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背側転位型の中高齢者榛骨遠位端骨折に対するマイク
ロネイルの治療成績~ロッキングプレートとの比較~?fdf 
長谷川和重へ牧野陸生**

|自由投稿論文|

背側転位型横骨遺位端骨折に対し，マイクロネイル 15例 (M群)とロッキングプレート 15例 (p群)の

術後成績を比較，検討した.Mayo Wrist Score， 6か月時の握力に有意な差がなく，可動域もほぼ同等で，

大きな合併症はなかった.X線パラメータの矯正損失はM群でuvがやや大きかったが両群ともに整復保

持は良好であった.マイクロネイルは，適応，手技を順守すれば，プレートとほぼ同等の臨床成績が得られ

る.

[緒言]

背側転位型樟骨遠位端骨折の手術療法ではロッキ

ングプレートが現在広く行われている.当科ではさ

らなる低侵襲を目指し， 2008年から中高齢者のAO

分類のA2， A3， C1型の症例にマイクロネイルを使

用している 1) 本研究の目的は，マイクロネイルの

術後成績をロッキングプレート症例と比較し，臨床

的な有用性，問題点を明らかにすることである.

[対象と方法1
マイクロネイル群(以下M群): 15例.男 1例，

女 14例，右7例，左8例で，年齢が平均 65歳 (51

歳-78歳)，経過観察期聞が平均 7.8か月 (6-12

か月)，骨折型がA2;1例， A3; 6例， C1; 8例で

あった.2008年以前の症例から年齢，性，骨折型

をできるだけマッチングさせた 15例を抽出し，ロ

ッキングプレート群(以下P群)とした.男 1例，

女 14例，右8例，左7例で，年齢が平均 68歳 (53

歳-80歳)，経過観察期聞が平均 8.4か月 (6-24

か月)，骨折型がA3;7例， C1; 6例， C2; 2例で

あった.使用プレートは DRVプレート(瑞穂医科)

13例， Distal windowプレート(アラタ)2例であ

った.外固定期間は両群ともに前腕シーネ 1週間程

度(抜糸まで)である. 1)可動域 (6週， 6か月)， 

2)握力の患側健側比 (6週， 6か月)， 3)手術直後

と6か月時のX線パラメータの変化(矯正損失はA

で示す)， 4) Mayo Wrist Score (最終経過観察時)， 5) 

受理日 2012/11/19 

合併症，について 2群を比較検討した.

[結果l
M群と P群の年齢，男女比，経過観察期間，手

術前のX線パラメータに有意な差はなかった (t検

定， χ2検定).表 1に可動域と MayoWrist Scoreの

結果を示す.背屈 (6週)，掌屈，回外，囲内は 2

群聞に有意な差はなかったが， 6ヵ月時の背屈の平

均は M群670，P群58。と M群が有意に大きかった

(Mann-Whitney検定).Mayo Wrist Scoreは2群聞

に有意な差はみられなかった (Mann-Whitney検

定).握力の患側健側比(%)の平均は6週でM群

33%， P群 50%と有意差がみられたが (p< 0.05， 

M釘m-Whi旬ey検定)， 6ヵ月で M群 71%，P群 76

%と有意な差がなかった.

表2にX線パラメータの変化を示す.pf (p油nar

tilt)は術直後，術後6か月時でP群が有意に大きく

(p<O.OOOl， Mann-Whitney検定)， .1Pfは M群で

0.5" (掌側方向)， P群で-0.30 (背側方向)であった.

UV (ulnar variance)は術直後，術後6か月時で有意

な差がなかったが， .1UVはM群で1.4mm，P群で

0.7mmと有意に M群が大きかった (p<0.05，Mann-

Whitney検定).阻 (radialinclination)は術直後，術

後6か月時で有意な差がなく， .1RIも有意な差がな

かった (Mann・.Whitney検定).

