【対象と方法】対象は，他動伸展制限のある強剛母指に対してアイス棒固定療法を行った 17例 (21指)

である.治療開始年齢は 2.8歳 (1.5-4.4歳)であった.副子は，アイスキャンディの棒を使用し，母指長

サイズに切る.アイス棒を母指背側にあて，基節部とアイス棒とを紙テープで巻いて固定する.次に， IP

関節をできるだけ他動伸展させ，末節部とアイス棒とを紙テープで固定して完了である.装着はできるだけ

1日中装着させた.治療開始 1，4，12ヵ月後に母指の状態，アイス棒の継続性を調査した.最終調査期間は平

均38ヵ月であった.

【結果}治療前の IP関節の他動伸展は平均・36度で，完全伸展が得られたものは 19指 (90%)あり，完

全伸展までの期間は平均2.7ヵ月であった.調査時において，全く症状のない治癒例は9指 (43%)，完全自

動伸展可能であるが，ぱね現象が残存する改善例は8指 (38%)，自動伸展制限が残存した不変例は4指 (19

%)であった.アイス棒の装着期聞は平均5ヵ月であった.

【考察】装具療法による強剛母指の治癒例は 70-85%とする報告が多い.自験例の治癒または改善の比率

は81%であり，装具療法の結果と同等であった.アイス棒療法は誰にでも即時に治療を開始できること，

かさばらずにコンブライアンスがよい利点があり，推奨できる保存療法である.

[緒言】

強剛母指に対して古くは手術治療が行われること

が多かったが，近年，自然に覚解する比率も高いこ

とが明らかとなり，初期治療として装具や副子を用

いた保存療法が行われている.しかし，幼児の母指

に適合する装具の作製は必ずしも容易ではなく，経

験のあるセラピストが必要であった.我々は，作製

と装着が容易に行えるアイスキャンディースティッ

ク(以下，アイス棒)を用いた副子療法を行ってき

たので，その具体的方法と治療成績を報告する.

[対象と方法1
対象は， 2003-2009年の期間，他動的に IP関節の

伸展制限のある強剛母指に対してアイス棒固定療法

を行った 17例 (21指)である.男児は8例，女児

受理日 2012/10/26 

は9例であり，発症時年齢は平均2.4歳 (1-3.8歳)， 

治療開始年齢は2.8歳(1.5-4.4歳)であった.

副子は，市販の棒付きアイスキャンディを食べた

後の棒を使用し，作製と装着を以下のように行った.

アイス棒をペンチか木工用はさみで患児の母指長

サイズに切り，断端をヤスリで丸く滑らかにする.

アイス棒を母指背側にあて，まず，基節部とアイス

棒とを紙テープで巻いて固定する(図 1a).次に，

母指MP関節を屈曲させた状態でE関節をできる

だけ他動伸展させ，末節部とアイス棒とを紙テープ

で固定して完了である(図 1b，c，図2).もし，テー

プが緩いようであれば，テープを上から追加してさ

らに少し締めるよう巻き足している.

上記の作製方法と装着の仕方を母親の前で説明を

加えながら実際に装着した.IP関節背側に梼宿を作

*特定医療法人美杉会佐藤病院

"大阪医科大学整形外科

手外科センター 干57~ト1124 大阪府枚方市養父東町65-1

柿$城山病院上肢機能再建研究所
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図 1 アイス棒装着方法

図2 アイス棒装着後

図3 症例 1 1歳 6か月，男児.

a:装着前 b目装着 1週後 c:装着 1か月後 d:4年後

らぬ程度の強さで巻くように母親に指導し，もし発

赤が生じるようであればアイス棒と皮膚の聞にガー

ゼをかますようにアドバイスした.使用テープは，

レーヨン不織布が基材で低アレルギー性とされ，多

くの医療機関で使用されている幅 12.5mmのマイク

ロポアテープπ(住友スリーエム)を用いた.

装着は，入浴時と手洗い時以外はできるだけ 1日

中装着させ，患児が嫌がれば夜間のみでもよいとし

た.IP関節の伸展O度が得られれば，夜間のみさら

に3か月程度装着をさせた.治療開始 1ム12か月後

に母指の状態，アイス棒の継続性を調査した.その

後は年 1回の受診を勧め，最終調査期間は 14-60

か月(平均 38か月)であった.

[結果]

治療前の IP関節の他動伸展はー20--50度(平均

-36度)で，完全伸展が得られたものは 19指 (90%)，

得られなかったものは 2指 (10%)であった.完全

伸展までの期間は 0.5-12か月(平均 2.7か月)で

あり，うち 14指は治療 3か月以内で完全伸展可能

となった.

調査時において，全く症状のない治癒例は9指(43

%)，完全自動伸展可能であるが，ばね現象が残存

する改善例は 8指 (38%)，自動伸展制限が残存し

た不変例は 4指 (19%)であった.ばね現象のあっ

たものは MP関節掌側に屈筋腫の結節様隆起が残

存していているものが多かった.腫鞘切開に至った

ものは改善例の 1例と不変例の 1例であった.残り

の不変例の 3例は 10度程度の軽度の伸展制限であ

ったため，経過観察としている.

初回の再診時，アイス棒は全例，上手に装着され

ていた.アイス棒の装着期間は 1-16か月(平均 5
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か月)であった.装着を嫌がり， 1か月以下の装着

は1例だけであった.症例の中には，一旦完全伸展

が得られでも再発したためアイス棒を再装着した例

もあった.

合併症として，重篤なものはなく， IP関節背側

に軽度の皮膚発赤を早期の2例に認めた.これらは，

一時的な装着の休止で治癒した.

[症例]1歳6か月，男児.1歳ごろ左母指IP関

節の伸展制限に母親が気付き，当院を紹介受診(図

3a). ただちにアイス棒固定を指導した.本例は 1

週後の再診時に IP関節背側に発赤が見られたため，

ガーゼを介在させることを指導した(図 3b).装着

1か月後に IP関節の完全伸展が可能となった(図

3c). しかし，ばね現象が続くため 8か月の装着が

続けられた.4年後の調査時(図 3d)，完全伸展は

可能であるが，ばね現象が残存しており，結果は"

改善"であった.

[考察]

強剛母指は 2-4歳に多くみられ，今日では後天

性と考えられているが，未だその病因は明らかでは

ない.古くは手術が標準的な治療とされてきたが，

表 1 強制母指の自然経過

観察期
n 

間

道援(1978)Tl 142 5.2y 

秋山(1981)3) 56 3.5y 

Tan (2002)') 25 0.5y 

Baek(2008)5) 71 4.0y 

池田 (2011)2) 33 3.4y 

治癒改善 不変

ω苅
町

苅

即

沼

町

布

佐

m

a

u

n

u

a

O

守

'

a

a
守

aa守
内

4
a
a
T

内

d

n

d

山

間

百

4

n

m

 

phu 

位
m
川

町

河

即

鴻

即

万

智

苅

η
'
h
m
o
n
'
h

句。『，

E

1

u

n

4

E

a

n

o

p

a

 

205 

自然治癒例が少なからず存在することが明らかにな

り，自然経過をみるもの，積極的な装具療法を行う

報告が多く出された.道振ら 1)は平均 5.2年の自然

経過で 52%が治癒したと報告し，最近では池田ら 2)

は3.4年の観察で 57%が治癒したと報告した.海外

では自然経過を長期に調べた報告は少なかった 5)

表 1に自然経過例の主な報告を示したが 112)3)4)5)

自然治癒例は 50%前後とする報告が多く，逆に，

不変例は 30-50%存在していた.

装具療法は，手掌から母指掌側に伸展位固定する

static splintが大部分で，中にはコイルを利用する

dynamic splintもあった 2) 表2に装具療法の主な

報告をまとめたが 2)417)8)9) 本邦からの報告が多か

った.装具療法では，治癒または改善例は 70-85

%とするものが多く，不変例は 20-30%であった.

自然経過と装具療法との比較を前向き調査で長期的

に行った報告はないが，両群の成績で統計学的な有

意差はなかったとする報告や 2) 装具療法の方がス

トレッチだけより成績が良かったとする報告があっ

た4) 表 1と表2の不変例を比較すると，装具療法

の方が自然経過例より不変例となる比率が少ないと

思われる.この理由として，装具や副子は強制的に

IP関節の屈曲拘縮を一旦解除できる比率が高く，

少なくとも自動伸展での弾発レベルに改善させるた

めと考える.

治療成績の評価法は諸家でさまざまであり， 3段

階評価では特に改善の定義が問題となる.2段階評

価では，治癒の定義が明確でないものもあった.池

田ら 2)はばね現象の残存は問わず完全伸展が得ら

れれば治癒で，伸展制限の 50%以上改善を著効と

定義しているが，畑中ら 9)は我々と同様，全く症状

表2 強剛母指に対する装具療法と副子療法

固定
装着 観察

治癒 改善 不変n 
期間 期間

露口 (1981)6) 83 装具 9.4m 2.4y 75首 25首

石倉(1984)'0) 114 副子 6.5m 4.5y 85覧 15弘

山口 (1994)') 168 装具 5.4m 1.3y 72覧 26弘 2略

Nemoto(1996)8) 43 装具 10.0m 2.8y 56唱 16弛 28首

Tan (2002)') 31 装具 6.0m 0.5y 77% 23唱

畑中(2002)9) 36 装具 4.4m 5.5y 50% 42百 8% 

池図 (2011)2) 73 装具 3.0y 66首 12略 22首

自験例 21 副子 5.0m 3.2y 43首 38首 19唱
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なしが治癒で，自動伸展での弾発残存は改善に分類

しているため“治癒"の比率が少ない傾向を示した

と考えられた.山口ら 7)の装具療法での不変例は2

%と低値であったが，対象が他動伸展不能例の比率

が 68%と低かったことが関与していると思われた.

“不変"は自動伸展制限例であることは諸家で一致

しているため，結果を比較するには不変例の比率の

方が適当と思われる.表2は諸家の報告を 3段階に

当てはめただけであり，詳細は原著論文を見ていた

だきたい.完全伸展が得られるまでの期間は，装具

療法では 2・3か月であったものが多く，アイス棒療

法と同等の結果であった.

副子療法は，渉猟しえた限り，石倉ら 10)のアルミ

ニウム副子を用いた報告があるのみで，通常 1・2日

で完全伸展となり，ばね現象もない治癒率は 85%

と報告した.自験例や他の装具療法と比べると好成

績過ぎる印象がある.アルミ副子は掌側から当てて

幹創膏と包帯で固定しているため，論文の図からは

アイス棒固定よりかさばりが大きかった.また，ア

ルミ副子のスポンジは臭いと摩耗で適宜の交換が必

要になると思われるが，アイス棒は自宅で新しいも

のに交換でき，コストもかからない利点がある.ア

イス棒での合併症は，初期の発赤2例のみであり，

母親へのテープを巻く強さの指導で回避できると考

えている.

装具療法は有効であるが， 2歳前後の患児に適切

な装具を作製するには経験のあるセラピストが必要

であり，かさぼるのが難点である.また，自験例の

大学病院での症例では，後日，リハビリ科受診と装

具作製のため受診が必要となり，通院の負担を要し

た.我々は，ある母親が患児の指にアイスキャンデ

ィの棒を副子代わりに当てていたのをヒントにし

て，約 15年前から強剛母指の伸展矯正にアイスキ

ャンディの棒を使用するようになった.アイス棒

は，柔らかい木材であるため皮膚に優しいこと，か

さぼらないこと，テープを巻く強さの調節で緩徐に

伸展域を増加させることができる dynamicsplintの

要素があるのが特徴である.初期の例で 1-2ヵ月

装着で完全伸展が得られたことから，以降はアイス

棒を保存療法の第 1選択としてきた.その結果，ア

イス棒による副子療法では治癒または改善例は 81

%存在し，完全伸展が一時的でも得られた比率は 90

%であった.

アイス棒による副子療法は，コストがかからず，

誰にでも即時に治療を開始でき，装具療法では困難

な母指のピンチ動作が行える利点があった.また，

母親の治療へのモチベーションが高まり，患児も外

固定を受け入れるとアイスクリームを食べれるご褒

美があることが装着へのコンブライアンスを高める

と思われた.

完全伸展が可能となっても弾発現象が続く例は少

なからずあり，保存療法の問題点である.数名に行

った超音波検査では長母指屈筋腫の部分的肥厚を確

認したが，臆の肥厚は長期経過で縮小するかは未だ

明らかではない.よって，仮に弾発が残存した場合

は，局麻手術が可能な年齢まで待機しでもよいと考

えている.長期の屈曲拘縮例では母指長が短くなる

とする報告もあり，症状残存例は小学校卒業前に必

ず整形外科を受診するよう説明しておくことが大切

である.

[まとめ1
1)強剛母指に対して，アイスキャンディーステ

ィックを用いた副子療法を 21指に行った.

2)平均 2.7か月で， 90%の症例に完全伸展が得

られ，調査時の治癒または改善例は 82%であった.

3)本法は，装具療法と同等の効果があり，作製

が容易でかさばりが小さい利点があり，推奨できる

保存療法である.

[文献1
1) 道振善治ほか.小児弾発指の自然経過に関する考察.

整形外科29:1648-1651，1978.
2) 池田幹則ほか.当センターにおける装具療法による強

剛母指の治療成績.日手会誌27:809-811， 2011. 

3) 秋山正博ほか.小児強剛母指の自然経過について.整

形外科32:1729-1731， 1981. 

4) Tan AHC， et a1. The treatment outcome of trigger 
thumb in chiIdren. J Pedia廿 OrthopPart 8-11: 256-259， 
2002. 

5) Baek GH， et a1.官lenatura1 history of pediatric凶gger

出回nb.J Bone J oint Surg 9o.A: 980.985， 2008. 

7) 山口智太郎ほか.強制母指の装具治療.整形外科と災

害外科43:432-434， 1994. 
8) Nemoto K， et a1. Splint therapy for trgger thumb and 

finger in chiIdren. J Hand Surg 21・B:416-418， 1996. 
9) 畑中渉ほか.小児弾発母指の保存療法の成績につい

て.日手会誌 19:552・554，2002.
10)石倉哲雄ほか.小児ぱね母指の保存療法について.日

手会誌 1:349-352， 1984. 
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小児の手指に発生した外骨腫の検討
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宮崎馨，関敦仁，福岡国利，高木岳彦，日下部浩，高山真一郎

一文
一

玉
岡
一

三
=
同
一

一稿一一投
一

一由
一

一白
同
一

小児の手指に発生した外骨腫は，腫痛の突出・関節可動域制限・手指の側屈変形・成長障害などが問題と

なる.これらに対する治療指針を明らかにする目的で 当院の症例の分析および手術結果を検討した.

小児の手指外骨腫 32例の分類を行ったところ，大きく 3typeに分けられた.21例，計 32部位に手術を行

ったが，再発例は 2例のみで年齢との相関は明らかではなかった.骨頭に発生し，側屈変形が出現した外骨

腫では，関節軟骨の一部も含め外骨腫を切除し，早期より buddytapingを併用して可動域訓練を開始する

ことで，良好な結果が得られた.骨端軟骨部の架橋で生じた成長障害に対しては，骨端軟骨が確認できるま

で外骨腫を削除することで，術後成長の再開が確認され，再発も認めなかった.

病態に応じて手術時期 ・手技を適切に選択することで良好な結果が期待されるが，再発を含め成長過程の

注意深い観察が必要である.

[緒 言]

外骨腫は頻度の高い良性骨腫療であるが，手指に

発生するものは比較的少ない.手指に発生した外骨

腫は，腫癌の突出・関節可動域制限・側屈変形・成

長障害などが問題となる.これらに対する治療方針

の適否を明らかにする目的で，当院での症例を検討

した.

[対象と方法]

当院で経験した小児の手指外骨腫症例 32例(末

節骨から中手骨までの発生例)を対象とした.方法

は多発性・単発性，家族性，発生部位の検討をした.

大西ら1)の分類に従って中手骨発生を除いた指節

骨発生を 3群に分類し，それぞれの病態を把握する

とともに治療法と手術結果について検討した.大西

らの分類は中手骨を含まない，指節骨の発生形態に

よる Type分類であり， A-Cの3つに分けられてい

る(図 1).

[結果]

多発性軟骨性外骨腫症は 26例，単発例は 6例で

あった.兄弟例は 8例4組に認めた.発生部位は，

基節骨 33，中節骨 31，末節骨 4，中手骨 66であっ

た(図2).出現数は 1-8個認め，平均 5.2個認めた.

左右の出現数は指節骨では右 38，左 30か所，中手

骨では右 33，左 33か所であった.

乃rpe別総数は TypeAが 17，Type Bが 35，Type 

Type A Type B Type C 

図1 外骨腫の発生形態による Type分類.

TypeA・成長軟骨と反対側の骨幹端から骨端
に発生し関節の変形をきたすもの.

Type B:成長11次骨近傍より発生するもの.
Type C:骨幹端の隆起性病変を認め
るもの.

受理日 2012/10/16 
(独)国立成育医療研究センター病院 干157.8535 東京都世田谷区大蔵 2.10-1
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図2 手指外骨j盛の発生部位.

小児の手指に発生した外骨腫の検討

a b 

図3 症例1. 4歳男 児.左中指基
節骨尺側骨幹端外骨腫
Typ巴A手術では関節軟骨を含

めて外骨腫を切除した.
a術前.PIP I英l節で 25度の

検屈変形を認める.
b.術後 7か月 変形は改善

している.

Cが 16か所であった.Type Aは側屈変形や可動域

制限を認め， Type Bではそれらに加え短縮も認め，

TypeCは隆起性病変による突出を認めた.

手術症例は 32例中 21例，計 32か所(指節骨 28

か所，中手骨4か所)で， 16例が多発性，5例が単

発性であった.手術症例の左右出現数は指節骨では

右 18，左 10か所，中手骨では右 2，左 2か所であっ

た.指節骨手術症例のType別総数はTypeAが10，

TypeBが 12，Type Cが6か所であった.手術時の

年齢は l歳3か月から 17歳，平均 6.2歳であった.

手術適応はTypeA，Bでは関節可動域制限などの

機能障害が出現した例や， 20度以上の側屈変形を認

めるもの，成長軟骨に影響して将来的に機能障害や

変形が危慎される症例，特に TypeBでは成長軟骨

の架橋による成長障害例とした.Type Cの突出に

関しては，整容上の問題と患者の希望も考慮した.

手術方法について TypeAでは関節軟骨の一部も

含めた外骨腫の切除を行った.初回に骨切り術を行

った 1例(症例3)は再発による再変形を呈したため，

のちに関節軟骨を含めた外骨腫切除を追加して関節

面の形成を行った.Type Bでは成長軟骨を架橋し

ている外骨腫に対して，成長軟骨層が確認できるま

で切除を行った.Type Bで側屈変形を呈している

ものや突出を認めるもの， Type Cの突出を認める

a b 

図4 症例 2.6歳男児.右中指中
節骨基部成長軟骨部を架橋し
た外骨lJm
Type B.手術では成長軟骨をま

たぐ部分の外骨腫を切
除した.

a 術前.中指の短縮を認め
る

b.術後1年半再発は認め
ていない.

ものに関しては，外骨腫切除を行った.

術後フォローアップ期間は 2か月 -4年，平均1.9

年であった.術後再発は 2例のみで， Type A， Type 

Bが各 1例であった.Type Aの手術症例で伸展制

限が 45度あったものが，術後は約 5度と関節可動

域制限は改善し，その後も良好な可動域を保ってい

る.Type Bの成長障害による短縮は，術後に成長

の再開を認めるが，健側と比較すると若干の短縮は

残存した現時点では術後症例の変形性関節症の所

見は認めていない.

症例

症例 1:4歳，男児.左中指基節骨尺側骨幹端外

骨腫TypeAで， PIP関節で 25度の槙屈変形を認め

た(図 3a). 治療は関節軟骨の一部も含め外骨腫を

切除した.術後2週間アルフェンス固定し，その後

buddy tapingを併用して可動域訓練を行った術後

7か月で再発は認めず， PIP関節可動域もほぼ正常

まで改善している(図 3b). 

症例 2:6歳，男児.右中指中節骨基部成長軟骨

音r5を架橋した TypeBで，中指の短縮を認めた(図

4a) .手術は成長軟骨が確認されるまで外骨腫を切

除した術後成長の再開が確認され，術後 1年半で

q
L
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a b 仁 d 

図5 症例 3. 4歳 女児.右球指基irrJ骨骨頭外骨!盛
TypeA 
a.術前.PIP関節で約30度の椀屈変形を認

める.
b.初回術後骨切りによる alignment矯正

を行った.
c 術後半年.再発を認める.
d.再手術後.症例 1と同様の操作により再

発は認めていない.

再発は認めていない(図4b).短縮は健側と比較し，

まだ残存している.

症例 3:4歳，女児.右環指基節骨骨頭の外骨腫

TypeAで，横屈約 30度を認めた(図 5a).骨切り

により alignment矯正を行ったが(図 5b)，半年後

には再発を認め(図 5c)，その際の PIP関節可動域

は伸展-10度，屈曲 30度であり，再手術を行った

再手術では骨端軟骨の一部も含めて切除した.術後

8か月で再発も認めず， PIP関節可動域は伸展 O度，

自動屈曲 75度，他動屈曲 85度と改善している(図

5d). 

[考察]

手指に発生する外骨腫は比較的稀とされている

が，発生すると，機能障害・変形をきたすことが多

く，手術が必要となる症例が多くみられた.

発生形態による Type分類をおこなったところ，

TypeBにはさまざまな病態があることがわかり，

著者らは変形を有する TypeBを1-3に分類した

(図 6).Type B1:発生側の骨幹端が部分的に骨端方

向に過成長するもの(図 6a)，Type B2:発生側の成

長が抑制され側屈変形するもの(図 6b)，Type B3: 

209 

a b c 

図6 TypeB (成長軟骨近傍より発生)の紺i分類.
a. Bl:発生側の骨幹端が部分的に骨端方向

に過成長するもの.
b. B2・発生側の成長が抑制され側屈変形す

るもの
C. B3 骨幹端の成長を抑制し，指骨短縮に

いたるもの.

骨幹端の成長を抑制 し，指骨短縮にいたるもの(図

6c)があった.発生数はおか所中， B1が8か所，

B2が5か所， B3が6か所で変形を認めないものが

16か所であった.Type Bの手術総数 12か所中，

B1が4か所， B2が2か所， B3が5か所，変形を認

めないものが 1か所であった.手術に関してはType

B1， B2に対しては，側屈変形が悪化する前に外骨

腫切除が望ましく， B3に関しては成長軟骨架橋に

よる成長障害が出現した場合に行う.変形を認めな

いものに関しでも，突出による整容上の問題や患者

の希望により手術を行う.

当院での手術適応は関節可動域制限などの機能障

害が出現した例や，側屈変形は 20度以上，さらに

将来的に機能障害や変形が危倶される症例に対しで

も手術を検討している.児島ら 2) 林ら 3) Moore 

ら4)も報告しているように，手指外骨腫で機能障害

や側屈変形が出現すると，時間経過による自然回復

は期待できない.手術を行うことで，関節可動域制

限の改善，変形の改善及び成長障害の再開の可能性

がある.そのため，早期に手術を行っている.突出

に関しては，整容上の問題と患者の希望も考慮して

f丁う.
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術式に関しては，検討中ではあるが，症例3の再

発例の経験をふまえ，当院ではTypeAに関しては，

側副靭帯をいったん切離し，骨端軟骨の一部も含め

外骨腫を切除したのち鑓合修復している.関節軟骨

の一部を切除しでも， buddy taping下の早期運動療

法を行うことにより関節動揺性や可動域制限は生じ

ず，成長とともにリモデリングも期待できる.関節

部の処理について林ら 3)は関節面の欠損で成績不

良例があったと報告しており，今後もさらに経過観

察が必要である.τ'ypeBで外骨腫が成長軟骨を架

橋しているものは骨端軟骨が確認できるところまで

切除することで成長抑制の解消が得られ，成長が期

待できる.

外骨腫による手指の機能障害や変形は時間経過で

改善する可能性が低く，また，術後の再発率は低く，

早期より手術を検討するのが望ましいと考えてい

る.今後，再発や成長障害，変形性関節症の発症を

注意深くみていくことが重要と考えている.

[まとめ1
1.手指に発生した外骨腫症例を分析した結果，

成長軟骨近傍の発生例は形態によりさらに 3群に分

けられた.

2.ほかの部位の外骨腫と比較すると低年齢での

手術でも再発率は低かった.

3.治療指針としては，関節内に突出して変形を

きたす例では関節軟骨部も含め十分な腫揚切除をす

るべきであり，成長軟骨近傍の発生例では，成長軟

骨が確認できるまで腫虜切除して成長抑制を解消す

ることが重要である.

[文献1
1)大西哲朗ほか.手術治療を行った手指外骨腫の検討.

日手会誌26:82-85， 2010. 
2) 児島忠雄ほか.多発性軟骨性外骨腫による手指，手関

節の変形に対する治療経験.日手会誌4:702・706，
1987. 

3) 林淳二ほか.手指の外骨盤 16例の検討.日手会誌4:

697・701，1987.
4) Moore JR， et a1. Osteocartilaginous lesions of the digits 

泊 children:an experience wi出 10cases. J. Hand Surg 

Am 8: 309-315， 1983. 
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上肢に発生した神経鞘腫の臨床症状および治療成績
こうのりょうへい ばんぼやすし やまもとけんご

河野亮平，番場泰司，山本謙吾
たかせかつみ

高瀬勝己

底

、緒。
".IItA岡本.'/>'"

ひとりの手外科専門医が診断，手術，経過観察の全てを管理することができた症例を詳細に検討し，神経

鞘腫の病態および術後成績につき報告する.

症例は 35例.内訳は，男性 16例・女性 19例，手術時平均年齢46.5歳，擢病平均期間43.1か月であった.

単発例は34例で正中神経10例・榛骨神経9例・尺骨神経5例・腕神経叢3例，指神経1例・筋皮神経1例・

不明 5例で，横骨および筋皮神経に同時発生した多発例を 1例に認めた.術後平均経過期間は 4年 1か月で

あった.

擢病期間と腫癌サイズの聞に明らかな有意差はなかった.しかし，摘出腫療の組織分類では， AntoniA型

12例全例は 3cm以下で，混合型23例はAntoniA型と比較して有意に腫蕩サイズが大きかった.

固有知覚領域を支配する神経，擢病期聞が短期間，組織学的にAntoniA型の神経鞘腫では神経脱落症状

を発生しやすい傾向があった.

経1例・筋度神経1例・不明5例で，多発例 1例は

榛骨神経浅枝および筋度神経に同時発生していた.

初発症状は， 35例中30例は腫癌感の自覚のみで，

手指しびれ感は 4例，盟癒部の過敏性痔痛は 1例で

あった.時間の経過と共に神経刺激症状が出現する

症例もあり，手術直前の症状は擢患神経別に分ける

と表1のように様々な症状を呈していたが， 35例中

8例には腫癌感のみで手術治療を行った.腫癌感以

外の症状では重複はあるが，神経支配領域に放散痛

を伴う Tinel様徴候22例，神経支配領域の知覚障

害6例，腫癌部の圧痛5例を認めた.これらの感覚

障害は，腫場自体に由来する症状あるいは周囲神経

[緒言]

絞厄性神経障害は原因に関わらず，神経脱落症状

が出現しやすい. しかし，上肢に発生した神経鞘腫

は，術前の臨床症状として腫癌感が主体であり，運

動麻揮に至る症例はほとんどない.2003年に著者

ら3)は，当施設で手術を施行した 20例の上肢発生

神経鞘腫の術後成績を報告した.今回，ひとりの手

外科専門医が診断，手術，術後経過観察の全てを管

理することができた症例を詳細に検討し，神経鞘腫

の病態および術後成績につき報告する.

手術直前の臨床症状(表内の数字は
症例数を示し，症状の重複を含む)

腰痛感 Tinel篠徴候 知覚障害 運動障害 虚癒官事痛

正中神経(10) 10 8 2 

権骨神経(10) 10 6 4 2 

尺骨神経(5) 3 3 1 

腕神経叢(3) 3 z 1 2 

筋皮神経(2) 2 2 

指神経(1) 1 1 1 

表 1

[対象と方法]

対象は 1995年以降，当科にて手術治療を行った

上肢に発生した神経鞘腫35例.内訳は，男性16例・

女性 19例，右側20例・左側 15例，手術時平均年

齢は 46.5歳 (13-70歳)，平均擢病期間は 43.1か

月 (1-180か月)であった.また，術後平均観察

期間は4年 1か月 (9か月一6年2か月)であった.

発生部位は，頚部3例，鎖骨近傍部3例，服嵩部

1例，上腕部7例，前腕部 16例，手関節以遠が5
例と様々な部位に発生していた.擢患神経は，単発

例が34例で正中神経 10例・横骨神経9例(内5例

は浅枝発生)・尺骨神経5例・腕神経叢3例，指神
{事数字I孟症例数:I績を認める}
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信号強度
Tl:低信号(均一)

T2高信号(均一~不均一)

形態学的所見:神経束に沿った紡錘状腫癌

図1 神経鞘腫の典型的な MR画像所見

にコ10m以下

1・30m

_ :3-scm 

_ :scrn以上

[腫錨最大径)

均 6カ月 6-12 12-36 36-60 60""96 96カ月・

穫病期間

図2 H重傷サイズと穫病期間の相関関係.服務径が 1
cm以下の症例は全て 36ヵ月未満であったが，擢
病期間と!堕錫サイズの閥に明らかな有意差は認め
なかった.

Antoni A: 12例(圃)
Mixed type:23例 (1)

(A and B) 

* ¥Velch‘I'He::tによる
有意差横定(1'<:0.01)

-1 cm l-:! '2-→ 3-l -'-5 5 CIlI句 多発

腫嬉最大径

図3 腫療サイズと組織型の相関関係.Antoni A型は全
例3cm以下で約 70%が2cm以下だが，混合型の
腹療では有意におlto凶A型と比べ大きかった

への刺激症状によるものかは不明であった.また，

運動麻揮は尺骨神経由来 2例に有りとしたが，症状

は握力低下で 2例とも痔痛を有していたため神経脱

落症状かどうか不明であった.

画像診断は MR画像が有用1)であり， T1強調像

で均一な低信号・ τヨ強調像で均ーから不均一な高

信号を呈していた.形態としては，神経束にそった

境界明瞭な紡錘状腫癌陰影を呈すものであった(図

1). 

手術は 35例全例に神経刺激装置を使用 しながら

慎重に腫蕩核出術を施行した 3) 神経切除あるいは

神経移植術に至った症例はなかった.

神経鞘腫発生部位，擢患神経，症状の擢病期間，

術中における神経鞘腫の実測最大径，腫療の組織学

的分類，術後の神経脱落症状の有無を評価し，様々

な項目に対して有意差検定を施行した.有意差検定

には We1ch'st-testを用いて危険率 5%未満を有意差

有りとした.

{結果]

腫擦の大きさを縦径あるいは横径の最大径で評価

した発生部位別の平均値では頚部 :3.7 cm (3 -

5) ，鎖骨近傍部:3.8 cm (1 -6)，服宮部:2.3 cm， 

上腕部:2.6 cm (1.2 -5.5)，前腕部:2.7 cm (1.4 

-5)，手関節以連:3.7 cm (1 -5)であった.また，

擢患神経別では横骨神経 :3.4cm (2 -5)，正中神

経:3.1 cm (2 -5)，尺骨神経:2.2 cm (1.5 -2.5)， 

腕神経叢:3.9 cm (1.2 -6)であった.症例数が少

ないため，正確な比較検討はできないが発生部位あ

るいは擢患神経別によるサイズの違いはなかった.

権病期間と腫楊サイズの関係を図 2に示す.腫蕩

径が 1cm以下の症例は 3例と少なかったが擢病期

間は全て 36ヵ月未満であった. しかし，図に示すが

如く擢病期間と腫蕩サイズの聞に明らかな有意差は

認められなかった (P>0.05).一方，摘出腫蕩の組織

分類はAntoniA型 12例 ・混合型が 23例で B型単

独の症例はなかった.これらの組織型と腫湯サイズ

の関係を検討する(図 3).お1to凶 A型 12例は全例

3cm以下でその内の約 70%が 2cm以下であった

が，混合型の腫窮ではAntoniA型と比較して明らか

に腫湯サイズが大きいことがわかった (P=O.OOOl). 

術後神経脱落症状をきたした症例を検討すると，

運動麻揮をきたしたのは 3例で全例が上腕部発生の

検骨神経由来であった.完全麻簿例の 1例は 1年間
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表2 正中神経および尺骨神経神経梢腫における術
後脱落症状に対する関与因子の検討

神経鋭落症状郵陸軍事 神経脱落症状有群
(8倒} (7倒)

軍病期間 2・180ヶ月{平均49.7)1・120ヶ月{平均31.6)

羅患神経 正中神経:6例 正中神経:4例
尺骨神経:2鏑 尺骨神経:3倒

屋第サイズ 1.4-5cm(平均3.3) 1.5-5cm(平淘2.5)

年齢 13-69慮(平均41) 23-59愈(平均44.6)

組織分類 組 toniA:l倒 細胞凶A:5倒

l¥'Iixed type: 7例 Mixed type: 2例

(* :P<O.05) 

を要したが，平均 7か月 (1・12か月)で運動麻癖は

自然回復した.一方，一過性にかかわらず知覚障害

を認めたのは 12例で，正中神経4例，樟骨神経5例，

尺骨神経3例であった. 12例中 10例は平均 4.9か

月 (1-12か月)で自然回復したが，梼骨神経浅枝由

来の 2例は樟骨神経固有知覚領域に軽度の知覚障害

が残存した.

[考察1
上肢の神経鞘腫の摘出術においては，術後の神経

脱落症状をきたさないように，顕微鏡あるいは電気

刺激装置を用いて行うように細心の注意が払われ

る.しかし，そのような操作にも関わらず症状の発

生は皆無ではない.

腫蕩サイズに関してVlychouら5)は，擢病期聞

が長期におよぶ神経鞘腫は腫蕩サイズが大きく，組

織学的には細胞成分の乏しい混合型になる傾向があ

ると報告した.Parkら2)は，腫楊核出術を施行し

た56例の神経鞘腫の術後神経脱落症状を検討し，

73%の症例に術直後から脱落症状の出現を認めた

が，最終的に知覚障害あるいは筋力低下が残存した

症例は 17例 (30%)であったと報告した.この中

で彼らは，腫蕩サイズが大きいほど脱落症状をきた

しやすいと述べている.自腫例において術直後より

運動麻揮をきたした 3例は，上腕部発生の横骨神経

由来であり，腫虜サイズは 3.5cm， 5 cm， 5.5 cm 

と岡部位での平均サイズ (2.6cm)より明らかに大

きかったが，腫揚核出時に健常神経を鈍的に牽引し

たために発生したと可能性もある.しかし，正中(10

例)および尺骨神経 (5例)由来の 15例を術後脱

落症状の有無で比較検討すると，表2の如くの結果

が得られた.つまり，腫虜サイズによる影響はなく，

擢病期聞が短いあるいは組織型がAn句凶A型の症

例に術後脱落症状をきたしやすいことを示唆してい

た.山根ら 4)は，擢病期聞が短く実質成分が主体

であるAnto凶A型では，擢患神経束が腫癌による

機能喪失にまで至っていない可能性があることを報

告した.今回の検討結果は，彼らの考察を支持する

ものと考えられた.

一方，多発例を含め擢患神経別に脱落症状を検討

すると，榛骨神経10例中8例，正中神経10例中4例，

尺骨神経5例中3例と有意ではないが榛骨神経に多

い傾向があった.中でも，梼骨神経浅枝は6例中5

例に脱落症状を認め，内 2例は症状が残存した.こ

のことは，固有知覚領域を有する神経では，残存神

経あるいは他の末梢神経による皮膚感覚の conver-

genceが十分に発揮しないのではないかと推測され

た.

[まとめ}

一人の手外科専門医が診断，手術，術後経過を全

て管理した上肢神経鞘腫35例を報告した.固有知

覚領域を支配する神経，擢病期聞が短期間，組織学

的にhω凶A型の神経鞘腫では神経脱落症状を発

生しやすい傾向があった.

【文献1
1) Ad岨 iR， et al. Schwannomas of the upper e柑 emity:di-

agnosis and treatment. Chir Organi Move 92: 85・88，
2008. 

2) Park MJ， et al. Neurological deficit after劉Jrgiωlenuc1e-
ation of schwannomas of白eupper limb. J bone Joint 

Surg Br 91: 1482-1486，20ω. 
3) 高瀬勝己ほか.上肢に発生した神経鞘腫の病態および

術後成績の検討.日手会誌20:529-532， 2003. 
4) 山根慎太郎ほか.腕神経叢に発生した神経鞘腫.日手

会誌19:167-170， 2002. 
5) Vlychou M， et al. Ancient schwannoma of the hand. J 

Hand Surg Am 36: 2030-2033， 2011. 
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抜爪法を施行したグロムス腫場 23例の検討
なかみちのりあき

中道憲明*
ほりうちこういち

堀内孝一*
おちけんすけ

越智健介*本
ほりうちゆきお

堀内行雄*
かわのゅうすけ

河野友祐*、精
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グロムス腫蕩は痔痛などの臨床症状は強いものの 腫蕩は比較的小さく爪床部に発生しやすいことなどか

ら発見しづらいため診断に難渋することが多い.今回著者らは当院で過去 10年間に手術を施行したグロム

ス腫蕩について検討した.2002年8月から2011年7月までに当院で手術的加療を行ったグロムス腫蕩は 23

例(男性5例，女性 18例)で，平均年齢は 44歳 (28歳-61歳)であった.全例で限局した圧痛を認め，

寒冷時痛は 13例に，爪床部の変色は 10例に認めた.17例で M悶が施行され 15例で腫蕩が確認された.

単純X線は 14例に施行され5例で scallopingを認めた.病理診断には全例に HE染色お よびα-Smooth

Muscle Actin染色を用いた.術後再発は 1例，術後の爪変形は認めなかった.長期間指尖部の痔痛を訴え寒

冷時痛のある患者では本腫蕩を念頭に置き，爪下部のものでは爪の色調に注意し，限局した圧痛があれば画

像所見が不十分であっても手術療法を選択する必要があると考える.

手術方法 :!陸鞘内麻酔下に爪と皮膚との聞を鋭的

に切開した後，小さなエレパトリウムを爪と爪床の

間に挿入し(図1)，爪を鈍的に剥離し抜爪した.色

調の変化している爪床をメスで 3mmの縦切聞を加

えた後，腫蕩の周囲を丁寧に剥離用モスキートペア

ンで剥離し腫湯を摘出した(図 2).切開した爪床は

7-0吸収糸で縫合し，爪をもとに戻した後に指尖部

を5-0ナイロンで 1針縫合し，爪甲部をテープでと

めて手術を終了とした.

中指 1指，環指

そのうち爪床部

[結果}

発生部位:母指 6指，示指 3指

10指，小指 1指，足E止H止であり，

[緒言]

グロムス腫蕩は動静脈吻合の特殊器官であるグロ

ムス器官に由来するとされる良性の軟部腫蕩である.

好発部位は爪下部および爪周囲であり，限局性の圧

痛や寒冷時痛を特徴とする.治療法は外科的切除が

一般的であるが，爪周囲の手術であるため術後の爪

変形がしばしば問題となる.また，摘出した睡蕩の

病理学的検査においては， 一般的な Hematoxylin-

Eosin (以下 HE)染色だけでは診断に難渋する症例

も存在する.今回著者らは， 当院で過去 10年間に

手術を行ったグロムス腫蕩について，術後の爪変形

および検体の染色方法を中心に検討を加えたので、文

献的考察を踏まえて報告する.

[対象と方法1
2002年8月から 2011年7月までに当院で手術を

行った 23例(男性 5例，女性 18例)，平均年齢は

44歳 (28-61歳)を対象とした.これらの発生部位，

自覚症状から確定診断に至るまでの期間，臨床症

状，単純X線， MRI，手術時間，検体の染色方法，

術後の爪変形，再発について調査した.手術は全て

局所麻酔(腿鞘内麻酔)下に行い，爪下部発生例に

ついては全例で愛護的に全抜爪し腫湯摘出後に爪を

もとに戻す方法(抜爪法)を行った. 抜爪

n
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術中写真図 1

受理日 2012/10/19 
勺11崎市立川崎病院 干210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通 12-1

H 東京女子医科大学附属鯵原病リウマチ痛風センター



抜爪法を施行したグロムス腫湯23例の検討 215 

図2 術中写真 グロムス腿務摘出

表 1 発生部位の内訳
図3 代表症例単純X線所見 図4 代表症例 MRIT2強調画像

発生例が20例，指腹部発生例が3例であった(表1).

権病期間:平均擢病期間は 7年 2か 月 (6か月~

20年)であり，当院受診後から手術までに診断に難

渋し時聞を要した例は存在しなかった.

臨床症状:23例全例で限局する圧痛を認めた.

寒冷時痛は 13例，爪床部の変色は 10例に認めた.

画像所見:23例全例で単純X線または M阻のど

ちらかは必ず施行された.単純X線検査は 14例に

施行され，うち 5例に scallopingを認めた.M阻は

17例に行われ，うち 15例でτヨ強調画像で比:陵的

高信号，境界明瞭で均一な腫癒を認めた.単純X線

およびM悶の両方で異常が確認できなかった症例

は4例存在した.

手術時間:手術時間は 15分-40分，平均 26分で

あった.

腫蕩サイズ:摘出した腫傷は1.5-7mmであっ

た.

染色方法:全例に H-E染色およびα-SmoothMus-

c1e Actin (SMA)染色を行った

術後爪変形:全例で術後の爪変形は認めなかっ

た.術後に爪が生着 しなかった例もあったが，術後

半年の時点では全例で指尖部まで爪甲が伸びている

ことを確認 した.

再発 :爪床部発生例の 1例に初回手術時と同様の

場所に再発を認めた.術後 2か月から痔痛が徐々に

出現し， ~痛が悪化したため初回手術から l 年で再

手術を施行した.

[代表症例]

症例:44歳男性

主訴 :左母指痛

現病歴 :7年前から左母指痛に気づいていたが放

置していた. 4年前から爪の変形を自覚し， 3年前

から近医に通院していた. しかし保存療法でも改善

せず，左母指軟部腫蕩の疑いで当院を紹介受診とな

った.

身体所見 ・検査所見:限局する圧痛および寒冷時

痛を認めていた.また，爪の変形を認め，爪基部に

変色した点状部分を認めた.

単純X線写真(図 3)ではわずかに scalloping所

見を認めた.M阻1'2強調画像(図 4)では爪下部

に5mm程度の比較的高信号で境界明瞭，均一な腫

癌性病変を認めた.

以上を踏まえ，爪床部に発生したグロムス腫蕩と

診断 し，手術を行った.

手術 :手術は前述の方法で、行った.腫蕩と周囲組

織との癒着は認めず，比較的容易に剥離できた.腫

蕩の大きさは 6mm，手術時間は 32分であった.

病理結果 :HE染色で血管周囲に均一な細胞の増

殖を認め，間質には粘液腫状変化を認めた(図 5). 

SMA染色で陽性(図 6)でありグロムス腫蕩と診断

した.染色には同一切片ではな く，隣接した切片を

使用した.

術後経過:術後 l年が経過した現在，再発や爪の

-59一
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図5 代表症例病理 HE染色

代表症例病理 SMA染色

変形を認めていない.

[考察]

グロムス器官は，求心性の血管や Sucquet-Hoyer

管という動静脈吻合をもち，手の無毛皮膚や爪床直

下に多くのシャントを有し，血流や温度調節を司る

器官である.そのため，爪床周辺に多く発生し，寒冷

時痛や限局性の圧痛が出現すると考えられている.

グロムス腫蕩は電子顕微鏡を用いた検索において，

血管平滑筋細胞の特徴を有することが明らかになっ

てきており ¥)2)，2002年の WHO分類 3)では perivas-

cular tumorに分類されている.病理所見は， HE染

色で淡く染まる円形から類円形の核を持ち Sucquet-

Hoyer管を取り囲むグロムス細胞に類似する細胞か

らなる. しかし， HE染色だけでは診断に難渋する

ことも少なくない.グロムス腫蕩における免疫組織

学的染色については緒家の報告 4)5)があるが，血菅

平滑筋細胞と同様に α.-smoothmusc1e actinが陽性

であることがほとんどである.内田ら 6)は13例のグ

ロムス腫湯について免疫組織学的染色を行い，その

経過期間に関わらず αSMA染色が全例で陽性であ

ったと報告している. 2002年の WHO分類 3)では

その免疫組織学的な特徴として rGlomus tumours 
of all types typically express smooth musc1e actinJ 

としており SMA染色は有用な染色方法であると考

えられる.そこで当院ではグロムス腫蕩が疑われる

際には HE染色に加えて SMA染色を行ってきたが，

23例全例で SMA染色は陽性であった.今回の検討

から， SMA染色はグロムス腫湯の確定診断に有用

な染色方法であると考えている.