両群ともに手指拘縮， CRPSを生じた例はなかっ

た.マイクロネイル例では樟骨神経皮枝領域のしび

'米沢市立病院整形外科 〒992-8502 山形県米沢市相生町6-36
紳ごとう整形外科クリニック
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表 1 可動域，臨床成績の比較

データは平均:tSDを示す. *は有意差あり (p<O.05).
E : excellent， G : good， F : fair， P : po町内は症例数を示す.

検討項目
マイクロネイル プレート
(M群 n=15) (p群:n=15)

可動域 [0] 背屈(6遇) 46::1:9 42土9

背思(6か月)* 67::1:9 58::1:10 

掌屈(6週) 43::1:8 42土S

掌屈(6か月) 62::1:12 56士7

回外(6逓) 64::1:10 65土12

圏外(6か月) 80::1:5 76土6

回肉(6週) 68::1:5 63土9

自肉(6か月) 77土2 73::1:5 

Mayo Wrist Score [point] 84::1:6 83::1:8 

E(6)，G(7)，F(2)，P(0) E(6)，G(4)，F(5)，P(0) 

表 2 X線パラメータの比較

データは平均:tSDを示す. *， **は有意差あり(* p<O.05， 

** p<O.OOO1). 
A(矯正損失)=術後 6か月.術直後.

検討項目

円 [0] 術前

術直後・・

術後6か月事事

LlPT・
UV[mm] 術前

術直後

術後6か月

LlUV市

RI[O ] 術劇

術直後

術後6か月

11 RI 

マイクロネイル
(M群:n=15)

-16.8::tll.4 

7.2::t4.0 

7.7土4.1

0.5::tl.l 

2.9::1:1.9 

心.2::1:1.6

1.2::t1.6 

1.4土日目7

14.7::t4.8 

24.9::t1.8 

24.6::1:1.8 

-0.3土1.3

プレート
(p群 n=15)

-18.7土17

14目4::1:4.0

14.1::t3.9 

吋0.3::1:0.6

4.7::t2.6 

0.1土0.8

0.7::t1.2 

0.7土日目7

13.6土6.7

23.8::t3.5 

23.9土3.7

0.2::1: 1.2 

れ感を訴える例が1例あったが，経時的に消失した.

手術部位のTinel様サインや違和感を訴える例は 1

例もなかった.

後，不安定であれば手術療法が考慮される場合が多

い.当科では徒手整復が良好であっても，再転位が

危慎される症例，早期に手の使用を望む例に対して

は，積極的に手術を行ってきた.背側転位型の関節

外骨折は徒手整復でほとんどの症例が-8はほぼ良

好な整復位となるので，この整復位を外固定なしに

[考察]

転位のある横骨遠位端骨折に対しては徒手整復の

-2一



横骨遠位端骨折に対するマイクロネイルの治療成績 325 

維持できる，プレートより手術侵襲が小さい方法が

ないものかと以前からずっと考え続けてきた.2005 

年に Warburtonらによって開発，報告されたマイ

クロネイル 2)は私たちの期待に応えるインプラン

トと考え， 2008年から使用を開始した.

マイクロネイルは横骨遠位端骨折用の髄内釘で，

日本では衣笠ら 3)4) 西脇ら 5)が臨床成績を報告し

ている.近位スクリュー以外が骨内に埋没する構造

のため，プレートで報告されているような長母指屈

筋腫皮下断裂 6)を起こす心配がない.抜釘の必要

はないが，現在のところ中高年者に適応を限定して

いる.適応となる骨折型は関節外骨折，転位のない

関節内骨折でAO分類のA2， A3， C1がよい適応と

されている 3)

マイクロネイルは挿入部位の小切開のみで骨折部

に侵襲が加わらないため軟部組織の侵襲が少ないと

考えられるが，骨折部を展開しないため整復位の保

持に工夫を有する場合がある 5) 近年の主流である

プレートは骨折部位を直接展開するため，整復操作

が容易に行え，関節内骨折を含めた幅広い骨折型に

対応できる.一方，プレートを挿入できるほどの皮

膚切開と，骨折部を含めた軟部組織の展開が必要で

あり， MIPOや方形囲内筋を温存する手技で、行った

としても，ある程度の侵襲は避けられない.M群で

は屈筋群への侵襲が加わらないためプレートに比べ

て握力の回復が早い 7)と考えていたが，本研究では

P群との差がなかった.一方， M群の背屈がP群よ

りよいという結果はマイクロネイルが軟部組織への

影響が少ないことを示唆している可能性がある.今

後，症例を増やして再度検討する予定である.