次に，臨床症状について検討する.自験例 23例

では，限局する圧痛は全例に認め，寒冷時痛は 23

例中 13例の 56.5%であった.また， 爪床部の変色

は爪床部発生例 20例中 10例の 50%であった.症

例数の多い報告 7河川)をみると，限局する圧痛はほぼ

95.1-100 %とほぼ全例に認められるものの， 寒冷

時痛に関しては 63-93.5%と必ずしも全例には出現

しないことが分かった.爪床部の変色も同様に 26-

67.2 %と全例ではなかった.また，画像所見につい

ては，自験例では単純X線で 14例中 5例の 35.7% 
にsca110pingを認めた.VanGeer仕uydenら7)は36

%， Vasishtら8)は26%にsca110pingを認め，飯島ら 9)

は骨の変化を 34%に認めたと しており，過去の報

告と大きな差は認めなかった.M悶は自験例では

17例中 15例の 88.2%で腫癒性病変を認めたが，

VanGeertruydenら7)およびVasishtら8)いずれも

MRIで腫蕩を確認できた例はなかったと報告して

いる.MRIについてはこれらいずれの報告も 10年以

上前のものであり M悶の精度が現在よりも劣るた

め，比較は難しいかもしれない.2005年に Al-Qa仕組

ら¥0)はグロムス腫蕩における M町の感度は90%， 

特異度は 50%であると報告している.これらを踏

まえても画像所見では発見できない腫蕩が少なから

ず存在することが分かる.自験例でも 4例で画像で

の異常所見が認められない症例があったが，いずれ

も腫擦の大きさが 2mm程度の小さなものであっ

た.以上のように極めて限局した範囲に圧痛が認め

られた場合には画像所見が乏しい場合でも，他の臨

床症状も加昧しながら手術を検討すべきであると考

えられた.

次に手術時間に関してであるが，我々が渉猟しえ

た範囲では明確な記載があるものは確認できなかっ

たしかし自験例の平均手術時間 26分は抜爪法以

外の手術方法に比べても遜色ないものであると考え
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られ，比較的簡便な方法であることが推察された.

爪床部に発生するグロムス腫蕩の手術方法には爪

を部分的に切開する方法(仕組sungualapproach)や，

爪床部を傷つけずに爪甲縁を切開し側方から進入す

る方法 Oateralsubperiosteal approach) ，全抜爪し

腫療を摘出する方法(抜爪法)などが報告されてお

り，各術式における術後の爪変形や再発に関しては

以下の指摘がある.VanGeer仕uyden7)はtransun-

gual approachを施行した自験30例のうち再発が6.6

%，術後の爪変形が3.3%， Vasishtら8)はlateral

subperiosteal approachの自験 19例のうち，再発は

15.7 %で，術後の爪変形は認めなかったと報告して

いる.抜爪法の自験例では，爪床部に発生した症例

20例において再発は 5.0% (20例中 1例)であり，

術後の爪変形は 1例も認めなかった.爪床部に発生

したグロムス腫療において術後に問題となりうるの

は，腫療の再発と爪の変形である.再発については，

回 nsungualapproachおよび当院のような抜爪法で

は視野が良好であり取り残しも少なくなるため，

lateral subperiosteal approachに比較して再発率が

少ない要因であると考えられた.術後の爪変形に関

しては，爪床を全く切開しない lateralsubperiosteal 

approachでは爪変形を認めなかったが，爪を一部

切開する transungualapproachでは 3.3%に爪の変

形がおこったと報告している.抜爪法を実施した自

験例 20例では，術後に爪変形を来した症例は 1例

もなかった.愛護的な操作が爪変形を来さなかった

要因のひとつと考えられるが，爪根部で発生した比

較的大きな腫癌の場合は爪が変形する可能性が高ま

るかもしれない.これらのことに関しては今後症例

を増やし，検討する必要があろう.

【まとめ1
1.当院で過去 10年に手術をした症例を検討し

た.

2. 23例全例において SMA染色は陽性であった.

SMA染色はグロムス腫楊の診断を確定するのに有

用であった.

3.グロムス腫療の診断には限局する圧痛が重要

であった.

4.抜爪法は簡便であるうえに，再発や術後爪変

形ともに少なくいため，有用な術式と考えられた.
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対 手指内軟骨竺こ対する鏡視下掻腿術の?と将来展望

， 岡本秀貴*関谷勇人ぺ小林正明へ勝田康裕ぺ大塚隆信*

【諸言】内軟骨腫の治療は病巣掻胞と骨移植が標準的方法とされる.著者らは骨皮質への侵襲を極力減じ

ることで骨移植がなくとも良好な治癒が得られると考え 1992年以降侵襲の少ない鏡視下描腿術を行ってき

た.今回はその手技と治療成績について報告する.

【対象)1992年から 2011年に本法を施行した 112例の手指内軟骨腫例のうち 6カ月以上経過観察できた

94例を対象とした.男性30例，女性64例， 13-79歳，経過観察期聞は 8-93か月であった.これらに対

し新生骨形成時期，リモデリング開始時期，術後骨折，再発について検討した.

【結果】新生骨形成時期は平均 2.1か月でリモデリング開始は平均3.4か月であった.術後骨折は8例に認

めたが打撲の 1例以外は無症候性であった.再発は3例に術後4年8か月， 4年4か月， 2年7か月で認め

たが再度本法を行いその後の再発は認めない.

[考察1手指内軟骨腫の場合，骨欠損は小さく周囲組織の状態は良いため骨移植がなくとも良好な骨修復

が得られ自家骨移植や人工骨補填は原則必要ない.本法は関節鏡による視野の拡大，死角の減少のため最小

限の骨皮質問窓で確実な病巣描艇ができ有用な方法である.

【緒冨】

手指の良性骨腫療の中でもっとも頻度が高い内軟

骨腫の手術療法は，従来，骨皮質を大きく開窓して

の病巣揺艇と骨移植，外固定が標準的治療として実

施されてきた.しかし 1988年に小児例に対して骨

移植なしの開窓病巣描把のみを行って良好な成績が

報告1)された.その後， 90年から 91年にかけて成

人例でも同様の報告側4)が散見されるようになっ

た.著者らは骨移植が不要であるならば骨皮質への

侵襲を極力少なくすれば術後外固定なしで良好な治

癒が得られると考えて， 1992年から低侵襲の鏡視下

掻腿術を行ってきた州7) 本稿では，その術式と治

療成績を報告する.

[対象と方法】

対象

1992年から 2011年に本法を行った 112例のうち

6か月以上経過観察できた 94例で内訳は男性30例，

女性64例，手術時年齢は 13歳-79歳，平均36.9歳.

経過観察期間は 8-93か月，平均 29か月であった.

これらの症例に対して単純X線像より新生骨形成時

受理日 2012/10/30 

期，リモデリング開始時期，術後骨折，再発につい

て検討した.

手術適応

内軟骨腫の手術適応は一般に，(1)骨皮質の葬薄

化が著明で病的骨折を生じたか，あるいは生じる危

険性が高い症例. (2)痔痛が持続している症例とさ

れている.本法でも同様であるが，さらに鏡視下手

術の手技上の問題から次の条件が必要である.関節

鏡の骨内への挿入部位は死角となる.このため， (3) 

2か所以上の対向するポータルが作製できることが

大切である.関節鏡と手術器具を入れ替えることで

死角がないようにする必要がある.指節骨および中

手骨の症例では擢患部の榛側と尺側にほぼ対抗する

ポータルが作成できるのでこの条件は問題にならな

い.また，(4)病的骨折で大きく転位した関節面の

整復が必要な症例では整復後の関節面の再転位防止

のために骨移植が必要であり，本法は適応できない.

しかし，手術が必要な手指内軟骨腫のうちでそのよ

うな症例は例外的であり，通常は前述のごとく病巣

掻腿後の骨欠損部への骨移植は不要である.また，

病的骨折を生じた症例に対しては保存的治療で骨癒

:名古屋市立大学大学院 医学研究科整形外科学分野 干467-8601 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字111澄 1番地
車愛知県厚生連海南病院整形外科
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A B 

図 1 鏡視下掻艇術用器具

A 左から外套管2本(外径 2.umm)，鋭棒，鈍棒，関節鏡(直径
1.5mm) 

B 左から 4本の小鋭匙，電動シェーパーカッター(直径 2.5mm)

図2 採取した腫協組織

合が得られ，関節可動域が改善した時点で、本法を実

施する.

手術手技

本法は日帰り手術で実施している.麻酔は!販商神

経伝達麻酔 (1%リドカイン 10mlと塩酸ロピパカイ

ン7.5mg/ml10m})で行う .駆血帯は必ず使用する.

ポータル作製の位置は単純X線像と M聞により決

定し， X線透視装置は全く使用していない.図 1に

鏡視下掻腿術用器具を示す.手術はまず，皮膚を約

2mm切開してピンパイスに装着した 2mmKirschner 

銅線で骨皮質を穿孔する.病理組織検査の検体採取

は，関節鏡の外套菅を骨内に入れて車1I1方向にピスト

ンのように細かく動かすことで管内に入る組織を提

出している(図 2). 官内に腫場組織があまり入らな

くなるまでこの操作を続けてから，第二のポータル

を同様に作製して掻把する.次に小鋭匙を使って壁

に残った腫蕩組織を盲目的に細かく砕く.このよう

にして骨内に鏡視スペースを作製する.その後， 2 

図3 骨内の洗浄

図4 小鋭匙による鏡視下掻腿

か所のポータルにそれぞれ外套管を挿入して片方か

ら骨内に生理食堀水を流入させる.別の外套管から

腫蕩組織が流出してくるので流出が少なくなるまで

洗浄を続ける(図 3).以上の手技によって鏡視に必

要な空間を骨内に作製することができた.鏡視しな

がら各種の小鋭匙(図 4) と電動シェーパ一(図 5)

。J
G
U
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図5 電動シェーパーによる鋭視下掻腿

を使用して病巣を完全に除去する.また，腫蕩が広

範囲に存在する症例ではポータルを適宜追加する.

骨内に正常の骨組織しか観察できなくなったら，浮

遊する腫療の小片を完全に除去するためにしばらく

骨内を生理食塩水で、洗浄する.皮切部は 1針ず、つ縫

合した後，塊状圧迫包帯法 (bulkydressing)を行う.

初回ガーゼ交換は術後 1-3日目に実施する.以後

は鮮創膏で創を保護するだけとし，患指の自動運動

と日常生活での使用を開始する.抜糸は術後 1週間

で行い，病院でのリハビリテーションは実施しな

[結果]

新生骨形成は 1か月 21%，2か月 46%，3か月 23

%で平均 2.1か月であった.骨皮質の リモデリ ング

開始時期は 2か月 22%，3か月 31%，4か月 16%，

5か月 24%と5か月以内に 93%の症例でリモデリ

ングが開始されていた.術後骨折は 8例に認め，打

撲の 1例を除き 7例は無症候性であった.4例は放

置， 4例は 1-3週間の紳創膏固定を行った.良く削

れる小鋭匙を使用した時期に頻発しており，その小

鋭匙の使用を中止した後はほとんど認めていない.

腫蕩再発は 3例 (3.2%) に術後4年8か月， 4年4

か月， 2年7か月で認めたが，再度鏡視下掻艇を行

い，その後の再発はない.また，シェーパーカ ッタ

ーの折損を 2例に認めたがカッターの再使用中止後

の折損はない.術後感染は認めなかった.最終X線

評価は Tordaiのgrade1が93例， grade 2が 1例，

grede 3は認めなかった.

[症例提示]

症例 :14歳.女性.左第 4中手骨例(図 6).骨

皮質の著明な膨隆を認める.本法を施行して 1か月

で新生骨形成開始し， 3か月でリモデリングが開始

した.術後3年でもリモデリングは継続している.

このような症例に人工骨を充填すると，骨への置換

が遅いためいつまでも膨隆した骨皮質が残り，リモ

デリングの障害になると思われる.
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[考察]

内軟骨腫掻腿後の骨欠損部には従来，自家骨移植

や人工骨補填が行われてきた.自家骨は採取部の障

害があり，人工骨は置換が早いオスフエリオンでも

骨への置換は 1・3年かかると言われており.リモデ

リングの障害になる可能性がある.初期骨強度は皮

質骨の強度に影響され，骨中に充填した移植骨や人

工骨は強度とは無関係であり，大きく開窓した従来

法では骨を充填したり，開窓した骨皮質を戻しでも

強度は弱いと考える.

本法は手術が必要な手指内軟骨腫のほとんど全例

に適応できる.本法は従来法と比べて骨皮質への侵

襲が少ないので明らかに初期骨強度は強い.本法の

欠点は(1)小関節鏡や小鋭匙などの特殊な器具が

必要なこと (2)手術時間が 1-2時間と従来法より

もやや長いこと (3)一般の関節鏡手術に習熟する

必要があることなど挙げられるが，(1)関節鏡で拡

大するので腫蕩の残存状態の確認が容易である (2)

適切なポータルが得られれば死角がないこと (3)

手術創が小さい(4)術後痔痛が少ない (5)採骨部

の障害がない (6)非薄化した骨皮質の開窓を最小

限にできる.このため外固定が不要でリハビリ通院

も不要であることなど多くの利点がある.指のROM

改善に関しでも 88%の症例で 8週以内に指の ROM

が正常になっており，術後外固定を行わない本法の

利点と考えられた.

鏡視下掻腿術の注意点として，骨皮質の葬薄化が

著しい症例ではポータルの骨孔が手術操作で簡単に

拡大することや，鋭い鋭匙を使用した場合には葬薄

化した骨度質を削りすぎる可能性があることがあげ

られる.このため，骨度質の葬薄化が進行した症例

では術中・術後骨折を回避するため特に慎重な術中

操作が要求される.また，嬉痛や機能障害などの自

覚症状がなくても術後X線像で骨折が明らかとな

った 7例を認めた.従来法と比較して低侵襲で術後

外固定の不要な本法では，早期から日常生活で患指

が使用できるようになる.術前から患者に rx線像

で十分な骨再生が確認できるまで(通常は 2-3か月

間)は指に強い力や衝撃を加えないことJをよく説

明して理解してもらうことも術後骨折の予防に重要

と考えている.

腫蕩の再発については 3.2%と過去の報告と比べ

て低かった.このことは関節鏡の使用によって拡大

像が得られるので腫傷の残存状態の確認が容易で，
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適切なポータルが得られれば死角がないという鏡視

下掻腿術の強みであると考える.しかし，術後4年

8か月で再発した症例を経験してからは術後5年ま

ではX線像や MRIなどによる定期的な経過観察を

行うように患者に勧めている.

将来展望は鋭匙先端の形状やシェーパーの形状な

ど手術器具の改良，また，視野の広い関節鏡や胃の

内視鏡のように先端の自由度がある内視鏡の開発な

どが挙げられる.本法が内軟骨腫治療の標準として

定着することを期待している.

[まとめ]

手指内軟骨腫に対する鏡視下掻順術の現状と将来

展望について報告した.本法は低侵襲かっ確実な掻

腿が行える.また，骨移植を行わなくとも良好な骨

形成とリモデリングが得られるため非常に有用であ

る.

[文献1
1)矢作宏ほか.小児期における多発性内軟骨腫症の治

療.日手会誌5:567，・570，1988.
2) Wulle C. On the treatment of enchondroma. J Hand 

Surg Br 15(3): 320-330， 1990. 
3) Tordai p. et al. Is the trea旬lentof enchondroma inn血e

hand by simple叩 re'陶 酔 arewarding method? J Hand 

Surg Br 15(3): 331-334，1990. 
4) Hasselgren G， et al. Bone gra創ngunnecessary泊白e

釘'ea回 entof enchondromas in the hand. J Hand Surg A 

16(1): 139-142， 1991. 
5) 関谷勇人ほか.内軟骨腫掻腿後のX線像の検討ー骨移

植の有無による差について.中部整災誌38:939-940， 
1995. 

6) Sekiya 1， et al.百le仕ea也lentof enchondromas in也e

hand by endscopic curettage without bone gra創ng.J

Hand Surg Br 22 (2): 230-234， 1997. 
7) 関谷勇人ほか.鏡視下掻腿術による手指内軟骨腫の治

療.日手会誌 18:463-465， 2001. 
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関節リウマチにおける手関節障害に伴う伸筋臆皮下
断裂修復後の早期運動で指外固定等は必要か?
ふ〈いあきひろ よしい たかL うえだやすお

福居頴宏事，吉井尚ぺ植田康夫*

E
 

関節リウマチにおける伸筋腫皮下断裂に対しては減張位早期運動療法や dynamicsplint療法の有用性が報

告されている.今回手関節障害に伴う伸筋腫皮下断裂例に対して， Sauv~トKapandji 変法と腫再建術後 3 日間

の副子固定，そして 4日目からの手・指関節の早期運動を施行した.腫鑓合には強固に inter1acingsu知re

を行った.対象症例は， 2002年以後に手関節障害に伴う伸筋腫皮下断裂をひきおこした 12例 17指である.

手術時年齢はおから 78歳であり， Larsen分類では gradeIIIが9例， grade IVが3例であった.追跡期間

は12から 60か月であった.伸筋臆皮下断裂指の内訳は母指単独が2例，環指単独が1例，小指単独が5例

であり，環・小指が3例，そして中・環・小指が1例であった.示指固有伸筋腫の臆移行を 2例に，長掌筋

腫による瞳移植を 5例に，総指伸筋腫との端側緯合を 5例に行った.再建した腫の再断裂は認めず， 17指

のMP関節の自動伸展/屈曲角度は Oι100(平均・50)/25-900 (平均 80.30)であった.皮下断裂した伸筋

腫の修復には inter1acingsutureを強固に行ったので外固定が短期ですみ，早期からの運動が可能になった.

このため可動域障害の予防ができたと言える.

[緒言]

関節リウマチ(以下 RA) における手関節障害に

対して Sauve-Kapandji変法(以下S-K変法)を施

行した上で， 3日間の副子固定そして 4日目からの

早期運動が有用であることは以前報告した1)一方，

伸筋腫皮下断裂に対しては術後ギプス固定等により

指 MP関節の可動域が悪くなる症例に対しては，

1990年前後より減張位早期運動療法 3)4)やdyn卸 k

splint療法 2)の有用性が報告され，以来現在に至る

までこれらの方法が推奨されてきた 6)7)8)9) 今回手

関節障害に伴う伸筋腫皮下断裂に対してS-K変法と

臆再建を行った.更に術後3日間の副子園定と 4日

目から手・指関節に早期運動を施行し，指関節の可

動域の改善度を調査した.あわせて術後指関節を外

固定することが必要かどうかを検討した.

[対象と方法1
対象は， 2002年以後に手関節障害に伴う伸筋腫

皮下断裂に対して手術を施行した 12例 17指であり

全例が女性であった.手術時年齢は 33-78歳(平均

53.3歳)， Larsen分類では gradeIIIが9例， grade 

受理日 2012/10/07 
市西の京病院整形外科 干630-8041 奈良県奈良市六条町 102-1

H 済生会中和病院整形外科

IVは3例であった.擢病期間は 4-17年(平均 10

年)，受傷から手術までの期間は 2-14週(平均 6.6

週)であった.追跡期間は 12-60か月(平均 43か

月)であった.全例S-K変法を施行した.

伸筋腫皮下断裂した指の内訳は母指単独が2例，

環指単独が1例，小指単独が5例，環・小指が3例，

そして中・環・小指が 1例であった.示指固有伸筋

腫の腫移行を2例に，長掌筋による腫移植を 5例に，

総指伸筋臆との端側縫合を 5例に行った(表1).

5トK変法の詳細は既に報告したので省略する 1) 臆

縫合は丸針の4-0ナイロン糸を使用した.移植腫の

表 1 断裂した伸筋腿と再建方法

橋怠指 症例数 術式

母指(EPL) Z例 EIP臆移行

環指{回)c) 1倒 EDCillに端倒鐙合

IJ、指(EDC&EDMl 2例 EDC lVに繕組閣縫合
S例 EDCVにPL腿移植

環・小指(EDC&EDM) 2例 EDCillに端側縫合
1倒 EDC lV IこPL腿移植

中・最小指
(EDC & EDM) 1例 EDCill にPL隠移植
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表 2 居、指の術後可動域

健臨時裂

手術時
宿病期 から手

Stogt 
年鑑

間 術迄の 宿病指 再建方法
(年) 期間

(週) 題曲

11m 事6 1i 6 中、席、小 健移植

21 m 48 5 s 健移継

31 m 52 17 8 棟、小 健移植

4 1 N 33 9 8 母 ElP健移行 80 

51 m 50 17 4 EDC婚側鎗合

6 1 N 48 5 < 環 EDC楢側組合

11m 77 4 z 母 ElP健移行 80 

81 m 62 5 14 EDC婚側鎗合

9 1 m 51 8 6 環、小 EDC場側髄合

101m 56 12 s 環、小 EDC婚側縫合

11 皿 '5 8 6 院移植

121 N 78 17 4 EDC婚側総合

長掌筋躍はできる限り長く採取した.まず遠位の断

端躍を周囲組織と剥離し，移行あるいは移植l躍との

間で 2から 3か所強固に interlacingsutureを施行

した.多数指腔断裂の場合は遠位の断端l躍を剥離後

に腫緊張度を調節しー塊と して縫合し，その内の 1本

の臆断端と長掌筋腔との間で interlacingsutureを

行った.そして長掌筋!躍と残りの腿断端ともできる

限り結節縫合を追加した.断裂した伸筋l躍の近位断

端の操作としてはできる限り myostaticcontracture 

を取り除くように末梢に引きだした.移植腿の緊張

度は手関節を背屈位にした状態で正常な隣接指の伸

展角度とほぼ同じとし，長掌筋躍の中枢部と inter-

lacing su初日を行った.術後は組織の安静を保つた

め手関節軽度背屈位，指関節伸展位で 3日間の副子

固定をした.術後4日目から理学療法士による 1日

2回の手関節の回内・国外，背屈・掌屈および指関

節の自・他動運動を施行した.可動域の改善度によ

り術後 2-3週目に退院とした.

検討項目として再建した臆の再断裂の有無，およ

び再建後の指関節の可動域を調査した.

[結果]

再建した躍の再断裂は認めなかった.再建した 17

指の MP関節の自動伸展角度は 0
0 -ー100

(平均-5")， 

自動屈曲角度は 25
0

-90
0 

(平均 80.3
0

)であった(表

2) . 

[症例]56歳，女性， Larsen分類， grade IV. 

17年前に RAを発症した. 2週間前より右中・環・

小指の伸展不全を自覚し受診した.右中・環・小指

E 

MP関宣告ROM
母街 中指 環指 小街

MP 及。 MP 恥E

伸展 副曲 仲巌 崩曲 伸展 組曲 伸展 屈曲 伸展

90 10 90 10 90 10 

90 。
90 10 90 10 

。 25 。
60 。

80 5 

。 40 。
90 -5 

90 。 90 5 

90 5 80 10 

90 -5 

90 。

図 1 a.右中・環・小指伸筋臆断裂， b.長掌筋腿移植

の伸筋!躍断裂と診断し， 4週後に手術を施行した.

手術所見:伸筋支帯を切離すると中・環・小指の

伸筋)躍は断裂して癒痕で覆われていた.手関節内は

滑膜増殖が著明であったため，滑膜切除後に5-K変

法を施行し関節包を縫合した.先ず中・環・小指の

遠位部では癒痕を切除し，断裂指のバランスを調節

しながら伸筋鍵断端を一塊として縫合した.断裂し

た環指の伸筋l躍に採取した 8cmの長掌筋!躍を移植

し， interlacing sutureを施行した.また長掌筋腫と

他の中・小指伸筋腫の断端ともできる限り縫合した.

その後，力源となる総指伸筋腫の中枢断端を可能な

限り遠位に引き出した.手関節を軽度背屈位にした

状態で，移植!躍の緊張度を正常な示指の伸展角度と

ほぼ同じとして長掌筋腿の中枢部と interlacingsu-

:ureを行った(図 1-a，b). 

術後手関節軽度背屈，指関節伸展位で 3日間固定

し4日目より早期運動を施行した.1年 10か月の現

在，手関節の背屈/掌屈の可動域は，術前 20
0

/15。

から術後 800/15。に改善した.前腕囲内/回外の可
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図2 術後の指可動域 a.屈曲 b.伸展

動域は，術前80
0

/60
0

から術後90
0

/90。に改善した.

指MP関節の術後屈曲/伸展の可動域は，中指で90。

/0
0
，環指と小指は 90

0
/-10。であった(図 2-a，b). 

[考察]

関節リウマチにおける伸筋腫皮下断裂に対し臆移

行，腫移植を広く適応されてきたが，術後の固定期

間が長いため指 MP関節の可動域が悪くなる症例

が見られた.そのため 1990年前後より石黒ら 4)

池上ら 3)は減張位早期運動療法を，橋本ら 2)はdy-

namic splintを用いた早期運動療法を行い良好な結

果を報告している.しかし減張位早期運動療法では

指の自動運動は早期から行っているが6週間のテー

ピングが必要でテーピングの定期的な取り替えが必

要となる 9) 一方 dynamicsplintの場合も大きな装

具装着を 4-6週間装着が必要となる.

2011年に久保ら 5)は隣接躍への移行方法として以

下のように述べている.先ず断裂腫の遠位断端を別

個に剥離せずにー塊として 2-0Fiber wireでKrack-

ow sutureを行い， MP関節が横側指を越えないよ

う伸展してその縫合糸を牽引する.次いで隣接榛側

指の躍に 1回lockingsutureをかけた状態で移行腔

の近位端との聞に 3回の lockingsutureを施行する.

更に隣接する健同士を4-0ナイロン糸で結節縫合し

ている.術後は buddybandageのみで早期より MP
関節の自動運動を開始した.結論として lockingsu-

tureを1か所にかけるだけで早期運動リハビリが可

能となり伸展拘縮を予防できると述べているが，こ

の方法はわれわれの論文と同趣旨と考える.

著者らは 2002年にS-K変法において強固な榛・

尺骨間固定を施行すれば術後のギプス固定は不要で

あることを報告した1)その考えを伸筋腿皮下断裂

例に対しでも応用し，鍵同士を強固に縫合し術後 3

日間の固定後， 4日目より自・他動運動を施行すれ

ば指の可動域障害の発生は予防できると考えた.そ

の結果， MP関節の自動伸展角度は 00-_100 (平均

S)，屈曲角度は 25
0
-90

0 
(平均 80.3

0
)と他の報告

と同様の結果を得た.伸展の平均がー50の原因とし

て断裂した伸筋腿中枢部をできる限り引き出して断

裂l躍と縫合したが myostaticcontractureの程度に左

右されたと考えられる.従って池上ら 3)が報告し

たように臆断端を 10-15分間牽引するか，あるい

は正常な隣接指の伸展角度より更に大きい伸展角度

で縫合する必要があると考える.尚，症例 4では

元々母指 MP関節の関節症変化が強いため母指 MP

関節の可動域が悪くなった.症例 3では術後 2回の

転倒を起こし手関節掌屈の低下を見た.

{まとめ]

関節リウマチにおける手関節障害に伴う伸筋腫皮

下断裂に対して，関節および躍の再建術後 3日間の

副子固定を行い更に 4日目からは手・指関節運動を

同時に取り入れた.その結果，1.移植躍の再断裂は

見られなかった. 2.MP関節の自動伸展角度は 0-
_10

0 
(平均 _50)，屈曲角度は 25

0
-90

0 
(平均 80.3

0
)で

あった.以上の結果より皮下断裂した伸筋腫の修復

には interlacingsutureを強固に行えば外固定は短期

ですみ，早期運動が可能であり可動域障害が予防で

きる.

{文献1
1)福居顕宏ほか.関節リウマチにおける Sauve-Kapandji

変法後のギプス固定は必要か?日手会誌24・1030-
1034，2008. 

2) 橋本英雄ほか.伸筋臆断裂に対する手術成績 日整会

誌 74:S85-S85， 2000. 
3) 池上博泰ほか.慢性関節リウマチによる手指伸筋鍵断

裂一中・環・小指伸筋臆断裂例の治療について一 日

手会誌 18:110-114， 2001. 
4) 石黒隆ほか手指伸筋鍵皮下断裂に対する再建法一滅

張イ立超早期運動について一.日手会誌6:509-512， 1989. 
5) 久保伸之ほか.関節リウマチにおける手指伸筋腿皮下

断裂に対する腿移行術一縫合法の工夫と早期リハビリ

テーション.日手会誌28:S143-S143， 2011. 
6) 水関隆也ほか 関節リウマチにより 3指伸筋臆断裂再

建法の比較検討.日手会誌23:105-108，2006. 
7) 堺慎ほか手関節リウマチに合併した伸筋腿皮下断

裂の治療.日手会誌22:541-543， 2005. 
8) 坂本和陽ほか.遠位検尺関節変形性関節症による伸筋

腿皮下断裂例の検討.日手会話、26:137-141，2010. 
9) 杉原隆之ほか.関節リウマチによる手指伸筋鍵断裂に

対する滅張位早期運動の治療経験.日手会誌23:993・
997，2006. 

-68-



日手会誌(J]pn Soc Surg Hand) ，第 29巻第3号 225-228，2012 

締
‘'.ilIÁ 園事I!'曜、.~

リウマチ性疾患による手指伸筋腿脱臼に対する
治療経験
いわもとたくじ さくま ゅう すずき た〈 ときたあさみ とやまよしあき ももはら Lげき

岩本卓士*佐久間悠ペ鈴木拓ペ鴇田朝海ぺ戸山芳昭*桃原茂樹**

[目的}リウマチ性疾患における伸筋腫脱臼に対する軟部組織再建術の治療成績について検討した.

[対象および方法]12例 34指，内訳は尺側偏位を伴う伸展不全 (u群)が7例，伸筋腫の弾発現象によ

る手指伸展障害をきたした症例 (T群)が5例であった.手術は緯合可能な指背臆膜が存在した症例では縫

縮による伸筋腫中央化を施行し，縫縮が困難な症例では背側関節包および基節骨基部への臆固定を行った.

【結果]6例 (u群2例， T群 4例)で伸筋腫脱臼は完全に制動され良好な可動域が得られた.4例(全例

U群)で軽度の伸筋腫の偏位あるいは関節拘縮が残存し， 2例 (u群 1例， T群 1例)で再脱臼を生じた.

[結論}変性性の伸筋臆脱臼に対する外科的治療は概ね良好な成績が得られたが，特に尺側偏位を伴わな

い弾発群では良好な成績が得られた.指背臆膜の結合が困難な症例に対する背側関節包を用いた中央化は有

用な方法と考えられた.

[緒言]

伸筋腫脱臼は MP関節に対する直達外力により

外傷性に生じるが，リウマチ性疾患においても MP

関節部での伸筋腫脱臼は比較的高頻度に認められ，

尺側偏位や伸筋腫の弾発現象による手指伸展障害の

原因となる.今回これらの伸筋腫脱臼に対する軟部

組織再建術の治療成績について報告する.

[対象と方法]

術後3か月以上経過した 12例 34指(示指 8，中

指 11，環指 11，小指 4)を対象とした.関節リウマ

チ(以下RA)9例，全身性エリテマトーデス(以下

SLE) 3例で，全例女性，手術時年齢は 42-76(平

均54.8)歳であった.術後経過観察期間は8-36(平

均 18.5)か月であった.

これらの症例を術前の臨床症状により以下の 2群

に分類した.伸筋腫がMP関節部で尺側に脱臼し，

尺側偏位を伴う伸展不全(U1nardeviation群，以下

U群)が7例 (RA6例， SLE1例)， MP関節の align-

mentには問題がなく伸筋臆の弾発現象による手指

伸展障害をきたした症例 (Trigger群，以下T群)が

5例(RA3例， SLE2例)であった.ただし MP関節

にI.arsengrade4以上の高度の関節破壊を認める症

受理日 2012/11/05 

例および多数指に滑膜増生を認めるコントロール不

良例は軟部組織再建術の適応外としたため，本症例

には含まれていない.

手術は MP関節部の背側縦皮切にて展開し，ま

ず指背腫膜の状態を確認した.離合可能な指背臆膜

が存在した 6例 (u群 3例， T群3例)では，弛緩

した指背腫膜の縄縮による伸筋腫中央化を施行し，

鑓合可能な指背臆膜が存在しない症例では， 5例 (u

群3例， T群 2例)で MP関節の背側関節包および

基節骨基部へ骨アンカー (MitekMicro QUICKAN-

CHOR Plus)を用いて伸筋腫の艦合固定を行った.

縫合は IP関節の屈曲を障害しないよう伸筋腫を軽

度前進させて緯合した.指背腫膜および、背側関節包

の変性が著明であった SLEの 1例 (u群)では，伸

筋腫の半裁臆を側副靭帯に通して再度伸筋腫に縫合

する Carroll法1)により再建した.全例で臆間結合

は切離し，弛緩した横側側副靭帯の鑓縮を施行し

た.u群で尺側編位による拘縮が強く他動的矯正が

十分でない症例には尺側 in凶nsicreleaseを追加し

た.術後は MP関節伸展位にて外固定を行い， PIP 

関節・DIP関節の可動域訓練を術翌日より開始した.

術後3週より MP関節含めた可動域訓練を行うが，

再脱臼の防止として術後6週までは屈曲 45度まで

事慶慮義塾大学医学部整形外科 干16Cト8582 東京都新宿区信濃町35
H 東京女子医科大学附属謬原病リウマチ痛風センター 整形外科
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再祭なし由主の偏伎の残存再脱臼

。

伸筋縫脱臼の再発

術後評価基準.伸筋腿脱臼が完全に制動され MP関節

の自動可動域が 60度以上のものを good.再脱臼を生
じたものあるいは MP関節の自動可動域が 30度未満

の拘縮を生じたものを poor.それ以外を fairとした

図 1

[結果l
MP関節可動域は術前屈曲平均 87.5

0
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0 

) ， 

件l展平均 -21.7
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-10~) から術後屈曲平均 84.1。
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)，伸展平均_1.9
0

(_10
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_0
0

) と伸展方向に

シフトし可動域の改善が得られた. PIP 関節可動域

は術前屈曲平均 99.1
0

，術前伸展平均 ー0.4
0

，DIP関

節可動域は術前屈曲平均 67.C 術前伸展平均 _2.5
0

であり，術後も術前と変化なく PIP.DIP関節の可

動域制限を生じた症例はなかった.最終観察時にお

いて good 6例(u群2例， T群4例)， fair 4例(全

例 U群)，poor 2例 (U群 1例， T群 1例)であり ，

T群において比較的良好な成績が得られた.術式別

に検討すると，指背臆膜の縫縮による中央化を行っ

た 6例では good 4例， fair 1例， poor 1例，MP 

関節の背側関節包および基節骨基部への伸筋臆の縫

合固定を行った 5例では good 3例， fair 1例， poor 

1例と明らかな成績の差は認められなかった.半裁

腔による樟側指背腫膜の再建を施行した 1例では過

矯正による樟側への偏位を軽度認め，最終結果は

fairで、あった.疾患別ではRAの9例ではgood 5例，

fair 2例， poor 2例， SLEの3例では good 2例，

fair 1例であった.再脱臼の 2例は共に術後 6週間

以内の早期に発生した.

[代表症例148歳女性， SLE. MP関節の亜脱臼，

尺側偏位は生じていないが，中指・環指の伸筋腫脱

臼により自動伸展不能，弾発現象を認める T群であ

術前
A.中指・環指の伸筋腿脱臼による弾発現象を呈

し，自動伸展不能となっている.

B 術前単純レントゲン MP関節の亜脱臼，尺
側偏位は伴わず，関節軟骨も保たれている.

に制限した.強いグリップは術後3ヵ月間禁止とし

た機能評価として術前術後の MP関節， PIP関節，

DIP関節の自動可動域を記録し，術後評価として伸

筋腿脱臼が完全に制動され MP関節の自動可動域

が 60度以上のものを good，再脱臼を生じたものあ

るいは MP関節の自動可動域が 30度未満の拘縮を

生じたものを poor，それ以外を fairとした(図 1).
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図3 術中所見

A 伸筋l鍵が尺側に脱臼し(矢印)，指背腿股は消失している.
B 尺側の指背!腿膜も消失 しているため伸筋腿は検側にも脱

臼しうる状態(矢印)であった.
C.残存する関節包に伸筋腿を検側・尺側ともに縫合し，さ

らに基節骨基音1¥にも伸筋腿を縫合した.

図4 術後 1年伸筋腿のj即日はなく，手指の可動域
も良好である

った(図 2).術中所見では指背腔膜が消失し，伸筋

腫は槙側および尺側の両側に脱臼する著明な不安定

性を呈していた.関節包に伸筋l躍を横側，尺側とも

に縫合し，さらに基節骨基部にも骨アンカーを用い

て縫合固定した(図 3).術後 1年で脱臼，弾発現象

の再発なく，良好な可動域が得られている(図 4).

[考察]

伸筋腿脱臼は MP関節に対する直接外力により

生じる外傷性， リウマチ性疾患による変性性，指背

l腔膜の形成不全による先天性，日常生活での軽微な

外力によって生じる特発性の 4型に分類される 2)

外傷性の伸筋腿脱臼に対する治療成績の報告は散見

されるが，変性性の伸筋腫脱臼に対するまとまった

報告は少ない.

外傷性の新鮮例に対しては受傷後 3週以内であれ

ばMP関節伸展位での装具療法による良好な成績

も報告されているが 3) 変性性の脱臼においては外

科的治療による再建が適応となる.水関らは RAお

よびSLEによる伸筋腫脱臼に対して横側の指背腫

膜を重ねて縫縮する cen仕alrelocation法により良好

な成績を報告している 4) 今回著者らはこれに準じ

て指背腿膜の鎚縮を 6例に行い， 4例で良好な成績

が得られたが再発を生じた症例も存在した.縫合可

能な指背腔膜が存在しない症例ではj躍間結合を利用

して再建する方法， Carroll法 1)をはじめとする伸

筋腫の半裁l躍を榛側にまわす方法が知られている

が，いずれの方法も椀側あるいは尺側一方の再建し

か対応できず，また半裁!躍の利用は手技が煩雑であ

り伸筋l躍に与える侵襲が大きいKangら5)は長掌

筋躍を用いて中手骨背横側に pulleyを作成する再

建法を報告しており良好な成績が得られているが，

槙尺側の両側への脱臼例に対する制動は同様に困難
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であると考える.著者らは指背臆膜が罪薄化した症

例でも MP関節の関節包，特に基節骨付着部であ

る遠位側は保たれている症例が多いことに注目し，

基節骨基部および関節包に伸筋臆を固定する方法に

より 5例中4例で伸筋腫を安定化することができた.

本法は手技が容易であり揖尺側の両側に脱臼する症

例においても有用であったが，伸筋腫を基節骨に固

定するために PIp.DIP関節の伸展は手内筋に依存

することとなる.今回の検討では問題とならなかっ

たが，術後に PIP・DIP関節の伸展力低下を生じる

可能性があることには注意が必要である.また MP

関節の滑膜切除を併用する場合には関節包を十分に

温存できない場合もあるため，他の再建法を検討す

べきと考える.

今回の検討では全体として概ね良好な成績が得ら

れたが，尺側偏位を伴う症例では完全な整復は困難

であった.尺側偏位には様々な要因 (MP関節の掌

側亜脱臼，尺側 intrinsicの拘縮，横側側副靭帯の弛

緩，屈筋腫の偏位)が複雑に関与するため，伸筋臆

の制動のみでは不十分であると考えられる.一方で

尺側偏位を伴わない伸展障害例では良好な成績が得

られたが，再脱臼の防止のための慎重な後療法が必

要である.全例で術後3週間の MP関節伸展位固定

を行ったが，伸展拘縮の残存した症例はなく，術中

所見で不安定性の強い症例ではさらに外固定期間を

延長することを考慮しでも良いかと考える.

[まとめ】

変性性の伸筋腫脱臼に対する外科的治療は概ね良

好な成績が得られたが，特に尺側偏位を伴わない弾

発群では良好な成績が得られた.指背臆膜の績合が

困難な症例に対する背側関節包を用いた中央化は有

用な方法と考えられた.
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長母指屈筋臆と榛骨遠位端掌側プレートの超音波評価:
抜釘例からの検討
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加藤義洋申
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丸山真博*
事たけひろl. 8曹のとしひこ

佐竹寛史料，荻野利彦林市

【背景】樟骨遺位端骨折掌側ロッキングプレートの合併症に長母指屈筋(以下FPL)臆断裂が報告されて

おり単純X線および超音波所見にて FPL臆断裂の危険性予測の可能性を検討した.【方法】樟骨遠位端骨折

掌側プレート抜釘例28手を対象に単純X線および超音波検査にて FPL腫とプレートの関係を評価した.術

中に腫プレート間介在組織を観察し，プレートが透見可能な薄い膜しか存在しない場合を高リスクとした.

術前評価と術中評価を比較検討し抜釘による自覚症状変化も調査した. [結果】超音波臆プレート間距離は

単純X線プレート突出量とも術中所見とも関係性があったが，自覚症状変化と術中所見には関係性はなか

った. [考察]単純X線にてプレートの突出がない場合にはFPL臆損傷の危険性は低かった.超音波検査に

て腫プレート間距離0.7mm未満がFPL臆損傷の高リスクを検出する感度は 95%，特異度は 89%であり，
0.9mm未満の場合には感度は 100%，特異度は44%であった. [結語1超音波検査は横骨遠位端骨折掌側プ

レートによる FPL臆断裂の危険性の高低を予測できる.

[緒言]

近年榛骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレ

ート固定が広く行われているが，術後合併症として

長母指屈筋(以下FPL)臆断裂が報告されている.

Soongらは 0.17%のFPL臆断裂を報告し1) Mine-
gishiらも FPL臆断裂発症率を 6.7%と報告 2) Drか

betzらは 12%の症例で術後平均 10か月後に長母指

屈筋臆断裂が認められたと報告しており， FPL臆断

裂の頻度は報告者により異なる 3).Adhamらは FPL

臆断裂の危険要因として，プレートやスクリューの

形状，慢性的なステロイドの使用，骨折部の崩壊，

不適切な位置へのプレート設置や不適切なプレート

の使用を挙げ，危険回避因子として方形囲内筋の存

在と横骨遠位端の凹面維持(プレート設置位置)を

挙げている 4)

土肥らは健常者30例の樟骨遺位端掌側部の骨性

隆起と FPL腫の間隙は1.2mm-2.6 mm (平均1.94

mm)であり，プレートがより遠位に設置された場

合プレートと FPL臆の接触を回避することは困難

であるとしている 5)

FPL臆断裂の危険性回避のためには抜釘が必要で

受理日 2012/10/25 

あるが，掌側ロッキングプレート固定例全例におい

て抜釘する必要があるかどうか疑問が残る.著者ら

は単純X線と超音波検査によって長母指屈筋腫と

プレートとの関係性を評価してきた.これらの評価

によって FPL臆断裂の危険性を予測できるかどう

かを明らかにする目的で抜釘例において術前検査と

術中評価との関係を分析した.

[対象と方法1
20ω年2月から 2011年2月までの横骨遠位端骨

折手術症例79例81手のうち 27例28手に抜釘を行

った.抜釘は1.有症状 2.プレート脱転， 3.FPL 
臆断裂の危険性 4.希望のいずれかの条件を満たす

患者に行った.27例の年齢は16-86歳(平均52歳)， 

擢患側は右 15手，左 13手，であった.抜釘は術後

70-389日(平均210日)に行った.

抜釘前の単純X線側面像から横骨縁に端の掌側

最突出部とプレート最突出部をポイントし，横骨に

対するプレートの掌側突出量を計測した.これをプ

レート突出量 (X線)と定義し，掌側突出をプラス

と表記して距離を記録した 6). X線評価時期は 22

.泉整形外科病院手肘スポーツ

帥山形大学医学部整形外科

干981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈字丸山6-1

e・'整形外科北新東病院

-73ー



230 長母指屈筋腿と榛骨遠位端掌側プレートの超音波評価

図 1 超音波検査による FPL腿の縦断撮影

a 手関節中間位にて FPL鍵を観察
b :手関節最大背屈位にて FPL腿を観察
c 手関節中間位および最大背屈位における FPL腿プレート間距離を測定.

* : FPL縫 →:プレート表面 A:携骨遠位端 ←→: I鍵プレート間距離

図2 術中所見
a : FPL腿とプレート聞の介在組織は薄い膜のみでプレート透見可能
b : FPL腿とプレート間の介在組織は綴痕組織でプレート透見可能

日-183日(平均 49.0日)であった.

超音波検査では手関節中間位と最大背屈位の 2肢

位で，それぞれ FPL腿の縦断像を描出し母指最大

屈曲位で FPL臆とプレートの静止画を得た(図 1). 

得られた超音波画像からプレートによる FPL腿の

圧迫の有無を調査した(図1).また， FPL腔とプレ

ートの最短距離を測定し，腫プレート間距離(超音

波)とした.超音波評価時期は術後62日-404日(平

均 184.1日)であった.

抜釘時には FPL腿とプレート遠位部の聞の介在

組織を観察し，次の 4つに分類した:1.介在組織な

し (FPL腫とプレートが直接接触)， 2.プレートが

透見可能な薄い膜あり， 3.プレートが透見できない

癒痕組織あり， 4.ほぽ正常な方形囲内筋あり前者

の 1，2を高リスク群，後者の 3，4を低リスク群とし

た(図 2). 

抜釘前後の自覚症状の変化を調査した.これらの

調査結果をもとに，プレート突出量 (X線)と鍵プ

レー ト間距離(超音波)の相関関係ならびに，プレ

ート突出量，臆プレート間距離，および自覚症状変

化と術中所見の相関関係について Spearman順位相

関係数， χ2検定， t検定を用いて統計学的分析 (Stat-

View 5.0) を行い， p<0.05を有意差ありとして検

討した.

[結果]

プレー ト突出量 (X線)はー0.8mm -+4.3 mm (平

均 1.60mm)であった.

超音波所見では腫変形を認めたものが2例 (7.1

%)，躍圧迫を認めたものが 11例 (39.3%)，膿プレ

ート間距離(超音波)は手関節中間位で 0-2.6mm 

(平均 0.70mm)，最大背屈位で 0-2.6mm (平均

0.54 mm)であった.各症例における両股位測定結

果のうちより小さい値を最小値とすると，腔プレー

ト間距離の最小値は 0-2.6mm (平均 0.5mm)で

あった.

術中に観察した腔プレート聞の介在軟部組織は，

1.介在軟部組織なし :0例， 2.透見可能な薄い膜 :

19例 (68%)，3.癒痕組織:4例 (14%)，4.方形囲

内筋 :5例 (18%)であった.すなわち，高リスク

群は 19例 (68%に低リスク群は 9例 (32%)であ

った.

FPL鍵損傷または変性のあった症例は1例 (3.6%)

のみであり， FPL)瞳下面長さ 8mm全幅 10%程度の
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図3 プレート突出量 (X線)と腿プレート間距離 (X線)との関係
プレート突出 (X線)と腿プレート間距離(超音波)には相関
関係が認められた (r=-O.619，p= 0.0003) 
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図4 プレート突出量 (X線)と術中所見の関連性
プレート突出量 (X線)と介在組織厚には関連性が
認められなかった (p=0.06)

損傷を認めた.同症例のプレート突出量 (X線)は

1.8mm，腫プレート間距離(超音波)は O.4mmで

あった.

抜釘術前後の自覚症状の変化は 2例に認められ

た.術前示指屈曲時痛を認め術後同症状が消失した

例が 1例，術前手関節部の重苦しさを認め術後同症

状が消失した例が 1例であった.介在組織は前者が

癒痕組織，後者が方形囲内筋でFPL腫損傷は認めな

かった.

プレート突出量 (X線)と腫プレート間距離(超

音波)の関連性を検討すると，両者には負の相関関

係を認めた (r=-O.619，p=O.0003).横骨掌側から

プレートが突出するにつれて FPL腫プレート間距

離が短くなるという相関関係が認められた(図 3).

プレート突出量 (X線)と臆プレート間介在組織

の関連性を検討すると，明確な相関関係は認められ

なかった.プレート突出量 (X線)がマイナスであ

るもの，すなわち樟骨遠位掌側最突出部よりもプレ

ートが突出していない例はすべて低リスク群であっ

た(図4). 
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図5 腿プレート間距離(超音波)と介在組織淳(術中)の関連性
腿プレート閑距離と介在組織には強い相関関係が認められた
(p=O.OOOl) .腿プレート距離(超音波)が短ければ短いほど
介在組織が薄くなるという関係が認められた.
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・庄造なし
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図 6 FPL腿圧迫所見(超音波)の有無と介在
組織(術中)の関係
FPL腿圧迫所見ありの 10例中 9例でプ
レート透見可能であった (p=0.0491). 

一方鍵プレート間距離(超音波)と腿プレート間

介在組織聞には強い相関関係 (r=0.699，p=O.OOOl) 

があり，臆プレー ト間距離(超音波)が近ければ近

いほど介在組織が薄くなるという関係が認められた

(図 5).

超音波で観察した腫の圧迫の有無と腿プレート間

介在組織の関係を検討すると，腿圧迫所見がある

10例中9例 (90%)は高リスク群であった (r=ー0.397，

p=0.0391) (図 6). 

[考察}

SoongらはX線写真側面像における樟骨遠位端

掌側突出縁とプレートの設置位置に着目し，プレー

トが横骨縁から突出 しておらず，かつ近位に設置さ

れている症例は比較的安全であるが，プレートが梼

骨縁よりも突出し，かつ遠位に設置されている症例

に関しては FPL腔断裂のリスクを高めるのではな

いかと推測している 6)

土肥らは樟骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定術後の FPL腫損傷を超音波検査によ

って評価している.遠位設置型のプレートでは20

例中 19例プレート遠位部と FPL躍は密着していた

と報告している 5) また亀山らは FPL腔とプレー

ト間最小距離が近位設置型で 1.1-3.4mm (平均

2.2mm)，近位突出型で 0-2.5mm，遠位設置型で

0-1.3 mm (平均 0.29mm)であり ，FPLI躍とプレー

トの接触は近位設置型ではなく，近位突出型で 40

%，遠位設置型で62.5%に認めたと報告している 7)

Emileらは，方形囲内筋の厚みは症例により異なり，

特に中年女性では比較的薄いため，方形囲内筋を正

常位に縫合したとしても FPL躍断裂の危険性を回避

できるとは限らないのではないかと危慎している 8)

今回，著者らは単純X線側面像での定量評価に

加え，超音波検査における FPL腫プレートの位置

関係の定量評価と FPL腫プレート問介在組織との
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表 1 X線:プレート突出 (X線)の有無と臆損傷のリスクとの関係:
O.Ommをcutoff 値とした場合

フレート突出宣 (X線〉 高リスク rn;リスク

{プレート逸見可能} {ブ Lー卜逸見不随}

7 突出あり

突出なし

抱。 2 

p=O.06 

表2 超音波:臆プレート間距離(超音波)と腿損傷リスクとの関係:
腿プレート閑距離0.7mmをcutoff値とした場合
感度95%.特異度89%

随プレート間距離(超音波) 高リスク rn;リスク

o.7m皿来滞

在7m皿以上

{プレート逸見司直言}

18 

{プレート逸見不自量}

1 

s 
p..o.o町E

表3 腿プレート閑距離(超音波)と腿損傷リスクとの関係:
臆プレート間距離0.9mmをcutoff値とした場合
感度 100%.特異度44%

鴎プレート閤SI!越(超音波) 高リスク rn;リスク

o.9mm*溝

型.!!!!!!.些よ

{プレート逸見可除}

19 

{プレート逸見不能}

5 

4 

関係を検討した.その結果，プレート突出量 (X線)

と腫プレート間距離(超音波)には負の関連性があ

り，腫プレート間距離(超音波)と腫プレート間介

在組織には強い相関関係が認められた.すなわち，

超音波による腫プレート聞の評価は術中評価と相関

し，信頼できるものであることが明らかになった.

超音波検査を行って臆とプレートとの関係を評価

し，その信題性を確かめた研究は，著者らが渉猟し

得た範囲では他になく，今回の報告が初めてであ

る.

FPL臆とプレート聞にプレートが透見可能な薄い

膜しか存在しない場合には臆断裂の危険性が高いの

で，これを FPL臆損傷の高リスクとした.プレート

突出量 (X線)がO.5mm以上のとき高リスクを検

出する感度は 89%.特異度は 44%であった.しか

し，突出量がO.5mm未満の場合でも高リスク例が

存在した.プレートが掌側に突出しているとき(突

出量 (X線)Omm以上のとき)高リスクを検出す

る感度は 100%となり偽陰性はなくなった.しかし，

特異度が 29%と低いことに問題が残った(表 1).
一方， FPL腫プレート間距離(超音波)と介在組織

0 

P..o.，α)1)1 

の厚さには強い関連性が認められた.FPL腫プレー

ト間距離が 0.7mm未満のとき高リスクを検出する

感度は 95%，特異度は 89%であり，感度特異度共

に高確率であった.しかし偽陰性例が1例存在した

(表 2).偽陰性例をなくし，高リスクを検出する感

度を 100%にするためには， FPL腫プレート間距離

を0.9mm未満とする必要があり，その場合の特異

度は 44%であった(表 3).また，超音波検査にて

プレート遠位端による FPL腫への局所的圧迫を 10
例に認めたが，そのうち 9例 (90%)は高リスク群

であった(図 6).腫の圧迫所見は高リスクを示唆

する所見であることが示唆された.

榛骨遠位端骨折掌側プレート固定術後において，

骨癒合が得られ，手関節機能がほぼ回復する頃に

は，掌側プレートを留置しておくことの安全性につ

いて話題にのぼることが多い.著者らは術後4か月

後の外来診療にて掌側プレートによる FPL臆断裂

の危険性を以下のように評価している.単純X線

側面像で横骨遠位端掌側最突出部よりもプレートが

突出していない場合にはFPL腫断裂の危険性が低

いと評価する.プレートが掌側に突出している場合
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X線側面像でプレート突出

あり 〆
超音波検査施行

1.Omm以上

O.7-0.9m皿
O.7mm未満

低リスク

中リスク

高リスク

、なし
低リスク

図7 榛骨遠位端骨折掌側プレート固定後のリスク判定
超音波所見から得られる FPL臆断裂危険率を抜

釘適応の判断基準の 1つとして用いる.

には超音波検査を施行し， FPL臆プレート間距離が

1.0mm以上ある場合には低リスク， 0.7-0.9 mm  

は中リスク， 0.7mm未満は高リスクと評価する.

また，超音波検査でプレート遠位端による FPL腫

への局所圧迫所見が認められた場合にも，高リスク

と評価する.高リスク例にはプレート抜去を勧め，

中リスク例には 3-6か月後の再評価を行っている

(図 7). 

本研究では術中所見において， FPL臆プレート聞

の介在組織が透見可能な場合を高リスクと評価した

が，その場合の臆断裂の頻度は不明である.諸事情

により抜釘を行わなかった高リスク群の経過を慎重

に追跡する必要がある.一方，低リスクの場合でも，

経過中に高リスクとなる可能性は否定できない. 1 

回の超音波検査の判断のみならず，数か月後に再検

査を行い，超音波所見の変化の有無を明らかにする

必要がある.今回の研究では，超音波検査は腫損傷

のリスクの高低を示すに留まったが，今後の臨床研

究によって超音波検査の診断的意義を高めることが

可能であると考える.

【まとめ1
1.横骨遠位端骨折掌側プレート固定例 81手のう

ち抜釘を行った 28手に対し，超音波にて測定した

FPL臆プレート間距離と阿部の介在組織の厚さを比

較した.

2. FPL腫プレート聞の距離(超音波)と介在組織

厚(術中)には相関関係を認めた.距離 0.7mm未

満が FPL臆損傷の高リスクを検出する感度は 95%，

特異度は 88%であり，距離 0.9mm未満の感度は

100%，特異度は 44%であった.

3.超音波検査は腫断裂の危険性予測に有用であ

ることが示唆された.
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榛骨遠位端骨折後の手指可動域制限の遷延に
関連する因子

一掌側プレート固定術後症例の解析一
おだ たかL

織田崇

榛骨遠位端骨折に対して掌側プレート固定術を施行した症例を調査し，手指の屈曲可動域制限の遷延に関

連する因子を解析した.48例49手(男 5例，女43例，平均年齢槌歳)を対象とした.術後3週で完全な

握りができない制限群と，握りが可能な回復群とに分類した.制限群が7手，回復群が42手であった.制

限群は，平均 81歳，全例関節外骨折で，初期固定法はギプス固定3手，シーネ固定3手，外固定なし 1手，

受傷から初診および手術までの平均期間は 0.1日と 9.9日であった.回復群は平均 65歳，関節外骨折31手，

関節内骨折 11手，ギプス 13手，シーネ 29手，受傷から初診および手術までの平均期聞は 0.6日と 4.6日で

あった.両群聞で，年齢，初期外固定法，受傷から手術までの日数に有意差があった.高齢者に対する後療

法の工夫と手術適応を明確にして早期に手術を施行することが手指拘縮の予防に有効となる可能性がある.

[緒冒]

外傷後の手指の拘縮は，ハンドセラピーや手術に

よっても改善が困難となることがあるために，発症

を予見し予防することが重要である.槙骨遠位端骨

折後に発生する手指拘縮の原因として，手の浮腫，

不良肢位固定， MP関節を超えるギプス固定，創外

固定による過度の牽引などの関与が挙げられている

が，掌側ロッキングプレート (VLP)を使用した内

固定術における危険因子についての研究は少ない.

本研究では，榛骨遠位端骨折に対して VLP固定術

を施行した症例を調査し，手指の屈曲可動域制限の

遷延に関連する因子を解析した.

【対象と方法1
2010年4月より 2011年9月までに，当科で梼骨

遠位端骨折に対して VLP固定術により治療した 18

歳以上の 51例のうち，術後3週以内に他院に転医

した 3例を除く 48例 49手を対象とした.男 5例，

女43例，年齢は平均68歳(4Eト.90歳)であった.骨

折型はAO分類A2 6手，A3 31手， B3 3手， C2 

3手， C3 4手であった.手術は伝達麻酔下に行い，

経樟側手根屈筋腫進入法で展開して骨折を整復し，

VLP固定による内固定を行った 1) 手術翌日と 1週

受理日 2012/11/04 

間後に作業療法士が手の浮腫改善と手指の拘縮予防

を目的とした手指自動運動の自主訓練を指導した.

原則として，手を挙上して手指を 10回以上自動屈

曲する運動を 1日に 3度以上行うこととした.患者

自身による着脱が可能な手関節背屈副子を 3週間装

着し，洗顔，手洗い，入浴時に取り外すことを許可

した.術後3週以内に CRPSを発症した例はなかっ

た術後3週で握り動作で指尖が手掌に届かず完全

な握りができない可動域制限遷延群(遷延群)と，

完全な握り動作が可能な可動域回復群(回復群)と

に分類した.制限群で，可動域制限が遅延する指の

指尖手掌間距離 (pulp-pa1m紅dis凶 ce;PPD)を計

測した.全例の年齢，性別，保険種別，受傷側，骨

折型，徒手整復の有無，初期外固定法，受傷から初

診および手術までの期聞を調査した.結果を Mann-

whi組ey検定およびFisherの直接確率計算法によ

り危険率5%で両群聞の有意差を検定した.

[結果】

制限群が7手，回復群が42手であった.制限群

の全手でPPDが1伽nmを超える指が1指以上あり，

示指一小指の平均PPDは14.1mm(7.0-25.0mm)で

あった.制限群は，平均 81歳，全例関節外骨折で，

亀田第一病院整形外科 干950-01回新潟県新潟市江南区西町2-5-22
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表1 患者・骨折背景

制限欝(rF7) 回復群(u=42) p値

年齢・ 8liill (68-86鎗) 65愈(45-9哩怠} 0.002 

性別 b 男 1 女 6 男 4 女 38 0.554 

保険種lJIJ• 健康保険 7 災害補償 0 健康保険 34 災害繍償 8 0.262 

受傷倒 b 右 3 左 4 右 21 左 21 0.524 

骨折型 b 関節内 0 関節外 7 関節内 11 調節外 31 0.445 

a.M回2・W画面ey検定 b.Fi企置の直後磁串貯算

表2 治療内容

制限欝(0=7) 厨復欝(0=42) p値

後手態復‘ あり 3 なし 4 あり 17 なし 25 0.786 

初期鐙定 b ギプス 3 シーネ 3 なし l ギプス 13 シーネ 29 なし o 0.312 

受傷から初診までの期間{日}・ 0.1 

受傷から手術までの期間(日)・ 9.9 

a.M血 n-Whi飽ey検定;b. Fi副首の直後磁$齢鋭治

初期外固定法は徒手整復あり 3手，なし 4手，ギプ

ス固定3手，シーネ固定3手，外固定なし 1手，受

傷から初診および手術までの平均期聞は 0.1日と

9.9日であった.回復群は平均 65歳，関節外骨折

31手，関節内骨折11手，ギプス 13手，シーネ29手，

受傷から初診および手術までの平均期聞は 0.6日と

4.6日であった.両群聞で，年齢，初期外固定法，

受傷から手術までの期間に有意差があった(表 1，

2) • 

【考察】

横骨遠位端骨折に対するVLP固定術は，安定し

た整復位の保持と早期機能回復を期待できる治療法

である.近年， V日を用いた内固定手術件数は増

加しており，高齢者人口の増加や手術適応の拡大に

より今後さらに増加すると予測される 2) 一方で

V日固定術後に手指拘縮や CRPSを発症する例が

あり，日常生活動作や生活の質 (QOL)に影響して

0.6 0.7S3 

4.6 0.018 

いると推察されている制5) 本研究では，手指拘縮

を予防する目的で手術翌日より手指運動の自主訓練

を開始したが， 49手中7手で術後3週での手指屈

曲可動域制限が遺残した.手指可動域制限の遷延に

関連する因子として年齢，初期外固定法，受傷から

手術までの日数があった.

手指可動域制限の遷延に年齢が関連した一因とし

て，高齢者では自主訓練を主体とした手指運動の意

義と手技を十分に理解して実践することが困難な場

合があると推察した.外固定法では， Cotton-loder 

股位などの不良肢位や MP関節を超える範囲でのギ

プス固定が手指拘縮や CRPSの発症と関連すること

が知られている.本研究ではギプス固定における肢

位や固定範囲を評価していないため，その関連は不

明であった.手指可動域制限の遅延に受傷から手術

までの日数が関連した原因として，受傷後の腫脹や

痔痛が消退する時期に手術により再度腫脹や庵痛が

生じることや，積極的な手指運動の開始が遅れるこ
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とが問題となると考えられた.初期外固定法として

ギプス固定を行った例では，保存治療の経過中に転

位が進行して手術治療に切り替えたことにより受傷

から手術までの期聞が長くなったことが手指可動域

制限の遅延に影響した可能性があった.

VLP固定術の施行後に手指拘縮が遷延する危険

因子を回避する方法として，高齢者に対してセラピ

ストの監視下での手指運動の機会を増やすことが挙

げられる.しかし，高齢者では頻回の通院が困難と

なる場合があることや，訓練回数が増加することに

よるセラピストの負担や医療費の増加が問題とな

る6) 本研究では全例で術後より 3週間手関節背周

副子を装着したが，高齢者では副子固定を短期間に

とどめて日常生活で患側手を使用しやすい状況をつ

くることが手指可動域制限の回復に有効となる可能

性がある.浮腫の改善を目的としたマッサージを指

導することは役立つかもしれない.受傷から手術ま

での期聞を短縮するためには，ギプス固定による保

存治療から手術治療に変更することがないことが望

ましい.骨折型や受傷者の活動性，受傷手が利き手

か非利き手かなどを考慮した手術適応を明確にして

おき，手術適応と判断する例には遅滞なく手術を行

うことが重要である.

本研究の限界として，以下の 3点が挙げられる.

1)制限例の症例数が少ない， 2)術後3週以後の手

指可動域への影響を評価していない， 3)最終的な

手の機能やQOLとの関連について検討していない.

今後，症例数を増加して観察期間を延長することに

より，術後3週での手指の屈曲制限の遺残とその後

の可動域の推移や日常生活動作への影響， CRPSの

発症との関連につき検討することが必要となる.

VLP固定術の代表的な合併症は腫損傷である.

近年，プレート形状の改良や設置位置の工夫，超音

波検査による腫損傷リスクの診断などによる腫損傷

の予防が試みられている.VLP固定術の臆損傷の発

生率の低下に伴い，仕事や家事，スポーツへの早期

復帰や手洗い，洗顔，入浴などの保滑による快適さ

による QOLの向上を期待して相対的手術適応例の

手術件数が増加することが見込まれる.今後， VLP 

固定術による槙骨遠位端骨折治療の成績を向上する

ための要因として，受傷前の手指可動域を確実に回

復することがより一層重視されることが予測される.

[まとめ]

掌側プレート固定術を施行された槙骨遠位端骨折

49手を対象として，手指可動域制限の遷延に関連す

る因子を解析した.年齢，受傷から手術までの期間，

初期外固定法が手指可動域制限の遷延と関連した.

術後早期からの手指運動に加えて，高齢者に対する

後療法の工夫と手術適応例に対して早期に手術を施

行することが手指拘縮の予防に有効となる可能性が

ある.

[文献1
1) Chung KC， et a1. Trea回 entof unstable distal radius 

fractures with the volar locking plate system. J Bone 

Joint Surg 88A: 2687・2694，2006.
2) Chung KC， et a1. Trends in the United States in出e

Treatment of distal radius仕acturesin the elderly. J 

Bone Joint Surg 91A: 1868-1873，20ω. 
3) 岡崎真人ほか.掌側ロッキングプレートによる機骨逮

位端骨折の治療成績・114例の無記名アンケート調査.
日手会誌27:61-65， 2010. 

4) Diaz-Garcia町， et al. A systematic re'吋ewof out∞，mes 

andcompliα.tions of回 atingunstable dis凶 radiusfrac-

tures in the elderly. J Hand Surg 36A: 824-835， 2011. 
5) Gruber G， et al. Quality of life after volar plate fixation 

of articul訂企acturesof the dis旬1part of the radius. J 

Bone J oint Surg 92A: 1170-1178， 2010. 
6) 後藤真ーほか.榛骨遠位端骨折術後早期の作業療法士

によるリハビリテーション.日手会誌26:132-133，2010. 
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掌側ロッキングプレートによる治療で発生した
榛骨遠位端骨折遷延治癒・偽関節
やまなかかずよし まっいひでかず やまがたともひろ ささき たかし

山中一良本，松井秀和ぺ山県系朋宏*佐々木 孝**

榛骨連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で発生した偽関節・遷延治癒例 3例につい

て報告する.症例1. 39歳，男性，糖尿病加療中，喫煙者.骨折型は AO分類A3.リン酸 Ca骨ペーストを

併用し内固定を行ったが，癒合が遷延しインプラントが破断した.腸骨移植と創外固定により骨癒合を得た

が，背屈変形を残したため矯正骨切り術，骨移植術を行ったその後も癒合が遷延し， LIPUSを併用して骨

癒合を得た.症例 2.48歳，男性.骨折型はA3. s-TCPを併用し内固定したが術後 3か月の時点で癒合し

なかったため LIPUSを開始し，術後 11か月で骨癒合を得た.症例 3.66歳，女性，骨折型はA3. SLEの

診断でステロイド内服治療中.内固定後 3か月で骨癒合が得られず， LIPUSを開始し術後 11か月で骨癒合

した.喫煙，ステロイド，糖尿病は骨癒合の阻害因子であるが，骨折部が吸収されても短縮が生じない強固

なロッキングプレートの固定性も癒合選延の一因になっている可能性がある.癒合が遷延した場合は可及的

早期に LIPUSや手術治療を選択する必要がある.

[緒言]

樟骨遠位端骨折に対する治療法として掌側ロッキ

ングプレートが普及するにつれ，腔断裂や implant

failureなど従来の治療法ではみられなかった合併症

が報告されている.かつて横骨遠位端骨折の偽関節

は極めて稀とされていた 1)が， 掌側ロッキングプ

レートに伴う，偽関節・遷延癒合の報告も散見され

るようになってきた 2l3J4) しかし，偽関節・遷延癒

合の要因が掌側ロッキングプレート本来の構造に由

来するのか，骨折の状態や患者自身の素因に関係す

るのかについては明確ではない.当院で経験した骨

癒合不全例を調査することにより，掌側ロッキング

プレートを用いて加療された槙骨遠位端骨折症例に

おける骨癒合阻害要因について検討する.

[対象と方法]

当院および関連医療機関で， 掌側ロ ッキングプレ

ー トを用いて加療された樟骨遠位端骨折症例のう

ち，術後 3か月経過して骨癒合傾向の見られなかっ

た症例 3例について後ろ向きに調査し，治療経過と

骨癒合の阻害要因について検討した.

受理日 2012/10/17 

[結果]

症例 1:39歳，男性.

主訴:左手関節痛

現病歴:転倒して受傷.

既往歴 :5年前より糖尿病治療中.喫煙歴あ り.

治療経過:初診時X線写真は roof企agmentを伴

うAOA3の樟骨遠位端骨折を示していた(図1).

来院時，血糖値 370mg/dl，HbA1c 10.7%と血糖の

コントロールが悪いため，内科的治療を行った後，

図 1 症例 1 初診時X線写真.

:済生会横浜市東部病院整形外科 〒230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉3丁目 6番 1号
*済生会神奈川県病院
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掌側ロッキングプレートで発生した遷延治癒・偽関節

a b 

図2 症例 1

a掌側ロッキングプレートによる内固定術後.
リン酸カルシウム骨ペーストを併用した.

b術後 6か月で骨折部は吸収されロッキング
スクリューの破綻を生じた.

a b 

図3 症例 l
a 第2回手術.骨移植と創外固定を行った
b 創外固定抜去後，転位を生じ骨癒合した.

受傷から 8日後にリン酸カルシウム骨ペーストを併

用して掌側ロッキングプレート による内固定を行っ

た(図 2a).術後も禁煙を守れず，血糖コン トロー

ルも不良で，術後 6か月で骨折部に骨吸収を生じロ

ッキングスクリューが破綻した(図 2b).第 2回手

術では腸骨からの骨移植と創外固定を行い(図

3a) ，術後は LIPUSを使用 した.創外固定抜去後，

転位を生じ骨癒合した(図 3b).第 2回手術より 11

か月後に矯正骨切り術と骨移植を行った(図 4a).

LIPUSを使用したが癒合は選延し(図的，c)，骨切

り術後 11か月で癒合した(図 4d). 

症例 2:48歳，男性.

主訴 :右手関節痛

現病歴:交通事故で受傷.

既往歴:特記すべきものなし.喫煙歴あり

治療経過 :初診時X線写真は AOA3の椀骨遠位

端骨折(図 5a).受傷から 3日後に s-TCPを併用し

て掌側ロッキングプレートによる内固定を行った

239 

a b C d 

図4 症例 l

a 第 3回手術矯正骨切り術および腸骨移植
術後

b 術後3か月.
c 術後6か月.
d 術後 11か月，癒合は完成した

a b 

図5 症例 2

a初診時X線写真.

b 準側ロッキングプレートによる内固定術後.
s-TCPを併用した.

(図 5b).術後 3か月の時点で骨癒合が得られなか

ったため(図 6a)LIPUSを開始した.術後 11か月

で骨癒合は完成した(図 6b).

症例 3:66歳，女性.

主訴:左手関節痛

現病歴:転倒し受傷.

既往歴 :2年前より SLEの診断でステロイド

(Prednisolon 18mg/day)の内服中.

治療経過:AOA3の槙骨遠位端骨折に対し，受

傷から 3日後に掌側ロッキングプレートによる内固

定を行った(図 7a，b).術後 3か月で癒合傾向を認

めないため(図 8a)LIPUSを開始し，術後 11か月

で骨癒合した(図 8b).

[考察]

著者らの経験 した症例は 3例ともA3型骨折であ

り，多数の粉砕骨片を伴っていた.そのため骨折部

の組織損傷が強く，これが癒合障害の一因となった

q
J
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a b 

図 6 症例 2

a術後3か月，骨癒合が得られていない
b LIPUSを併用し術後11か月で脅'癒合が完成

した.

a b 

図7 症例 3
a 初診時X線写真.

b 掌側ロッキングプレートによる内固定術後.

可能性がある.さらにこれらの症例の背景として，

症例 1は糖尿病と喫煙，症例 2は喫煙，症例 3はス

テロイド治療中の SLEがあった.糖尿病患者では

仮骨の出現と成熟が遅延し骨癒合が遷延することが

知られておりへ実験的研究では，骨折、冶癒過程に

おける未分化間葉系細胞密度の減少，軟骨への分化

や石灰化の障害などが報告されている 6) 喫煙も，

癒合までの期間を延長し，偽関節と遷延癒合の発生

率を増加させることが知られている 7) 池田ら 4)は

喫煙者の境骨遠位端骨折に対するロッキングプレー

ト固定例に生じた偽関節を報告している.ステロイ

ドと骨折治癒に関する臨床的研究は少ないが，動物

実験ではステロイド投与による骨折癒合率の低下が

報告されている 8) 今回提示した 2例に骨補填材料

が使用されていた.報告された掌側ロッキングプレ

ート偽関節例においても骨補填材料が使用された例

があるが 2) 骨補填材料が癒合遷延の要因になって

いたか，あるいは骨補填材料を必要とするほどの骨

一専
帝
国圃
一

一ン

7
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一
九
勧
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図8 症例 3
a 術後3か月，癒合は遷延している.
b LIPUSを併用し術後 11か月で骨癒合が完成

した.

折部の損傷が主因であったのかは不明である.掌側

ロッキングプレートはその強固な固定性により，骨

折部が吸収されても短縮が生ずることがなく，これ

も癒合不全を助長する一因になっている可能性があ

る.

喫煙を治療初段階から禁止することにより，骨折

治療の合併症発生率は有意に減少するとされてい

る9) また，糖尿病ラットの骨癒合障害が血糖コン

トロールにより改善さ れるという報告もある 10)

骨癒合に対する阻害因子を可及的に取り除く ことが

骨折を治療する上で重要であるが，ステロイドなど

は疾患によっては中止できないこともある.関節外

骨折であっても，粉砕の強い場合，あるいは患者背

景としての骨癒合阻害要因が存在する場合は，自家

骨移植を積極的に行うことも必要と思われる.ま

た，癒合が遷延した場合は，症例 1のような金属疲

労による固定材料の折損の可能性が生じるため，可

及的早期に LIPUSの併用や手術的治療への切り替

えを選択する必要がある.

[まとめ]

掌側ロッキングプレートを用いて治療された樟骨

遠位端骨折症例における偽関節・遷延治癒例 3例に

ついて報告した.患者背景として，喫煙，糖尿病，

ステロイド治療が存在していた.骨癒合に対する阻

害因子を可及的に取り除く ことが骨折を治療する上

で重要であり，癒合が遷延した場合，可及的早期に

LIPUSの併用や手術的治療への切り替えを選択す

る必要がある.
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掌側ロッキングプレートで発生した遷延治癒・偽関節
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3) De Baere T， et al. Breakage of a vol釘 lockingplate after 

delayed union of a dista1 radius fracture. Acta Orhtop 
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10) Beam HA， et al. The effect of blood glucose control 

upon企ac加rehealing in the BB Wister rat with diabetes 
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VA-TCPを用いた榛骨遠位端骨折の治療経験
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Polyaxial Locking Plate (以下 PLP)である Variableangle LCP TwかColumnVolar Distal Radius Plate (以

下Vんτ'Cp，Syn血es社)を用いた樟骨遠位端骨折 52例の短期治療成績を検討した.

Cooney scoreは，王子均 84.8pointであった.単純X線評価では，良好な整復位が保持されており， mon。
砿 iallockingplateを用いた諸家の報告と比較し，遜色はなかった.

P日ではスクリユーの弛みによる矯正損失が懸念されるが，本研究の結果から， VA・TCPのlockinginter-

faceの強度は信頼出来ると考えられた.またスクリユー可変幅は doubletiered subchondral support法を行

うのに十分であり，より強固な固定力が期待できる.

新しい P印である VAτ'CPは，不安定型機骨遠位端骨折の治療に有用であると考えられた.

[緒雷]

我々はこれまで遠位スクリューの挿入角度に自由

度のある PolyaxialLocking Plate (以下 PLP)であ

るAPTUS2.5とVariAxplateを使用し，その有用性

を報告してきた!)2)

2011年，新たに日本に導入されたシンセス社製の

VA':τ'CPも， PLPであり有用なプレートと考えられ

る.今回本プレートを使用した榛骨遺位端骨折の短

期治療成績を検討したので報告する.

[対象と方法1
2010年 12月から 2011年 12月まで，当院及び関

連病院でVA-TCPを用いて手術を行った樟骨遠位端

骨折のうち，術後3ヶ月以上経過観察可能であった

52例を対象とした.

内訳は，平均年齢 61(:t18)歳，男性 19例，女

性 33例，右 25例，左27例であった.骨折型は転位

別で，背側転位型 40例，掌側転位型 12例で， AO 
分類では， A2: 3例， A3: 5例， B3: 3例， C1: 14 

例， C2: 6例， C3: 21例であった.

手術は，掌側より transflexor carpi radialis ap-

proachで進入し， VA-TCPを用いて内固定を行った.

受理日 2012/11/02 

遠位スクリューの固定法として， double tiered sub-

chondral support法(以下 DSS法 3))を 22例に行

った.2例に人工骨移植を併用した.術後平均経過

観察期間は 5.0(:t2.0)か月であった.

評価項目は臨床成績評価には cooneyscoreを用

い，単純 X線評価には ulnarv;訂 iance 以下 UV)，

volar tilt (以下VT)，radial inclination (以下RI)を

術直後，最終観察時に計測し，その差を矯正損失と

した.また合併症についても調査した.統計処理に

はt検定を用い， p<O.05を有意差ありとした.

[結果]

手関節の平均可動域は，背屈 64.7(:t 15.8)" ，掌

屈58.6(:t 15.6) 0，囲内79.4(:t 12.8) 0 ，回外81.3(:t

14.5)。で，平均握力健側比は， 76.8 (:t22.9)%であ

った.Cooney scoreは，平均84.8(:t 14.1) pointで，

excellent 28例， good 12例， fair 8例， poor 4例で

あった.合併症として，関節内へのスクリュー穿破，

近位スクリユーの弛み，長母指伸筋臆断裂をそれぞ

れ 1例ずつ認めた.

単純X線評価(図 1)は，全体では UVが術直後

-O.13mmが最終観察時 0.43mm(矯正損失 0.64土

事昭和大学医学部整形外科学教室 〒142-8666
寧事昭和大学横浜市北部病院整形外科

東京都品川区旗の台 1・M

章$孝昭和大学付属豊洲病院整形外科

****太田西の内病院整形外科
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o 
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..:p<且01

{・}
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4 ・全体

ード背側転位裂

唱ー耳障倒転位霊Z
{・)
25 

人、
』色 dh 

20 

15 

調ija後 最..観覇権時 術直後 .終健機時 術直後 最鍵観.8寺

(a) (b) (c) 

図1 単純X線評価li (a) UV (b) VT (c) 悶

図2 受傷時単純X線像 図3 術直後単純X線像 図4 最終観察時単純X線像

1.05mm)， vrが術直後9.68
0

が最終観察時9.38
0

(矯

正損失 0.24::1:2.63
0

)，悶が術直後 22.9
0

が最終観察

時21.6
0

(矯正損失 0.46::1:2.67
0 

)であった.転位型別

にみてみると，背側転位型でuvが術直後-0.51mm

が最終観察時 0.03mm(矯正損失 0.58::1:1.09mm) ， 

vrが術直後 8.82。が最終観察時 9.14
0

(矯正損失 0.51

::1: 2.48
0 

)， RIが術直後 23.1
0

が最終観察時 22.2
0

(矯

正損失 0.56::1:2.65
0 

)であり，掌側転位型でuvが術

直後1.05mmが最終観察時1.87mm(矯正損失 0.63

土1.07mm)，vrが術直後 10.5"が最終観察時 9.99
0

(矯正損失 0.51::1:2.73
0

) ，阻が術直後 20.8
0

が最終観

察時20.8
0

(矯正損失 0.04::1:2.56
0

)であった.uvに

ついて，全体 (p<O.Ol)と転位型別(背側転位型p

<0.01，掌側転位型p<0.05)ともに有意差を認めた.

症例供覧(図 2-4): 31歳男性.仕事中に高所よ

り転落し受傷.背側転位型， AO分類 C1. 受傷後 3

日で， VA-TCPを用いた内固定を行った. 最終観察

時の cooneyscoreは95点で excellentであり，関節

可動域は掌屈 60度，背屈 70度，囲内 70度，国外

60度，握力は患側 40kgで，健側との差はなかった.

単純X線上，明らかな矯正損失を認めなかった.
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[考察]

VA-TCPはthreecolumn出eoryに基づいた形状を

持つ PLPであり，槙側コラムと中間コラムを支持

する構造となっている.

プレート遠位端は掌側遠位の解剖にフィットする

ようデザインされており プレート設置位置は wa-

tershed lineより近位となる.

ロッキングスクリユーヘッドは従来と異なり，球

状をしている.スクリューホール内のスレッドは 4

つに分割した柱状である(図 5).これらの構造によ

りスクリューは各方向に 15。まで角度をつけて挿入

可能である(図 6). 

Rikliらは， intermediate columnは荷重が最もか

かる部位であると報告しており 4) また月状骨嵩骨

片は radiocarpa1jointとdistalradioulnar jointの関

節面を持つため，この部位の固定が不良であると，

可動域制限や痔痛等が術後惹起される可能性があ

る.そのため，我々は月状骨簡骨片を強固に固定出

来るプレートを選択してきた.

Fixed angle typeのプレートでは，プレートの設

置位置によりスクリユー挿入位置が決まってしまう

図5 4つに分割した柱状のスレッド 球状のスク
リューヘッド

図6 スクリューは各方向に 15。角度をつけて
持入可能

ため，骨片の大きさや位置により複数のスクリュー

が月状骨嵩骨片に挿入できない場合があるが， TCP 

はPLPであるため，この骨片の固定はfix.edangle 

typeと比較し行いやすいと考えている.

しかし， PLPではスクリューの弛みによる矯正損

失が懸念され，我々も他の PLPで数例経験してい

る5) Hof企neierらは， TCPのような分割した mul-

tiple threadをもっ lockinginterfaceでは，スクリユ

ーを傾けても強度低下は軽度であり， single thread 

のinterfaceと比較し，強度が高いと報告している 6)

しかしRauschらは凍結屍体骨折モデルを用いた実

験を行い， PLPは繰り返しの負荷によって強度が低

下しやすい傾向があるため，多数本のスクリ ュー挿

入を推奨している 7) 本研究での矯正損失は， mono-

axial locking plateを用いた諸家の報告側 と比較し

でも遜色のないものであり， TCPのlockinginterface 

の強度はある程度信頼できると考えられる.また，

固定力向上のためには，我々が以前より報告してい

るDSS法が有用であると考えている 10) 本プレー

トのスクリュー可変幅は DSS法を行うのに十分で

あり，施行可能な症例では推奨される.

本研究の問題点として， 1.経過観察期間が短い事，

2.対象に関節外骨折から関節内粉砕骨折まで多様な

骨折型を含んで、いる事， 3.DSS法の有無やスクリユ

ー挿入数等による遠位骨片の固定力への影響を評価

していない事が挙げられ，今後これらの点につき，

引き続き検討が必要と考える.

[まとめ1
1) VA-TCPを使用し， 3ヶ月以上経過観察可能で

あった樟骨遠位端骨折 52例の短期治療成績を検討

した.

2) X線評価，臨床評価ともに比較的良好な結果

を得られ，有用なプレートと考えられる.

[文献1
1) 川崎恵吉ほか.Polyaxiallocking plate APTUS2.5によ

るAO分類C型携骨遠位端骨折の治療成績 骨折32:

240-243， 2010. 

2) 上野幸夫ほか. Polyaxiallocking plate:VariAx plateの

治療成績.日本手外科学会雑誌28:309-312， 2012. 
3) Orbay]L ほか. Current concepts in volar fixed-angle 

fixation of unstable dista1 radius fractures. Clin Or出op
Relat Res 445: 58-67， 2006. 

4) Rikli DAほか.In甘a-articularpressure measurement in 
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位leradioulnocarpal joint using a novel sensor: in vi仕o
and in vivo results. J Hand Surg Am 32: 67.・75，2007.

5) 川崎恵吉ほか.Mono鉱 ialLocking plate; Stellar plate 
とPoly:副 alloc地19plate; APfUS2.5による検骨遠位端

骨折の治療成績の比較.日本手の外科学会雑誌26:23-
26，2010. 

6) Ho館前ierKLほか.百les悦 n凶1of poly.凶，alloc凶 g
interfaces of dista1 radius plates. CIin Biomech 24: 637.・
臼1，2009.

7) Rausch Sほか.Evalu甜onof a poly拡 ialangle-stable 
volar plate in a dis句1radius C-fracture model-a biome-
ch姐』αIstudy.lnjury 42: 1248-1252，2011. 

8) 長田伝重ほか. (骨折治療におけるロッキング・プレ

一トの有用性と限界】横骨逮位端骨折に対する DRV
Loc抽19P1ate Systemを用いた治療.整形・災害外科

11: 1369-1377，2008. 
9) 坂野裕昭ほか.不安定型機骨遠位端骨折に対する Stel-

I釘プレートによる掌側ロッキングプレート固定術.骨

折29:661-回5，2007.
10)川崎恵吉ほか.AO分類C3型梼骨遺位端骨折に Dou-

ble-tiered Subchondr百1Support法は有用か?日本手

外科学会雑誌27:234-238， 2010. 
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梼骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの
合併症-Acu-lockシステム術後長期フォロ一一
いたでらえいいち おがわやすふみ 〈によLか1"11

、.-~. 明、『 .r
'''.4.B事ヨF

板寺英ーへ小川泰史料，圃吉一樹**

【目的】Acu-lockシステムを用いて手術を行った横骨遠位端骨折の術後合併症を調査した.

【方法12007年9月から 2009年 10月までの聞に当科でAα・lockシステムを用いて掌側プレート固定を行

った横骨遠位端骨折は 53例54骨折であった.これらの症例を合併症が発生するまで抜釘せずに追跡し， 2 

年以上経過した 49例50骨折を対象とした.内訳は男性 16例16骨折，女性33例34骨折，手術時年齢は

19歳-90歳(平均 57歳)，術後経過観察期聞は24か月から 49か月(平均34か月)であった.これらの患

者に関して，術後の合併症について調査・分析を行った.

【成績】合併症は 10例 (20%)に見られた.その内訳は手関節尺側部痛3例， CRPS 1例，伸筋腫皮下断

裂1例，屈筋腫度下断裂1例，方形囲内筋拘縮1例，手根管症候群1例，創部痛1例，創部癒痕形成1例で

あった.

【結論1ロッキングプレートの手術手技に関連する合併症は必ずしも多くなかった.抜釘術は全例に行う

のではなく，腫皮下断裂などを予測する方法を確立し，対象を選別する方向に進むべきであると考えた.

【緒冨】

槙脅遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

固定は，今や同骨折に対する最も一般的な手術法と

なっているが，抜釘の必要性など未解決の問題も残.

されている.著者らは 2003年以降，可及的に同ー

の手技で本手術を行ってきたが，年々新型のプレー

トが開発されるのに伴い，徐々に使用するプレート

も変わってきた 1). 2007年9月以降は主にA叩・lock

Dis凶Radius目.ateSystem (Acu-lockシステム)を

用いて治療を行い，原則として抜釘を行わずに経過

を追跡した.今回はこれらの症例の術後合併症につ

いて報告する.

【対象と方法1
2007年9月から 2009年 10月までの聞に当科で

Acu-lockシステムを用いて掌側プレート固定を行っ

た横骨遠位端骨折は 53例 54骨折であった.これら

の症例を合併症が発生するまで抜釘せずに追跡し，

2年以上経過した 49例50骨折(追跡率93%)を対

象とした.その内訳は男性 16例 16骨折，女性33

例34骨折，右26骨折，左24骨折であった.手術時

受理日 2012/11/02 

年齢は 19歳から 90歳(平均57:t17歳)であった.

追跡期間は 24か月から 49か月(平均34か月)であ

った.AO分類による骨折型はA3が18骨折， B3が

3骨折， C1・C2・C3がそれぞれ9・14・6骨折であ

った.

これらの患者に対し，外来診察または電話による

聞き取り調査を行った.特に痔痛の有無，神経症状

の有無，腫損傷の有無， ADL障害を調査した.