手技的に私たちが特に注意している 2点について

述べる.

整復位の保持:手技書では1.8mm長wireをintra-

foca1に髄内釘として挿入し，整復位を保持してい

る.西脇ら 5)は複数のK-羽reを用いて正確な整復

位を保持する方法を報告しているが，やや小さいネ

イルが挿入される可能性がある.私たちは in仕afoca1

に入れる K・前reは1本とし，整復位の保持，短縮

転位の防止と助手の労力削減のために Finger汀ap

牽引を用いている.なるべく大きいサイズのネイル

を挿入する方針としているが， K-wireが干渉する場

合には，ネイル先端が骨折部を越えた時点でK-wire
を抜去する場合もある.

ネイル挿入部の展開:採血などで障害され問題に

なる横骨神経皮枝の剥離温存が，この手術で最大の

注意点であると言って過言ではない.神経の剥離操

作を容易にするために，展開前に皮下に局所麻酔薬

を浸潤しておく.皮切周囲を持ち上げ，横骨神経皮

枝を含む皮下を十分剥離して，小筋鈎で容易に除け

ることができるようにしておき，皮切の縁付近でネ

イルやスクリュー挿入時に神経が接触しないように

する.術野に現れる横骨神経皮枝は1本とは限らず，

背側掌側に分かれて複数現れる場合があることを念

頭におく.次に， 1・2コンパートメント聞の刺入部

を骨膜下に十分剥離し，ネイルの挿入範囲以上に十

分な余裕を持たせて骨表面を露出しておく.ネイル

持入操作開始後は，周囲軟部組織の緊張が高くな

り，器具の陰の視野が悪くなる.この状態で追加展

開や剥離を行うと神経損傷の可能性が高まると考え

られるので，ネイル挿入操作の前に神経が確実に除

けられる状態にしておき，挿入操作中は常に神経が

保護されているかを確認しながら手術を行うことが

肝要である.ネイル挿入後，閉創時には第 1コンパ

ートメントの臆鞘を切離，日ap状にして腫の下に敷

き，ネイル挿入部を覆うようにして縫合している.

この操作は，ネイル先端と伸筋腫との接触を防止す

ると同時に， de Quervain臆鞘炎の予防的処置とな

り，術後の槙側部痛の防止効果があると考えてい

る.

X線学的評価では， M群の矯正損失はsUVO.5mm，

s vrO.30， sRIO.8。で諸家の報告 sUVO.6-0.7mm，

s vr1.2 -2.30， s悶・2.1-1.10 と同等以上の成績であ

った.Capoら8)の骨折モデルによる研究では，マ

イクロネイルは掌側ロッキングプレート (DVR:

Hand Innovations)との比較で，曲げ剛性，最終破

断荷重， 5mm背側転位を生じる負荷において，い

ずれも有意な差がなかったと報告されている.本研

究はX線パラメータの比較であり， UVの矯正損失

に若干の差がみられたが，適応となる骨折型に使用

すればプレートと遜色ない固定力を有していると考

える.P群の pfが有意に大きかったが，プレート

固定法では掌側傾斜が整復時につけやすく，内固定

材料の特性の差であると考えられる.本研究の M

群の pfの矯正損失は，衣笠 4)の報告と同様，掌屈

方向であった.ネイルの挿入の際には，パットレス

スクリューが掌背側に均等かやや掌側方向に聞くよ

うに回旋に注意して挿入すべきである.