【結果1
合併症は 10例 10骨折 (20%)にみられた.その

内訳は横骨短縮変形1例を含む手関節尺側部痛3例

(術後0，4および5か月発症)，その他，長母指屈

筋臆皮下断裂(術後38か月発症)，長母指伸筋腫皮

下断裂(術後4か月発症)，方形囲内筋拘縮(術後

0か月発症)，手根管症候群(術後0か月発症)，創

部癒痕形成(術後17か月発症)，創部痛(術後7か

月発症)，軽度の複合性局所痔痛症候群 (CRPS)(術

後0か月発症)が各1例あった(表1).また，合併

症ではないが，転倒による再骨折(術後6か月受傷)

が1例あった.合併症の多くはおよそ半年以内に起

:独立行政法人労働者健康福祉機構鹿島労災病院 干31ω3必茨城県神栖市土合本町1丁目 9108-2
・千葉大学大学院医学研究院 整形外科

-90-



247 梼骨逮位端骨折掌側ロッキングプレートの合併症

合併症症例表 1

追加手術

尺骨短縮骨骨:p.)

架樋健移植備

発蚕降雨語議期間
抜釘

〈か月) (か月〉

4 3 

4 43 

窃 s
o 42 

5 32 

o 37 

7 29 

17 15 

o 28 

o 6 

+ 

+ 

術後合併症

尺側部痛{短績変形}

長母指伸筋健皮下断裂

長母指闇百種皮下断裂

複合局所第痛抱闘宇

尺側苦闘

手根管症候群

紬 隔

創都癒痕形成

尺四郎痛

方書廼悶崩協調
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。手傷時期
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尺側部痛

尺側部痛

FPl断裂

EPLi器製

圏内筋拘鎗

C白

書信痕形成

創部痛

CR陪

{再骨街}

50ヶ月

各症例の有症状期間.実線部分は追跡期間内の有症状時
期を，破線は追跡終了後も症状が持続していることを示
している.白矢印は手術時期を表している.

40 30 20 10 。
図1

痛，手根管症候群， CRPSは手術に関わらず起こっ

た可能性がある.手術によって起こったと考えられ

る合併症のうち，ロッキングプレートの手術手技に

問題があったと思われるものは樟骨短縮，屈筋腫度

下断裂，伸筋腫皮下断裂であり，問題がなかったと

思われるものは，囲内筋拘縮，癒痕形成，創部痛で

あった.樟骨短縮(症例 1)は高度の粉砕を伴う高

エネルギー損傷例であり，プレートの固定性が不十

分であったと考えられる.このような例には積極的

に骨移植や人工骨を用いるべきであろう.長母指屈

筋腫度下断裂(症例 3)は骨折部の整復不良による

プレートの掌側突出，長母世伸筋腫皮下断裂例(症

例2)は背側へのスクリュー突出が原因と思われ，

解剖学的整復と適切なプレート設置が重要である.

こっており，数年経過後発症したのは長母指屈筋腫

断裂(症例 3)のみであった(図 1).

合併症に対する手術は3例に行われた.横骨短縮

変形(症例 1)に対して尺骨短縮骨切り術，長母指

屈筋腫皮下断裂に対しては架橋腫移植術(症例 3)， 

方形囲内筋拘縮(症例 10)に対しては方形囲内筋解

離術がそれぞれ行われ，全例症状は軽快した.長母

指伸筋腫度下断裂例(症例2)は患者が手術を希望

せず，経過観察のみとしたが，日常生活に支障はな

かった.その他の合併症(症例 4，5， 6， 7， 8， 9) 

は症状が軽度であり，投薬のみで経過観察とした.

【考察】

これらの合併症のうち，榛骨短縮以外の尺側部
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症例数

(累積} .日本語論文

50 

45 

英語論文
45 

(100首)

31 

35 r 24 .(69首

30 卜(53拓ト

25 

20 

15 

10 

5 

40 

。
o 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 術後(月)

図2 文献上の屈筋鍵断裂発症時期

囲内筋拘縮(症例 10)は術後手関節尺側に腫脹と痔

痛が続き，長期間囲内位を保持している聞に温存し

た方形回内筋が拘縮したものと推測した.きわめて

まれな例と考えられるが，術後に安静を余儀なくさ

れる場合には，前腕中間位から回外位とするのも良

いかもしれない.

今回の合併症のうち，予防的に抜釘を行っていた

ら回避されたと考えられるものは屈筋腫，および伸

筋腫の皮下断裂である.しかし，抜釘術の侵襲も決

して小さいとは言えず，全例に行うのではなく，そ

の予測が可能であるならばハイリスクの症例を選ん

で抜釘するのがよいと考えている 2)3)4) 今回の症例

のような整復不良例やインプラントの突出例はハイ

リスクとすべきであろう.

抜釘の時期に関しては当然躍断裂前に行わなけれ

ばならないので，近年問題視されている屈筋腫断裂

の発生時期について検討した.過去の報告を収集す

るに当たり，医中誌WebとPaperChaseから検索を

行ったその結果，日本語論文は 2006年から 2011

年までの 10論文から 17例を，英語論文は 1998年

から 2011年までの 12論文から 28例を検討対象と

した.術後経過期聞を横軸に屈筋鍵断裂の症例数を

累積していくと，術後 1年以内に半数以上，術後2

年以内におよそ 7割が発症していた(図 2).以上

より，抜釘は術後数か月以内で骨癒合が得られた可

及的早期とすべきである.断裂を予測する方法とし

ては手術時の整復状態，プレートやスクリユーの位

置，腫鞘炎の症状などが言われているが，今後の課

題として，より客観的な方法を確立する必要があろ

っ.

[ま とめ]

Acu-lockシステムによる横骨遠位端骨折内固定術

後の長期フォローを行い，その合併症について報告

した.

[文献1
1) 板寺英ーほか 背側転位型検骨遼位端骨折に用いた

AO掌側用 DistalRadius Plateの治療成績.骨折 27:
337-339， 2005. 

2) 太田敬ほか.榛骨遠位端掌側プレートによる長母指屈

筋腿断裂.骨折 30・573-576，2008. 
3) 中村修ほか.槙骨遠位端掌側ロッキングプレー ト固定

術後に生じる長母指屈筋腿損傷の危険因子の検討.日

手会誌26:129-131， 2010. 
4) 土肥大右ほか.超音波検査による検骨遠位端骨折に対

する掌側ロッキングプレート固定術後の長母指屈筋腿

損傷の検討.日手会誌27:70-73， 2010. 
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SLAC wristに対する部分手関節固定術
-Triangle fixation for four-corner fusion-

、ー .-_01> 

aeh;HF かづきけんいち

香月憲ーへ
たかまっきょひと

高松聖仁*
うえむらたくや

上村卓也**
よねだまさひろ

米田昌弘***

SlAC wristに対する部分手関節固定術における新しい内固定方法 (Trianglefixation for four-corner fu-

sion)の有用性について，力学的試験の結果と臨床成績から検討した.手根骨模型を用い four-cornerを4

本の鋼線で固定した群(以下 K群)と 3本のスクリューで三角形に固定した群(以下S群)を作成し，力学

試験を行った一方， SlAC wristに対する部分手関節固定術を行った 14例 (K群 9例， S群 5例)につい

て両群聞で臨床成績を比較検討した.力学試験の結果では有頭骨と有鈎骨が解離破断するまでの最大応力は

K群 72.4:t13.0N， S群 596.0土130.7Nと有意に S群が高値を示した.臨床例では両群とも全例骨癒合を獲

得 し，臨床成績に有意差はなかった.SlAC wristに対する Trianglefixation for four-corner fusionは鋼線固

定に比べ固定性が強固で，術後の外固定期間短縮が可能となり，抜去手術の必要もなく，鋼線法と同様の臨

床成績が得られる優れた方法といえる.

[緒言l
Scapholunate advanced collapse wrist (以下 SlAC

wrist)に対する部分手関節固定術における内固定

法として，従来はKirschner銅線が用いられてきた

が，外国定期聞が長くなる，抜釘が必要，銅線刺入

部からの感染，などの問題点があった.そこで我々

は外固定期間を短縮し，抜釘が不要な内固定法とし

て3本のスク リューを用いた新しい内固定法 (Tri-

angle fixation for four-corner fusion) を考案 したの

で，その力学的実験研究結果と臨床成績について従

来法と比較検討し，報告する.

{対象と方法1
1.力学試験

図1のような手根骨模型(医学玄人IK64)を使用

し， 4本のKirschner銅線で固定した群(以下K群)

と， 3本の DT]スクリ ュー@(メイ ラ株式会社)で

固定した群(以下S群)を作成した.島津製作所 EZ-

Graphを用い，月状骨を固定し，クロスヘッドスピ

ード 1mm/分で有頭・有鈎骨聞の縦軸方向に紺l圧を

かけ，両骨が解離破断するまでの最大応力を各群と

も3検体ずつ測定した.検定には Mann羽乃utneyの

受理日 2012/11/04 

U検定を用いた.

2.臨床症例

これまで、部分手関節固定術(four-cornerfusion)を

行い経過観察しえた SlACwristは14例で， Kirschner 

銅線で固定した群(以下 K群)9例(原疾患は舟状

骨偽関節 8例，舟状月状骨解離 1例，男性 7例，女

性2例，手術時年齢は 21-76歳，平均 50歳，観察

図 1 実験モデルとそのX線像

(A: K群， B: S群)

'大阪市立総合医療センタ一 重量形外科 干534-0021
H 大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科

大阪府大阪市都島区都島本通 2-13-22

H ・大l仮披済会病院 整形外科
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250 SLACwristに対する部分手関節固定術

期間は 8-69ヶ月，平均 38カ月)，スクリューで固

定した群(以下 S群)は 5例(原疾患は舟状骨偽関

節 3例，舟状月状骨解離 2例， 5例とも男性で手術

時年齢は 35-79歳，平均 60歳，観察期間は 12-32

ヶ月，平均 23カ月)である.

[手術方法]手術は手関節背側で手根中央関節レ

ベルに約4-5cmの横皮切を加え，長槙側手根伸筋腫

と短樟側手根伸筋腫の聞から関節包にアプローチ

し，関節包を横切して関節内に達し，まず舟状骨を

全摘出する.次に関節包の切聞を尺側に進め，手根

中央関節で有頭・有鈎・月状・三角骨間関節固定

(four-corner fusion)を行う.このとき関節軟骨およ

び軟骨下骨を海綿骨が露出するまで十分に切除する

ことと，手根配列異常を整復して 4つの手根骨を固

定することが重要なポイントである.腸骨海綿骨移

植を併用し，内固定には 4本のKirschner鋼線(有

頭骨月状骨間，有鈎骨月状骨間，三角骨月状骨間，三

角骨有頭骨聞を固定)か 3本の headlessbone screw 

(有頭骨月状骨間，三角骨月状骨間，三角骨有頭骨

聞を固定)を用いる(我々は DT]screW@を使用)• 

鋼線は皮下に埋没する.透視下に内固定材料の長さ

や固定した手根骨がー塊となって動いているかなど

を確認し，創内止血洗浄後，創を閉鎖する.

術後療法 :K群はら7日間のバルキードレッシン

グと上腕以下のギプスシーネ固定に続き， 6週間の

外固定を続け，術後 7-8週間で骨癒合確認後，銅線

の抜去を行い手関節可動域訓練を開始する.S群で

は術後 3-4週間で前腕以下の外固定を除去し，可動

域訓練を開始する.

臨床評価 :両群間で最終観察時の X線像におけ

る骨癒合，手関節痛，就労状況，手関節掌背屈可動

域，握力を調査した.

{結果1
1.力学試験

図2のごとく，解離破断までの最大応力は K群

72.4士13.0N， S群 596:t130.7 Nで， s群での最大

応力が有意に高値を示した.

2. 臨床成績

X線像では両群とも全例で骨癒合を獲得していた

臨床的結果は K群では 9例中 2例で臨床データが

回収できず， K群7例， S群5例の結果を以下に示す.

両群とも労作時の手関節痛を訴えたものが 1例ずつ

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

O 

K群 S群

図2 'jJ学的試験の結果

あったが，他は全例で手関節痛が消失，手関節掌背

屈可動域(健側比)は K群で 46-68%，平均 55%，

S群で 44%-59%，平均 56%，握力(健側比)は K

群で 71% -100%，平均 83%，S群で 57%-90%，

平均 75%で両群聞に有意な差はなかった.就労状

況では両群とも労作時痛を訴えていた症例で制限付

きでの就労復帰であったが，他の症例では就労者は

元の職に復帰していた.以下に症例を供覧する.

[症例 1]28歳男性，社会人ラグビー選手，舟状

骨偽関節後の SLACwrist例で Filan& Herbert分類

type D3から D4に進行した症例である.手関節痛

のためウエイトトレーニングができないため手術を

希望され来院.本症例に対し鋼線固定での部分手関

節固定術を行った.術後7カ月の経過観察時に痔痛

はなく，手関節掌背屈可動域健側比 68%，握力健

側比 98%で，ウエイトトレーニングが可能となり

ラグビー競技に復帰した(図 3). 

[症例 2]67歳男性，右舟状月状骨解離後の SLAC

wristで，発症時痔痛は自制内であったため前医で

保存療法を受けていたが徐々に痔痛が悪化.X線

像でも病期の進行を認めため手術治療を行った.本

例に対しては 3本の DT]スクリュー③による内固

定 (Trianglefixation for four-corner fusion) を行っ

た.術後 30カ月の経過観察時に終痛はなく，手関

節掌背屈可動域 59%，握力 88%で，患者は治療結

果に満足している(図 4). 

[考察}

SLAC wristに対する部分手関節固定術の成績は

Watsonの施設の 100例の結果1)では 85%で手関節
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図 3 症例 1の経時的X線像

痛消失か軽度労作時痛のみ，平均可動域 51%，平

均握力 81%で我々の結果とほぼ同様であった.過

去の報告によると， SlAC wristに対する治療法とし

て，部分手関節固定術と近位手根列切除術を比較す

ると，可動域ではやや近位手根列切除術が，握力は

やや部分手関節固定術の方が良い傾向がある(図

5). しかし Tomainoら2)は槙骨有頭骨関節に関節

症が生じて，全手関節固定術に移行せざるを得ない

症例があると報告， Jebson 3)は術後も痔痛が持続す

る， X線像での関節症変化が進行すると報告， Di-

Donnaら4)は若年者での失敗例が多い，術後榛骨有

頭骨関節の変性変化が進行すると報告しており，少

図4 症例 2の経時的X線像

なくとも手根中央関節に OAを有する症例では近位

手根列切除術の適応はないと考えられる.

内固定方法としては従来鋼線固定が用いられてき

たが，術後の固定期間短縮や強固な内固定の目的で

欧米では dorsalcircular plateが用いられてきた.し

図盟国国E盟国四 -Grip stren掴・E
4L  LWA_ JL虫C LWA JL也S

Ashmead (1994) 51 % 81 % 

ー一世 '1 ー寸i “ 

67% 
ー・』

Tomaino (1994) 41 % 64% 76 % 77% 

'yrick ~9~ 'L川 II 64 % 11 74% l! 94% 
同 劇団a F田守

Cohen (2001) 58 % 60 % 79 % 71 % 

図5 部分手関節固定術 (LWA) と近位手根列切除術 (PRC)の比較
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かし，偽関節やインプラントの破損などの合併症の

報告も多く 5)6) 本邦では本インプラントは採用さ

れていない.最近ではプレートがX線透過性でロッ

キングタイプのものも開発されており.Mayo clinic 

の研究結果では銅線固定と従来の dorsalcircul訂

plateと比べ.locked dorsal circular plateが最も力

学的に強固であるとされている 7)8) いずれの固定

材料を使用するにしても，この手術のポイントは関

節軟骨およひ歌骨下骨を十分に切除すること，手根

配列異常をしっかり矯正すること，そして今回紹介

した Trianglefixation for four-corner fusionのよう

に，より強固な内固定を行うことである.また，今

回行った力学的試験に用いた骨モデルは屍体が入手

しがたい本邦においては手軽に準備でき，実験計画

を容易にしてくれるが，実際の骨とは力学的組成が

異なるので，本研究のような異なる固定方法の比較

実験には使えるが，絶対的評価には使えないことを

明記しておく.

[まとめ1
部分手関節固定術は，手術方法がやや煩雑で術後

の可動域制限が強い傾向があるが.SIAC wristに

対する長期的に安定した成績が得られる優れた救済

手術で，強い握力が必要な患者で特に有用である.

Triangle fixation for four-corner fusionは，術後の外

固定期間の短縮が図れる，抜釘の必要がない，銅線

刺入部からの感染がないなど多くの利点を有する内

固定方法である.
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母指 CM関節症に対するロッキングフレートを用いた

関節固定術
す ず きこういち ひえだ ひろし かわさき ゆみ

鈴木康一，稗田 寛， 川崎由美子

当科では母指 CM関節症に対する関節固定術施行の際，ロッキングプレート(エム・イー・システム社

製 APTUS2.5③の Lプレート)を用いた関節固定術を行っており，今回その手術成績について検討したので

報告する.対象は 2009年から当科にて手術を行った 15例 17関節であった.手術時年齢は平均 61.9歳，術

後経過観察期間は平均 11.5ヵ月であった.x線所見は Eaton分類の stage2が7関節， stage3が8関節であっ

た.術後は 1週間の外固定の後， 可動域訓練を開始した.結果， 全例において骨癒合が得られ，良好なピン

チ力と共に疫痛の改善を認めた.母指 CM関節固定術ではしばしば遷延癒合，偽関節が問題となる.ロッ

キングプレートはその優れた角度安定性により強固な固定力が期待できる内固定材であり，現在，幅広く骨

折の治療に用いられている.今回，母指 CM関節固定術に応用することで骨癒合率の向上と外固定の短縮

化を図ることが可能であった.

{緒言]

母指 CM関節症に対する手術術式としては，主

にLRTIのような関節形成術，関節固定術があげら

れる.関節固定術は確実な終痛除去と母指の安定性

向上による握力，ピンチ力の改善に優れる術式であ

る.当科では，ロッキングプレートを用いた関節固

定術を行っており，今回，その手術成績について検

討したので報告する.

[対象と方法]

対象は 2009年から当科にて手術を行った 15例

17関節， 男4例 6関節，女 11例 11関節であった.

手術時年齢は 47-83歳の平均 61.9:t10.7歳であり，

術後経過観察期間は 5-20ヵ月の平均 l1.5:t4.1ヵ月

であった.x線所見はEaton分類でstage2が9関節，

stage3が8関節であった.

手術方法について述べる.背側縦切開にて母指

CM関節を展開，その後，イメージ下に第一中手骨

の亜脱臼を整復しつつ経皮的に CM関節の仮固定を

行う(図 1a).その後，角度計を用いて槙側外転がO
-20度，掌側外転が 30-45度の範囲の至適肢位と

なっていることを確認する(図 1b).次に，黒沢ら1)

の方法を参考にイメージガイド下にボーンソーにて

受理臼 2012/10/21 
川崎病院整形外科 干834-0024 福岡県八女市大字津江 538番地
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図 la CM関節の亜脱臼を整復して経
皮的に仮悶定

図 lb 角度計を用いて CM関節の固定
角度を確認
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F 可

圃
図ld 大菱形骨側の骨切り 図le プレートを設置後，固定部

を骨把持鉛子を用いて圧着
図 lc イメージガイド下での

第 1中手骨側の骨切り

図1f スクリュー刺入後の
イメージイ象

第一中手骨基部関節面を骨軸と垂直に骨切りし，大

菱形骨側も同面と平行に骨切りする(図 1c，d).骨切

りは最初，前述の関節固定用の銅線を刺入したまま

半分の深さまで(銅線に当たるまで)行い，その後，

鋼線を後退させてから残りの半分を切除し，再度鋼

線を刺入して仮固定する.次にエム ・イー・ システ

ムの槙骨遠位端用プレートシステム APTUS@2.5の

Lプレートを設置する.関節固定部に gapを生じた

場合は，適宜骨把持紺子等を用いて圧着させ，ロッ

キングスクリユーを順次刺入する(図 le，f).最後

に創縫合を行うが，その際プレートが伸筋騰に干渉

しないように軟部組織で被覆する(図 19). 

術後の後療法は 1週間シーネ固定を行った.その

後シーネを除去し， CM関節用スプリントを 3週間

夜間のみ装着させた検討項目は最終経過観察時の

痔痛をAlnotand Saint Laurent 2)の評価法を一部改

変し， (0: no pain， l:pain during particular activities， 

図19 プレートを軟部組織で被覆
したところ

2: pain during usual activities， 3: constant or almost 

constant pain)の4段階に評価したまた pinch力，

骨癒合までの期間，合併症についても調査した

[結果}

痔痛は Oが 12関節， 1が5関節であった pinch

力は平均 3.7:t0.9kg(対側比 106.7:t13.3 %)，骨癒

合までの期間は 2-6ヵ月の平均 3.8:t1.3ヵ月，合併

症については，プレート近位部のエッジが皮下に突

出していることによる違和感を訴えた症例が3例見

られたが，偽関節，伸筋腫障害，プレー トの折損は

認めなかった.

症例を提示する. 76歳女性 (Eaton分類 stage3)

(図 2a).約 10年前から右母指 CM関節痛を認めて

いたが，徐々に痔痛が増強したため他医を受診し

た.保存的治療を行ったが，症状改善せず，当科を

受診した 手術術式について説明したところ，関節

-98一
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図2a 症例:76歳女性 図2b 症例:術後X線像 図2c 症例:術後4カ月時X線像

(Eaton分類 stage3) 

固定術を希望したため，手術を行った(図 2b).術

後4カ月時の X線にて骨癒合を認めており，終痛は

0， Tip pinchは2.8kg，ADL上も特に支障は認めて

いない(図 2c).

[考察]

母指 CM関節症に対する手術方法は LRTIのよう

な関節形成術，関節固定術，第 1中手骨対立位骨切

り術第 1中手骨外転対立骨切り術，シリコンインプ

ラント置換術，人工 CM関節置換術などいくつかの

方法があるが，主に関節形成術と関節固定術が広く

行われている.関節形成術時には靭帯再建を併用す

る術式が多く，再建靭帯として， Burton法では FCR

躍が， Thompson法では APL腿が用いられる.い

ずれの術式も可動域を温存することが可能であり，

良好な成績が報告されているが，第一中手骨の沈み

込みに伴う舟状骨とのインピンジメントを生じるこ

とがある.また，ピンチ力も十分な回復は期待でき

ず，特に重労働に従事する男性などには関節固定術

の方が望ましいと考えられる.

一方，関節固定術の問題点として，母指の可動域

低下，隣接関節の影響，遷延癒合 ・偽関節が問題点

として挙げられる.母指の可動域は MPおよびSIT

関節で代償されるため，問題となることは少なく，

これら隣接関節の関節症性変化が生じた場合でも症

状を認めないことが多い. しかし，遷延癒合 ・偽関

節は，外固定期間の延長や再手術を要すため避けな

ければならない合併症である.より強固な内固定法

を求め，圏内では tensionband wiring法 3) Acu-

trak@ screw等の headlessscrewによる crisscross 

法 4) 海外ではノンロッキングプレートを用いた方

法 5)6)などが報告されているが，いずれも 10-20%

の偽関節発症率であった.

そこで，当科では初期固定強度の向上を目的にロ

ッキングプレートを用いて関節固定術を行った.近

年，各整形外科領域におけるロッキングプレートに

よる骨接合術の良好な成績が報告されている.ロッ

キングプレートは強固な角度安定性を有し，早期運

動療法が可能である.また，骨膜血行を阻害しない

ため骨癒合に有利であるという利点を持っている.

手指骨における Iρckingplate固定に関する biome-

chanical studyも報告されており， Sodら7)は馬の

中手骨を用いた実験モデルで LCPプレー トに比較

してロッキングプレートの方が曲げ強度，ねじり強

度ともに有意に優れていたことを報告している.ま

た， Ochmanら8)も飼育豚の中手骨を用いた実験モ

デルでノンロッキングプレートよりロッキングプレ

ートの方が曲げ強度が有意に優れていたことを報告

している.手の外科領域の治療では，大井ら 9)10)が

顔面骨用ロッキングプレートシステムを手指骨折の

治療や指骨偽関節・指節間関節固定の治療に用いた

報告がある.それらにおいて，ロッキングプレート

の使用により早期に強固な安定性が得られ，骨癒合

においても有利であったことが報告されている.今

回，我々は母指 CM関節に対する関節固定術に適

用したが，短い外固定期間にも関わらず全例におい

て骨癒合が得られた. しかし，骨癒合までの期間が

選延した症例が一部見られており，患指を使った力

仕事への従事をしばらく制限する必要があった.こ

れらは特に初期の症例で認めており，固定時に骨片

-99-
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聞の gapが残っていた症例であった.しっかりと

骨片聞を圧着させることが重要であり，どうしても

gapが残る場合は積極的に骨移植を行うことも必要

と考える.

一方，プレート使用のデメリットとして伸筋腫に

対する影響，皮下への突出が挙げられる.前者に関

しては，今回の症例では認めなかったが，横骨遺位

端骨折例でしばしば報告されているような臆の断裂

も懸念されるため，術式の部分で述べたように，創

閉鎖時に軟部組織でプレート被覆するなどの工夫が

必要であろう.また，後者に関しては厚さ1.3mm

のlowprofile plateではあるが，皮下への突出を認

める症例が3例に認められ.2例が抜釘を希望した.

Headless screwによる固定術が抜釘を要しないこと

に比べると劣る点があることは否めないが，関節固

定術においては確実な骨癒合が最優先事項であり，

今回の術式は有用な方法と考える.今後，母指 CM

関節固定用組atomi伺 1pla飴が開発されることが期

待される.

[まとめ1
1.母指 CM関節症 15例 17関節に対して，ロッ

キングプレートを用いた関節固定術を行った.

2.全症例において骨癒合を認め，特に大きな合

併症は認めなかった.

3. ロッキングプレートによる母指 CM関節固定

術は術後早期運動療法が可能であり，早期の外固定

除去が可能であった.

【文献1
1) 黒沢一也ほか.至適固定肢位を得るための母指CM関

節固定術の工夫.日本手外科学会雑誌26:552-556， 
2010. 

2) Alnot jY， et a1. Tota1甘'apeziome包，carpal紅白roplasty.

Report on seventeen cases of de generative arthritis of 

也e回 peziometacarpa1joint Ann Chir M副 4(1):11・
21，1985. 
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9) 大井宏之ほか.ロッキングプレートシステムを用いた
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母指 CM関節症に対する木森変法の手術成績
かずひこ

和彦札岸
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新本車也，
LぷやはやとL

渋谷早俊，
いまだひであき

今回英明平常
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母指CM関節症に対して， 2002年木森は樟側手根伸筋 (FCR)半切臆により 2重束の姐terioroblique lig-

ament (AOL)を再建し，さらに臆球を挿入する木森原法を考案しその良好な治療成績を報告している.著

者らは当初，原法適り靭帯再建に加え腫球の挿入を行っていたが，実際に行ってみると 2重の再建靭帯によ

る第1中手骨基部への良好な支持性を実感できることから， 2006年からは靭帯再建を行うのみで腫球は挿

入しない木森変法を行ってきた.今回その治療成績を報告する.対象は8例9関節である.手術時年齢は平

均62.4歳，術後経過観察期間は平均2年7か月であった.術後痛みが消失したものは7関節，労作時軽度

の痛みを認めるものが2関節であった.術直後から最終経過観察時にかけての大菱形骨腔距離の減少は僅か

7%と少なく，本法は腫球を挿入せずとも第 1中手骨に対して長期の優れた支持性を有していた.

著者らは当初，原法適り靭帯再建に加え腫球の挿

入を行っていたが，実際に行ってみると 2重の再建

靭帯による第 1中手骨基部への良好な支持性を実感

できるため 2006年からは靭帯再建を行うのみで臆

球は挿入しない LRwi血out官法(木森変法)を行

ってきた.今回その治療成績を調査するとともに，

他法との比較検討を行ったので報告する.

【緒雷】

母指CM関節症に対して 2002年木森1)は大菱形

骨を切除後，梼側手根屈筋(以下FCR)半切臆によ

り2重束の anterioroblique ligament (以下AOL)を

再建しさらに FCRと長掌筋(以下PL)臆から作成し

た腫球を挿入する ligamentreconstruction川出 ten-

don inte叩osition(Ll悶1)法の 1種である木森原法

を考案しその良好な治療成績を報告している.

木森原法
a長いFCR半切臆を採取するための複数の切開が必要である.
b大菱形骨摘出後，第 1中手骨基部に直行する 2つの骨孔を作成する.
cまず第1，2中手骨聞を長叫reで固定した後， FCR半切臆を2つの骨孔

に通し関節面中央の共通孔より引き出す.その後，引き出した半切臆
を第2中手骨基部で残りの半切臆に巻きつけ，お互いを縫合固定する.

図1

広島県東広島市西条町寺家513
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図2

a b 

木森変法
a長い FCR半切腿は不要のため前腕の皮切

が短くてすむ.

b FCRへの影響を最小限にするために，折
り返した半切腿を残りの半切腿に巻きつけ
ることはせず， CM関節面に引き出した部
位でおEいを縫合固定する.

[対象と方法]

対象は 8例(女性5例男性3例)9関節である.

手術時年齢は 62.4歳 (50-71歳)，術後経過観察期

聞は2年7か月 (4か月 -5年7か月)であった.術

前Eaωn分類は s匂.ge3が6例， stage4が3例であ

った.木森原法から変法への変更点は以下の通りで

ある.

a)原法では FCR半切腫の残りと長掌筋腫から作

成した腫球を大菱形骨摘出部に充填した(図 1c)が

変法では臆球充填は行わなかった(図 2b).

b)原法では 2重東のAOLを再建する際，あらか

じめ第1，2中手骨聞を匹wireで固定する(図lc)が，

変法ではこの仮固定は行わなかった(図 2b).

c)原法では CM関節面に引き出した FCR半切腫

を第2中手骨基部で残りの半切躍に巻きつけた後，

半切臆同士を縫合固定する(図 1c)が，変法では

FCRへの影響を最小限にするために折り返した半切

躍を残りの半切腫に巻きつけることはせず CM関節

面に引き出した部位で結合固定した(図 2b).

以上の操作の後，関節包を可及的に修復し，さら

に挙上していた母指球筋を旧位に縫合した.術後は

母指対立位で3週間の short白山nbspica固定を行

った.術後6週間は日常生活の軽作業のみ許可し術

後3か月で制限を解除した.

術前，最終経過観察時の検討項目としてはVAS，

握力， key pinch， CM関節槙側・掌側外転可動域を，

さらに第1中手骨の支持性の指標として CM関節側

面X線における大菱形骨腔距離を測定した.また合

併症も調査した.統計解析はスチューデント t検定

を用い危険率 5%以下を有意差ありとした.

[結果]

術後痛みが消失したものが7関節，労作時に軽度

の痛みを認めるものが2関節であった.VASは術前

7.6土0.5が最終1.2土0.7に有意に改善した.握力は

術前26.6:t12.0kgが最終28.0:t9.5kgへ， key pinch 

力は術前 6.6:t3.1kgが最終 6.8:t2.8kgへ，樟側外

転は術前40.6土14.20が最終44.9:t12.80 (改善率 110

%)へ，掌側外転は術前41.6:t9.20が最終44.1:t7.60

(改善率 105%)へそれぞれ増加したが有意差は認め

なかった.大菱形骨腔距離は術前 11.5土l.4mmが術

直後6.6:t2.2mmへ，最終経過観察時は 5.8:t1.7mm

へ減少していた(表1).

合併症としては皮切と正中神経掌側枝が交叉する

部分での神経刺激症状を 2例に認め，うち 1例に神

経剥離術を追加した.

表 1 各種CM関節形成術聞の成績比較

報告者 術式 経過観康期間 母終握力(kg) 母艶K町 pir凶t{kc) 積即十直正〈・〉 寧億外転{・〉
大菱形骨腔距殖【mm)

笛首 箇 宙 魯 最 鎗

自験例
LRw附田.rt11

31M 2日(130l1) 6s(103%) 45(110l1) 44(105") 11.5 6.6(41百t) 5.8(4日%↓}
{木森盟巴>;)

Kr也F 加 βt.1" LR wltho ut TI 46M 0.46国r

------
43 42 10.7 6.3(40百↓) 3.6(6日首↓)

C泊附inM剖.f'l LRw比houtTI 23M 27.7 5.4 40 44 52 

附legs-.如l，etal" LRTI(Bu由 n法) 50M 0.44回r

------
39 3日 11.9 68(43拡!) 4.1(64"! ) 

Ge附inM，et .~) 日TI(8uはon法} 23M 24 4s 42 47 4.5 

木森1) 日T1(木森法) >12M 24 5日

----------------------------8urton悶.et al'2) LRTI(8urton法) 24M 17.3 4.8 -----------------------
衛直後J:'J11~~

中)11ら的
su.，胞団町、

n，bh蜘m叩田hgU宮ty古 30M 90.50l1 86.40l1 96' 95" / / 衛直積良川園』
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図3 Burton法 図4 官lOmpson法 図5 Gerwin法

【考察]

母指CM関節症に対する関節形成術は FCR半切

腫を用いたAOL再建術と長母指外転筋(以下APL)

を用いた intermetacar抑 lligament(以下IML)再建

術，いわゆる suspensionplastyに大別され，前者は

B町 ωn法 2)(図 3)，後者はThompson法 3)(図 4)

が代表的である.2002年，木森は Burton法に工夫

を加え，第 1中手骨基部に開けた 2つの孔に FCR

半切腫を通すことにより 2重束AOLを再建し，さ

らに腫球を挿入する LRTI法(木森原法)を考案し，

その良好な成績を報告している.著者らはその独創

的な靭帯再建法に注目し 2005年より本法を第1選

択としてきた.当初は原法通り臆球を挿入していた

が，実際に行ってみると第2中手骨基部から第1中

手骨基部に向かい真っすぐに走行する 2重再建靭帯

の極めて良好な支持性を実感できる.一方で，せっ

かく臆球を挿入しでも大菱形骨腔を充填するには不

十分なことが多い.そこで2006年からは靭帯再建

のみで臆球は挿入しない LRwi血out司法(木森変

法)を行っており，今回その治療成績の検討を行っ

た.その結果，握力，ピンチ力とも原法との聞に差

を認めず(表1)，より簡略的な木森変法でも良好

な成績を獲得できることがわかった.

LRwi也out百法については近年， Gerwin') (図5)

やKreigs-Au5) (図 6)らが LR司法 (Burton法)と

のprospectiverandomized studyを行い，両法聞に

主観的，客観的評価のいずれにおいても差がなかっ

たことを報告している.自験例と彼らの成績と比較

してみると，いずれの方法でも良好な除痛効果が獲

得できている一方で，表1のごとく術直後から最終

経過観察時にかけての大菱形骨腔距離の減少率は自

図6 Kre泡s-Au法

験例の方が小さかった.すなわち自験例では本減少

率は 7%に留まっているものの，胎'eigs-Auらの報

告では LRwi也out百法， IR官法のいずれでも 20%

を超えており，木森変法は腫球を挿入せずとも長期

にわたり第1中手骨に対して優れた支持性を有して

いることが明らかとなった.またBurton法，官lomp-
son法の成績 6)と比較しでも，握力，ピンチ力のい

ずれにおいても大きな差を認めなかった.

以上より母指CM関節症に対する木森変法はLR司

法に比べ侵襲が少なく手技が簡便であり，官lomp-
son法に代表される suspensionar血roplastyのよう

な複数の臆への影響を懸念する必要がない優れた方

法であり，病期の進行したEaton分類stage3，4の母

指CM関節症に対する有用な関節形成術の一つに

なり得ると考える.一方で本法の問題点としては，

第1中手骨基部に 2本の再建靭帯を通すための直径

4-5mm程度の骨孔を作成する際に骨折を起こしや

すいこと，再建靭帯を強く締めすぎると経時的に骨

孔が拡大しチーズカットを生じる可能性がある点が

挙げられる.著者らはこれらの問題点を解決するた
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め，第 1中手骨基部の骨聴は切除しつつ関節軟骨と

硬化した軟骨下骨はできるだけ温存するように努め

ている.

【まとめ】

当科で行った母指 CM関節症に対する木森変法

の治療成績を検討した.

本法は術直後から最終経過観察時までの大菱形骨

腔の狭小化が他の報告に比べ小さく，優れた支持性

を維持していた.

木森変法は LR司法に比べ侵襲が少なく手技が簡

便であり，複数の臆への影響を懸念する必要がない

優れた方法である.

[文献1
1) 木森研治.高齢者の母指 CM関節症に対する関節形成

術.新 OSNOW 13: 85-90， 2∞12. 

2) Burton R， et al. Surgical management of basal joint ar. 

d凶tisof the thumb. Part II. Ugament recons仕uction

wi血 tendoninte叩osition紅白roplasty.J Hand Surg Am 

11: 324-32， 1986. 
3) 官lOmpsonJS. Suspensionplasty. J Orthop Surg Tech 4: 

1-13，1989. 

4) Gerwin M， et al. Ugament recons仕uctionbasal joint ar-

也roplastywithout tendon interposition. Clin Orthop 

Re1at Res Sep342: 42-45， 1997. 
5) Kriegs-Au G， et a1. Ugament reconstruction with or 

without tendon interposition to甘eatprimary thumb 

carpometacarpal osteo紅白ritis.A prospective r組 dom・

ized study. J Bone Joint Surg Am 86: 209-218， 2004. 

6) 中川広志ほか.当科における母指 CM関節症に対する

Tendon Suspension Ar白roplasty(百lOmpson法)の成

績.日手会誌26:184-187， 2010. 
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母指 CM関節症に対する第一中手骨外転対立位
骨切り術の治療成績-第二報

，_ . -...Iit 
匂義人:“〆 あおやま

青山 隆* 宮崎洋一*
たさきかずゆき

田崎和幸ぺ
いまむら こうたろう

今村宏太郎** 県田英二*

2007年-2011年で当院で母指 CM関節症に対する第一中手骨外転対立位骨切り術を行った 33例 39関節

の内，抜釘術を終了した 28例 31関節を対象とした.術前，抜釘後における正面像，側面像における CM

関節の亜脱臼の割合を計測し，終痛VAS，Hand20，QuickDASHscoreとの関係を比較検討した術前後の終痛

VAS，Hand20，QuickDASH scoreを比較検定するといずれも p<0.05で有意に改善した術前後の正面，側面

での CM関節の脱臼率を比較検定すると p<O.OOOlで手術によって有意に改善した.結語 第一中手骨外転

対立位骨切り術において痔痛VAS，Hand20，QuickDASHscoreはいずれも有意に改善した.第一中手骨外転対

立位骨切り術において母指 CM関節亜脱臼は正面像 側面像のいずれにおいても有意に改善 した.

[緒言]

前回，著者らは母指 CM関節症に対して第一中手

骨外転対立位骨切り術を行い，良好な結果が得られ

たことを報告した.今回 著者らは第一中手骨外転

対立位骨切り術の術前後における終痛VAS，Hand20， 

QuickDASH scoreおよびCM関節の亜脱臼の改善

について計測し，検定を行ったので報告する.

[対象と方法1
2007年-2011年で当院で母指 CM関節症に対す

る第一中手骨外転対立位骨切り術を行った 33例 39

関節の内，抜釘術を終了した 28例31関節を対象と

した.手術時年齢は 32-81歳(平均 56.2歳)で，

男性5例 (6関節)，女性23例 (25関節)で，術前

の病期は Eaton分類 1)で stage1，5関節， stage2， 26 

関節であった.

術式は第一中手骨基部より約 1cm遠位で背槙側

平面を基部とし掌尺側を頂点とする 30度の模状骨

切り術を行った.掌尺側の骨皮質は一部残すように

骨切りを行い，模状骨片を取り去った後に折るよう

にし， tension band wiringで固定した(図1).

術前，抜釘後における単純X線正面像，側面像に

おける CM関節の亜脱臼の割合を計測し，検定を行

った検定には Wi1coxonsigned-ranks testを用い

た.

受理日 2012/10/19 
$愛野記念病院 干854-0301

H いまむら重量形外科医院
長崎県雲仙市愛野町甲 3838-1

残す

部分

図 1

内側を少し 置

残して切る ・~ lcm 

第一中手骨外転対立位骨切り術

母指 CM関節の亜脱臼の程度をレントゲン的に

計測する指標が存在しないため今回はその指標を

我々が独自で作成した.その際，股関節脱臼の程度

を計測する指標である Migrationpercen匂geを参考

にした.股関節における Migrationpercentageは大

腿骨頭横径の何%がPerkin'slineより外側に存在す

るか (Migrationpercentage=a/b X 100)で表現する

(図 2)2). 

正面像においてはこれに準じ脱臼率(=a/bX 100) 

を計測した(図 3). 

側面像においては母指 CM関節は臼蓋側が脱臼

する格好になっているため股関節における臼蓋側の

脱臼の程度を測定する要領で CM関節の脱臼率(=

a/b X 100)を計測した(図 4).
終痛1瓜S，Hand20， QuickDASH scoreの問診を術

前後に施行し，レン トゲン計測と合わせて比較検討

を行った.終痛VASは痛みなしを Oとし，今まで経
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b 

a 

b 

a b 
a 

Migration percentage=albx 100 脱臼率=a/bx100 脱臼率=a/bx100

図2 Migration percentage 図3 母指 CM関節脱臼率(正面) 図4 母指 CM関節脱臼率(側面)

表 1 術前後の終痛VAS，QuickDASH score， Hand20 -・E盟国函函圃
術前 3-10 15-50.5 4.5-37.5 

(平均6.3) (平均30.9) (平均14.8)

術後 1-5 1-12.5 2.3-6.8 
(平均2.3) (平均6.2) (平均4.5)

の同順p値位補正後 0.0256 0.0431 0.0422 

表 2 母指 CM関節脱臼率

|結手 |平均値 I 

術前正面 0%....74.3% 27.1% 

術前側面 0%-44.2% 23.8% 

術後正面 0%....30.sQも 9.2%

術後側面 0%....29.3% 9.3% 

表3 母指 CM関節脱臼率検定

| 術前後正面レント術前後側面レントl
ゲン像における税ゲン像における脱E
臼率 臼ft

問順位補正 く0.0001 く0.0001
後のp値

験した中で最も強い痛みを 10として患者さんに評

価してもらった.

[結果]

終痛VASは術前3-10(平均6.3)が術後， 1-5(平

均 2.3) に改善した Hand20は術前 15-50.5 (平

均 30.9)が術後， 1-12.5 (平均 6.2) に改善した.

QuickDASH scoreは術前 4.5-37.5(平均 14.8) が

術後， 2.3-6.8 (平均 4.5) に改善した.ffl:痛VAS，

Hand20， QuickDASH scoreの比較検定では同順位

補正後の p値は痔痛VASでp=0.0256，Hand20で

p=0.0431， QuickDASH scoreで p=0.0422でいず

れも p<0.05で有意に改善した(表1).

母指 CM関節脱臼率は正面像では術前 0-74.3%

(平均 27.1%)が術後 0-30.5% (平均 9.2%) に，

側面像では術前 0-44.2%(平均 23.8%)が術後 O

-29.3% (平均 9.3%)に改善した(表 2). 

母指 CM関節脱臼の比較検定を行った.正面，側

面とも p<0.0001で手術により有意に改善した(表

3). 

[考察]

母指 CM関節症に対する模状骨切り術は 1973年

Wilsonらが報告しており 3)本邦では Futamiらが

Wilsonらの伸展骨切り術を改変した第一中手骨外

転対立位骨切り術を行い 4) その後奥山らによる追

試も行われ 5) それぞれ良好な結果が得られたと報
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告している.

第一中手骨外転対立位骨切り術における CM関

節の亜脱臼の改善については Molitorらが報告して

おり，そのメカニズムとして次のように考えてい

る.母指は対立位においては anterioroblique 1iga-

mentは弛緩し，関節は制動されるがこれは靭帯で

はなく関節に負荷がかかることで安定する状態であ

る.長母指伸筋，長母指屈筋，長母指外転筋の働き

で生じる合力は大菱形骨の背樟側に集中し，これが

CM関節の脱臼の誘引となる.ところが本骨切り術

を行うことで合力のかかる方向がかわり， CM関節

の亜脱臼を整復する方向に変化する 6)

また Koffらは毘体上肢実験を行い，本骨切り術

を行うことで軸圧のかかる方向がかわることで横尺

側，掌背側，囲内外の各方向における CM関節の安

定性が向上することが確認されたと報告している 7)

PellegliI註らは屍体上肢実験を行い，本術式を行う

ことで荷重方向と荷重面が軟骨変性の生じている掌

尺側から軟骨変性の比較的及んでいない背横側へ移

動することが作用機序であると報告している 8) ま

た奥山らはレントゲンの経時的変化を見ると狭小化

していた関節裂隙の拡大が観察されたと報告してい
る 5)

これまでの報告では母指 CM関節のE脱臼が改

善されたという報告はあっても検定等を行ったもの

はない.今回著者らはレントゲン上の計測による母

指CM関節の脱臼率を計測し，検定を行うことで

手術によって母指 CM関節のE脱臼が改善される

ことを証明した.

[まとめ】

第一中手骨外転対立位骨切り術において痔痛

VAS，H組也0，Q凶ckDASHscoreはいずれも有意に

改善した.

第一中手骨外転対立位骨切り術において母指CM

関節亜脱臼は正面像，側面像のいずれにおいても有

意に改善した.

【文献1
1) Eaωn RG， et al. Trapeziometacarpal osteo紅白ritis.S包g-

泊gas a rationale for仕印刷entHand Clin Nov;3(4): 

455471， 1987. 
2) Re加ers].官les飽.bilityof hip泊 children.Acta Or血op

Scandillav， Sullpement 184: 1・100，1980.

3) Wilson JN， et al. Basal osteoωmyofthe住吉tmetaαrpal

in the仕切伽lentof紅白ritisoftheωrpometalαrpaljo泊t

of the thumb. Br J Surg Nm月60(11):854HB58，1973. 
4) Futami T， et al. Osteotomy for位・apeziometacarpalar-

出rosis.4 (1-6) y'伺 rfollow-up of 12αses. Acta Orthop 
ScandAug;回(4):462464， 1992. 

5) 奥山訓子ほか.母指CM関節症に対する第1中手骨外

転対立位骨切り術.日手会誌 19:139-143，2002. 
6) Molitor PJ， et al. Flrst metacarpal osteoωmyforαrpcト

metacarpal osteoarthrl出.J Hand Surg Br Nov;16(4): 

424427， 1991. 
7) Koff MF， et a1. An in vi甘O組 alysisof ligament recon-

s仕uctionor既 tensionosteoωmyon回 Ipeziometacarpal

joint stab班ty叩 dcon卸 tarea. J Hand Surg Am Mar;31 
(3): 429-439， 2006. 

8) Pellegrini VD， et al. Pathomechanics of也e白山nb仕冨・

peziometacarpal joint Hand CIin Maれ17(2):17ら184，

2001. 
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Heberden結節に合併した粘液嚢腫に対する
嚢腫茎・骨親切除法の成績

、.・-_e 、.1~F''"A園事'
たかみひろ晶量 晶そう〈にいち

高見博昭へ麻生邦一紳

Heberden結節に伴う粘液嚢腫に対して，嚢腫の摘出や内容物の切開・排出を行わず，茎，関節包および

骨練の切除のみを行って良好な結果を得たので報告する.2007年1月から 2012年2月までの5年2か月の

聞に当院を受診した粘液嚢腫の症例は 71名75例であった.このうち 27例に対して今回の手術法を行った.

手術時年齢は39歳-91歳，平均66.7歳であった.術後観察期聞は2か月から 55か月，平均27.2か月であ

った.また嚢腫をその発生部位により， DIP関節上あるいはその近傍に生じるタイプの近位型と，爪根部に

生じるタイプの遠位型に分けて考えた.近位型は 14例で，爪変形を示す遠位型は 13例であった.嚢腫は術

後2-3週間でそのまま正常皮膚化するか，あるいは落屑様に剥げ落ちて正常化した.嚢腫や嬉痛の再発は

1例もなく，爪甲の変形も全例で正常化した.骨耕変形の強い Heberden結節例には，伸筋腫の両側に処置

を行った方が再発防止の上からも整容的にも良いと考えるが，臆停止部の骨韓切除範囲には注意を要する.

また爪変形を示す遠位型の処置には爪母を傷つけない操作を要する.

【緒言1
Heberden結節に伴う粘液嚢腫の手術法は，歴史

的には嚢腫切除 1)のみに始まり，次いで嚢腫の全切

除と骨稗の切除および局所皮弁・植皮 2)が一般的

となり，最近では骨聴の切除と嚢腫韮の焼灼や嚢腫

内容の眼引のみ 5)6)7)8)9)という報告が見られる.今

回著者らは，嚢腫の摘出も内容物の排出も行わず，

韮・関節包および骨臓の切除を行って良好な結果を

得たので報告する.

【対象と方法1
2007年1月-2012年2月の 5年2か月の聞に当

院を受診した粘液嚢腫の症例は 75例， 71名であっ

た.このうち今回の手術法を用いて治療を行った

27例について報告する.手術時年齢は39歳-91歳

2 

E 

~ 

受理日 2012/10/20 

嚢腫をその発生部位により， DIP関節上，あるいは

その近傍に生じるタイプの近位型と，爪根部に生じ

るタイプの遠位型に分けて考えた.近位型は 14例

で，爪変形を示した遠位型は 13例であった(図 1)

近位型及び遠位型の特徴としては，表2の知くであ

った.手術適応は，骨耕を含む関節症変化があり，

かつ嚢腫が大きく皮膚が葬薄化し破れそうなもの，

実際に嚢腫が破れたことがあるもの，容痛があるも

の，爪変形があるもの，感染しているもののいずれ

かに当てはまる場合とした.手術方法は， DIP関節

と嚢腫を取り囲む弧状の皮切を嚢腫の存在する側に

置く.皮下の嚢腫茎の有無を確認しつつ剥離をすす

め，終止伸筋腫・関節包を展開し臆を損傷しないよ

表 1 手術27症例の内訳

39怠-91歳{平均 66.7歳}
男8倒 女 19倒 (3:7) 

都位 男 ! 母指 ; 一示宣1指一J勾j;!;し一一一中目3L指白 ;仁15叩…………….“m…………...……..ω山…環..則…..J.“Mι“.1指J;一4小j、指 | 
女 2

中指に多い 12倒 (44%)
21倒 (81%)
13例 (48%)
2例 (8%)

嚢瞳破裂→ DIP関節肉示語義iii及

:高見整形外科クリニック 〒882-0加3 宮崎県延岡市大貫町2-969-1
.麻生整形外科クリニック
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表2 近位型と遠位型の特徴

一一一一近位裂 ……J ………濠飽裂…ー……
旦E盤箪』

暗に10mmを超える

爪の 変形| なし(※ あり

〈※巨大化すると生じることありヨ

近健裂… 瀧.~覆……
(DIP関節上および近傍} {瓜担醤)

郵 位 (9 ~ 
図1 粘液嚢腫の部位による分類

うに茎を含め関節包および骨糠を切除した.また，

感染症の2例は4日間連続の関節廓清・洗浄の後，

皮膚纏合・ドレーン留置を行った.嚢腫は内容物の

排出をせずそのままにして皮膚縫合とした(図2).術

後は DIP関節伸展位でシーネ固定を 3週間行った.

[結果]

術後観察期聞は2か月 -55か月，平均27.2か月

であった.結果は遺位型は全例で茎を確認できた.

近位型は大きな嚢腫の3例で茎が確認できなかった.

この中には関節包と嚢腫が小さな孔で直接くっつい

ていた症例もあった.嚢腫は術後2-3週間で縮小

し，そのまま正常皮膚化するか，あるいは撒痕化し

て落屑様に剥げ落ちて正常化した.粘液嚢腫や痔痛

の再発は 1例もなかった.爪甲の変形も全例で消失

した.合併症としては両側切除を行ったうち感染例

の1例と，最若年で指を激しく使うクリーニング業

の1例に・10・の伸展障害 (extensionlag)が生じた.

これらはシーネやプラスチック装具の固定延長で改

善した.感染例のもう 1例はシーネ固定3週後の運

動開始直後は伸展不全はなかったが，6か月後に・.30・
の屈曲拘縮を来していた.この症例も，伸展障害が

生じてすぐに DIP関節の伸展位固定を行えば，改善

したと考える.

[症例呈示]

症例 :71歳，男性，左母指.茎のよくわかる例

調節包

I句蹄節分

問時蹄

a b 

図2 手術法

a)皮切 b)褒腫茎・関節包・骨練の切除

である.爪変形を有する遠位型である.嚢腫を囲む

弧状度切で皮下を丁寧に剥離すると明暗な茎が確認

できた.茎および両側の関節包・骨耕を切除し，嚢

腫は内容物の排出もせずそのまま皮膚縫合をした.

3週後に嚢腫は消失し， 9か月後の観察時には爪変

形も改善していた(図 3).

[考察I
Heberden結節を伴う粘液嚢腫の手術法に関して

は，現在では骨耕の切除は必須とするのが一般的で

あるが，要は局所皮弁や植皮を伴うことになる嚢腫

の完全摘出は必要なのかが問題となる.1995年

G泊graSSS}や2003年Rizzo6}は，表皮のみを残して

内容物を吸引し切除せずに良好な結果を報告してい

る.今回の著者らの手術法では皮膚の嚢腫の切開も

切除も内容物の吸引もせずそのまま残して，茎と関

節包と骨聴を含めた切除郭清のみを行った.結果は

嚢腫の大小や葬薄化・潰揚形成の有無に拘わらず全

ての症例で嚢腫は術後2-3週間で正常皮膚となり，

嚢腫の切開や摘出は必要ないことが示された.骨聴

の切除については，骨来事は嚢腫発生の主原因の一つ

であり 2}3}4}S}8} 切除は必要と考える.その範囲につ

いては，中節骨側は可及的に切除する.しかし末節

骨側の骨切除には注意を要する.即ち，伸筋腫停止

部は各々梼尺側に腫が広がって停止しており，腫停

止部以上に切れ込む骨切除は危険である.特に感染
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a b 

図3 症例 75歳男性左母指

a)遠位型装組
b)明瞭な茎を認める(矢印)

c d e 

c)茎・骨料i-滑膜・関節包切除(終止l腿:白矢印 腿停止部:黒矢印)
腿停止部は伸筋縫の幅より広く残して骨赫を切除する

d)嚢麗を温存して創閉鎖を行う
e)爪変形は改普している(術後9か月)

例や，日常指を激しく使う症例では緩みが生じる可

能性があり，停止部を十分に残して骨練切除を行う

(図 3-c黒矢印).もし伸展障害が出た場合は，シー

ネ固定を延長することで治癒する.今回 27例のう

ちDIP関節の結節の強い 14例には終止躍を越えて

反対側の関節包および骨練に対しでも同様の処置を

追加した片側のみの処置は 11例であった.骨練

の切除を両側とするか片側とするかについては基本

的にはどちらでも良いと考えるが，手術側と反対側

の皮下に嚢腫が潜在していた例もあり，両側同時郭

清法は，より確かな再発予防になると思われ，また

結節変形の強い例には整容的にも行ってよいと考え

る.しかし先に述べたように末節骨側の腿停止部の

骨赫切除過多には，特に両側の時は注意を要する.

伸展障害や屈曲拘縮が生じた 3例とも両側切除例で

あった.議腫の部位による特徴としては，近位型に

は時に大きな轟腫形成が見られ，これまでの襲腫摘

出の手術法では局所皮弁や植皮を必要とした.遠位

型では爪変形を生じ，茎や嚢腫が爪根部を圧排して

おり，爪母を傷っけない手術操作を必要とする.

皮切について，今回弧状皮切を用いたが，これは茎

の有無を確認することをもう一つの目的としたから

である.特に遠位型では皮切を延長して襲腫を完全

に剥離・反転してようやく茎が確認できた症例もあ

った.

[まとめ1
1.粘液嚢腫に対して嚢腫を切除せず， 茎および

関節包 ・骨練を切除する手術法を行った.

2. 過去 5年間に 27例の手術を行い，襲腫は速や

かに消失し再発は認めず爪変形も全て正常化 した.

3. 骨糠変形の強い Heberden結節例には，伸筋

腿の両側に処置を行った方が再発防止の上からも整

容的にもよいと考えるが腫停止部の骨聴切除範囲

には注意を要する.

4. 粘液襲腫をその部位によって近位型と遠位型

に分けて考えた.爪変形を示す遠位型の処置には爪

母を傷っけない注意を要する.
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指粘液嚢腫に対する保存的治療

、.--" 
h ム〆

みね ひろこ つるたとしゆき

峯博子，鶴田敏幸

著者らは 2009年4月以来， Heberden結節に伴う指粘液嚢腫に対して装具を用いた保存的治療を行ってい

る.装具は，陽性モデルに軟化させたトレラッククリアー3mmを薄く伸ばしながら真空成型した.本装具

を嚢腫が消失するまで入浴時以外は可能な範囲内で常時装着することとし，嚢腫消失後もなるべく装着する

よう指導した.その結果， 30指中 23指に平均 62.9日で嚢腫の消失が認められ，痔痛も有意に軽減した.ま

た，嚢腫消失が認められた 23指においては，消失後平均 12.5か月時において再発は認められなかった.先

行研究や今回の結果より， DIP関節を固定し安静を保つことで，変形性関節症の炎症が軽減し，痔痛や腫張

などの症状が改善するとともに，最終的に嚢腫の消失に繋がったことから，指粘液嚢腫は変形性関節症によ

る副次的な症状である可能性が示唆された.装具療法により全ての嚢腫の消失が可能とはいえないが，手術

療法と異なり侵襲もなく，簡便な方法で嚢腫の消失や痔痛の軽減が期待できることから，指粘液嚢腫に対す

る有用な治療法ではないかと考える.

[緒言1
日常診療において， Heberden結節による手指の

痛みを訴える症例は少なくない.著者らは，テーピ

ング療法のみで寒痛が軽減しない Heberden結節の

患者に対し簡単に取り外し可能な装具を作製し装着

したところ，建痛の軽減とともに指粘液嚢腫の消失

を経験した.このことより， 2009年4月以来， He-
berden結節に伴う指粘液嚢腫に対して装具を用い

た保存的治療を行い，良好な成績が得られたので報

告する.

{対象と方法]

対象者

2009年4月より 2011年 5月までに当院において

指粘液嚢腫と診断され，装具療法を行った 33名36

指のうち，継続調査可能であった 27名 30指[男性

2名2指，女性 25名 28指，初診時年齢平均 56.4:t

8.8歳 (42-76歳)]を対象とした.擢患指は中指が

12指と最も多く，次いで小指9指，示指7指，環指

2指の順であった.治療前にインフォームド・コン

セントを行い，研究の目的や内容，安全性，個人情

報の保護について十分に説明し，同意が得られた症

例のみを対象とした.

受理日 2012/10/31 

使用装具

装具作製は当院常勤の義肢装具士が行い，陽性モ

デルに軟化させたトレラッククリアー3mmを薄く

伸ばしながら真空形成し，テーピングやベルクロな

どで固定するタイプや，固定不要なタイプなど，患

者の希望に合わせて作製した(図 1).装具は，嚢

腫が消失するまで入浴時以外は可能な範囲内で常時

装着することとし，嚢腫消失後も可能な限り装着す

るよう指導した.

評価項目

評価項目として，(1)嚢腫消失の有無， (2)嚢腫

消失までの期間， (3)痔痛 (VAS)， (4)再発の有

無について調査した.

統計処理

統計処理には， StatView]-5.0 80食wareパッケージ

(SAS In副知te，NC)を用いた.初診時と最終調査時

の各評価項目の比較には Wilcoxonの符合付順位検

定を，嚢腫消失群と消失不能群との比較には，Mann-

whitneyのU検定を用いた.また，危険率 5%未満

をもって統計的有意水準とした.

[結果1
30指中 23指， 76.7%に嚢腫の消失が認められた.

医療法人友和会鶴田整形外科 干84仏0306 佐賀県小城市牛津町勝1241番6号
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aペルクロ固定タイプ

図 1 使用装具

b回定不要タイプ

表 1 i消失不能群の特性

VTS (mm) 

初診時

図2 初診時と最終調査時
における VASの変化

症例 思指 装具装醤状況

65議，男性 右中指 来続ごとに穿刺を希望され，装異はほとんど装審ぜす

66産量， 女性 ま示箔 3週間ほと装書するも.装異痩法より手術痩活を希望されicため，手術施行

49続，女性 在中指 5ヶ尾程装醤し鑓/J¥じたが，仕事で邪魔になったため装審しなくなった

65歳，女性 石小指 2週間装書(..，縮小したため，途中で装省しなくなった

52歳，女性 左中箔 2ヶ月程はだまに装醤レていたが，家事等で邪~なため.装著しなくなった

49歳.女性 百示指
1~2ヶ月は夜間のみ装着するも，装具の使用mllがベタベタするので織になり，
装着しなくなった

ヨコE主，女性 右耳軍指 装異裳雪中 (縮小傾向〉

表 2 消失群と消失不能群との差奥

消失群 消失不能群

苅象者
20倒23娼 7倒7~旨
〈男性1倒1箔，女性19例22箔男性1例H旨，女性6例6主主)

14.9:t 12.1か月 9.3土12AtJ月
( 1 .o~42か月 (0.5~18.oか月〉

55.6 :t8.8歳 (44銭~76銭 56.6:t包3歳 (49鏡戸66議)

稽病組問

初~時年齢

49.1 :t20.1 mm2 
裏通のすイズ

( 1.~792mm2) 

結果は平均値士僚準偏差(範囲〉で示す

消失までの期間は平均 62.9:t45.9日 (3-173日)

であった.VASは初診時 26.7mmであったが，最終

調査時には 4.8mmと，有意に改善 した (P<O.OO1，

図2). 消失が認められた 23指に関しては，消失後

12.5か月時においても， 全例再発を認めていない.

一方，消失が認められなかった 7例7指の特徴を

表 1に示す. 7指中 6指は， 家事や仕事の邪魔にな

るなどの理由で，途中から自己判断で装具装着をや

めていた症例であった.残りの 1指は現在も装具継

続中であり，嚢腫のサイズは縮小傾向にある.

382:t 19.9mm2 

( 18.9~ 70.omm2) 

なお， 嚢腫の消失が認められた症例を嚢腫消失

群，認められなかった症例を消失不能群とし，初診

時年齢，権病期間，襲l麗のサイズの差異について検

討を行ったが，両群聞に明らかな差は認められなか

った(表 2).

症例提示

症例 1:63歳，女性.

主訴 :左中指の嚢腫が徐々に増大傾向にあるとの

ことで当院受診.議腫に物が当たると痛みがあり，

初診時のVASは25mmであった.
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a初E害時

指粘i夜袋腫に対する保存的治療

図3 症例 1: 63歳，女性

b霞絡調盃時

a初E雲隠

図4 症例 2:50歳，女性

b最終調筆時

治療経過:装具はテーピングにて固定するタイプ

を希望され，装具装着から 42日で謹腫の消失を認

めた(図 3).襲腫消失後 1年 4か月時においても

襲腫の再発はなく，終痛も認めていない.

症例 2:50歳，女性.

主訴:両手指の痛み，曲がりにくさを訴え当院受

診.右小指に襲腫を認め，爪の変形もきたしていた.

治療経過:装具は症例 1と同様，テーピングにて

固定するタイプを装着.装具装着後 122日で嚢腫の

消失を認め，爪の変形も改善した(図 4). 袋腫消

失後 1年 2か月時においても嚢腫の再発はなく，終

痛も認めていない.なお，本症例は右小指の他に，

右環指，左小指にも嚢腫を認め，左小指は装具装着

にて消失するも，左小指は現在も消失しておらず，
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装具継続中 (19か月)の症例である.

[考察]

指粘液謹腫の成因については，皮肉の粘液様変性

説け2) 皮下組織の粘液様変性説 3) ガングリオン

説州，皮肉の粘液様変性型とガングリオン型の 2

型に大別されるという意見 6)などがある.いずれも

手術所見や組織学的所見に基づ、いて提唱されている

ものの，見解の一致は得られていない. しかしなが

ら，先行研究において，古谷ら 7)は指粘液襲腫の 9

指にテーピングによる治療を試み， 2-3か月の固定

で8指に襲腫の消失を認めたと報告している.また，

池田ら 8)はHeberden結節に対する指サックによる

治療で痔痛は軽減し， 15例中 3例に認めた粘液襲

腫も消失したと報告している.本研究においても，

装具を継続して装着した 24症例では， 1指が治療継

続中であるも，その他 23指については全例消失が

認められた.このように， DIP関節を固定し安静を

保つことで変形性関節症の炎症が軽減し，終痛，腫

張などの症状が改善するとともに，最終的に嚢腫の

消失に繋がったことから，指粘液襲腫は変形性関節

症による副次的な症状である可能性が考えられた.

現在，指に発生した粘液嚢腫においては，感染や

爪の変形などの合併症をきたすことが多いことから，

いろいろな手術療法が考案され，良好な成績が報告

されている 9)10) 著者らも，手術を希望する患者に

対しては観血的に関節包や骨聴の切除もあわせて行

っている. しかし，装具療法は手術療法と異なり侵

襲もなく，なにより簡便な方法で嚢腫の消失や痔痛

の軽減が期待できるという利点がある.さらに，嚢

腫が装具により保護されることで， 襲腫が破れて感

染をきたすことを防ぐ効果もあると思われる.もち

ろん，装具療法により全ての轟腫の消失が可能とは

いえない. しかしながら，以上の利点を考えると，

感染症の合併をきたしていない指粘液襲腫に対して

は，終痛の有無に関わらず有用な治療法ではないか

と考える.

最後に，今回褒腫の消失が認められなかった 7指

のうち 6指は，日常生活において装具装着による指

の使用不便を訴え，嚢腫消失を待たずに途中で装着

をやめていた症例であった.本研究の結果では，嚢

腫消失には平均で約 2か月を要していたことから，

装具療法においては，ある程度の期間継続して装具

を装着する必要があると思われる. したがって，嚢

qο 
唱
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270 指粘液畿圏に対する保存的治療

腫がすぐに消失しなくとも，できるだけ継続して装

具を装着するよう，十分な患者指導が重要であると

考える.また，今後は患者個々の指の使用状況や要

望をさらに考慮し，さらに長期間装着しやすいよう

な装具となるよう，義肢装具士とも相談しながら装

具の改良を行っていくつもりである.

[まとめ1
1.指粘液嚢腫に対し，装具による保存療法を行

った.

2. 30指中 23指 (76.7%) に平均 62.9日で嚢腫

の消失が認められ，消失後平均 12.5か月時において

も，嚢腫の再発は認めていない.

3.先行研究や今回の結果より，指粘液嚢腫は

DIP関節の変形性変化による副次的な症状である可

能性が示唆された.

4. 装具療法は手術療法と異なり，侵襲もなく，

なにより簡便な方法で嚢腫の消失や凄痛の軽減が期

待できるという利点があることから，感染症の合併

がない指粘液嚢腫に対して有用な治療法ではないか

と考える.

[文献1
1) Gross RE， et a1. ReαE巾 gmyxomatous四匂neouscyst 

of白efingers叩 dtoes. Surg Gynecol Obstet 65: 28与

289，1937. 

2) Cons凶 11E， et a1. Mucous cyst of出efingers. Plast R，令

cos仕 Surg43:241・246，1969.

3) 阻ngESJ， et al. Mucous cyst of出efingers. Australia 

and New Zea1and J. Surg 21: 121-121， 1951. 
4) 阻einertHE， et al. Etiology and treatment of the so・

caIled mucous cyst of the finger. J Bone Joint Surg 54: 

145ら1458，1972.
5) Newmeyer WL， et a1. Mucous cyst: the dorsal dista1 in-

terphalangeal joint ganglion. Plast Reconstr Surg 53: 

313-315， 1974. 

6) 金谷文則ほか.手指の MucousCystの検討.日手会

誌1:201・205，1984.
7) 古谷晋ほか.手指粘液袋腫に対するテーピング療法.

臨整外31:747-751， 1996. 
8) 池田全良ほか.Heberden結節に対する樹脂性指サッ

クを用いた保存療法.日手会誌26:S288-S288， 2∞9. 

9) 芳田辰也ほか.指粘液褒麗に対する手術的治療.日手

会誌23:64与制8，2∞6.

10)土田芳彦ほか.手指遠位指節間関節症に合併した Mu-
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PIP関節背側脱臼骨折・関節内骨折における
DDA2創外固定を用いた治療法、.-.. 
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PIP関節背側脱臼骨折において，亜脱臼残存例の予後は不良であるため， PIP関節における同心性の関節

運動の整復が重要である.このためには中節骨基部掌側の支持性が求められる.また，術後に牽引型創外固

定器を使用する利点は，早期運動による可動域獲得が主ではなく，創外固定等で一定期間牽引をかけること

で関節面の圧潰を防ぎ，制御下に同心性の早期運動を行い，関節面の修復，関節面の再構築を促すことであ

ると考えている.関節面の精度の高い整復は重要でなく，多少の関節面の間隙や段差の残存は許容されると

思われる.小型化された DDA2創外固定の使用症例を用いてのPIP関節背側脱臼骨折・関節内骨折の治療

成績，手術戦略と戦術(手技上のピットフォール)，本法の特徴について述べた.

群)15手指，関節内骨折(以下B群)7手指を対象

とした(表 1).受傷から手術の期聞は，それぞれ9

日， 3日， DDA2装着期聞は，それぞれ38日， 34日

であった.治療成績は自動可動域の測定をもとに行

い，統計処理はb検定を用い有意差を判定した.

手術は，極力経皮的に行った.頻度の多い背側脱

白骨折では，徒手的に患指を牽引+屈曲し， PIP関

節の中央索付着部遠位の中節脅基部背側に背側より

経皮的に匹叫reを刺入し整復を試みた.この際，

Hin凶nger法に準じて遺位から先を鈍にした匹前re

を刺入して PIP関節面の陥没骨片を押し下げるこ

ともあった.比較的に良好な整復位が得られれば，

このまま K・討reを刺入し経皮的に骨片固定を行っ

た.この後に DDA2による早期運動療法を行った.

整復位が不充分と判断された場合は，側方 (Mid-lat-

eral approach)か，掌側 (volarshot gun approach) 

で進入し，観血的整復とスクリューや締結ワイヤー

などの内固定を追加する.この際，掌側に骨性支持

性の不足を認める，もしくは骨折部の陥没や粉砕が

あれば一期的に骨軟骨移植も考慮した. ドナーサイ

トには肋軟骨・有鈎骨を用いる 5河川.整復・固定後

は，一定期間牽引をかけることで関節面の圧潰を防

【緒言】

PIP関節脱臼骨折・関節内骨折の受傷形態は過伸

展・過屈曲と軸圧損傷の加重により起こる 1) PIP 
関節背側脱白骨折の骨折分類は骨片の大きさの関節

面に占める割合，粉砕・陥没などの骨片の状態，脱

臼の程度などで分類されてきた制.通常，不安定

型の骨折は 30%以上の中節骨基部掌側骨片を伴い，

過伸展・屈曲以上に軸圧損傷が加わっているとされ

ている 4) しかし，これらはあくまで指標に過ぎず，

不安定性は術中の所見が重要である.PIP関節背側

脱臼骨折の治療法には，これまで多くの治療法が報

告されている 4) 著者らは以前，術者の技量に左右

されにくい，簡便に安定した治療成績を得るにはど

う対処すべきかを考え，大野，政田らが考案した

Dyn佃:rlcDis甘配値onApparatus 2 (以下DDA2);(株)

エム・イー・システムを用いて治療を行い良好な成

績を報告してきた 5河川.本稿では，症例数をさらに

重ねてきたので，特に手技上のピットフォールを中

心に症例を加えて述べた.

[対象と方法1
DDA2を使用した PIP関節背側脱臼骨折(以下A

受理日 2012/11/02 
事徳島県立中央病院 〒771ω539 徳島県徳島市蔵本町1丁目 1凶
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272 手技上のピットフォールを中心として

表 1 症例一覧

A群 PIP関節背側脱臼骨折

受傷から手術 DDA装着

羅君、指 年齢

の期間 期間

t左環指 20 15 21 
2右示指 40 4 44 
3石環指 51 5 32 

4左示指 44 28 59 

5右中指 61 43 
6右環指 34 E 42 
7右環指 31 18 21 
8右環指 32 5 42 
9左環指 28 2 28 
10左環指 40 3 42 
付左環指 52 16 46 

ロ左小指 19 9 43 
13右環指 66 9 42 
14左示指 22 4 28 
15右中指 23 5 30 

平均値 38 9日 388 

図 1 PIP関節内骨折画像所見(早期骨癒合症例)
a初診時. b術後早期. C.術後5週

ぎ，制御下に早期運動を行い，関節面の修復，関節

面の再構築を促すため DDA2を装着した.

[結果]

術後平均 12週の評価で自動可動域 (T品，f)は PIP

関節(伸展/屈曲 A 群 10/95TAM85， B群 10/90

T品，f80)，DIP関節(伸展/屈曲 A群 5/75T品，f70，

B群 15/90T品 175)と， 2群間で差はなく (P<0.05)

良好な成績が得られた.特徴として，経皮的操作に

よる低侵襲のため早期に骨癒合する症例が多くみら

れた.側方へ散在した骨片が骨線を形成して再手術

に至った症例があった.

T品 155度以下を成績不良例とした場合の (A群

B苦手 PIP関節内骨折

建港指 年齢 受傷力、ら DDA装着
手術の期間 期間

右示指 17 6 19 

2粉砕 左中指 19 唱 20 

(病的: 左小指
内軟骨JI!)

31 8 46 

4粉砕 右環指 78 t 42 

5粉砕 右中指 25 28 

6 左小指 17 3 49 

7 左環指 44 2 35 

平均値 33 3.1日 348 

図 2 PIP関節背側脱白骨折画像所見(術後早期に

長軸に加え掌側方向への牽引で，同心性の関
節運動の整復を獲得できた症例)
a.初診時. b.術後早期.C.術後 1週

症例 2，3 B群症例 4)3例の特徴は， 1.既に手術

を受けていた例， 2.陥没や粉砕の強い症例で直視下

整復の際，骨移植，内固定力等の不足があった例，

3.DDA2の装着期間が短かった例， 4.背側脱臼で伸

展制限を設けた例の伸展制限残存例が挙げられた.

[考察]

本法の利点は経皮的操作による低侵襲のため骨癒

合が早い点(図 1)，術中に充分な同心性の関節運

動が得られなかった場合でも，術後の長軸に加えて

掌側背側方向への牽引を調整する ことで改善を得る

可能性が残される点にある.術直後のレントゲンで

は中節骨基部掌側の骨性支持と，同心性の関節運動
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手技上のピットフォールを中心として

a b C 

図3PIP関節背側脱白骨折画像所見(側方へ散在した骨片が骨
~凍を形成，可動域制限のため，再手術を行った症例)
a 初診時(他院で整復 Kwire固定術後).
b.当院術後6か月.

C. 再手術術後(注;再手術時1.5mm径のピンが通過でき
るよう DDA2のピン刺入部をパワーツールで拡大した)

の整復も不充分であったが，術後早期に DDA2の

長軸に加えて掌側方向への牽引で，同心性の関節運

動の整復を獲得できた症例も経験した(図 2).そ

の他，手技上のピットフォールとして， PIP関節の

側方に散在した骨片は切除しておいたほうがよいと

思われる.理由としては，側方へ散在した骨片が骨

聴を形成して成長し，可動域制限をきたしたため，

再手術 (2度創外固定を併用した切除関節形成)を

行い，良好な経過が得られた症例を経験した(図3). 

よって，症例のような陳旧性の開放性 PIP関節内

粉砕骨折で，側方に散在した骨片が引き寄せできな

い症例には，側副靭帯を可及的に温存するなど側方

の安定性に注意して，最小限に散在した小骨片を切

除するようにしている(図 4). 

PIP関節背側脱臼骨折の治療については，根拠に

基づいた医療 (EBM)に沿った治療が望まれるが，

総説 4)によると， 1) 同心性の関節整復が重要で，

亜脱臼残存例の予後は不良で，このためには中節骨

基部掌側の骨性支持の修復・再建が重要とされる.

掌側の支持性の不足や，関節面の陥没・粉砕が重篤

であれば一期的な骨移植・骨軟骨移植も計画するの

がよいと報告されている.一方， 2) 関節面の正確

a b 
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C 

図4PIP関節内開放性粉砕骨折函像所見(側方へ
散在した骨片を除去した症例)
a初診時 b.術後7週. C.術後 13週

な整復については，臨床上重要な要素でないかもし

れない. 3)損傷関節の早期運動療法については，

3-4週固定 してからでも可動域は早期運動群に遜色

なく充分回復するといういくつかの報告もあり，創

外固定の有用性を支持する EBMは充分ではないと

円，
，
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されている.この損傷関節の早期運動療法と創外固

定の有用性を支持する EBMは充分ではないという

意見に対しては，著者らは以下の印象と仮説を持っ

ている.著者らの創外固定を術後約2か月と長期間

使用した陳旧性PIP関節背側脱臼骨折症例の，長

期検診例でも旺盛な関節の再構築変化が認められて

おり 10) 創外固定などで関節保護下に一定期間，

早期運動を続けた関節は修復起点が促され，関節面

の再構築が固定群よりも促進されると考えている.

また，上記自験例制からも，関節面の正確な整復

については，臨床上重要な要素でないかもしれない

という意見に対しては賛同している.

【まとめ】

本手術では，同心性の関節運動の獲得が最も重要

であった.中節骨基部掌側の骨性支持の修復・再建

が重要で，岡部に重度の欠損が生じる際には初回か

ら骨軟骨移植に備えておく.症例によっては8週以

上，長期の牽引型創外固定の併用が有用で，これに

より関節の修復が促進されると考えている.
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手指骨骨折に対する注射針キャップを用いた
創外固定法

成田裕一郎*
せんませいえっ

千馬誠悦事 野口英明柿，白幡毅士柿

骨の粉砕や欠損，軟部組織の挫滅を伴う手指骨骨折に対して，注射針キャップと阻rschner銅線(以下K

銅線)を用いた簡便な創外国定法を用いて治療を行った.対象は 19例23指で，男 15例，女4例，平均年

齢49歳であった.擢患指は母指2，示指9，中指6，環指3，小指3で，骨折部位は中手骨3，基節骨 10，

中節骨 11，末節骨1であった.全例高度の粉砕を伴い， 21指 (91%)が開放骨折であった.手術方法は，

骨折部をはさんで近位遠位の骨に1.0-1.5mmのK鋼線を 1-3本，注射針キャップを通して刺入し創外固

定とした.創外固定の設置は片側のみとし，創外固定による手指骨の固定範囲は骨の粉砕部位により決定し

た.装着期間は平均40日で，後日プレート固定ないし関節固定を行った例が5例5指あった.全例で骨癒

合が得られた.骨の粉砕が強くピンニングやスクリュー刺入が困難で，軟部組織の挫滅を伴う手指骨骨折で

は，創外固定の設置位置やK鋼線の刺入方向，太さの選択に自由度がある本法は有用である.

[緒言】

骨の高度の粉砕や欠損を伴う手指骨骨折は，骨折

部の安定性の獲得に難渋することがある.また，軟

部組織の挫減や汚染を伴う場合には，感染が危倶さ

れることから内固定法の選択に迷うこともある.

著者らはこのような骨折に対し，注射針キャップ

を用いた簡便な創外固定法を用いて治療を行ったの

で，その結果について検討を加えて報告する.

【対象と方法1
2∞3年-2011年までの聞に手術治療した 19例

23指を対象とした.内訳は男 15例，女4例で，年

齢は25-74歳(平均49歳)であった.擢患指は母

指2，示指9，中指 6，環指3，小指3であった.骨

折部位は中手骨3，基節骨 10，中節骨 11，末節骨1

で， MP関節内骨折が 1，PIP関節内骨折が11，DIP 

関節内骨折が5であった.受傷機序は，機械に巻き

込まれたものが9例，鉄や石などの重量物がぶつか

ったものが5例，電気鋸で切ったものが5例であっ

た.全例で骨の高度の粉砕を伴っており， 21指 (91
%)が開放骨折であった.手術は全例で受傷当日な

いし翌日に行った.創外固定の装着期聞は8-81日

(平均40日)で，術後経過観察期聞は2か月-7年

受理日 2012/10/17 

4か月(平均 12か月)であった.

(手術方法)1.0-1.5mmのKirschner銅線(以下

K鋼線)と，清潔な注射針キャップ(以下キャップ)

を用意する.指節骨に対しては原則として1.0-
1.2mmのK鏑線を，中手骨に対しては1.2-1.5mm
のK銅線を用いる.まず，骨折部を可及的に整復し，

1-2本の1.0-1.2mmのK銅線を刺入し仮固定す

る(図 1・，a).次に骨の粉砕が軽度な部位に，指伸展

機構を避けてできるだけ側方から，骨軸に対し垂直

にK銅線を刺入して対側の骨皮質を貫通させる.

同じ太さの K銅線を用いてキャップの長軸に垂直

に穴を聞け，この穴に先に貫通させた K鋼線を通

し，キャップを骨の長軸に平行に設置する(図1・b).

次に，骨折部をはさんで近位と遠位に 1-3本の K

銅線を，キャップを通して骨に刺入し対側の骨皮質

を貫いて創外固定とする.K鋼線の先端は曲げて切

断する.仮固定に使用した K銅線が関節運動に支

障をきたす場合は抜去する(図 1-c).

創外国定による手指骨の固定範囲は骨の粉砕部位

および程度により決定した.すなわち，関節内の損

傷がみられないか軽度な例では骨片聞のみを固定す

るnon-bridging法とし，関節内に粉砕や骨欠損を伴

う例では関節をはさんで固定する bri匂ing法とし

'医療法人明和会 中通総合病院整形外科
料由利組合総合病院整形外科

干010-8577秋田県秋田市南通みその町3-15
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a c 

図 1 手術手技

a.骨折部を可及的に整復し 1-2本の K鋼線で仮固定する.
b 骨車Ihに対し垂直に刺入 した K銅線をキャップに|苅けた穴に通

し，キャップを骨の長軸に平行に設置する.
C.骨折部をはさんで近位と遠位にキャップを通して K鋼線を刺入

し創外固定とする.関節運動に支障をきたすK銅線は抜去する

た.術後は，母指以外の中手骨骨折，基節骨骨折の

8指に MP関節を屈曲位とするプラスチック製のス

プリントを併用し，早期から bridging法で固定した

関節以外の関節の可動域訓練を行った.

[結果]

non-bridging法を行ったものが 12例 15指，bridg-

ing法を行ったものが7例 8指であった.bridging 

法の内訳は， PIP関節固定3指，DIP関節固定4指，

DIP. PIP両関節固定 1指であった.K鋼線のゆる

みや折損，キャップの破損を生じた例はなかった.

後日再手術を行った例が5例 5指あり，骨欠損のた

めプレート固定と自家骨移植を行ったものが4指，

創外固定抜去後の屈曲拘縮に対し関節固定術を行っ

たものが 1指であった.再手術例を含む全例で骨癒

合が得られ，関節損傷，腫断裂のなかった 5指の%

TAMは84-100%(平均 90%) であった.1指で

ピン刺入部の感染が術後4週目に見られたが，抗菌

剤投与のみで軽快した.示指に本法を用いた 3例で

骨癒合が遷延し再手術を勧めたが，日常生活や就労

に支障がなかったため希望せず，結果として創外固

定を 62-81日装着-した.

代表症例を提示する.

症例 1:29歳，男性.砕石機に左手を巻き込まれ，

小指に挫滅創を伴う基節骨の開放粉砕骨折を受傷し

た(図 2).受傷当日に基節骨のみの non-bridging

法で本法を施行した(図 3).術後 2週で軟部組織

図2 症例 1:29歳，男性

受傷時左小指に挫滅創を伴う基節骨の開放粉

砕骨折を認める.

図3 症例 1の創外固定時

の状態が良好となったため， low profile plateによ

る内固定と腸骨移植を行った術後8か月の所見で

は， %'I品4は86%で骨癒合は良好であった(図 4). 

症例 2:52歳，男性.電気鋸で左手指を切り，示
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図4 症例 1の術後8か月
%1:品4は86%で骨癒合は良好である.

指，中指の挫滅創を伴う開放骨折と，母指，環指，

小指の切断を受傷 した.示指は DIPの開放脱臼と

中節骨頭の骨欠損を伴う粉砕骨折でキI指は末節骨

基部から，中節骨，基節骨頭までの高度の骨欠損を

伴う粉砕骨折であった(図 5). 受傷当日，示指と

中指に対して本法を施行した.示指は末節骨から中

節骨基部までの bridging法で固定し，中指は末節骨

から基節骨までの bridging法とし(図 6)，術後 8週

まで装着した.術後 8か月では示指の中節骨は癒合

し，中指も DIP関節，PIP関節が骨性に癒合してお

り，母指とのピンチ動作が可能で患者の満足度は高

かった(図 7). 

[考察]

手指の骨折に対する創外固定の適応は必ずしも広

くはない.開放骨折であっても骨折部の安定性が得

られれば保存療法で良好な成績が得られ ¥)2) 骨の

粉砕や軟部組織の損傷が軽度であればプレート 3)

やワイヤリング 4)などによる内固定が可能である.

しかし，骨の粉砕が強く ピンニングやスク リュー固

定が困難な例や，軟部組織の後減，汚染，骨欠損を

伴う例では創外固定が緊急に必要になる場合があ

る.

創外固定器は高価であり，常備している施設は少

ない.また，機種によりピンの形状や刺入方法に特

徴があるため手術手技に習熟を要し， X線透過性に

も限界がある.これに対し，安永ら 5)6)が報告した

注射針キャップによる創外固定法は，特殊な器具を

必要とせず安価で軽量であり， X線透過性が良く，

特別な装置を必要としない点，皮膚や腿に対する損

傷が少ない点でも優れた方法である.しかし，指の

両側にキャップを設置するためややかさばること

と， 三次元的に平行に K銅線を刺入する手技に習

図5 症例 2:52歳，男性
受傷i侍:左示指，中指に挫滅創を伴う開放粉砕

骨折を認める.

図 6 症例 2の創外固定時

図7 症例 2の術後8か月
示指，中指とも骨癒合し，ピンチ動作が可能と
なった.

-121-



278 手指骨骨折に対する注射針キャップを用いた創外固定法

熟を要する点が欠点であった.

著者らは安永らの方法を参考にし，キャップの設

置を片側のみとし， K銅線の刺入方向，創外固定の

設置位置に自由度を持たせることで手技の簡略化を

図った.また，片側のみの設置とすることでかさば

らず， MP関節の伸展拘縮を予防するための外固定

を併用することができ，術後の作業療法も容易とな

った.本法の利点は創外固定が緊急に必要になった

場合に簡便に使用できることであり，必ずしも長期

装用を目的とはしていない.軟部組織の状態が改善

したところで，可能な限りプレートやワイヤリング

などの強固な内固定に変更することが望ましいと考

え，創外固定装着時には比較的細い K鯛線を使用し

て，骨・軟部組織に対する侵襲を軽減するように配

慮した.しかし，軽量でかさぼらないため，骨癒合

が遅延して再手術の適応と考えられた症例でも患者

が再手術を希望しない場合があり，固定期聞が長期

化する結果となった(平均40日，最長81日). 

本法の欠点として，基節骨近位部や中手骨遠位部

の骨折に用いると， K銅線が指伸展機構を貫くこと

により，伸筋腫の滑走に支障をきたす点が挙げられ

る.対処方法として， MP屈曲位の外固定を併用し

ながら作業療法を行い，仮骨形成が見られた時点で

早期に創外固定を抜去し，外固定のみの自動屈伸運

動療法1)に変更することを考えている.また， K鋼

糠をハーフピンとして用いるため強度的に十分とは

いえず，骨の脆弱な高齢者に用いた場合や長期間の

使用では K鋼線のゆるみを生じる可能性もある.

今後，早期にゆるみを生じた場合には， K銅線の入

れ替えや追加，創外固定の設置位置や固定範囲の変

更，キャップを両側に用いるなどの対応を考慮して

いる.

本法は，特殊な器具を用いることなく，緊急で簡

便に使用することができ，後に保存療法や別の内固

定法に変更することが可能で，症例を選べば有用と

考えられた.

【まとめ1
1.骨の粉砕や欠損，軟部組織の挫滅を伴った手

指の骨折に対して注射針キャップと K銅線を用い

た創外固定法による治療を行った.

2.本法は創外固定の設置位置や K鋼線の刺入方

向，太さの選択に自由度があり，緊急で簡便に使用

することが可能で，症例を選べば有用といえる.