近年超高齢者の骨折が増加しており，可能であれ
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ば手術による早期回復と同時に，低侵襲であること

が強く求められている. Kapandji法に代表される

経皮的ピンニングは低侵聾で手技も容易であるが，

固定力が弱いため外固定を要する場合が多く，ピン

刺入部の寒痛や処置を要する観点からもギプス治療

単独に比べて格段の早期回復は得られない.髄内セ

メント固定 9)は適応を選べば固定力，低侵襲，早

期回復の観点を満たす優れた治療法であるが，非吸

収性の異物により本来治癒する部位の大部分を占拠

して固定することに若干の抵抗感がある.生体親和

性のあるリン酸カルシウム骨セメント (CPC)が登

場したが，単独使用では骨折部を固定できる程の強

度がなく，強固な内固定を併用せざるを得ない 10)

マイクロネイルは髄内固定による強固さに加え，髄

内占拠により骨折部の骨欠損を補う効果が期待でき

る.衣笠 4)は，マイクロネイルは大腿骨転子部にお

ける髄内釘のように，型通り施行できる点が特徴の

1つであり，術者による成績の差が出にくく，手術

の注意点を留意さえすれば，若手医師が行っても安

全確実に手術を実行できると述べている.伝達麻酔

で比較的短時間に行える技術があることが条件では

あるが，マイクロネイルは従来の経皮ピンニングや

髄内セメント固定に替わり，それらを凌駕する治療

法になりうると考えている.

マイクロネイルの適応は牽引圧迫で容易に整復可

能な関節外骨折が大部分である.したがって，保存

療法でも十分良好な結果が得られる症例に手術を行

っている可能性がある.早期回復を目的に手術を行

うのであれば，手術侵襲に見合うだけの患者満足が

得られているのかを，保存療法との比較で今後検証

する必要がある.

[まとめ1
1)背側転位型榛骨遠位端骨折に対し，マイクロ

ネイル 15例 (M群)とロッキングプレート 15例 (p

群)の術後成績を比較，検討した.

2) Mayo Wrist Score，握力(術後 6か月)に有

意な差がなかった.

3)可動域は術後 6か月時の背回のみ有意な差が

あり， M群で良好であった.

4) X線パラメータでは， uvの矯正損失がM群

1.4mm， P群 O.7mmと有意な差があった.

5)大きな合併症はなかった.

6)マイクロネイルは，適応，手技を順守すれば，
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プレートとほぼ同等の臨床成績が得られる.
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AO分類C型榛骨遠位端骨折に対する

Fragment Specific Fixationの意義と適応
かねしろやすのり ひだかのり品者 えぎ たけL

金城養典*日高典昭*恵木丈**

[目的l
AO分類 C3型横骨遠位端骨折に対する fragmentspecific fixation (FSF)の治療成績を調査し，意義と適

応について報告する

[対象と方法I
AO分類C3型樟骨遠位端骨折に対して， FSF法で手術加療した 25例(男性 13例，女性 12例)で，受傷

時平均年齢は 50歳，経過観察期間は平均6か月であった.骨折型はAO分類 C18例， C21例， C316例で

あった.プレートの種類，軟部組織損傷，臨床成績， X線評価，合併症について調査し，統計学的検討を行

った.

[結果]

使用したプレートは掌側+樟側 9例，横側+背側 7例，掌側+背側 4例，背側 4例，掌側+樟側+背側

1例であった.X線学的評価では，全てのパラメーターにおいて，術直後の値は術前と比べて有意に改善し (p

<0.05)，整復位は最終経過観察時まで概ね維持されていた.矯正損失は UV0.4 mm， vr (背屈転位型)0.60 

であった.平均関節可動域は手関節伸展 690，屈曲 570，前腕回外平均 82¥囲内 820であった.Mayo wrist 

score はexcellent 6例， good 11例， fair 7例， poor 1例であり， DASHscoreは平均 7.9点であった

[考察1
樟骨遺位端関節内骨折の約 3割の症例で FSF法が適応となり，特に不安定性の高い小骨片を有する骨折

型に有効であると考えられた.