{文献1
1)石黒隆.手指の関節外骨折指節骨と中手骨骨折に対

するギプス療法.臨整外39:635-剖0，2004.
2) 堂後隆彦.指節骨骨折に対する MP関節屈曲位での早

期運動療法.日手会誌25:46与469，2009.
3) 灘上秀威ほか.手指骨骨折に対するLowproffie plate 

and screw systemの治療成績.日手会誌 23:141-146， 

2∞6. 
4)森谷浩治ほか.指節骨・中手骨への簡単で強い骨固定

法の開発.整形外科62:159-164，2011. 
5) 安永博ほか.指骨に対する簡便な圧迫骨接合法につい

て.中部整災誌30:509-512， 1987. 
6) 小田明彦ほか.注射針キャップを用いた手指骨簡易創

外固定法.日手会誌21:389-393， 2004. 
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PIP関節脱臼骨折における DDA創外固定術の問題点w 
q$f.き入目事手小、p

山町
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大関橋本智久**

一手指変形を中心に-
ますだようこ

増田陽子**
さのかずふみ

佐野和史**
きむらかずまさ

木村和正キ

DDA創外固定を用いて治療した PIP関節背側脱臼骨折7例の治療成績と手指変形を中心とした問題点を

報告する.全て DDA創外固定単独で治療を行ない，整復位が不良であった場合には何らかの関節整復を追

加した. 受傷から手術までの期間は平均 5.9日，平均創外固定装着期間は 6.0週であった.調査時平均 PIP

関節可動域は伸展-2.1。屈曲 940，調査時平均 DIP関節可動域は伸展 _5.70

屈幽 76。であった. 7例中 5症例は

swan neck変形を認め，そのうちの 4例は全例整復ピンが中節骨近位に刺入され， 1例は整復ピンを用いず

にswanneck変形を示した.残り 2例の整復ピンは他と比較して遠位(中節骨骨幹部)に刺入され， PIP屈

曲拘縮傾向を呈していた.これらの点を踏まえた可動域訓練と牽引量の調節が必要であり， 掌側関節面陥没

遺残例の屈曲拘縮や変形性関節症進行に関して引き続き検討が必要と思われた.

た. DDA (Dynamic Dis仕actionApparatus)創外固

定は基節骨頼部 PIP関節回転軸に刺入した近位ピ

ンと中節骨遠位に平行刺入した連位ピンとの聞に輪

ゴムにより牽引力をかける.もし背側への亜脱が遺

残するならば整復ピンを中節骨に刺入，パネや輪ゴ

ムの力で整復を補助する(図 1).今回， この創外固

定を用いて治療した PIP関節背側脱臼骨折例の治

療成績と手指変形を中心と した問題点を報告する.

[対象と方法]

対象は 2008年以降，本法を用いた 10例のうち現

時点で経過観察し得た 7例で，いずれも陥没骨片と

[緒言]

PIP関節背側脱臼骨折は単なる 「突き指Jとして

安易に処置される等により治療開始が遅れた場合に

はその治療に難渋する事もまれではない.一般に PIP

関節背側脱臼骨折に対する手術治療法で整復位保持

の代表的な手法のーっとして創外固定の dynar凶c

traction deviceが挙げられ，その有用性を述べた多

くの報告が有る 1)4)6)7)10) 著者らは本症に対して術

中観血的に関節面整復が得られ，銅線固定等の内固

定を行なったとしても，必ずしも十分な可動域が獲

得されていない経験から陥没骨片を有する PIP関節

背側脱臼骨折例には創外固定を積極的に用いてき

*(逮位ピン)

:Jg(aUlピン)

※(返位ピン)

DDA: (Dynamic Distraction Apparatus) 

受理日 2012/10/31 
事越谷誠和病院整形外科 干343-0856
事事濁協医科大学越谷病院整形外科
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対象表 1

受傷から手術 創外画定
までの期間(日)!接滞期間{遇)

3 5 

6 8 

23 6 

o 6 

6 

6 5 

2 6  

平鈎5.9日 平均6.0週

受傷後転

右中指ソフトボールが当たる

tr:1I指サッカーで後触

左小指テニスラケットが当たる

左中指附転で失敗

右示指ソフトボールで後触

友示指バレーポールが当たる

右中指野E事ポールが当たる

受傷織年o
13 

40 

56 

41 

14 

25 

15 

平幼29.

症例1

症例2

症例3

症例4

症例5

症例6

症例7

、PIP関節屈曲拘.{2例n例)

=重量復ピン:逮位・D1P 
伸展{吋 組幽(吋

ー5 85 

-15 75 

-5 40 

-5 80 

-10 90 

o 80 

o 80 

結果

PIP 

f申Iil(吋 屈曲円

20 90 

5 90 

-30 90 

o 110 

5 90 

-15 100 

o 90 

表 2

症例
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e
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関節面の 30%を超える掌側骨片を有する PIP関節背

側脱臼骨折症例であった.骨接合材料は全て DDA

創外固定単独で治療を行ない，ピンは1.2mm径を

基本的に使用 した.整復ピンは7例中6例に用いた.

受傷時平均年齢は 29歳 (13-56歳).受傷指は中指3

例，示指 2例，環・小指が各々1例であった受傷

原因は球技中ボールの衝突が 5例と最多であった.

受傷から手術までの期間は平均 5.9日 (0-23)，平

均創外固定装着期間は6.0週 (5-8)であった(表1).

術前損傷型は Schenck分類 2)骨折形態 ・脱臼で 3B

4Bが各々2例， 4Cが3例であった.手術はX線透

視下に牽引徒手整復操作の後 DDA創外固定を装着

し，整復位が不良で、あった場合には経骨髄的整復法

や観血的関節整復を行なった検討項目として PIP'
DIP関節可動域(自動)と合併症や経過中の指変形，

ピン刺入部位， StrickIand 3)の報告に準じた DIP'

PIP関節可動域による臨床成績評価を行なった.平

均経過観察期間は 10か月(4-32か月)であった.

結果・ 7例中 5症例は経過中 swanneck変形の傾
向を認め，そのうちの 4例は全例整復ピンが中
節骨近位に刺入され， 1例は整復ピンを用いずに
swan neck変形の傾向を示した.一方残り 2例の
整復ピンは他と比較して遠位(中節骨骨幹部)
に刺入され， PIP屈曲拘縮傾向を呈した.

図2

76 -5.7 94 -2.1 平均

[結果]

調査時平均 PIP関節可動域は伸展-2.1。屈曲 94。で
あった.症例 3で 30

0

，症例 6では 15。の PIP関節

伸展制限を呈するものの，他は全例 O。以上の伸展を

認めた.調査時平均 DIP関節可動域は伸展・5.7。屈

曲76。で PIP関節可動域と比べ減少傾向があり，他

動伸展制限をいずれも認めず平均 5.7"の extension

lag残存を認めた(表 2).臨床成績評価は excellent

6例， f;町 1例であった.特に感染徴候や偽関節等

の合併症を認めなかった. 7例中 5症例は経過中

swan neck変形の傾向を認め，そのうちの 4例は整

復ピンが中節骨近位に刺入され， 1例は整復ピンを

用いずに swanneck変形の傾向を示し た 一 方残り

2例の整復ピンは他と比較して遠位(中節骨骨幹部)

に刺入され， PIP屈曲拘縮傾向を呈していた(図2).
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図3 症例 2:40歳男性

A:受傷時

B:術後 4週(整復ピン*近位骨幹端部， PIP関節
裂隙は|井l大し既に swanneck変形傾向を示した)
C:調査時(術後 10M)

[症例]症例 2:40歳男性，サッカーで接触受傷

した，左環指 PIP関節背側脱臼骨折， Schenck分類

4-c.受傷後 6日で徒手牽引整復操作の後，経骨髄

的整復を追加，DDA創外固定を行なった.整復ピ

ンは近位骨幹端部にあった.術翌日から自動可動域

訓練を開始，術後 4週の単純レントゲン上 PIP関節

裂隙は聞大し既に swanneck変形傾向を示した.術

後 8週で創外固定を除去した.術後 10か月の調査

時IP関節可動域は概ね保たれており，臨床評価は

excellentであったが， swan neck変形を呈し 15。の

DIP関節extensionIagを認めていた(図3).症例3:

56歳女性，テニスのラケットが当たり受傷した，

左小指 PIP関節背側脱臼骨折， Schenck分類 4-C.

受傷後約 3週で DDA装着 したが， 掌側関節面の陥

没は遺残していた.整復ピンは通常よりも遠位の中

節骨遠位骨幹部に刺入され，術直後より PIP関節は

屈曲位を呈し，術後約 6週で創外固定を除去した.

掌側関節面は遠位に陥没し可動域訓練するも 30。の

PIP屈曲拘縮残存し臨床成績は fairであった.現在

理容師として就労しているが引き続き経過観察中で

ある(図 4). 
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図4 症例 3:56歳女性

A:受傷時

B:術後(掌側関節面の陥没は巡残，鐙復ピンペま
通常よりも遠位の中節骨遠位骨幹部に刺入さ
れ，術直後より PIP関節は屈曲位

C:調査時(術後6か月 300のPIP屈曲拘縮残存)

[考察l
dynamic仕actiondeviceを用いる本法は ligamen-

totaxisによる整復，関節可動性を有する点以外に，

整復ピンによる背側脱臼整復の可能な点がその特徴

と言える.今回本法の整復ピンが通常よりも遠位に

刺入されていた 2例(症例 3，症例 6)で PIP屈曲傾

向を示していた.これらの因果関係は明らかではな

いものの，これはKneserら4)の整復ピンを中節骨

のより遠位に刺入すると僅かな力で PIP関節を屈曲

する事が可能という biomechanicalreportを支持す

る所見と思われる.つまりこれは整復ピンが近位で

はなく遠位に刺入された場合，中節骨を掌側に整復

する力がレバーアームにより PIP関節屈曲方向に作

用するものと推察される(図 5).一方森谷ら 5)は

遠位方向に陥没転位した掌側関節商により中節骨屈

曲変形が生じ，これがPIP屈曲拘縮の一因であると

述べている.PIP屈曲傾向を示した症例(症例 3，
症例 6) の整復ピンは遠位よりであったが，同時に

掌側骨片の遠位方向への転位が遺残した症例でもあ

り，本症がこのような骨性因子によっても PIP屈曲

変形を来すことが示唆される.一方今回整復ピンを

中節骨近位に用いた残り 4例で PIP伸展・ DIP屈曲
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。(近位渇位ピン)

o(建復ピン)

‘<'1mピンによる耳障側への霊復カ)

s<生じたPIP恩働力)

図5 考察 :整復ピンが近位ではなく遠位に刺入された場合，中節

骨を掌側に整復する力がレバーアームにより PIP関節屈曲方

向に作用する

重量復ピンにより中節骨基締が
窓側方向に偏位

+ 
意引

PIP関節.側関犬、伸展(+)

図6 swan neck変形を生じる機序

。(近位，逮位ピン)

o(.mピン)

PIP関節掌側軟部組織損傷や整復ピンにより中節骨

基部が掌側方向に僅かlこ偏位された状態で牽引力が

加わり， PIP関節掌側関大， PIP関節過伸展傾向を来

たし DIP自動伸展制限， swan neck変形を生じる

表 3 dynamic廿actiondeviceを用いた諸家報告 傾向，つまり swanneck変形を認めていた.これは

PIP DlP 
PIP関節掌側軟部組織損傷や整復ピンにより中節骨

伸展t・3 屈曲t・》 イ申震《・》 屈曲t・3 基部が掌側方向に僅かに偏位された状態で牽引力が

Hastings 2 96 
加わり， PIP関節掌側聞大， PIP関節過伸展傾向を

(1988Xn=5) (O日5) (95田 105)
来たし DIP自動伸展制限 swan neck変形を生じる

と推察される(図 6). swan neck変形も含めた新た

森谷 ー11.5 93.9 ー1.5 61.5 に生じる DIP関節可動域制限を予防するにあたり

( 2∞8Xn=10) (-30-0) (80-110) (-10-0) (30-90) 留意するべき点は過剰な PIP過伸展を避けるよう整

復ピンも含めた牽引力の調節や術後早期から FDP
南野 -9.6 92 -6 36 単独滑定訓練による DIP関節自動可動域訓練を行
(2008ぬ，=5) (-20-0) (70-110) (-20日日) (15-60) 

ない，躍の癒着や側索の掌側変位を回避することは

本研究 -2.1 94 一5.7 76 
肝要と思われる.僅かな症例数であったが今回の結

(n=7) (-30-20) (90日110) (ー15日ー5) (40由 90)
果は諸家の dynamictraction deviceを用いた過去の

報告 5)6)7)とほぼ同等の可動域が得られていた.そし

て本研究では DIP関節の可動域制限が存在したが，
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他の報告でも明確な記載はないものの可動域制限が

存在したと予想された(表3).本法による swanneck

変形に関する過去の報告は無く，本症に対する多く

の臨床成績評価制的は PIP関節のみで評価され，

DIP関節も含めた評価法は皆無であった.今回症例

数が少なく可動域制限の原因について結論を得るこ

とは困難であり，今後のより多くの症例や基礎的研

究からの検討が期待される.また一方鈴木ら 10)は

本症における牽引群は観血的整復内固定群と比較し

て成績が安定しているものの，牽引群において関節

面のstepoffと変形性関節症出現に正の相闘を認め，

術後変形性関節症変化を来さない様に関節面の step

off整復の必要性を述べている.本症が若年者に好

発することからも本法のみに固執するのではなく，

整復が不十分と判断するならば何らかの追加関節整

復操作が必要と思われ，将来的な変形性関節症出

現・進行等の更なる検討が望まれる.

【まとめ】

DDA創外固定を用いた PIP関節背側脱白骨折7

例の治療を行ない概ね諸家と同等の成績を得られ

た.その多くの症例で swanneck変形を来たしてい

たが，整復ピンの遠位刺入した 2例は PIP関節屈曲

傾向を示した.これらの点を踏まえた可動域訓練と

牽引量の調節が必要であり，掌側関節面陥没遺残例

の屈曲拘縮や変形性関節症進行に関して引き続き検

討が必要と恩われた.

【文献1
1) Kiefhaber TR， et a1. Fracture dislocations of出eprOl!志

ma1 in旬rpha1angea1joint J Hand Surg Am May;23 (3) : 
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of也epro油田1interpha1angea1 joint Hand Clin May;10 
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3) S剖ckland]W， et a1. Digita1 function follo叫 ngflexor 

tendon repair in Zone n : A∞mparison of immobi1iza-
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SurgAm Nov;5(6): 537・S43，1980.
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of白.epins and rubbers tractions system for仕.ea:回 ent

of proxima1 in惚rpha1angea1joint企acturedislocations. 

ArchOr仕lOpTraumaSurgJan;129(1):29-37， 2∞9. 
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背側脱白骨折の治療成績.整形外科目(10):1201-1205， 
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6) Hastings H， et a1. Treatment of closed a:rticula:r企ac-

tures of白emetaca:rpopha1angea1 and proximal inter-
pha1angea1 joints. Hand Clin Aug;4 (3) : 503ト527，19朗.

7) 南野光彦ほか.Pins and rubber宮仕actions拘temによ
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9) 木野義武ほか.陥没骨片を伴った指PIP関節脱臼骨折
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屈曲拘縮を繰り返した手指屈筋臆健鞘断裂の 1例

、.・ E号

、'."';$.'"岸一

とばりよ Lこ たじりやすひと

戸張佳子，田尻康人

症例:47歳，男性.主訴:左環指が伸びない.経過:興奮して息子の肩をつかんだところ，左環指に違

和感があり腫脹した.徐々に PIP関節が屈曲拘縮となり，受傷3か月後に初診した.PIP関節掌側に索状物

を触れ，屈曲 105度，伸展・80度であった.受傷4か月後，手術で屈筋躍を取り巻く肥厚した癒痕を切除す

ると，伸展・15度となったが，その後再拘縮を起こしたため術後6か月で2回目手術を行った.A2 pulleyが

再び癒痕化しておりこれを全切除し長掌筋躍で腫鞘再建し，伸展・5度まで改善したが， 2回目手術後8か月

には拘縮が再発し伸展-40度となった.

考察:屈筋腫腫鞘断裂は，ロッククライマーの報告が圧倒的に多いが， PIP関節屈曲， DIP関節過伸展位

にある指に，急速に伸展力が加われば日常生活動作でも起こりえる.腫鞘再建法には，基節骨自体，または

基節骨に穿孔して遊離臆を巻きつける方法などがある.本症例で再拘縮を起こしたのは，手術で切除した部

分や，より遠位側でも腫鞘周囲の癒痕が再形成されたためと考えられる.

[緒言]

手指屈筋腫腫鞘断裂はロッククライマーに発症す

ることが多く， Climber's釦1gerともいわれている.

今回著者らは，日常生活で発症し， PIP関節拘縮を

呈した症例を経験したので，発症機序，治療法など

についての考察と合わせて報告する.

[対象と方法]

症例:47歳，男性.

主訴:左環指が伸びない.

既往歴:特記事項なし.職業:会社員.ロックク

ライミング経験なし.

現病歴:興奮して息子の肩をつかんだところ，左

環指に違和感があり盟脹した.近医で保存療法をし

ていたが，徐々に PIP関節が屈曲拘縮となり，受

傷3か月後に初診した.

身体所見・検査所見:左環指PIP関節掌側に硬

い索状物を触れ， Bowstringingを呈していた.痛

みは無く，可動域は自動他動ともに屈曲 105度，伸

展・80度と強い屈曲拘縮を呈していた.x線では異

常なし. M阻で，基節骨遠位と屈筋腫との聞にT1

高信号，T2高信号域がみられた.軸位像では，左

受理日 2012/10/30 

記所見に加えて，屈筋腫を含む滑走断面が他指と比

較して拡大しており，屈筋腫を取り囲むように T1

等信号，T2低信号域が見られた(図 1a・d).超音波

では，浅指屈筋腫，深指屈筋腫はそれぞれ滑動して

いた.

[結果]

手術所見 :PIP関節屈曲拘縮と診断し，受傷4か

月後，全身麻酔下に手術を行った.側正中切開で展

開すると，基節骨遠位レベルで Checkrein靭帯およ

びC1pulleyが肥厚し屈筋躍を掌側から両側方にか

けて取り巻いており(図 2)，それらを切除し，A2

pulleyの遠位2/3を長軸に切開すると，屈曲拘縮は

解除され， PIP関節は他動的に伸展・15度となった

(図 3).のちに病理で癒痕化した腫鞘と判明した.

術後経過:術後中指と Buddytapingにて可動域

訓練を開始，腫脹が軽快した術後 1か月から先に作

製していた PIP伸展動的装具を装着して可動域訓

練を行ったが，屈曲時 Bows廿ingingが再び出現し，

徐々に屈曲拘縮が再発し，結果自動他動ともに伸展

・60度まで悪化した.そこで初回手術後6か月，全

身麻酔下に 2回目手術を行ったA2pulleyは屈筋

都立広尾病院整形外科 干115-0013 東京都渋谷区恵比寿2・34-10
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図 1 術前 MRl
a・矢状断 T1¥¥巧 b:矢状断 τ'2WI 

C・軸位像 T1WI d:紬位像 ηWI 

左務i指基節骨遠位と屈筋腿との間にτ立高信号域
がみられた.軸位像では， 屈筋!躍を含む滑走断面
が他指と比較して拡大しており，屈筋腿を取り囲
むように T1等信号，1'2低信号域が見られた

図2 初回手術 肥厚した癒痕が周fli'iJ殴を主主側
から両側方にかけて取り巻いていた

躍の両側方が再び癒痕となっており，屈曲拘縮の原

因となっていた.A3 pulleyは断裂し， A4 pulleyは

一部残存していた.癒痕を可及的に切除し PIP関

節は他動的に完全伸展可能となった.長掌筋l躍を伸

筋腫，基節骨，屈筋!躍の上に 2重に巻き，緊張をか

けてinterlacing縫合し， A2 pulleyを再建した(図4). 

PIP関節可動域は， 2回目手術後には自動他動とも

に屈曲 80度，伸展 -5度に改善し， Bowstringingは

消失した.後療法は，屈曲時に基節部掌側を押さえ

て翌日から自動運動，自動介助運動を開始， 2週間

図3 級痕を切離した.浅指屈筋と深指屈筋の
癒着は見られなかった

図4 2回目手術癒痕組織を可及的切除し，
長掌腿をfl和筋l躍， 基節骨，屈筋l踏の上に
2重に巻き，緊張をかけて inter1acing縫
合した

後から指輪状装具を基節骨に装着し可動域訓練を行

った.PIP関節を伸展位に保持して DIP関節の自動

屈曲を行わせ，夜間はPIP関節伸展装具を装着した.

しかし，2回目手術後 8か月，自動他動ともに伸展

-40度まで屈曲拘縮の再発を認めた (Buck-Gramcko

Score 1): fair)が，それ以上の進行はみられなかった.

超音波では A4pulleyの浮き上がりが見られた.

[考察]
屈筋!剛健鞘断裂は， PIP関節屈曲， DIP関節過伸

展位の crimpgrip positionにある指に， 強力で急速

に伸展力が加われば起こりえる.急性期の症状は，

終痛，腫l民，指屈曲時の痛みであり，慢性期には PIP

関節が屈曲拘縮をきたす 2) 過去の報告例は，ロッ

ククライマーによるものが圧倒的に多く，ロックク

ライマーの 20%前後に発生し， Climber's白1gerと
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もいわれている.日常生活でも，重量物を持ち上げ

たときや， ドアや引き出しを開けようとした時に発

生した報告例が散見された制.実験的には， A4 

pulley， A2 pulley， A3 pulley，浅指屈筋腫，深指屈

筋躍の順に断裂するとされ 5) 伸展強制による臆鞘

断裂は屈曲強制より小さい負荷で起こる.A2pulley 

は遠位から近位へ， A4 pulleyは近位から遠位へ向

かつて断裂する 6) また，臨床的に明らかな Bow-

s凶llgingはA2pulleyから A4p叫leyまで断裂した

場合である 7)

治療法は，単独臆鞘断裂には保存療法を行い，複

数腫鞘断裂や，単独腫鞘断裂に虫様筋，靭帯損傷が

合併した例，慢性期に Bows凶ngingのある完全断

裂には臆鞘再建術を行う 8)

臆鞘再建方法として，奥津は遊離臆をA2pulley 

再建のために伸筋腫と屈筋臆上に 3重巻きにするこ

とで，幅広く緊張のある臆鞘を作製することを報告

した 9) 一方，伸筋肢帯や遊離臆を，骨膜や残存腫

鞘に縫合すると伸筋腫の滑走を妨げないと主張する

グループもある 4) 基節骨に孔を穿ち，遊離臆を屈

筋腫上にまきつける方法もあるが，骨折の危険性が

ある.著者らは，再建する腫鞘の強度があり，設置

する部位や幅，緊張度を手術中にコントロールしや

すいと思われる奥津法に準じた.

Schofflら10)は術前に屈曲拘縮が強い例は先に屈

曲拘縮解離術，それに続く運動療法を行い， 6から

12か月あけて腫鞘再建術を行うべきと述べており，

著者らは初回手術では臆鞘の切除は最小限にとど

め，術後十分に可動域を獲得することを目指した.

しかし，過去の報告に比べて屈曲拘縮が再発傾向に

あった.初回手術後の拘縮の原因は，損傷した腫鞘

をすべて除去しなかったために滑走阻害因子になっ

たことや，結果的に十分な後療法が行えていなかっ

たことが考えられる.一方， 2回目手術後の拘縮の

原因に関しては，手術で切除した部分や，より遠位

側でも臆鞘周囲の癒痕が再形成されたためと考え

る.つまり，受傷時に広範囲でかつ高度な腫鞘断裂

が生じていたと推察される.術中および超音波で浅

指屈筋腫と深指屈筋腫がそれぞれ滑走しているのを

確認しており，臆癒着は見られなかった.また，術

直後には自動運動ができており， momentarmが減

少したため屈曲拘縮を起こしたということは否定的

である. Bowstringingは消失しており，臆鞘再建

方法が屈曲拘縮再発の原因ではない.過去の報告で

はA2pulley単独の再建で可動域が獲得されている

症例が多く， A4 pulleyの同時再建を考慮するべき

であったかは今後の検討課題と考える.

[まとめ1
日常生活動作で生じた手指屈筋腫健鞘断裂により

PIP関節屈曲拘縮をきたし，術後も屈曲拘縮の再発

を繰り返した症例を経験した.

[文献1
1) Buck-Gramcko D， et al. Eva1uationαiteria in follow-up 

s知diesof f1exor tendon therapy. H阻 dchirurgie8: 65-
69，1976. 

2) Bollen SR Injury to the A2 pulley in rock climbers. J 

Hand Surg Br 15: 268-270， 1990. 
3) Aroa R， et al. Recons仕uctionof世ledigita1 flexor pulley 

system: A re甘ospectivecomparison of two method of 

仕 回 国.entJ Hand Surg Eur 32: 6~6， 2007. 

4) Gabl M， et al.百leuse of a graft from血esecond exten・

sor compar卸lentto recons仕uct也eA2 flexor pulley in 

the long白1ger.J Hand Surg Br 25: 98-101， 2000. 
5) Marco RA， et al. Pathomechanics of closed rup知reof 

白efl偲 ortendon pulleys in rock climbers. JBJS Am 80: 
1012-1019， 1998. 

6) Schoffl 1， et al.百leinfluence of concentric血 deccen凶c

loa必ngon the finger pulley system. J Biomechanics 42: 

2124戸2128，2009.
7) Tang JB， et al. Effect of A3 pulley and adjacent sheath 

integrity on tendon excursion佃 dbows凶 19ing.J Hand 

Surg Am 26: 85ら861，2001.
8) Schoffl VR， et al. Closed f1exor pulley injuries泊 non-

climbingac出nties.J Hand Surg Am 31: 801H110， 2∞6. 

9) Okutsu 1， et al. Three-loop technique for A2 pulley re-
construction. J Hand Surg Am 12: 790-794， 1987. 

10) Schoffl V， et al. Surgical repair of multiple pulley injuries 
- evaluation of a new combined pulley repair. J Hand 

Surg Am 37: 224-230， 2012. 
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手根管部における甘iggerwristの治療経験
しむらはるひこ おおた つよし わかばやしよしあき にむらあきもと

志村治彦*太田 剛**若林良明*ぺ二村昭元***

稀な疾患である凶ggerwristの4例を経験したので報告する.4例とも女性であり平均年齢は76.2才 (70-84

才)であった.右手3例左手1例であり，示指から小指に弾発を認めたのは3例， 1例は中指環指のみであ

った.既往歴として榛尺骨遠位端骨折後 (3年前)を 1例，関節リウマチ (RA) を1例認めた.4例のうち

手根管症候群を合併したのは 1例であった.手術は手根菅開放術+滑膜切除術が3例 (RAが1例，非特異

性滑膜炎が2例)，手根官開放術+癒痕摘出術が1例(横尺骨遠位端骨折後)であった.RAを合併しない症

例，単独指での弾発現象を呈する症例，手根管症候群を合併しない症例では本疾患を念頭に入れて診察する

ことが重要である.

[緒言]

Trigger wristとは手関節部での弾発現象のこと

で，1.手指の屈伸運動によって弾発現象がおこるも

の 2.手関節の運動によっておこるもの 3.前腕の

囲内外運動によって起こるものに分類され 1) 原因

疾患も多岐に渡る疾患である.本邦では渉猟しえた

限り， 73例の報告があり比較的稀な疾患である.

今回，著者らは甘iggerwrist4例の治療を経験した

ので文献的考察を加え報告する.

{対象と方法I
症例は 2007年-2010年に治療を経験した 4例で

全例女性.平均年齢は 76.2歳 (70-84歳)，右手 3

例左手 1例であった.既往歴として， 1例に樟尺

骨遠位端骨折の保存治療 (3年前)， 1例に関節リウ

マチ(以下 RA) (擢病期間 10年)を認めた.カル

テ記載をもとに主訴，病歴，原因疾患，再発の有無

を調査した.手関節皮線の約 3cm近位から手根管

出口部まで従来法手根官開放術の皮膚切聞を行い，

正中神経と屈筋腫の観察を行った.経過観察期間は

平均 17.3ヶ月(6-36ヶ月)であった.

[結果1
4症例の要約を示す(表1).

「症例 1J77歳女性

主訴:右手関節痛

現病歴:3ヶ月前から，特に誘因なく症状を自覚

した.

既往歴:高血圧

診察所見:示指から小指の屈曲伸展に伴う手根管

部での弾発現象とそれに伴う痛みを認めた.手指に

知覚障害を認めず，手関節可動域にも左右差を認め

なかった.

画像所見:単純X線の正面・側面像では特に所見

を認めなかった.右手関節MRIの軸位断で手根管

内に T1強調画像で lowintensity T2強調画像で

high intensityの滑膜炎と思われる占拠性病変を認

めた(図 1，2). 

表1 各症例の要約を示す

受理日 2012/10/30 
事国立印刷局東京病院整形外科 干114-0024 東京都北区西ケ原2ふ6
帥済生会川口総合病院
事事*東京医科歯科大学整形外科
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図1 手根管部M悶

T1強調画像軸位断

図2 手根管部 MRI

官強調画像紬位断

血液検査所見:CRP陰性 RF陰性抗CCP抗体

陰性

RAも疑い，血液検査を行ったが否定的であった.

Trigger wristと診断し，局所麻酔下に手根管開放術，

滑膜切除術を行った(図 3).浅指屈筋腫・深指屈

筋腫周囲にびまん性に滑膜増生がみられ，滑膜切除

することで，手根管部での弾発は消失した.術後速

やかに右手関節痛は消失した.病理検査では非特異

的滑膜炎であり，術後 12ヶ月の最終経過観察時に

は再発を認めなかった.

「症例 2J74才女性

主訴:右手しびれと手指の引っかかり感

現病歴:1年前から特に誘因なく右手しびれを自

覚し，徐々に痔れが増悪して来院した.

既往歴 :3年前，近医にて右横尺骨遠位端骨折の

診断で保存治療を受けていた.尺骨茎状突起に軽度

の変形治癒をみとめるものの梼骨遠位端骨折はほぼ

変形なく治癒していた (図 4). 

診察所見 :手根管入口に中指に放散する Tinel

signを認め， Phalen testは陽性であった.母指球

に筋萎縮を認めず，短母指外転筋の筋力低下を認め

なかった.示指から小指の屈曲・伸展時に手根管部

での弾発を認めた.

神経伝導速度検査:短母指外転筋から導出した運

動神経の終末潜時は右 8.6ms左 3.2msであった

以上より手根管症候群を合併した甘iggerwristと

診断し，局所麻酔下に手根官開放術を行った浅指

屈筋腫と深指屈筋腫の間で，滑膜組織に癒着した腫

癒組織を認め，鋭的に切除摘出した(図 5).病理

検査では癒痕組織との結果であり，槙骨遠位端骨折

時の手根管内血腫が器質化したものと推察された.

術後，速やかに手指しびれは軽快し持発現象も消失

図3 手根管を開放し，滑j良

切除を行った

図4 単純X線両手関節正面像(右検尺

骨遠位端骨折の保存治療後)

した.術後 6ヶ月の最終経過観察時に再発を認めな

かった.

「症例 3J70才女性

主訴:手指のヲ|っかかり感

現病歴;約 6ヶ月前より示指から小指の屈曲・伸

展に伴い手根管部での弾発現象を自覚した.

既往歴:10年前から RA
RA滑膜炎を疑い，局所麻酔下に手根管開放術と

滑膜切除術を行った.屈筋腫周囲にびまん性に滑膜

増生がみられ，これらを切除した. 症状は速やかに

消失し，術後 15ヶ月の最終経過観察時に再発を認め

なかった.

「症例 4J84才女性

主訴:右中指 ・環指のひっかかり感

現病歴:1年前より右中指・環指の弾発現象を自

のノ
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図5 屈筋腿周囲の搬痕組織を摘出した

覚し徐々に増悪した.

既往歴:特記事項なし

診察所見:中指・環指の屈伸時に手根菅部が盛り

上がるような弾発現象を認めた.中指・環指の MP

関節掌側に圧痛・腫癒を認めず，弾発時も A1プー

リーには clickを認めなかった.

画像所見 :M阻では中指・環指屈筋)躍に明 らか

な腫療を認めず，手根管内の滑膜炎が疑われた.

局所麻酔下に手根管開放術と滑膜切除術を行っ

た.中指・環指の浅指屈筋腿周囲に腫繍状の滑膜組

織を認め，切除した.病理検査では非特異性滑膜炎

であった.症状は速やかに消失し，術後 9ヶ月の最

終経過観察時に再発を認めなかった.

[考察]

手指の弾発現象は日常診療において頻繁に遭遇す

るが，そのほとんどは A1プーリーでの狭窄性腔鞘炎

によるばね指である.手関節部での弾発現象はまれ

であり， trigger wristと呼ばれている. 1961年 Eibel

により凶ggerwristとして初めて報告され 2) 以降

様々な病態が報告されている.

北津ら 3)は，過去の報告 77例 83手(男性 34例

女性 43例)を調査し，その平均年齢は 41歳 (7-86

歳)， 68%に手根管症候群を合併し，原因疾患とし

て腫滑膜炎 32例 (RA15例)，腫揚 24例が多く，筋

の破格や腔損傷例もあると報告している.自験例で

は平均 76.2歳と 4例とも高齢者であり，手根管症候

群の合併は l例のみであり過去の報告と異なる傾向

289 

であった.田嶋ら 4)は中高年に発症する手指屈筋

l健滑膜炎 ・手根管症候群を主徴とする症候群 32例

について詳細に報告している.これらのー病態とし

て弾発現象が起こっている可能性も推察され，高齢

化社会が加速する今後は高齢者の非特異的滑膜炎が

増加することも考えられた.

関ら 5)は8例のうち 5例は単独指の弾発現象であ

ったと報告している.示指から小指の弾発現象が見

られた場合，診断は比較的容易であるが単独指の場

合は，診察所見が重要である.術前に中指ばね指と

診断し，腿鞘切開手術を施行した凶ggerwristの症

例も報告されている 6) Trigger wristを鑑別疾患に

想定 し， A1プーリーでの clickを触知しないことや

圧痛がないことを確認して ばね指と鑑別すること

が重要であると考えられた.Trigger wristは症候群

であり，原因疾患の診断・治療が必要となる.画像

検査として超音波検査 7)や M悶検査は有用であり，

腫療や滑膜炎についての情報が得られる. RA滑膜

炎による報告は多く，血液検査や病理検査は必ず施

行すべきと考えられた.

[まとめ1
1. Trigger wristの4例を報告した.過去の報告

より年齢層が高かった.

2.診断には診察所見，超音波検査や M悶の画像

所見，血液・病理検査が有用と考えられた.

3. RAを合併しない症例，単独指の弾発現象を呈

する症例，手根管症候群を合併しない症例は診断に

注意を要する.

[文献1
1)荻野利彦ほか.手関節部弾発症の病態と治療手術 42・

519-526， 1988. 
2) Eibel P， et aJ.手関節部弾発症の病態と治療Trigger

wrist with intermittent carpal tunn巴1syndrome. Can 

Med Assoc J 84: 602-605， 1960. 

3) 北海久也ほか Triggerwristの3例.日手会誌 19:547-

551，2002. 
4) 田嶋光ほか.高齢者手指屈筋腿滑膜炎の病因論と治

療.I英l節外科 30:980-987， 2011. 
5) 関敦仁ほか.Trigger wrist.別冊整形外科 31:270-273， 

1997. 
6) 黒石国芳ほか.手根管部腫療により生じたTriggerwrist 

の1例.臨床整形外科 33:1117田1119，1998.
7) 窪田泰浩ほか.まれな原因によって生じたTriggerwrist 

の一例.日手会誌 18:42-45， 2001. 
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指狭窄性臆鞘炎の保存療法の検討
たむらふみお ねこづかよしお

田村文雄*猫塚義夫**

[目的]指狭窄性臆鞘炎は手術が容易なため保存療法が十分になされないまま手術が行なわれる傾向にあ

る.そこで著者は保存療法で症状を消失または改善することが可能な割合を調査，検討した.

[対象と方法]症例は 2005年 1月から 2011年10月までの 6年 10か月に著者が直接治療を行ない結果を

追跡可能であった 58例80指を対象とした.年齢は48歳から 93歳(平均 69.7歳)で男性 12例，女性46例，

右31例，左 37例であった.指別では母指 32指，示指 10指，中指 28指，環指8指，小指2指であった.

治療期間は 1週から 2年(平均 3.3か月)で，治療は安静，薬物，温熱，園定療法，ステロイド注入などを

組み合わせて行なった.

[結果]3-4か月で症状が消失または改善が55指 (68.75%)，6か月で65指 (81.25%)，1年で71指 (88.75

%)，不変が2指 (2.5%)，手術が7指 (8.75%)であった.

[考察]保存療法で3-4か月以内に約7割， 6か月以内に約 8割， 1年で約9割が症状の消失または改善

を認めており，手術は少なくとも 3-4か月，可能であれば6か月ぐらい保存療法を行なってからでも遅く

ないと思われた.また， 1年で約9割に効果を認めており，中高年で治療を急がないものは 1年ぐらい保存

療法を行なってもよいと思われた.

[緒言】

指狭窄性腫鞘炎は日常診療でしばしば出会う疾患

であるが，手術が容易なため，保存療法が十分に行

なわれないまま手術となる傾向にある.そこで著者

は保存療法で症状を消失または改善することが可能

な割合を調査し検討を行なった.

【対象と方法]

症例は 2005年 1月から 2011年 10月までの 6年

10か月間に著者が直接治療を行ない結果を追跡可

能であった 58例， 80指で右手31例 (35指)，左手

37例 (45指)，利き手 33例 (37指)，非利き手 35

例 (43指)，両側擢患 10例，多数指擢患 7例であっ

た.年齢は 48歳から 93歳(平均 69.7歳)で男性 12

例 (15指)，女性46例 (65指)であった.指別で

は母指32指(右 19・左13)，示指 10指(右2・左8)， 

中指28指(右 11・左 17)，環指8指(右2・左6)， 

小指2指(右 1・左 1)であった.また，治療期聞

は1週から 2年(平均 3.3か月)で合併疾患は糖尿

病 11例，関節リウマチ 2例，司りgren症候群 1例，

受理日 2012/10/23 

腎不全(透析中)1倒， de Querv血1病1例であった.

重症度分類は堀内が便宜上，三段階に分けた分類に

準じ，ぱね現象のない軽症が28指 (35%)，ばね現

象の生じている中等症が 51指 (63.75%)，ぱね現

象と他動的に完全伸展できない重症が1指(1.25%)

であった.効果判定は診察と電話で行ない，症状消

失は無症状，症状改善はパネ現象と痛みが改善した

ものである.また，治療方法は治療を開始するにあ

たり，この疾患が3-4か月で症状が自然に消失ま

たは改善することが多く，その後も症状が改善しな

い場合に薬物療法(消炎鎮痛剤，湿布，軟膏，ロー

ション)，固定療法(アルフェンスシーネやテープ

で母指 IP，指PIP関節を固定(図 1))，温熱療法，

ステロイド注入(ベタメタゾン)などが必要になる

ことを説明し，症状がまったく改善しなかったり再

発を繰り返す場合には手術が必要になる場合もある

ことを話した.また，何か治療を希望する場合には，

薬物療法や固定療法などから開始するが，治療を急

ぐ場合にはステロイド注入から開始することもある

ことを話した.治療の内訳は安静(可能な範囲で手

:野中整形外科内科病院 〒001-0925 北海道札幌市北区新川 5条4丁目
事北海道勤医協札幌病院整形外科
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図 1 アルフェンスシーネ，割り箸，テープで
母指 IP.指PIP関節を固定した.

の酷使を避ける)のみ 7指，薬物療法のみ 34指，

薬物療法と固定療法 17指，さらに温熱療法を加え

たもの l指，薬物療法とステロイド注入 2指，薬物

療法と温熱療法 3指，固定療法のみ 10指，固定療

法とステロイド注入2指，ステロイド注入のみ2指，

薬物療法，固定療法とステロイド注入が2指であっ

た.

[結果]

症状消失または改善が3-4か月で55指 (68.75%)

約 7割. 6か月で 65指 (81.25%)約 8割. 1年で 71

指 (88.75%)約 9割，不変が 2指 (2.5%). 手術 7

指 (8.75%) であった.

[考察]

指の狭窄性腿鞘炎は手術が容易で、あり，十分な保

存療法が行なわれないまま手術となる傾向にある.

そのため，手術療法についての報告は直視下手術，

経皮的手術，最近では鏡視下手術まで多数の報告が

ある.一方，保存療法の報告は比較的少なく，ステ

ロイド注入が主で，外には固定療法などが散見され

る.

著者は自身が左母指と中指に狭窄性腿鞘炎を発生

したが自然経過で左母指が 3か月，中指が 10か月

程度で治癒した経験から保存療法でほとんどの症例

が症状消失または改善するのではないかと考え，調

査，検討を行なってみた.結果は3-4か月で約7割，

6か月で約 8割. 1年で約 9割が症状の消失または

日常生活で支障がない程度に改善 していた(図 2).

また，手術を受けていた 6例 7指のうち 3指は 1回

291 

3-4か月以内 6か月以内

81.25% 

・約8割

1年以内

88.75% 

・約9割

図2 症状消失または改善の割合

の通院のみで，その後，他医でただちに手術を勧め

られて受けており，保存療法が十分でなく，また，

拘縮を認めた重症の 1指も 堀内は拘縮のある重症

例にもトリアムシノロンで効果を認めており， トリ

アムシノロンの使用や十分な保存療法を行なうこと

で，さらに手術を減らすことが可能と思われた. し

かし， トリアムシノロンでも効果がないような場合

には重症の l例 1指や，関節リウマチの l例 2指で

はやはり手術が必要であったと思われる.また，

司りgren症候群の 1例 1指では術後も痛みが残存し

ており手術が必要であったかは疑問であった.

さて，指の狭窄性腿鞘炎の治療は著者も以前はそ

うであったが. 1-2週間の安静や薬物療法を行な

い改善 しなければステロイド注入を 1-2週間に 1

回，合計 2-3回行ない，それでも症状が続けば手

術を行なうことが一般的と思われる. しかし，これ

では治療開始後.1-2か月で手術となり，保存療法

が可能なものまで手術となってしまう.よって，特

別な場合を除き，手術は少なくも 3-4か月，できれ

ば6か月の保存療法でもまったく効果のない場合に

考慮すればよいと思われる.また，中，高年で治療

を急がない場合には 1年ぐらい保存療法を行なって

からでも遅くないと思われる.一方，手術が容易な

ため，早めに手術を行なうという考えもあると思う

が，手術による神経山)やA2pulley 2)の損傷など重

大な合併症も報告されており，急ぐ必要はないと思

われる.幸い中高年に多い疾患であり，日常生活に

あまり支障がなく，病態や経過，治療について十分

r
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292 指狭窄性腿鞘炎の保存療法の検討

表 1 保存療法の治療成績

Patelら
固定 66%治癒または改善

ベタメタゾン 84%治績または改善

Evansら 固定 73%治癒または改善

NewPortら ペタメタゾン 77%治鐙または改善

Freibergら トリアムシノロン 79%治癒

Marksら トリアムシノロン 91%治癒

堀内 トリアムシノロン 全伊lに著効または有効

演者ら
安静・薬物・固定・温熱 88.75%治癒または

ペタメタゾン 改善

に説明することで何も治療を希望しない者もおり，

3か月以内に手術を受けている者の多くはむしろ医

師の勧めによる者が多いと思われた.また，保存療

法の成績は非常に良好で Pate!ら3) Evansら4)は

固定療法で約 7割前後に効果があると報告， Patel 

ら， Newportら5)はベタメタゾンのj睦鞘内注入で約

8割に治癒または改善， Freibergら6)，Marksら7)は

トリアムシノロンで 8-9割が治癒，堀内 8)は，ほ

ぽ全例に著効または有効であったと報告している.

著者らは安静，薬物，固定，温熱療法とステロイド

注入を組み合わせて約 9割に治癒または改善を認め

た(表1).今後ベタメタゾンをトリアムシノ ロンに

変更することで堀内の述べている様にほとんど手術

が不要になる可能性もあり，まずは十分な保存療法

を行なうことが重要と思われた. しかし，保存療法

は安静，薬物，温熱，固定療法，ステロイド注入の

順に行っていくことが多いが， 2-3週間から 1か

月に 1回程度の診察で 3-4か月から 6か月間の加

療になるため，患者さんの中には不安になり他医を

受診し手術となってしまう例が出てくる.この様な

経過を防ぐためには，日常診療で十分な時間をとる

ことは大変に難しいことではあるが，可能な限り丁

寧に病態や治療法，経過について十分な説明を行な

い治療について理解し納得してもらうことが重要で

ある.また，長期間の保存療法後に手術となること

もあることも話し，ある程度，患者さんに選択して

もらうといったインフォームドコンセントも重要と

思われる.そのため安静のみでなく，薬物，固定，

温熱療法やステロイド注入を組み合わせて，患者さ

んの希望にそって治療することも必要と思われる.

また，仕事の関係で治療を急ぐ者や関節リウマチで

指関節に障害がある者，さらに重症例で拘縮があ

り， トリアムシノ ロン注入でも効果のない者では，

保存療法に時間をかけることは好ましくなく，早め

の手術が必要と思われる.ただ，関節リウマチで

Al pulleyを切開すると指の尺側変位を増悪させる

こともあるとの報告もあり，注意を要すると思われ

る.以上のことに留意するならば保存療法は大変に

有効な治療法の 1っと思われた.

[まとめ1
1.手術は特別な場合を除き，少なくとも 3-4か

月，可能であれば6か月ぐらい保存療法を行ってか

らでも遅くないと思われた.

2.中高年では治療を急がない場合には 1年ぐら

い保存療法で経過をみてもよいと思われた.
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Mayo clinic congruent elbow plate systemを用いた

上腕骨遠位端骨折の治療成績
たきがみひでたけ さかのひろあき かっむら てつ おかぎき あっL ~かむらゅう L たけもと あきら

瀧上秀威，坂野裕昭，勝村哲，岡崎敦，中村祐之，竹元暁

Mayo clinic congruent elbow systemを用いて治療した上腕骨遠位端骨折 10例の治療成績を検討した.年

齢は 28-94(平均 69)歳，骨折型はAO分類A2:3例， B1: 2例， C1: 1例， C2: 1例， C3: 3例であった.

手術は肘頭を骨切りし関節面を展開して整復を行い， 9例で内外側， 1例で外側に plate固定を行った.全例

骨癒合し転位を生じた例はなかった.治療成績(平均)は肘関節伸展_160，屈曲 1160，]OA scoreは85点

であった. 1例に尺骨神経領域のしびれが残存したが， screwのlooseningやbackout例はなかった.本

plateは内外側に設置するため侵襲は大きいが，両側から遠位骨片に多くの screwで固定でき，ロッキング

機構がなくても強固な固定を得ることができた.

[緒雷]

成人の上腕骨遠位端骨折に対して従来様々な固定

法が行われてきたが，十分な固定性が得られず治療

に難渋することが多かった.近年，より強固な内固

定のため新しいプレートシステムが次々に開発さ

れ，良好な成績が報告されてきている.今回，著者

らは Mayoclinic congruent elbow plate system (以

下Mayoplate)を用いて治療を行い，良好な結果が

得られたので，その治療成績について報告する.

[対象と方法1
2008年から 2011年に手術を行った上腕骨遠位端

骨折 10例 10関節(閉鎖骨折9例，開放骨折 1例)

を対象とした.年齢は 28-94(平均69)歳;男 1例，

女9例;右4例，左6例;受傷原因は転倒6例，交

通事故4例であった.骨折型はAO分類でA2が3例，

B1が2例， C1が1例， C2が1例， C3が3例であっ

た.受傷から手術までは 1-17(平均 9)日で，手術

にはMayoplate (Acumed. LLC， Hillsboro， OR， USA) 

を用い， screwは全てコンベンショナルであった.

全例で Chevronの肘頭骨切りにより関節面の展開

と整復を行い， 9例で内外側， 1例で外側のみ plate

固定を行った.また， 2例にステラフックプレート

(日本ユニテック社製)による固定の追加を行った.

骨欠損部には 7例に対しオスフェリオン(オリンパ

スパイオマテリアル社製)での人工骨補填を行った.

骨切りした肘頭の固定法は tensionband wiringが8

例， plateが2例であった.術後は原則として外固

定を行わず，三角巾を使用して可能な範囲で患肢挙

上とし，術翌々日から自動可動域訓練を開始した.

可動域の改善が困難な症例や認知症などでコミュニ

ケーションが困難な症例は，痛み自制内で他動可動

域訓練を追加した.術後約 1ヶ月より通常使用を許

可した.術後経過観察期聞は 5-17(平均 9.8)か

月で，肘関節可動域， ]OA score，骨癒合，合併症

を評価した.

[結果】

術後2ヶ月で肺炎のため死亡した 1例を除いた 9

例において，肘関節の可動域は伸展・30-0(平均

・16)0，屈曲 70-130(平均 116)。であった(図1).

うち 1例は 94才の認知症合併例で，十分にリハビ

リを行うことができず，屈曲 70度，伸展・30度と成

績は不良であった.最終的に 9例中 7例 (78%)が

120度以上の囲曲を獲得した.]OA scoreは74-96

(平均 86)点であり，痔痛の項目では 30点満点中

平均 26.7点であった.全例で骨癒合が得られ，転位

を生じた例はなかった.合併症として， 1例に尺骨

神経領域にしびれ， 1例に異所性骨化(開放骨折症

例)を生じたが，感染， screwのlooseningやback

受理日 2012/10/26 
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図 1 肘関節の可動域

図2 症例 171歳，女性 a:初診時

outは認めなかった.

症例 1

71歳女性，受傷時骨折型は C3であった.内外側

をp1ate，転位 した小頭はステラフ ックプレートを

用いて固定し，骨欠損部には人工骨補填を行った.

術後経過観察中に上腕骨小頭の無腐性骨壊死を認め

たが，これは受傷時の上腕骨小頭の転位が大きかっ

たためと考えられた.術後 1年の最終調査時，骨癒

合が得られ肘関節伸展ー10，屈曲 125
0

，JOA scoreは

86点であった(図 2). 

症例 2

28歳女性，受傷時骨折型は C3であった両側か

らp1ateで固定，粉砕した滑車部は Acutrak(小林

メデイカル)にて固定した.術後尺骨神経領域のし

びれが生じ，抜釘時に神経剥離を行うも軽度のしび

れが残存した.術後 1年の最終調査時，肘関節伸展

0，屈曲 130
0

，JOA scoreは90点であった(図 3).

図 2 b:術直後 図 2 c:最終調査時

[考察]

成人上腕骨遠位端骨折の治療は，骨片の転位や偽

関節など，治療に難渋する例も多く，内外側の Co1-

umnの再建と十分な初期固定が重要であるとされて

いる 1) 現時点では，主に3種類のプレート固定法 2)

がある:ONI transcondy1ar p1ate system 3)はLatera1

Co1umn， Media1 Co1umnに対してプレート の後方設

置でスクリ ューは通頼部のみロッキング;LCP-Dis-

ta1 Humerus p1ate systemはLateralCo1umnに対し

ては後方設置， Media1 Co1umnに対しては側方設置，

screwはロッキング;Mayo clinic congruent elbow 

plate systemは両 Columnに対して側方設置， screw 

は近年ロッキングにすることも可能となった.それ

ぞれに一長一短があるが，著者らが用いた Mayo

clinic congruent elbow plate systemは比較的骨質の

良好な上腕骨小頭，滑車部分へ長い screwを多数挿

入することで固定性を高め 両側よりアナトミカル

なplateを平行に設置して頼部骨片と骨幹部を強固

に固定することができるという特徴を有する 4)5)6)
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図3 症例 2 28歳，女性 a:初診時

また，純チタンにて plateの適合性が良好と考えら

れる.本邦の先行報告においても，ペンディングを

行わなくとも内外穎部形状に非常によく適合し，術

中非常に強固な固定が確認でき 7) また遠位骨片に

は内外側より 2-3本の screwを交差するように刺入

し，交差 した screwの溝が互いに絡み合うため骨粗

悪症の強い症例でも screwの効きは良好であったと

報告されている 8) その一方で，広範な皮下の剥離

を必要とするため，骨質の良い若年症例ではより低

侵襲な固定材を検討しでも良い という 意見 7)や，

screw同士の干渉のため，抜釘時の screw折損，抜

釘困難な報告も散見される 7)9) 若年例やAO分類A，

Bにはより侵襲の少ない後方プレートでも良いかも

しれない. しかし，骨組意症の強い高齢者では転位

した骨片による皮膚の穿孔などをおこすことなく骨

片を強固に固定し骨癒合を得ることが最も重要であ

る.自験例では， ロッキング機構のない本 plateで

もscrewのlooseningや backoutを生じることなく

整復位が保持され骨癒合が得られていることから，

本 plateは非常に固定力に優れ，高齢者や粉砕例に

良い適応と考えられた.

一方，内側 plateの設置に関しては，術後の尺骨

神経障害が問題となることがある.予防的に皮下前

方移行術を行っている報告 5)7)もあるが，創の閉鎖

特に元の走行に戻しているという報告 10)もあり，見

解は一定しない.著者らも特に皮下前方移行術は行

わず，なるべく plateを軟部組織で覆い，尺骨神経

がplateに直接接しないように配慮している.自験

例では，尺骨神経障害(感覚障害のみ)の残存が 1

例にみられた.本例では，尺骨神経の剥離を行うも

関節面が粉砕して長い手術時間を要した.術中の過

度な神経の牽引が原因と思われたため，今後術中操

作には十分な注意を要すると考えられた.

図 3 b:術直後 図3 c:最終調査時

{まとめ]

上腕骨遠位端骨折は関節面が粉砕し，特に高齢者

においては治療に難渋することが多い. Mayo plate 

は内外側に plateを設置することで，両側から遠位

骨片に多くの screwで固定することができ，ロ ッキ

ング機構を有していなく とも強固な固定を得ること

ができた.

[文献1
1)今谷潤也ほか 成人上腕骨遠位端骨折に対する治療戦

略.日本肘関節学会雑誌 15(2):31-33， 2008 

2) 藤巻良昌ほか.Coronal shear企actureに対する Mayo

plate固定法の工夫.骨折 32(2)・282・284，2010.

3) 金子貫一郎ほか.上腕骨遠位端骨折に対する ONIプ

レートの術後成績.神奈川整・災誌23(4):151-154，2010. 

4) O'Driscol1 Sw. Optimizing stability in distal humeral 

fracture fixation. J Shoulder Elbow Surg 14: 186-194， 

2005. 

5) 三宅潤ーほか.高齢者上腕骨遠位端骨折に対する手術

的治療.別冊整形外科 52:34-37， 2007. 

6) 稲垣克記ほか. Mayo Clinic Congruent E1bow Plates 
Systemによる上腕骨逮位端粉砕骨折の再建.関節外

科28(1)・ 44-47，2009.
7) 樋口晴久ほか成人上腕骨遠位端骨折に対する Mayo

Clinic Congruent Elbow Plate Systemによる内固定.

日本肘関節学会雑誌 15(2): 28-30， 2008. 

8) 前岡勇人ほか.Mayo clinic congruent elbow plate sys-

temを用いた成人上腕骨遠位部骨折の治療経験.骨折

31 (3): 523-525，2009. 

9) 藤田聡志ほか.Mayo Clinic Congruent Elbow Plate 
Systemを用いた上腕骨遠位端粉砕骨折の 3例.日本

肘関節学会雑誌、 13(2)・115-116，2006.
10)河野元昭ほか.成人上腕骨遠位端骨折に対する LCP

Distal Humerus Plateの治療成績.日手会誌 26(4):

320-322， 2010. 
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中手骨骨折に対するプリベンド髄内ピンの有用性
いたでらえいいち おがわやすふみ 〈によ Lかずき

板寺英ーペ小川泰史**園吉一樹林

[目的]我々は中手骨頚部および骨幹部骨折に対してJ字型髄内ピン (J釘)を用いて治療を行ってきたが，

2011年3月以降はこれを基に作成した中手骨用のプリベンド髄内ピンを用いている.今回は本法の有用性

を検討する目的で以下の研究を行った.[対象と方法]合併損傷のない単発骨折 24例(J釘群 16例，プリ

ベンド群8例)を対象とした.骨折部位はJ釘群が頚部8例，骨幹部8例であり，プリベンド群が頚部5例，

骨幹部3例であった.両手術法の治療成績を比較した. [成績]手術時間はJ釘群とプリベンド群それぞれ

22分と 23分で差はなかった.術後の再転位はJ釘群の 2例，プリベンド群の 1例に見られた.骨癒合は両

群の全例で得られた.皮膚や伸筋腫に対する合併症は両群とも見られなかった.[結論]中手骨用プリベン

ド髄内ピンは少なくとも従来のJ釘と同等あるいはそれ以上の有用性が期待できる.

[緒 言]

中手骨骨折に対する髄内固定法は，我が国では細

いKirschner銅線を複数用いる方法が一般的であ

り， Foucher法として知られている1)これに対し

我々はこれまで主に中手骨頚部および骨幹部脅折に

対してKirschner銅線で作成したJ字型髄内ピン (J

釘)を髄内釘として用い，その有用性を報告してき

た2)3)州 . 2011年3月以降はこれを基に作成した中

手骨用のプリベンド髄内ピンを用いている(図1).

今回は，これらの治療成績を比較し，本法の有用性

を検討したので報告する.

[対象と方法]

過去に我々がJ釘の治療成績を報告した期間以降，

すなわち 2007年 10月から 2011年9月までの聞に

当科で髄内ピン固定法を行った中手骨骨折のうち，

合併損傷のない単発骨折のみ (24例 24骨折)を対

象とした.内訳はJ釘を用いた群(J釘群)16例(男

性 14例，女性 2例)16骨折，プリベンド髄内ピン

を用いた群(プリベンド群)8例(男性 6例，女性

2例)8骨折であり，骨折部位はJ釘群では頚部・

骨幹部ともに 8骨折，プリベンド群では頚部5骨折，

骨幹部 3骨折であった.平均年齢はJ釘群 32歳，

プリベンド群 30歳，平均経過観察期間はJ釘群8

ヶ月，プリベンド群4ヶ月であった(表 1).

受理日 2012/10/26 

これらの症例に対し，髄内ピンの径 ・手術時間，

治療成績として再転位，骨癒合，角状変形，短縮，

可動域，さらに合併症に関して検討した.統計処理

には Studentのt検定または Fisherの直接確率計算

法を用いた.

J字型髄内ピン固定法 :2mmないし 2.4mmのキ

ルシュナー銅線を用いてJ釘を作成する.中手骨基

部にキルシュナー銅線を曲げて作成したオールで刺

入孔を開け，ここから髄腔へJ釘をペンチでっかん

でねじ込むように刺入する 3)4)5)

プリベンド髄内ピン固定法:ナカシマメデイカル

社製の新型 NODEピンを使用する.これは直径

2mm，長さ 12cm，チタン合金製の髄内ピンで，透

視下に長さを調節して使用する(図1).右端の円

チタン合金
直径 2mm
長さ 12cm 

図1 中手骨用プリベンド髄内ピン(新型NODE
ピント把持部は円板状になっている.

噂鹿島労災病院整形外科 干314-0343 茨城県神栖市土合本町 1丁目 9108-2
“千葉大学大学院医学研究院 整形外科
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2.4rnmが2例であった.プリペンド群では現在使

用できる 2mmを8例に用いた.平均手術時間はJ
釘群 22:!:13分，プリ ベンド群 23:!:7分であり，有

意差はなかった.

治療成績(再転位，骨癒合，角状変形，短縮，可

動域)に有意差はなかった.骨癒合は両手術法とも

全例に得られた.再転位はJ釘群の 2例，プリペン

ド群の 1例におこっており，その結果として角状変

形がJ釘群の頚部骨折 1例に，軽度の短縮が両群の

斜骨折各 1例に見られた.可動域制限を残した例は

なかった.

合併症は 1 J釘群の 1例に関節内穿通がみられた

が，これは前述のJ釘群角状変形例である.そのほ

か，知覚障害，腿や皮膚の障害，抜釘困難などはな

かった.合併症の総数に有意差はなかった(表 1).

症例 :症例 19.16歳，男性.右第 5中手骨頚部

の粉砕骨折.壁をなぐって受傷し， 6日後，プリベ

ンド髄内ピンを用いて手術を行った.術後 3ヶ月で

抜釘を行い，骨癒合は良好，可動域制限・合併症は

なく，治療を終了した(図 3). 

把持器の使い方.先端は円板状の部分が
はまり込み，安定した保持が可能である.

図2

板状の部分を専用の把持器でっかんで， J釘と同様

の手技で刺入する.通常は把持器のみで刺入可能だ

が，症例によって専用の打込み器を連結して使用す

ることもできる(図 2). 

後療法:両手術法とも術後の外固定は行わず，術

翌日より可動域訓練を開始した.抜釘はJ釘群では

16例中 14例に，プリベンド群では 8例中 6例に，

術後 6週以降でX線上骨癒合が確認された時期に

行った.

[考察]

従来から行われている中手骨の髄内固定法は大き

く2つに分けられる.ひとつは太い髄内釘を骨折部
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図 3-A 症例 19の初診時X線像

から直接刺入する方法 6)7)8) もうひとつはいわゆる

Foucher法のように閉鎖性に複数のピンを刺入する

方法である 川.J釘は言わばこれらの中間的な手技

であり，他の長管骨骨折で通常行われるように太い

髄内釘を閉鎖性に刺入するものである.

これまで報告してきたとおり， J釘の利点として，

手技が容易で手術時聞が短い，整復位が良好で再転

位が少ない，早期可動域訓練が可能で，拘縮が少な

い，合併症(とくに臆・皮膚の問題)が起こりにく

い，などがあげられる. しかし， J釘の作成に多少

の経験が必要であり，形状の良し悪しが治療成績に
影響しかねない 2)3)4)5)

プリベンド髄内ピン(新型 NODEピン)は従来法

と同じコ ンセプトで開発されているが，中手骨の形

状に合わせて作られているので成形の必要がなく，

また，髄内ピンの把持部が小さくなり，皮下への突

出が少なくなった.今後の課題としては，現在使用

できる径は 2mmに限られているが，実際にはより

太いものが適応となることも多く，径のバリエーシ

ヨンが必要であろう 10) 本法の適応を拡大するに

は斜骨折例の短縮予防は必須であるが，太さのバリ

エーションがあれば，ある程度対応可能かもしれな

い.材質が，チタン合金であるため抜釘困難が危慎

されるところではあるが，今のところ抜釘困難例は

でていない.

プリベンド髄内ピンは少なくとも J釘と同等ある

いはそれ以上の有用性が期待できる.

図 3-B 症例 19の術後2か月 X線像

{まとめl
Kirschner鋼線で作成したJ釘と中手骨用プリベ

ンド髄内ピンの治療成績を比較した.プリベンド髄

内ピン固定法はJ釘固定法と同等以上の成績が得ら

れ，有用な治療法である.

[文献1
1) Foucher G.“Bouquet" osteosynthesis in metacarpal 

neck仕acture: a series of 66 patients. J Hand Surg 2().A 
S8().S89， 1995. 

2) 板寺英ーほか.中手骨骨折に対するJ字型骨量内ピン固

定法.日手会誌21・101-104，2004.

3) 板寺英ーほか.]字型髄内ピン固定法を行った中手骨

骨折の治療成績.日手会誌24・142ト148，2007.

4) ltadera E， et al. Closed intramedullary fixation for meta-

car予alj同cturesusing ]-shaped nail. Hand Surg 13: 139-

145，2008 

5) 板寺英ーほか.髄内釘固定 U字型髄内ピン固定法).

MB Orthop 25: 7-12， 2012. 
6) Bach HG， et a1. Locked intramedullary nai1ing of meta-

carpal企acturessecondary to gunshot wounds. ] Hand 
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142一



日手会誌(JJpn Soc Surg Hand) ，第29巻第3号 299-302，2012 

wf 
弓.. 詩人目事号令F

中指 MP関節周囲のプレス外傷における MP関節再建
とBrand変法による側索再建を用いた 3手の治療経験
はまだょしたか ひびのなおひと やまのまさひろ とのがいいちろう たかはしみつひこ やすいなつお

浜田佳孝*日比野直仁料，山野雅弘材，殿谷一朗*ぺ高橋光彦料へ安井夏生***

著者らの指節間関節(以下IP)の伸展再建と中指のMP関節(以下MP)周囲の破砕，貫通外傷に対する

外科的戦略を紹介した. 1.5年以上経過観察できた3症例を評価した.まず， MP再建を，受傷後平均1.2週
の早期に実施した.次にIPの伸展不全を軽減するため受傷後平均4.7か月に Brand変法にて腫移行を行った.

各MP，PIP及びDIP関節の平均自動可動域は， Brand変法前後で，術前各30，25， 32度に対し術後各

53， 70， 52度であった.本外傷後のIP伸展不全に Brand変法は有用と思われた.しかし， MPの動きと安

定性の回復に注意が必要で，本手技は MP屈曲力に作用する為， 1例でMP掌側亜脱臼が悪化した.再建時

期は急がずMPの安定性を優先し， 6か月程度経過して最後にIPの伸展制限が残れば，適応があると考えた.

[緒言]

労災等で手背部中央を機械に打ち抜かれ中指の

MP関節(以下MP)周囲が傷害されるプレス外傷

がある.関節面と外在筋腫の修復は必須だが内在筋

と側索の修復は困難でPIP及びDIP関節(以下IP)
の伸展障害を生じる.麻樺手の再建法に長横側手根

伸筋腫(以下ECRL)に長掌筋腫(以下PL)を移植し

4指の側索を再建する Brand法がある1)2) 受傷後

早期に MP形成術を，受傷後3-6か月後に Brand

法を中指に用い IPの伸展再建(以下 Brand変法)

をした 3例を検討した.

[対象と方法]

対象症例は 3例(表 1)，年齢は 20から 61歳の

平均46歳で， 3症例全例に中手骨頭の粉砕骨折と伸

筋腫断裂， MP側副靭帯断裂，内在筋と側索損傷，

掌側では，掌側版損傷，屈筋腫と正中神経，及び浅

掌動脈弓の部分損傷を認めた.

MPの再建は受傷より平均1.2週の早期に行い，

ドナーは軟骨移植では，肋軟骨 1例，有頭骨・中手

骨基部から 1例，腸骨移植 1例であった.受傷より

Brand変法施行時期は 3から 6か月の平均 4.7か月

であった.平均経過観察期間1.7年で計4から 5回

の手術を行った.著者らの外科的戦略は，以下のス

受理日 2012/10/30 
事徳島県立中央病院 干770-8539 徳島県徳島市蔵本町1・10-3
傘.健康保険鴫門病院
事*.徳島大学医学部歯学部付属病院

テップから成る.第 1を緊急手術時の損傷組織の修

復とすると，第2に早い段階でMPの関節再建/1躍
の再建(伸筋腫は縫合できなければ腫移植を行った

がMP側副靭帯断裂部分はプレートに縫着するなど

して可及的に修復するにとどめた)，第3，4段階と

して，症状に応じて屈筋腫剥離術，もしくは伸筋腫

剥離術と Brand変法による再建手術をおこなった.

手術方法(図 1); Brand変法による IPの伸展力の

再建法は，力源は走行を変えた ECRLを用い， PLを

全腫採取し 2重折りにして，深横中手靭帯 (τ'ML)

の掌側を通して横側側索に強固に編み込み縫合した.

τ'MLが初期外傷によって消失していた場合には，

PLは癒痕組織の掌側を通した.臆縫合時の緊張は，

表 1 症例一覧

性年齢 MP関節
MP毘鮪 Bl'IlIId査法経過観手術
再盛時期 鑑行時期

別 再建方法 {受信より) (受信より}察期間回数

1 男
性

S6肋軟骨移植 2.5w 6M 2y 4 

z 男
性

20腸骨移植 lw 3M 1.5y 5 

3 女
有頭骨・中手

O.15w 61骨基部からの 5M 1.5y 5 
4主

軟骨移徳
受傷日

平崎 46 1.2W 4.7 M 1.7 Y 4.7 
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図 1手術方法 Brand変法による中指IP関節
の伸展力の再建法

手関節中間位で手指を内在筋プラス位とし，強い緊

張がかかる位置で縫合した.同時に，中指の伸筋腫

剥離を同一術野でできる範囲内で可及的に行なっ

た.術後は減張肢位でのシーネ固定を3週行ったが，

術後 3-5日目より躍の等張性を極力保持した自動運

動(具体的には手関節は掌屈しない範囲で ECRLを

触れながら MP屈曲と IP伸展肢位を誘発する事)

をハンドセラピスト監視下に開始した.スプリント

による他動屈曲は，手術後 5-6週目に開始し， 12 

週間継続した.

[結果]

術後成績(図 2)では， MPから IPまで全ての関

節で自動可動域('I品11)の改善を認め， Brand変法

に最も期待される PIP関節の伸展が最も改善して

いた.MP伸展や， IP屈曲方向の可動域の改善は，

腿移行の際に同時に行われる!健剥離効果と推定され

た.握力， 3点つまみ力で健側と比べ良好に回復し，

中指の機能回復が認められた. PIP関節自動可動域

Brand変 法 . 術 前 → 仁 コ 術 後 最 終 自動可動域

竺同僚 州 PIP関節 仲良 DIP関節

同‘註--皮 脂ご長二二二二三 -50度 内邑孟"'-- す 120度

|¥、--怨 /河・h岨l' /、~18 I 
I ¥ 可... / 1¥司・・10-45/¥、... / 

¥ 58 /¥..  /¥50  / 

剛 7唱¥/ 帥 75¥/ 紐幽 釘 V
卯皮 90度 v 卯度

術後1.5年<鑑カ>怠側 23:t9kg 晴樹 34:t8)
く3点つまみ>
I.!l側 5.6:t2.8kg (鍵側 6.8土2.6)

図2術後成績 Brand変法前後の自動可動域，握力
及び3点つまみの変化

表2PIP関節(症例 1-3)のBrand変法前後での
自動可動域の変化T品t1;To凶 ActiveMotion 

PIP関節 8rand変法術前 術後最終

回 目cx TAM. cxt 日目 TAM 
症例 7 

TAM 

改善

1 -45 80 35 +5 85 90 55度

2 -50 80 30 +15 90 105 75度

3 -40 50 10 -20 50 30 20度

平均-45 70 25 -5 75 70 

のBrand変法前後での結果一覧(表 2) である.患

者の満足度(非常に満足，満足，不満足の 3段階評

価)でも症例 1，2が非常に満足，症例 3が満足で

不満足はなかった. 3症例で可動域の悪化した例は

なかったが，この腿移行で期待された PIP関節の伸

展の改善が症例 3で乏しかった.この理由として，

この症例では PIP関節内骨折が合併損傷としてあ

ったためと思われた.

症例呈示

症例 1(図 3): 55歳，男性.

現病歴:プレス機械で左手の中央を打ち抜かれ受

傷した.緊急手術の 3日後 中指の中手骨遠位部欠

損に対する再建目的で紹介された.

第 1回再建手術所見:損傷は屈筋鍵と正中神経に

及び，中手骨頭の骨・軟骨片の整復は困難であった.

結果的に，中手骨頭は肋軟骨移植で全置換し MPを

再建した.中手骨頭は基節骨基部が充分収まるよう
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a 

c 

図3 症例 l

a:受傷後 6か月 Brand変法前
b:受傷後2年 Brand変法後
c:肋軟骨移植時の術中写真
d:受傷後2年

e:受傷後 2年

幅広く採型した.術後 1週よりパデーテーピングで

自動運動を開始した.

第 2回再建手術:癒着の強い掌側の屈筋腿剥離を

先に施行した.

第 3回再建手術 :受傷後 6か月後に施行した，

Brand変法前・後で中指の可動域，特に伸展が改善

した.

術後経過 :2年後も自動可動域は保たれ，臨床症

状と画像所見ともに経過は良好であった.

症例 2(図 4): 20歳，男性.

病歴要旨:左手合併損傷に環・小指CM関節脱臼，

環指中手骨頭骨折を認めた. MP再建は受傷後 1週

に，中手骨頭関節軟骨を可及的に整復し，中手骨頭

基部に腸骨移植し， MP軽度屈曲位の良肢位で術後

3週間固定した.受傷後 3か月に Brand変法と伸筋

腫剥離，受傷後 6か月に屈筋l躍剥離を行った.その

後，本例で終始認められていた MP掌側E脱臼の程

度が悪化した為，受傷後 9か月に MPの関節適合性

の整復を目的に，中手骨の短縮矯正骨切りで緊張を

緩め MP整復を行いイリザロフミニ創外固定で保持

した.受傷後 3か月後に施行した Brand変法前・後

で中指の可動域，特に IP伸展が改善している.術

後1.5年時でも，現職の製造業に復帰して日常生活

a ・E安司 ~ bt手伝 c 

図4 症例 2
a 受傷後 3か月 Brand変法前
b:受傷後 1.5年 Brand変法後
c:受傷後1.5年

b c 

図5 症例 3
a: MP再建時術中・術後写真有頭骨遠位・

中手骨基部から骨 ・軟骨移植による関節
面部分置換と，術後可変式のイリザロフ
ミニ創外固定で固定した.

b:受傷後 5か月 Brand変法前
c:受傷後 2年 Brand変法後
d回受傷後2年

動作も特に支障を認めない.問題点に受傷後 9か月

に中手骨の短縮矯正骨切りと MPでの亜脱臼の整復

を行い，亜脱臼の程度は改善はしたものの MP関節

掌側亜脱臼が残存 した.

症例 3(図 5) 62歳，女性.

病歴要旨 :右手合併損傷に中指 PIP関節内開放
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骨折，右小指不全切断を認めた.受傷日の緊急手術

時に， MPは有頭骨遠位・中手骨基部から骨・軟骨

移植による関節面部分置換し，術後MPはイリザ

ロフミニ創外固定で， PIP関節は D戸lamiCDis回 c・

tion Apparatusで，伴に可変式創外固定し，後療法

を行った.受傷より 5か月に Brand変法と伸筋腫

剥離をおこなった.中指の可動域，特に伸展が3例

中最も少ないが改善し，洗顔動作で中指が顔に当た

らなくなった点なども改善している.問題点として

MPの充分な回転運動が得られず丁番様の運動様式

となった.

[考察]

このタイプの外傷は，多くの場合，工場の事故で，

機械によって引き起こされる.Campbellによって

dorsal injuriesと簡便に分類されているがへ手背

部を打ち抜かれる労働災害のメカニズムを考慮した

分類を用いて， Crushing Penetrating Injuriesとす

ることもできる 4) 同じ背面から損傷を受ける Roll-

overhandsの成績の検討では，内在筋の損傷が予後

不良因子であることが示されている 5) Brand変法

は，患者の満足度とTAMの向上の両面で，この種

の外傷の内在筋再建法として有効であった.

動力源として浅指屈筋 (FDS)や固有示指伸筋腫

(EIP)を使用する他の方法に比べ，さらに近位で走

行を変える ECRLを使用することは，より簡単で，

安全な方法と考えている.私たちの3症例では， FDS 

の部分的な断裂は，すべての症例で観察され， EIP 

の完全断裂も 1例で観察された.

また，治療の優先順位としては，安定した，可動

性を保つMPの再建が優先される.今回の3症例は，

側副靭帯損傷は可及的な縫合と，掌側板損傷は特に

修復していない.軟部組織よりも関節面の骨・軟骨

性の安定が最重要と思われた.よって関節軟骨修復

が困難な際には，部分的な補強はあまり有効ではな

く，軟骨移植を行うべきで，肋軟骨移植で全置換す

るほうが安定し，かっ可動性を保つ MPの再建が容

易に思われた.この際，図3-cに呈示するように，

肋軟骨は軟骨部分を少し大きくし，受け皿となる両

脇の部分を広めにしている.メスで全体を採型した

後はダイアモンドパーで丁寧に仕上げるようにして

いる(

本例では，伸筋腫剥離と同時に Brand変法を行っ

ているので，相乗効果を評価している問題点は否め

ない.しかし，伸筋腫剥離により，術中に伸筋腫は

緩んだようになり他動屈曲は改善するが，伸筋腫に

牽引をかけても Eがあまり動かなかった事，術後

は患者の意図的な動作として MP関節屈曲に同期

した Eの伸展力が発揮された事により，伸筋腫剥

離ではなく Brand変法により Eの伸展が改善した

ものと推察している.

[まとめ】

手背部中央部の打ち抜き損傷に Brand変法は有

用だが， MPの動きと安定性の回復に注意が必要で，

本手技は MP屈曲力に作用する為， 1例(症例 2)

でMP掌側亜脱臼が悪化した.再建時期は急がれ

ない.まずMP関節の安定性を優先し， 6か月程度

経過して最後に IP関節の伸展制限が残れば，行う

のがよいと考えられた.

[文献1
1) Brand PW， et al. Paralytic cIaw hand; with special refer-

enceωparalysis in leprosy and位回出entby白esubli-

mis仕ansferof Stiles and Bunnell. J Bone Joint Surg 

40B: 618-632， 1958. 
2) TubianaRほか.An Atlas of Surgical Tech凶quesofthe

Hand and Wrist 1. London. M紅白 DunitzUd. pp341・

342，1999. 
3) Campbell Reid DA Mul且latingInjuries of the H組 d.1.

London. Churchil Uvingstone. pp 3-14，1979. 
4) Ozcelik B， et al. An alternative cIass泊四回onof oc叩 pa-

tional hand injuries based on etiologic mechanisms:白e

ECOHI cIassification. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 

18: 49-54， 2012. 

5) Coulet B， et al. Rollover h姐 ds:classification of injuries 

釦 dthera酔 utics回 tegy.Chir Main 30: 246-254， 2011. 
6) Sato K， et al. Fmger joint reconstruction wi出cos凶 0争

teochondral graft Tech Hand Up Ex甘emSurg 12: 150-

155，2∞8. 
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ト指に対する手術的治療の検討

宏佐々木矢崎尚哉
やじまひろき

矢島弘毅

陳旧性骨性マレツ
わたなべけんたろう

渡退健太郎
よねだひでまさ

米田英正aw 

将山、:
当院で過去 5年間に手術加療を行った骨性マレッ ト指 73例中， 受傷後3週間以上経過して手術した 13例

について，観血的に骨折部を展開してフックプレートによる固定した群(以下 P群)と，経皮的に骨折部

を掻腿した後，石黒法で固定した群(以下I群)にわけで治療成績を検討した.P群の DIP関節の平均屈曲，

伸展角度はそれぞれ 60.3度， -8.3度で， 1群ではそれぞれ 54.6度， -6.8度で，ともに統計学的に差がなく，

蟹江の評価基準では P群では優が3指，良が 1指，可が2指， 1群では優が 3指，良が 1指，可が 1指，不

可が2指と，やや P群が良い傾向であった.可動域がプラトーに達するまでの期間は P群で平均 7週， 1群

で 10週と，やや P群が早い傾向にあった.フックプレート法は骨折部を直接展開し観血的に整復ができ，

さらには早期の可動域訓練を行うことで拘縮を予防できることより，陳旧例の治療として考慮しでもよいと

思われた.

治療成績をプレート治療例と石黒法による治療例と

の2群に分けて比較検討したので報告する.

[対象と方法}

対象は 2007年 1月から 2011年 12月までの 5年間

に手術治療を行った，骨片の大きさが関節面の 1/3

以上の陳旧性骨性マレット指のうち，術後 3ヶ月以

上経過観察し得た 13例を対象とした.表 1に全症

例を提示する.男 9例，女 4例，平均年齢は 35.4

才で，複数指受傷例はなく，受傷から手術までの期

[緒言]

受傷より 3週間以上経過した陳|日性骨性マレット

指の治療については， 6週間を超えないものには経

皮的な掻胞ののち，石黒(変)法で固定し， 6週以

上経過したものには，観血的に固定をすることが推

奨されてきたl)近年，指節骨用のプレートを加工

して，骨折部を強固に固定する方法が報告されてお

り2) 特に陳旧例においては早期運動による拘縮予

防が期待できると考え導入してきた.今回，過去 5

年間に当院で治療した陳旧性骨性マレット指の手術

自動伸展

角度(度) 蟹江分類

-20 可

O 優

O 優

O 優

-10 良

-20 可

O 優

O 優

-20 不可

ー13 司

-15 不可

。ー~
O 良

自動屈曲

角度(度)

50 
68 

60 
65 
50 
69 
90 
70 
40 

72 
35 

40 

35 

症例一覧

受傷から手術ま

での期間(日)

39 

32 
28 
23 
26 

21 

47 

38 
34 

25 
24 

23 
29 

表 1

年 齢 指

45小指

18中指

31 小指

18示指

31 小指

66中指

25 !J¥指

16中指

45示指

38環指

49小指

市乍 議
59示指

四
一男

女

男

男

女

男

男

女

男

男

男

女

男

症例手術方法

lブレト

2プレート

3プレート

4 プレート

5プレート

Fぢちート

7 石黒法

8 石黒法

9 石黒法

10 石黒法

11 石黒法

12 石黒法

13 石黒法

愛知県名古屋市中川区松年町4-66

円，.
必
ιτ

噌

E
ム

千454-8502
受理日 2012/11/04 
名古屋披済会病院整形外科
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表2 両群の患者背崇，結果
性別，蟹江の評価以外は平均値(最小値~最大値)を示す.

P群 |群

E 患者首景

年齢(銭)

性別(例)

経過観察期間(日)

34.8 (1 8-66) 35.9 (1 6-59) 

男5 女2

151 (73-276) 

男4 女2

161 (91-274) 

E 結果

自動屈曲角度(度)

自動伸展角度(度)

60.3 (50-69) 

-8.3 (-20-0) 

54.6 (35-90) 

-6.8 (ぞ0-0)

可動域がブラトーとなる
までの期間(週)

6.6 (26-9.0) 1 0.0 (5.9-1 29) 

優3.良1.可1.不可2蟹江の評価(例) 優3艮 1.oJ2

そf-
図 1 フックプレートの作成方法

a指節骨用のプレートをホール部で切り，フ
ックプレートを作成する.

b骨片を整復し，0.7mm k鋼線で固定する.
C プレートを挿入し，スクリユーで固定する.

聞は平均 29.9日であった.

症例は，観血的にフックプレートを用いて治療し

た症例 (以下 P群)，石黒法もしくはその変法にて

経皮的に治療した症例(以下 I群)に分けて検討を

行った. P群は 6例，I群は 7例であった.内固定

の方法は術者の判断によるが， 2010年以降は 8例中

6例と大半がプレート固定であった.なお，平均年

齢，性別，平均経過観察期間については，両群間で

差はなかった(表 2).

P群ではTeohら2) 百leivendranら3)の報告した

方法を参考に， Stryker社製Leibingerプレートのサ

イズXSもしくは Synthes社製Handmodular system 

プレー トのサイズXSを加工してフックプレートを

作成した後，背側より骨折部を観血的に展開 し，骨

alblc 

図2 症例 2

a手術直前レントゲン写真(側面)
b術直後レントゲン写真(側面)

C 最終観察時レントゲン写真(側面)

折部を整復したのちプレートのフ ック部分に終末腫

と骨片を末節骨に押さえ込むようにして固定した

(図 1).固定後は 1週間のアルフェ ンスシーネ固定

を行い，以後可動域訓練を開始した. I群では， 骨

折部を経皮的に 18ゲージ針で掻腿し新鮮化した後，

石黒法にて経皮的に固定した.術後約 4-5週で骨癒

合を確認し，抜釘した

治療成績は2群閣の比較にて， DIP関節の自動屈

曲，伸展角度，臨床評価として蟹江らの評価基準 4)

を用いた.また， DIP関節可動域がプラトーとなる

までの期間，骨癒合状態についてもそれぞれ評価し

た.また全例において年齢とDIP関節可動域および

受傷から手術までの期間とDIP関節可動域の相関を

調査した.平均値の比較の検定には Mann-Wbitney

U検定を用い，相関の検定には Spearman検定を用

いた.
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図3 症例 6

a 手術直前レントゲン写真 (側面)

b，c 術直後レントゲン写真 (側面，正面)

d 最終観察時レントゲン写真(側面)

e 関節可動域の推移

[結果]

DIP関節の平均自動屈曲角度は P群 60.3度， 1群

54.6度，平均伸展角度は P群-8.3度， 1群・6.8度で

あった(表 2).屈曲，伸展角度ともに統計学的に

両群聞に有意差はなかった.

蟹江の評価基準ではP群では優が3指，良が1指，

可が2指， 1群では優が3指，良が 1指，可が 1指，

不可が2指と，やや P群に良い傾向であった.可動

域がプラトーに達するまでの期間は P群で平均 6.6

週， 1群で平均 10.0週と，有意差はないもののやや

P群が早い傾向にあった.また最終観察時に P群で

は全例に骨癒合を得たが， 1群では 2例が遷延癒合

となり， 1例は癒合に 7ヶ月を要した.

可動域と年齢の相関について調査したところ，

DIP関節の自動屈曲角度と年齢には相聞はなかった

が (R=-0.428)，DIP関節の自動伸展角度と年齢に

有意な負の相聞を認め (R=-0.694，p<0.05)，高齢の

手術例に自動伸展角度が低下する傾向があった.ま

た，受傷から手術までの期間と DIP関節の可動域の

関係を調査したが，自動屈曲角度 (R=0.186)，伸展

角度 (R=0.096) ともに相関は認めなかった.

[症例呈示]

症例 2:18歳女性. ドッジボールで受傷した.当

初伸展スプリントで保存的に加療をしていたが，

DIP関節の亜脱臼が進行したため，受傷 33日目に

フックプレートで固定した.術後 4週で骨癒合し，

最終観察時(術後 150日目)には終痛なく， DIP関

節の自動屈幽 68度，自動伸展 O度で，蟹江の評価

alblc 

図4 症例 13
a手術直前レントゲン写真(側面)

b術直後レントゲン写真 (側面)

c最終観察|侍レン トゲン写真 (側面)

は優であった(図 2). 

症例 6:66歳男性，野球で受傷.受傷 22日目に

フックプレートで固定した.術後4週で骨癒合した.

術後 6週の時点で可動域は自動屈曲 67度，イ申展-10

度とまずまず良好であったが，術後9ヶ月 (274日目)

の最終観察時には自動屈曲 69度，伸展が-20度と

伸展ラグが悪化し，蟹江の評価は可であった(図3). 

症例 13:59歳男性，ソフトボールで受傷.受傷

30日目に経皮的掻j隈の後 石黒法で固定した.受

傷4週で骨癒合を確認し抜釘した.最終観察時(術

後111日目)には痔痛なく，最終可動域は屈曲35度，

伸展 O度，蟹江の評価は良であった(図 4).

[考察]

当院では関節面の 1/3を超える大きさの骨性マレ

ツト指は手術適応とし，新鮮例に対してはほとんど
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を石黒法で加療し，陳旧性マレット指に対しては，

石黒法もしくはp叫lout法を用いて治療をしてきた.

石黒法を用いた陳旧性骨性マレット指の治療成績

については可，不可の治療成績が散見されるも良好

な成績が報告されており制，現在もなお優れた治

療法であるといえる.陳旧例では DIP関節を屈曲

させても整復位置まで骨片が移動しない場合や骨折

部に回旋や stepoffが残存する場合もあり，このよ

うな場合には癒痕組織が整復阻害因子となっている

ことも多い.受傷6週以内であれば，基本的には経

皮的な掻艇ののち，整復を行って固定を行うことが

可能であることも多いが，吉川ら 7)は早期でも伸筋

腫の癒着が生じる例があることより，たとえ早期で

あっても最小限の経度的な操作で整復が困難なら，

観血的操作に迷わず移行するべきとしている.

観血的に骨折部を展開して整復固定できるフック

プレート法は，長期固定が不要で早期の可動域訓練

を行うことが可能であるため，陳旧例の治療に有効

と思われ2010年より導入した.陳旧例の治療につ

いてフックプレート法と経皮的な石黒法での2つの

治療法を比較した今回の著者らの検討では，手術方

法による可動域の有意差は認めず，臨床評価におい

ても差はほとんどなかった.石黒法では原則的に骨

癒合まで抜釘を待たなくてはならないため，骨癒合

までの期聞が長くなりやすい陳旧例では DIP関節

の運動開始時期が遅れる場合があるが，フックプレ

ート法は DIP関節の関節固定を要さず，外固定を早

期に除去して可動域訓練を行うことが可能である.

骨折部に形成された癒痕を除去した後に生じた欠損

が大きい場合には骨移植を行って固定することも可

能である.また，銅線が皮庸の外側に突出していな

いために感染のリスクも低く，洗顔や入浴などADL

でも早期に手を使用できるなど，フックプレート法

には利点が多いように思える.

しかしフックプレート法に付随する合併症は少な

からず報告されており，それらは石黒法にはなかっ

たもので決して無視できるものではない.手技が煩

雑で習熟を要すること，背側の嬉痛のために抜釘を

要する場合があることへ爪の変形の可能性がある

こと，フック部分が中節骨骨頭を損傷する可能性が

指摘されている 9) 著者らの治療例では手術創部を

さわったり，不意にぶつけたりすると痛いなどの愁

訴にて， 6例中3例に抜釘を行い，全例で症状の改

善を得た.また，爪の変形について今回著者らが治

図5 背側骨折線の位置によるプレート設置位置の
違い

マレット骨片背側の骨折線が近位にある例
(図左)と比べ，遠位に骨折線が至る骨折(図
右)ではプレートの設置位置が遠位寄りとな
るため，爪母への影響が懸念される(図※印)

療した症例の中では問題となるものはなかったが，

マレット骨片の背側部分が大きい場合，フックプレ

ートの設置位置が遠位となるため，とくに小柄な体

型の人，小指の骨折例においては，爪母への影響が

懸念される(図 5).骨片がある程度の大きさがあ

る場合にはプレート法は行いづらく，石黒法，スク

リュー固定， tension band法などの他の固定法を選

択するべきであろう.