【緒言1
背屈転位型横骨遠位端骨折に対する掌側ロッキン

グプレート固定は，梼骨遺位端骨折の治療の新しい

ゴールデンスタンダードとなっており，良好な治療

成績が多数報告されている.しかし，樟骨遠位端骨

折は骨折型が多様であり，掌側プレート単独での固

定法では困難な症例が存在する.このような場合

に，複数のプレート固定による企'agmentspecific 

fixation (FSF)が選択枝として挙げられる.

FSF法は Medoffらによって提唱されたコンセプ

トで，横骨遠位端関節内骨折の関節面を 5つの主要

な骨片に分類し(“FragmentSpecific" Classification: 

radial column， dorsal central企agment， dorsal ulnar 

column， cen位・al釘目印lar企agment， volar企agment)，

各々の骨片を横側，尺側のピンプレートやピンとス

クリューを組み合わせたもの(商品名;TriMed骨

system)を用いて固定する方法である 1) TriMed骨

は日本には未導入であるが，ほぽ同様のコンセプト

を持つ内固定材料が近年，使用可能となっている.

著者らは， AO分類C型榛骨遠位端骨折に対して

に対して， FSF法による治療を行ってきたので，そ

の治療成績を調査し，意義と適応について報告す

る.

[対象と方法】

対象症例はAO分類 C型梼骨遠位端骨折に対し

て手術的加療を行った 90例中， FSF法を行った 25

例で，男性 13例，女性 12例，受傷時平均年齢は

50歳 (24-邸歳)，最終経過観察期間平均6か月 (3

-9か月)であった.骨折型は， AO分類でC18例，

受理日 2012/11/26 
事淀川キリスト教病院整形外科 干533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路2-9-26

H 大阪労災病院整形外科
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328 C型榛骨遠位端骨折に対する FSF法

表 1 X線計測値変化(平均±標準偏差)

呈畳屋 術後 最終

Ulnar varianve (mm) 3.8:1:3.2 0.4:1: 1.6!i 0.8:1: 1.7 
0.4:1:6.2 !i -0.2:1:8.2 

4.8土3.3!i 4.3土3.9
Volar甘It(deg陪 e)…{背鼠転位型) ー20.5土14.0
Volar tilt (degree) (掌屈転位型) 18.8:1:9.4 

Radial inclination (degree) 15.4:1:4.3 19.9:1:3.7!i 19.7:1:3.9 
0.4:1:0.8 !i 0.4土0.7
0.O:l:O.2!i 0.1 :1:0.3 

Gap (mm) 一 2.2:1:1.7 
Step off (mm) 0.8:1: 1.2 

p<0.05 comparedtopre operation. 

C21例， C316例であった.

FSF法の適応について述べる.まず，術前の画像

所見から骨折型を把握し，“FragmentSpec泊c"Clas-

sificationに沿って不安定性の高い骨片を分類した.

掌側+榛側，掌側+背側，樟側+背側の double

pla出 gを基準とし，組み合わせの選択は， radial 

column (いわゆる Chauffeur骨片)であれば横側

プレート， dorsal ulnar column (~\わゆる die-punch
骨片)であれば背側プレートが含まれるように，不

安定性の高い骨片を選択的に固定できる組み合わせ

にした.また，掌側の骨折線が末梢に存在し，遠位

設置型の掌側プレートを用いないと整復固定が困難

と判断された場合には，横側+背側プレート固定の

適応とした.プレートシステムは HC50Universal 

Radius Plate Set (ナカシマメデイカル，岡山)また

はVariaxTMDistal Radius Locking Plate System (日

本ストライカ一社，東京)のいずれかを主に選択し

た.手術法と後療法については過去に報告した方法

に準じた 2) 65歳以下の青・社年者では手関節鏡

にて関節内軟部組織損傷を評価し，必要に応じて治

療を行った.