また今回の調査では症例数が少ないものの，年齢

と伸展不全角度が負の相関にあり，高齢になるほど

伸展不全が悪化する可能性があることがわかった.

症例6ではいったん良好であった可動域が長期経過

して悪化したが，この症例は年齢が66歳と高齢で

あった.従って早期運動し拘縮を予防できると考え

フックプレート法を用いて固定した.術直後から可

動域訓練をしたため関節拘縮は生じなかったが，高

齢ゆえの臆の脆弱性のため最終的に躍の弛緩を生じ

て伸展不足になったと推察した.術後の外固定期聞

を長くすれば腫の弛緩を生じにくくなる可能性はあ

るが，逆に DIP関節の伸展拘縮を起こしてしまう可

能性も考えられ，根本的な解決は難しいと思われた.

フックプレート法は短期的な成績はおおむね良好で

あると報告されている 2河川が，渉猟しえた範囲では

長期フォローを行っているものはなく，長期的な成

績については今後の検討を要すると思われた.

以上を考えると，今回の検討した治療例では遅延

癒合，偽関節症例がない分フックプレート法の治療

成績がやや良かったものの，現時点でフックプレー

ト法は手技の煩雑さがなく合併症の少ない石黒法を
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上回る斬新的な治療とは言い難い印象であった.フ

ックプレート法，石黒法両術式ともに前述の利点と

欠点をよく考えた上で，術者が手術方法を選択する

必要があると思われた.

[まとめ1
1.陳旧性骨性マレット指の治療成績について石黒

法による治療例とフックプレートによる治療例を後

ろ向きに比較検討した.2.観血的に整復し，早期運

動が可能なフックプレート治療例において治療成績

がやや良くなる傾向であった. 3.フックプレート法

の長期成績については今後も調査を要する.
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伝達麻酔による局所麻酔剤中毒の発生と脂肪乳剤を用
いた治療
おばらゆ きひこ

小原由紀彦事
なかむらとしやす

中村俊康** 阿部耕治**
さとうかずき

佐藤和毅**
いわもとたくじ

岩本卓士**
いけがみひろやす

池上博泰***

手外科医は伝達麻酔で手術を施行することが多く，局所麻酔剤(以下局麻剤)中毒に十分に注意しなくて

はならない.当院で経験した局麻剤中毒とその治療について報告する. [対象12006-2011年に伝達麻酔を用

いて治療した手外科疾患510例を対象とし，局麻剤中毒の発生率，症例の詳細，対処方法について検討した.

麻酔薬は塩酸ロピパカイン 150-300mgを使用した.2009年9月以降の局麻剤中毒に対しては脂崩乳剤を用

いて治療した. [結果]局麻剤中毒は 22例で認め，平均年齢40.2歳，男性 12例，女性 10例，発生頻度は

4.31%であった.症状は振戦 12例，悪心5例，幅気4例，発語障害3例などであった.脂肪乳剤を用いて

治療した局麻剤中毒 14例は脂肪乳剤投与ののち平均 17.4分で症状が軽減した. [考察1局麻剤中毒は重症

化しないよう対処する必要がある.脂肪乳剤は局麻剤中毒の治療に有効であり，手術室に常備すべきと考え

る.

[緒言1
日本麻酔科学会の統計では局麻剤中毒の発生は3

年間 (1999-2002年)で430万件中 50件とされてお

り，その内，心停止が3例と決して軽視してはなら

ないものである1)この大多数は全身麻酔下に発生

した局麻剤中毒であり，麻酔科による管理下以外の

局所麻酔を含めればその頻度はさらに拡大すると予

想される.伝達麻酔など局所麻酔を用いた手術を多

く行う手外科医は，局麻剤中毒が発生した場合の対

処法は熟知しておくべきと考える.2010年Ameri-

can Society of Regional Anesthesia and Pain Medi-

cineから局麻剤中毒に対するガイドラインが発表さ

れ，脂肪乳剤の有効性が指摘されている 2) 麻酔科

領域で脂肪乳剤の有効性は周知されてきたが，実際

に伝達麻酔を多く行う整形外科領域では周知されて

いない.今回は当院で経験した局麻剤中毒の詳細と

脂肪乳剤を用いた局麻剤中毒に対する治療経験を報

告する.

[対象と方法1
200ら2011年に当院で塩酸ロピパカインによる伝

達麻酔を用いて上肢の手術加療を行った 510例を対

受理日 2012/10/24 

象とした.男性250例，女性260例，平均年齢 50.5

歳 (12-88歳)，平均体重 60.0Kg(39-89Kg)， Body 

Mass Index (以下， BMI)平均22.3(16.9-33.5)で

あり，エコーガイド下での伝達麻酔は行わなかっ

た.2006-2009年8月に伝達麻酔を行った患者222

例を GroupA. 2009年8月以降の 288例を GroupB 

とした.局麻剤中毒の診断は，整形外科医と麻酔科

医により行い，舌の簿れ，振戦，悪寒，幅気，めま

い，あくびなどの初期症状を認めたものを局麻剤中

毒とした.重症化を防ぐ為，疑わしい症状はすべて

局麻剤中毒の初期症状として判断，治療を行った.

全身痩準，発語障害，意識消失のいずれかを認める

例を重症局麻剤中毒とした.

Group Aでは局麻剤中毒に対し，酸素投与，乳酸

リンゲル点滴の増量で対処した.Group Bでは酸素

投与，脂肪乳剤 (20%イントラリピッド⑧)の点滴

静脈注射で対処した.初期治療後も重症化が認めら

れた症例では麻酔科管理として，鎮静剤を投与し，

全身麻酔に移行した.

局麻剤中毒の発生率，発生時間，症状や症例の詳

細などを検討するととも， Group A. B聞での治療

結果の検討を行った.年齢差，体重， BMI，塩酸ロ

・埼玉社会保険病院整形外科 干33(T()074
e寧慶慮義塾大学医学部整形外科

埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-9-3

車場申東邦大学医療センタ一大森病院 整形外科
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表 1 年齢別の局麻中毒の発生数と発生率
(*30歳未満で高率に発症 P<O.05) 
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ピパカイン使用量，局麻剤中毒発症までの時間の検

討はt検定で行い，その他の治療群間，年齢別の発

生頻度の比較には Fisher検定を用いて， P<0.05以

下を有意差有とした.

【結果1
局麻剤中毒を認めた例は 510例中 22例4.31%で

男性12例，女性 10例であった.平均体重は 57.7Kg，

BMIは22.0で，局麻剤中毒を認めなかった群との

有意差は無かった.局麻剤中毒を認めた例の平均年

齢は 40.2歳 (14-73歳)で，局麻剤中毒が認められ

なかった例(平均年齢:51.0歳)に比べて若年者で

有意に多く発症していた (p=0.032).局麻剤中毒を

認めた例は 10歳代が全31例中4例 (12.9%)，20歳

代が全51例中 6例 (11.1%)と他の年代より多く発

症していた (P=0.0029)(表 1).局麻剤中毒の発生

は鎖骨上寓伝達麻酔が22例中 1例(4.55%)，肢寓伝

達麻酔が488例中 21例 (4.30%)と麻酔法による発

生率に差は無かった.使用した塩酸ロピバカインの

畳は局麻剤中毒を認めた 22例では平均 188mg(150-

30伽ng)であり，局麻剤中毒を認めなかった例での

平均 160mg(15か300mg)との有意差は認めなかっ

た (P=O.054).局麻剤中毒の症状は重複も含め，

振戦 12例，悪寒5例， n直気4例，発語障害3例，

全身撞撃2例，意識消失2例，めまい 2例，あくび

2例，浮遊感2例，舌の樺れ 1例であった.これら

の患者は伝達麻酔後，平均 44分(5-97分)で局麻

剤中毒症状を生じ， 10分未満が4例， 10-20分が5例，

20-30分が2例， 30-4ο分が2例， 40-50分が 1例， 60

分以上が8例であった.

GroupAが8例， GroupBが14例であり， Group 

Aの平均年齢は 45.9歳 (15-66歳)，男性5例，女

性3例，症状は振戦3例，悪寒1例，幅気4例，発

語障害3例，全身痩筆2例，意識消失2例，あくび

1例，浮遊感2例であった.8例中， 3例で局麻剤

中毒が重症化し，鎮静剤投与ののち全身麻酔へ移行

表2 GroupA， B聞の比較

一……一一一 GroUD 瓦 GroUD B 

f… .2.f2. … j一一
8;  

した.Group Bの平均年齢は 37.0歳 (14-73歳)， 

男性7例，女性7例，症状は振戦9例，悪寒4例，

めまい 2例，あくび1例，舌の樺れ1例であった.

Group Bでは，脂肪乳剤投与後，局麻剤中毒症状は

改善し，重症化した例はなかった.脂肪乳剤点滴静

脈注射後，平均 17.4分(3-42分)で局麻剤中毒症

状は改善し，脂肪乳剤の合計使用量は平均 56.4ml

(10-100mI)であった.脂肪乳剤投与後も伝達麻酔

の効果は持続し，全例で予定手術を施行した.脂肪

乳剤での副作用はなく，術後の局麻剤中毒症状の再

発はなかった.GroupA・B間で局麻剤中毒の重症

化率に有意差を認めた (P=0.036)(表2). 

症例呈示

症例 1(GroupA) : 21歳男性.

樟骨遺位端骨折に対して手術加療を行った.塩酸

ロピパカイン 300mgを鎖骨上寓伝達麻酔法にて施

行した.伝達麻酔施行6分後(以下，伝達麻酔より

の時間経過を示す)に四肢の振戦を自覚し，酸素投

与，酢酸リンゲル液の点滴を増量した.18分後に意

識混濁し麻酔科管理とした.26分後に，多弁となり

興奮，体動が激しく見られ，ジアゼパム 5mg静注，

マスク換気とした.50分後，挿管し全身麻酔管理と

し，予定手術を施行後，覚醒を図り，抜管した.術

後の局麻剤中毒症状なく翌日に退院した.

症例 2(Group B) : 16藤男性.

舟状骨骨折に対して手術加療を行った.塩酸ロピ

パカイン 150mgを肢寓伝達麻酔法にて施行した.

伝達麻酔から 15分後に舌の樺れを認め，酸素投与，
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20%イントラリピッドを点滴静注した. 18分後に

四肢の振戦を認めたが23分後に振戦は軽減し，イ

ントラリピッドの点滴を中止した.イントラリピッ

ドの合計投与量は 5伽叫であった.その後，予定手

術を施行し，術後の局麻剤中毒症状なく，翌日に退

院した.

[考察】

今回の報告では局麻剤中毒の発症率は 4.31%と過

去の報告より多い結果となっている 3) 局麻剤中毒

の重症化を予防する目的もあり，疑わしい症状をす

べて局麻剤中毒の初期症状として評価した結果，過

去の報告に比べて高頻度となったと考える.また，

伝達麻酔の手技にエコーを使用していないことも原

因の可能性がある.しかし， Zetlao凶らはエコーガ

イド下においても血中局所麻酔薬謹度は上昇すると

指摘しペ実際，エコーガイド下伝達麻酔での局麻

剤中毒も報告されている 5) エコーガイド下であっ

ても完全に安全とは言い難く，麻剤中毒が発生した

場合の対処法は熟知しておくべきと考える.

今回の結果で 30歳未満の若年者で有意に多く局

麻剤中毒が発症していたが，その原因は緊張などの

精神的要因や神経束内での局麻剤の浸透し易さ 6)

が考えられるが明らかにはなっていない.今回の報

告は若年者に対する伝達麻酔を否定するものではな

いが，麻酔科管理のもと手術を施行する方がより安

全であると思われる.

教科書的に局麻剤中毒の特徴的な初期症状とされ

ている口腔内違和感は舌の樺れを呈した 1例と頻度

としては少なく，一方，振戦は 12例で生じ，特徴的

な初期症状と考える.伝達麻酔導入から局麻剤中毒

発症までの時聞は42分以内の初期と，駆血解除の時

間帯と重なる60分以上で多く認められた (P=0.07).

駆血解除により局麻剤血中謹度が上昇すること 7)

血管内注射における塩酸ロピパカインの半減期は

2.1時間であることから，時聞が経過しているから

といって安心できるものではなく，駆血解除後は局

麻剤中毒に注意すべきである.

塩酸ロピパカインは心毒性が少なく，比較的使用

しやすい薬剤であるが，心停止した症例も報告され

ており 8) 完全に安全とは言えない.局所麻酔薬は

脂肪乳剤にて吸着することが可能で，心停止などの

重症化した局麻剤中毒を治療した例も近年多く報告

されており 8)，American Society of Regiona1 Anes-

也esiaand Pain Medicineでは 2010年に心停止など

重症化局麻剤中毒に対する治療ガイドラインも示

し，脂肪乳剤の有用性を指示している 4) 基礎研究

では脂肪乳剤の局麻剤中毒に対する予防効果は示さ

れておりへ臨床上でも早期の対応は必要と指摘さ

れている 10) ガイドラインでは気道確保，痩寧の抑

制の後に脂肪乳剤を使用しているが，我々は，比較

的初期の局麻剤中毒に対して早期に脂肪乳剤を投与

している.今回の結果では脂肪乳剤にて治療した

Group Bの 14例では全例症状が消失し，予定手術

を施行可能であった.症例数こそ少ないが，重症化

率を比較し GroupA・B聞で有意差を検出したこと

は大きな意味があると考える.ただし，本剤の血栓

症や大豆アレルギーなどの副作用に関する詳細はま

だ不明な部分もあり，初期の局麻剤中毒での急速な

静脈注射の必要性には疑問が残る.ガイドラインで

は1.5ml/kgをbolus投与すると記載されているが，

これは心停止時の投与量であり，我々は最初の数秒

急速点滴静注投与し，以後60-12伽叫/hourの緩徐な

静脈注射で比較的早期に十分な効果を得ており，重

症化を避ける意味での初期投与ではこの点滴速度で

も十分であると考える.10%イントラリピッドは2-8

℃暗所保存だが， 20%イントラリピッドは常温保存

で，プロポフォール⑧のような循環抑制や使用上の

特別な制約がないので整形外科医にとっては比較的

使用しやすい薬剤であり，緊急時に備えて手術室や

外来などに常備すべきと考える.

[まとめ】

伝達麻酔を用いて治療した手外科疾患 510例を対

象とし，局麻剤中毒の発生について検討した.

局麻剤中毒は 22例で認め，発生頻度は 4.31%で

あった.

脂肪乳剤を用いた初期の局麻剤中毒の治療は有効

であった.

【文献1
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Real time echo Elastgraphyを使用した正中神経の
経年的弾性変化
たなかとしかず よ Lいゅういち おがわ たけし

田中利和へ吉井雄ーペ小川健*

【はじめに]特発性手根菅症候群の滑膜性の変化は正中神経の materialpropertyにも影響を与えている可

能性がある.超音波エラストグラフィを使用して，手根管近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]手根菅症候群の症状のない 20歳代から 60歳代の女性を各世代から 6人ずつの両上肢を対

象とし，探触子は 6-14MHzリニアプロープに音響カプラを装着して， EGモードで正中神経を描出した.

t検定を行い， p<0.05を有意差ありとした.

[結果]20歳代 0.67:t0.14，30歳代1.49:t0.76，40歳代1.73:t0.89，50歳代 2.29:t0.90，60歳代 2.15:t

0.74と50歳代までは徐々に ER値 (ERの説明がない?)は高くなってきた.

[まとめ】女性の正中神経は 50歳代に硬さのピークがあり，経年的に硬くなる傾向にあった.

[緒言]

特発性手根管症候群の原因は手根管内滑膜には線

維組織の増生，組織特性の変化を生じることが知ら

れており 1)2) これらの変化は正中神経自体の組織

特性にも影響を与えている可能性がある.超音波エ

ラストグラフィ (Real-TimeTissue Elastgraphy以下

EGと略す)を使用して，自覚症状のない女性の経

年的正中神経の弾性について評価検討した.

[対象と方法]

手根管症候群の症状のない 20歳から 69歳の女性

を10歳刻みにグループ化し，各年齢世代と定義し，

各世代6人ずつの計30人の両上肢を対象とした.

超音波装置は目立メディコ社製HIvision Aviusを使

用し，探触子は 6-14MHzリニアプロープで音響カ

プラを装着して， EGモードで正中神経を描出した.

計測は手台に載せた前腕を囲外・肘90度屈曲位と

して，樟側手根屈筋腫を弛緩させた位置で，掌側手

首皮線 (Palm紅 wristcrease)を指標として阿部位

で計測を行った.圧迫は用手的に行い，ストレイン

ゲージが 0.7程度の深度で繰り返す圧迫力で， EG 

を計測する.評価は描出した正中神経をトレースし

その範囲以内の平均弾性を分子，正中神経直上の音

受理日 2012/10/22 
車キッコーマン総合病院 〒287-0005 千葉県野田市宮崎 100
柿東京医大茨城医療センター 整形外科

響カプラの弾性を分母として弾性比を求めた.つま

り組織が硬ければ弾性比は高く，柔らかければ低く

なるものと定義した.検者は l人で5回計測を行な

い，中央値3回の平均値を代表値とした.統計学的

には t検定を行い， p<0.05を有意差ありとした.

[結果1
20歳代 0.67:t0.14，30歳代1.49:t0.76，40歳代

1.73:t0.89， 50歳代 2.29:t0.90， 60歳代 2.15:t0.74

と50歳代までは徐々に弾性比はは高くなってた.

50歳代と 60歳代聞は有意差は見られなかったが，

他の世代聞は有意差がみられた(図 1).

[考察]

手根管は手根骨と横手根靭帯に固まれた空間で，

その中に 9本の屈筋腫と正中神経，そして臆周囲滑

膜が含まれている.現在まで検討されている特発性

手根管症候群の発生原因は，正中神経周囲の組織の

問題と神経自身の問題に分けて考えられる.健周囲

滑膜の透過性の変化を原因のーっとして変性による

臆周囲滑膜の硬化，それによる神経滑走の減少，な

どにより神経への影響で症状発現するとの報告があ

る1)2) また，臆については， Mikicらは，マウスの
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図 1 無症状ボランティアの正中神経の経年的弾性変化

アキレス腿の特性を性差，年齢で比較し，性差より

経年齢的な組成の変化が有意に生じその組成は低下

すると報告している 3) また， Dudhiaらは，腿の経

年的な変化では，ピークを過ぎたl躍はコラーゲンの

形成低下により経年的に脆弱になると報告してい

る4) しかし，正中神経の電気的特性の変化につい

ては多くの研究がおこなわれているが，物質特性に

ついての報告は散見されるのみである 5) 神経の経

年的な変化についても物質特性の変化が生じる可能

性がある.

手根管部での圧迫に伴う歪み強度を言十測したMain

らの報告によると，浅指屈筋腔 35.3kPa，深指屈筋

腫 39.4kPa，FPL腿 24.9kPa，正中神経 12.9kPaとl躍
の1/3-1/2程度の強度しかないと報告されている 6)

明らかに腫に比較して神経が柔らかく，手根官内圧

の上昇に伴う圧迫の影響を受けやすい.

神経の変性に関しては，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)と近位の

腫大による偽神経腫変化が見られる.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 MRl

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.この腫大は神経圧迫により血液

一神経関門が破綻し，神経内浮腫が生じているとさ

れており，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生じ

たと思われる.

今回使用した EGは，再現性もあり，信頼性の高

いデーターが得られることは，報告してきた 8)9)

今回の研究の限界は，対象とした健常ボランティ

アは自覚症状のない女性たちを対象とした.手根管

症候群の擢患年齢は 30歳代から始まり徐々にその

数は増加してゆく.経年的にホルモンのバランス変

化が生じ， J腿周囲滑膜の増生が生じ，潜在的な正中

神経刺激状態となっている 10) 今回の各ボランテ

イアに伝導速度計測を行っておらず，潜在性の手根

管症候群が混在している可能性は否定出来ない. し

かし我々臨床医は患者さんの自覚症状によって診療

を行っており，これ以上踏み込むことは困難と考え

た.

[まとめ]

経皮的超音波弾性計測では，手根管症候群の症状

のない女性の正中神経は経年的に硬くなり， 50歳

代に硬さのピークがあった.正中神経の組成変化も

症状発現に関係する可能性がある.

[文献1
1) Ettema AM， et al. Changes in出efunctional structure of 

the tenosynovium出 idiopathiccarpa¥ tunnel syndrome: 

勺
t

FH
U
 

4
EA
 



314 正中神経の経年的弾性変化

a scanning electron microscope study. Plast Reconstr 

Surg 118: 1413-1422， 2∞6. 
2) Osam凶'llN， et aI. Evaluation of the materiaI properties 

of出esubsynovial connective tissue in carpal tunnel 

syndrome. Clin Biomech (Bristol， Avon) 22: 999-1003， 

2007. 
3) Mikic B， et aI. Sex matters in白eestablishment of mu-

rine tendon composition and materiaI properties during 
growth. J Orthop Res 28: 631副638，2009.

4) Dudhia J， et aI. Aging enhanc哩sa mechanicaIly-induced 
reduction in tendon位 eng白 by叩 activeprocess in-

volving ma凶xmetaIloproteinase acti"吋ty.Aging Cell 6: 
547・556，2007.

5)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. 

6) Main EK， et aI. Apparent佐官nsversecompressive matl令

riaI properties of白edigitaI flexor tendons andせleme-
dian nerve in the carpaI tunnel. J Biomech 44: 863ト868，
2011. 

7) Uchiy創naS， et al. Quantitative MRl of the wrist and 

nerve conduction studies in patients wi血idiopa出icαr-

pal tunnel syndrome. J Neurol Neurosurg Psychia甘y

76: 1103-1108， 2005. 
8) 田中利和ほか.健常者の正中神経に対するエラストグ

ラフィの評価.日本手外科学会誌28:42与425，2012.
9) 藤原陽子ほか.エラストグラフィ用音響カプラの関

発.MEDIX 55: 4044， 2011. 
10) Kim JK， et aI.百leexpression of es仕ogenrecepωrs in 

首letenosynovium of pos伽lenopausaIwomen wi白 idiか

pa出iccarpaI tunnel syndrome. J Orthop Res 28: 1469-
1474，2010. 
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手術加療を要した医原性副神経損傷の治療成績
とおやましょうご

遠山将吾，
ふじわらひろよL おだ

藤原浩芳，小田
りょう

良，
と〈がわせいじ

徳川誠治，
お〈だよし量 < Iまとしかず

奥田良樹，久保俊一

副神経は胸鎖乳突筋支配後非常に多くのリンパ節が存在する後頚三角を通過するため，リンパ節生検時な

どにしばしば医原性副神経損傷をきたす.手術療法で良好な成績が得られているが，医原性の場合では社会

的な対応を含めて苦慮し，手術時期が受傷より遅くあることがある.われわれは損傷後長期経過例を含む

15例の副神経損傷の術後成績を検討した.

受傷後経過期間は平均 7.5か月であり，最大は 16か月であった.9例に神経縫合術， 6例に神経移植術を

行った.全例で僧帽筋筋力の改善と肩外転可動域の著明な改善を認めた.

満足いく機能回復を得るためには神経の連続性の回復が必須であり，神経欠損例では神経移植術が積極的

に施行される.しかし，受傷後長期経過症例では手術選択で苦慮する.本研究では最大 16か月経過症例を

含んでいたが神経縫合術および神経移植術で良好な術後成績が得られ，長期経過症例でも積極的な手術療法

の適応があると考えた.

I緒言1
副神経(第XI脳神経)は頭蓋骨の大後頭孔を出た

のち胸鎖乳突筋の裏面を走行し，胸鎖乳突筋筋枝を

分枝した後に後頚三角を横切り僧帽筋肉に入る1)

この後頚三角は頭頭部がんの遠隔リンパ節転移の制

御に非常に重要なリンパ節を豊富に含んでいる 2)

そのためしばしばリンパ節生検が施行されるが，副

神経は皮下の浅層にあり手術手技により容易に損傷

されうる.実際，副神経損傷の多くは医原性である

と報告されており制5) 後頚三角の頚部郭清術や頚

部リンパ節生検などの手術操作の際には副神経損傷

の可能性を考慮するべきと諸家より注意喚起の報告

がある 1)6)7)8) 副神経損傷の症例は減少傾向にある

が，依然として発生し社会的な対応を含めて苦慮す

ることが多い.

治療方法は神経剥離術や神経緯合術，欠損が大き

い場合には神経移植術が行われ良好な成績が報告さ

れている側.しかしながら初診医から整形外科に

紹介されるタイミングが受傷より長期経過後になる

ことがしばしばあり，術後成積への影響が懸念され

る.著者らは損傷後長期経過例を含む，副神経損傷

症例に対する手術療法の術後成績を検討した.

受理日 2012/11/04 

I対象と方法1
1995年から 2010年までに副神経損傷に対して手

術を行った 15例(男性5例，女性 10例)を対象と

した.右側が8例，左側が7例であった.手術時平

均年齢は 37.8歳 (18-62歳)であった.副神経損

傷の原因は， 8例が頚部リンパ節生検， 5例が頚部

軟部腫痩切除， 2例が頚部郭清であった.損傷から

手術までの期間は平均 7.5か月 (3-16か月)であ

った.術後経過観察期間は平均 18.4か月 (8-36か

月)であった.術前の身体所見で，僧帽筋筋萎縮，

頚肩部の嬉痛および翼状肩甲を全症例で認めた.ま

た，針筋電図検査において僧帽筋に脱神経所見を認

めた.

評価項目は肩関節可動域，肩関節外転筋力および

阻mらによる gradingsystemを用いた 8)

[結果1
9例に神経緯合術を施行し，残りの 6例に排腹神

経からの神経移植術を施行した.移植神経の長さは

平均8.2cmであった.術前平均肩関節自動外転73.7

土14.2・(50-100・)であったのに対し，術後 171.0i::

10.0. (140-180.) と有意に改善を示した (pく0.01:

paired t-test) . 

京都府立医科大学大学院医学研究科

町通広小路上る梶井町465
運動器機能再生外科学(整形外科学教室) 干的12-8655 京都府京都市上京区河原

-159 -



手術力日療を要した医原性副神経損傷の治療成績316 

症例一覧表 1

grade 

民

U
F
D
R
e
u

民

d

E

U

戸、u
q

d

術後follow術前肩外転術後肩外転

(カ月 C
O

) C
O 

) 

170 

180 

180 

175 

170 

170 

140 

0

5

0

0

m

0

0

 

8

7

9

9

H

7

6

 

E

O

R

u

n

O

4

，

a
守

7

'

a
，

q
U
4
1

4
E

1
4
q
u
'
t

唱
'

性別，年齢手術までの

期間(カ月)

n
o
a
v
a
v
a
a，

a
u
 

F，48 

F， 32 

F， 28 

F， 28 

F， 53 

F， 44 

F， 50 

噌

1

内

r-

q

u

a
“，
RJV

氏
U

『

f

60 

65 

29 

13 

5 

6 

8 

3 

n
u
n
U

内

U

E

J

n

U

《

U

。c
e

o

n

u

P

0

7

e

p

a

n
h
U
4
t
『、‘，

n
M
u
a
a
-
r「
U

1
，‘
l

e

t

-
，

内

ノ

』

1
・

2

6

川

5

8

崎

1

1

1

 

M.35 
M，38 

F， 57 

F.32 

M，20 

M，19 

F. 38 

M.47 

B 

9 

n
U

唱

1

内

4
q
u
a
-
-
R
U

1

1

1

1

1

1

 

れ，直後より肩関節外転障害を自覚した生検後4

か月で当院を紹介受診し，生検後 6か月で手術を施

行した.

身体所見 :左肩関節自動屈曲 130
0

，

と可動域制限を認めた.

手術所見 :副神経の完全断裂を認めた.断端の癒

痕を切除し新鮮化すると約 5cmの神経欠損を認め

たため，勝腹神経を用いた約 6cmの神経移植術を

施行した(図1).

術後経過:術後 2か月で僧帽筋筋萎縮の改善を認

め，術後4か月で自動外転 175。が可能になり ，Kim 

らの gradingでgrade5まで回復した(図 2). 

症例 2:57歳，女性

主訴:右肩外転障害

現病歴:右頚部腫癌に対して生検術を施行され，

直後から肩関節外転障害が生じた.経過観察を続行

されたが外転障害の改善がみられず，生検後9か月

で当科を紹介受診し，生検後 12か月で手術を施行

した.

身体所見 :右肩関節自動屈曲 110
0

，

と可動域制限を認めた.

手術所見 :副神経断端の新鮮化を行った ところ，

大きな欠損を認めた.排腹神経 2重束を用いた約

自動外転 60
0

手術所見

5cmの神経欠損に対して 6cmの神経移植を

施行した.

図 1

自動外転80。

僧帽筋筋萎縮および翼状肩甲の改善が全症例で得

られ，また肩外転可動域および筋力の著明な改善を

認めた(表 1).

症例提示

症例 1: 32歳，女性

主訴:左肩外転障害

現病歴 :近医にて左頚部リンパ節生検を施行さ
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図2 身体所見

術後4か月で良好な肩関節外転運動が可能で
あった.

10cmの神経移植術を行った.

術後経過:術後 4か月で自動外転 150。が可能に

なり，術後 6か月で自動外転 165
0

が可能になり，

Kimらの gradingで grade4まで回復した

[考察]

Osgaardらは痛みと機能の両方の満足行く回復は

神経の連続性の回復によってのみ得られると報告し

ており 1) 手術術式は神経剥離術や神経縫合術， 神

経移植術が施行される.神経縫合術では術後 6.3か

月，神経移植術では術後 9.8か月で健側と同等の肩

関節可動域に回復という報告があり 1) 神経縫合術

の方が早期に機能回復する傾向にある. しかし神経

縫合術と神経移植術の最終成績に差がないと報告さ

れており， 実際には神経欠損の大きさによって術式

が決定される 3)5)9)

これに対し受傷後長期間経過症例では，神経縫合

術や神経移植術では十分な僧帽筋筋力の回復が期待

できないため肩甲骨固定術などの再建手術が選択さ

れるが，神経の連続性を回復する手術を選択するか

再建手術を選択するかという，損傷後の期間に関す

る目安に関しては一定の見解が得られていない.

Osgaardらは 4か月以内 1) Nordenらは 6か月以

内 10) 1年以内なら神経に対する手術が可能という

報告も散見される 5)6) 岡島らは 2期的手術に対す

る合意があれば，損傷後 1年以内なら神経縫合術や

神経移植術が可能と述べている 6) 本研究では神経

損傷から手術までの経過期聞が，神経縫合術で 5.8

か月，神経移植術で 9.7か月であり，なかには最大

で損傷後 16か月の症例を含んで、いたが，良好な手

術成績が得られた.

今回の検討では，副神経損傷から 1年以上経過し

た症例においても神経縫合術もしくは神経移植術に

よって良好な術後成績が得られていた.保存療法で

症状の改善が見られない症例では，副神経損傷後 1

年を経過していても 2期的手術を考慮すれば，積極

的な手術療法の適応があると考えられた.

[まとめ}

医原性副神経損傷 15例に対して神経縫合術およ

び神経移植術を施行した.神経損傷後 1年を超える

症例であっても良好な肩関節外転筋力を再獲得でき

たことから，損傷後長期間経過症例であっても積極

的な手術療法の適応があると考えた.

[文献1
1) Osgaard 0， et al. Microsurgical repair of iatrogenic ac-

cessory nerve lesions in the posterior triangle of the 

neck. Acta Chir Scand 153・171-173，1987

2) 西周波ほか.頚部事[S清術における一工夫(副神経の同

定と頚神経の保存について).頭頚部外科 5:185-192， 

1995. 

3) King悶，et al. Iatrogenic spinal accessory nerve palsy. 

Ann R Co11 Surg Eng165: 35-37， 1983. 

4) Lee SH， et al. Anatomical variations of the spinal acces-

sory nerve and its relevance to level IIb lymph nodes 

Otolaryngol Head Neck Surg 141・639-644，2009. 

5) Nakamichi 1<， et al. Ia廿ogenicinjury of the spinal acces-

sory nerve. Results of repair. J Bone Joint Surg Am 80 

1616-1621， 1998 

6) 岡島誠一郎ほか.勝Jl夏神経の longgraftを用いて治療

した副神経損傷.日本手の外科学会雑誌 19:185-188， 

2002. 
7) 演直人ほか.後頚三角部におけるリンパ節生検時に副

神経損傷をきたした 1例 日本皮膚科学会雑誌 119:

887-891，2009. 

8) Kim DH， et al. Surgical outcomes of 111 spinal accesso-

ry nerve injuries. Neurosurgery 53: 1102-1103，2003. 

9) 池上博泰ほか. [肩関節 ・肩甲帯部疾患 病態 ・診断・

治療の現状] 治療 保存的治療と手術的治療の現状

神経障害(副神経麻癖) 副神経麻癖 15例の検討 臨

床症状とその経時的変化を中心に.別冊整形外科.東

京南江堂.pp162-166，2010. 

10) Norden A， et al. Peripheral injuries to the spinal acces-

sory nerve. Acta Chir Scand 94: 515-532， 1946. 
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手指非結核性抗酸菌症の治療経験
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318-321， 2012 

当院における非結核性抗酸菌による手指の慢性化膿性臆鞘炎および関節炎の検討をおこなった.起炎菌を

同定できたもの 2例，起炎菌を同定できなかったが病理所見で非結核性抗酸菌症が疑われたもの 2例，起炎

菌を同定できず，病理所見も認めなかったが，病歴・職歴から非結核性抗酸菌症が疑われたもの3例であっ

た.6例でRFP・EB・CAM投与， 1例でRFP・CAM投与を行い，症状は軽快した.化学療法期間は 6例

で6か月， 1例で3か月であった.再発は1例であった.起炎菌を同定できなくても，病理所見やエピソード・

職業から非結核性抗酸菌が疑われるときには RFP・EB・CAMの3剤投与を考慮すべきと思われた.

[緒言]

慢性化膿性感染症の起炎菌として非結核性抗酸菌

があり，診断・治療に難渋することがある.当院で

の手指非結核性抗酸菌症について検討をおこなっ

た.

[対象と方法1
2009年6月から 2012年4月までに当院で治療し

た手指の慢性化膿性臆鞘炎，関節炎で起炎菌が非結

核性抗酸菌であったものは 2例，非結核性抗酸菌が

疑われたものは 5例であった. (表1)

表 1

症例 橿患部位

培農陽性

その内訳は男性4例女性3例，年齢は 31-66歳

であった.慢性腎不全の合併を 1例で認めたが，そ

のほかの症例では全身合併症は認めなかった.外傷

歴(トゲ刺創)のあるものは4例であった.職業は

農業・漁業・大工・土木・水産業各 1名，無職(園

芸の趣昧あり)2例であった.

[結果I
CRPは1例のみで陽性であった.権患部位は手

掌部~手関節部屈筋腫鞘炎2例(症例 1.4)・示指中

指中節部~手関節部屈筋腫鞘炎および伸筋支帯部で

投与期間 削節可動場制眼

66践女性 {ー} なし 虞隷
手:Ijt-手関節掌由l

M.ln同国lIu也m
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2(初回手術 56忠 男性 l 腎不全高U
高り

(船上)

2包囲目手術〉

培農隠性病理所見あり

62銭男性

66盛宜性

受理日 2012/10/29 
*十善会病院整形外科
事.十善会病院形成外科
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干85~905
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(屈筋鱒相的
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{→ 
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の滑膜炎 1例(症例 2)・手指 PIP関節炎2例(症例

3.6)・母指 IP関節炎2例(症例 5.7)であった.

全例手術を行った.症例1.4では手掌部・手根管

内の腫滑膜切除を症例 2では示指中指中節部から手

根管遠位の屈筋腫滑膜切除(初回手術)および伸筋支

帯内の伸筋腫滑膜切除(2回目手術)を症例 3.5.6.7で

は関節滑膜切除を行った.摘出した滑膜を一般菌培

養・抗酸菌培養・抗酸菌PCR.病理検査に提出した

術後は bulkydressingとし，手術翌日から自動・ 他

動運動を開始した.

全例一般菌培養は陰性で，抗酸菌培養もしくは

PCR検査で非結核性抗酸菌を認めたものは 2例で

あった.症例 1の初回手術時，病理所見は関節リウ

マチ疑いであったが，抗酸菌培養で Mycobacterium
lntracellulareが同定された.また，症例 2では，初回

手術時，抗酸菌培養は陰性で病理所見は非特異的炎

症であったが， 2回目の手術でMycobacteriummari-
numが同定された.

抗酸菌培養およびPCR検査では陰性であったが

病理検査でLanghans多核巨細胞を含む肉芽腫性滑

膜炎を認めたもの 2例であった.

また，症例 5.6.7の3例は，一般菌培養・抗酸菌

培養.PCR検査すべて陰性，病理検査でも特異的

炎症所見を認められず，ペニシリン系・セフェム系・

ニューキノロン系抗生剤などによる治療は効果がみ

られなかった.これら 3例は刺創のエピソードや職

業などから非結核性抗酸菌による感染を疑った.

治療は 6例でリファンピシン (RFP)・エタンブ

トール (EB)・クラリスロマイシン (C品 1)の3剤

投与を行った. 1例は薬疹のため経過中に RFP'

C品 4の2剤投与に変更した投与期間は 6例で 6

か月，薬疹のため中止した 1例は 3か月であった.

全例投与開始後速やかに腫脹が軽快した. 1例は投

与中止後 1年 5か月で再発を認め，再度滑膜切除-

RFP・EB.C品 fの 3剤投与をおこなった残りの

6~Jは再発を認めていない .

症例呈示

症例 2:58歳男性，職業漁師.

既往症:慢性腎不全.

現病歴:船上でトゲが左示指にささり，その後発

赤・腫脹したため，受傷約 10日後に近医受診.セ

フェム系抗生剤内服するも終痛・腫脹がつづくため，

受傷約 50日後に当院紹介初診.

身体所見・検査所見:示指中節部掌側から前腕ま
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図 la 症例2 初回手術屈筋腿鞘炎

』
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図 lb 症例 2 初回手術滑膜切除後

で屈筋躍にそった腫脹を認め，初診時炎症反応は

CRPO.09mg/dl， WBC9800であった.

初回手術所見:示指中指中節骨から手根官遠位ま

で腔鞘全長にわたり屈筋膿周囲の滑膜の増殖を認め

た(図 1a).示指中指とも A2およびA4pulleyを温

存し滑膜切除をおこない(図 1b)，一般菌培養検査・

抗酸菌培養検査・抗酸菌 PCR検査・病理検査に提

出した.

初回手術術後経過:術後は bulkydressingとし，

手術翌日からガーゼ内での自動・他動運動を開始し

た一般菌の培養・抗酸菌培養・抗酸菌 PCR検査

はすべて陰性であった.病理所見は，炎症をともな

う滑膜組織で特異的炎症像は認めなかった.ペニシ

リン系抗生剤点滴で腫脹は-8改善したが， 2か月

後に手関節部背側に腫脹出現したため， 2回目の手

術を行った.

2回目手術所見:伸筋支帯内に腿滑膜の増殖を認

めたが手関節内の腫脹は認めなかった(図 2a).イ申

筋腔の滑膜切除をおこない(図 2b)，一般菌培養検

。。
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図 2a 症例 2 2回目手術伸筋支帯部での滑膜炎

図 2b 症例 2 2回目手術滑脱切除後

査 ・抗酸菌培養検査 ・抗酸菌 PCR検査 ・病理検査

に提出した.

2回目手術術後経過 :術後は bulkydressingとし，

手術翌日からガーゼ内での自動・他動運動を開始し

た.切除した滑膜の塗沫検査でガフキー1号，抗酸

菌培養検査で Mycobacteriummarinumを同定した.

病理検査は， Langhans巨細胞を伴う類上皮肉芽腫

であった化学療法ほFp.EB. C品11)を開始し

たところ，腫脹は速やかに消槌した.薬疹が全身に

出現したため 3か月で化学療法を中止した.内服中

止後6か月経過観察をおこなったが再発は認めなか

った.手指の可動域制限も認めなかった.

初回手術時の屈筋腫鞘炎も経過からみると Myco-

bacterium marinumによる感染と思われる.2回目

手術時の伸筋支帯部での滑膜炎は屈筋腿鞘炎からの

波及と考えられる.しかし，初回手術前の MRI検

査では屈筋腫鞘炎のみで，伸筋腫周囲や手関節内に

滑膜炎の所見はみられず， 2回目手術前の MRI検査

では伸筋支帯部での滑膜炎のみであり，屈筋腫鞘炎

から伸筋支帯部での滑膜炎への感染経路は不明であ

る.

{考察]

結核菌や非結核性抗酸菌による感染症はその生物

学的活性の低さから起炎菌を分離同定する ことが困

難である.肺結核 ・肺非結核性抗酸菌症においては

複数回の略疲検査が行われている. しかし，手指非

結核性抗酸菌症の場合，検体を採取するには外科的

処置が必要で，複数回の培養検査は行いにくく，診

断に苦慮する.原らによると本邦における非定型性

結核菌による手の腿鞘炎の報告 91例のうち起炎菌

が同定できたものは 68例 (75%)であった 1) 自験

例では起炎菌を同定できたのは 7例中 2例のみであ

った.

手指非定型性結核菌症の治療は外科的治療と化学

療法が基本である.起炎菌を同定できなく ても， 病

理所見で類上皮肉芽腫の所見があれば化学療法を開

始すべき，との意見もある 1)2)3) 症例 3.4は抗酸菌

培養・ PCR検査で抗酸菌を同定できなかったが，

病理所見から非結核性抗酸菌症を疑い，化学療法

恨Fp.EB. C品川を開始したところ，腫脹は速や

かに消槌した.

しかし，病理所見も万能ではない.症例 lの初回

手術では MycobacteriumIn仕acellulareが同定され

たにも関わらず病理所見は関節リウマチ疑いであっ

た.このように，抗酸菌が同定されても病理所見が

一致しないこともある.抗酸菌が同定されず，病理

検査でも特異的炎症所見が認められず，一般的な抗

生剤の治療効果がみられない症例でも，刺創のエピ

ソードや職業から非結核性抗酸菌による感染がうた

がわれる時には化学療法 (RFP・EB・C品11)を考慮

すべきと考える.症例 5.6.7はこの例に該当し，化

学療法 (RFP・EB・CAM)を開始したところ，腫脹

は速やかに消槌した.

化学療法は肺 Mycobacteriumavium complex 

(MAC)症の標準化学療法 4)に準じて RFp.EB. 

C品4の3剤投与とした.

投与期間については，化学療法の薬剤によらず，

一定の見解が得られておらず報告によって6か月~

12か月と様々である.自験例では薬疹により 3か

月で中止した症例 2を除き， 6か月間投与した.症

例 lでは投与中止後 1年 5か月で再発を認めたが，

その他の症例では現時点では再発を認めていない.
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肺MAC症において，投与期間についてガイドラ

インでは「菌陰性化後約1年Jと記載されているが，

エピデンスはない.長期観察報告ではガイドライン

指定期間以降も継続投与のほうが予後はよいとして

おり，肺MAC症において最適化学療法期聞は今後

の研究課題である 4)

手指非結核性抗酸菌症においては病巣全体の滑膜

切除をおこなうことが多く，化学療法のみの肺MAC

症と同列に扱えないが，最適化学療法期間について

は議論の余地がある.

[まとめ1
1.当院における手指非結核性抗酸菌症の検討を

おこなった.

2.起炎菌を同定できたもの 2例，起炎菌を同定

できなかったが病理所見で非結核性抗酸菌症が疑わ

れたもの2例，起炎菌を同定できず，病理所見も認

めなかったが，病歴・職歴から非結核性抗酸菌症が

疑われたもの 3例であった.

3. 6例でRFP・EB・CAM投与， 1例でRFP・CAM

投与を行い，症状は軽快した.

4.化学療法は 6例で6か月間， 1例で3か月間

行った.

5. 1例で再発が認められた.

6.起炎菌を同定できなくても，病理検査やエピ

ソード・職業から非結核性抗酸菌が疑われるときに

はRFP・EB・CAMの3剤投与を考慮すべきと思わ

れた.

病理所見をご指導いただいた，佐世保共済病院病

理診療科井関充及先生に深謝いたします.
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