以上の症例について，使用したプレートの種類，

手関節鏡による軟部組織損傷の評価，機能評価(握

力，関節可動域， Mayo wrist score， DASH score)， 

X線評価(U1narvariance， Volar tilt， Radial inclina開

討on，Gap， Step off)を行い，術後と最終診察時の

差を矯正損失として算出し，統計学的検討を行っ

た.

[結果]

使用したプレートは，掌側+横側9例，榛側+背

側 7例，掌側+背側 4例，背側 4例，掌側+樟側

+背側 1例であった.

18例で手関節鏡による軟部組織損傷の評価を行

った. Geissler分類grade3度以上の舟状月状骨間

靭帯損傷を 3例，月状三角骨間靭帯損傷を 1例に認

め， 6週間の一時的銅線固定を行った.TFCC損傷

を8例 (Class1A 3例， Class 1B (全て尺骨小宮部

からの剥離損傷)6例)に認めた.Class 1Aに対し

てはデブリードマン， Class 1Bに対しては直視下縫

合術を行った.

全例に骨癒合が得られた.整復の指標としてのX

線計測値の変化を表1に示す.日n訂 variance仰V)，

Volar tilt (VT)， Radial inclination (阻)， Gap， Step 

off全てのパラメーターにおいて，術直後の値は術

前と比べて有意に改善し (p<0.05)，術直後の値と

最終経過観察時の値に有意差は認めず，整復位は最

終経過観察時までよく維持されていた.矯正損失は

UV 0.4 mm， VT (背屈転位型)0.60， VT (掌屈転

位型)0.5"，阻0.2mm， gap 0 mm， step off 0.1 mm 

であった.最終経過観察時の握力は平均 25kg(健

側比 75%)であった.平均関節可動域は手関節伸

展 690，屈曲 570，前腕回外平均 820，囲内 82。であ

った.Mayo wrist scoreは60点-100点(平均82点)

で excellent 6例， good 11例， fair 7例， poor 

1例であった.成績不良例の主な減点項目は握力で

あった. DASH scoreは平均 7.9点 (0-33点)で

あった.合併症として，槙側プレートを使用した 3

例に一過性の榛骨神経浅枝の神経刺激症状， 2.4mm 

Modular hand system (シンセス社，東京)にて背

側プレート固定を行った 1例に伸筋腫臆鞘炎を認め

た.感染， CRPS，臆断裂等の重篤な合併症は認め

なかった.

症例呈示

症例 1:48歳，女性.AO分類TypeC3-1型の樟

骨遠位端関節内骨折で，単純レントゲンおよびCT

にて radialcolumnの骨片を認めた(図 1，a-c).掌

側骨片は掌側プレートで， radial columnは樟側プ

レートにて固定した.解剖学的整復位が獲得され，

術後6か月の時点で矯正損失はなく(図 1，d， e)， 

Mayo wrist scoreは90点で excellent，DASHスコ
アは 3.3点であった.
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咋ド

図1 症例 1: 48歳，女性.AO分類TypeC3-1型の榛骨遠位端関節内

骨折で，単純レントゲンおよび CTにて radialcolumnの骨片を

認めた (~11 ， a-c).掌側骨片は掌側プレートで， radial column 
は椀uWプレートにて悶定した.解剖学的整復位が獲得され，中lfi後 6
か月|侍で矯正損失はない(医11，d， e). 

症例 2:34歳，女性 AO分類TypeC3-1型の椀

骨遠位端関節内骨折で， crにて dorsalu¥nar co¥-

umnの骨片を認めた(図 2，a-c). 掌側+背側プレ

ートにて整復固定を行った.解剖学的整復位が獲得

され，術後6か月の時点で矯正損失なく(図2，d， e)， 

Mayo wrist score は 90点で excellent，DASHスコ

アは 5点であった.

症例 3:39歳，男性.AO分類TypeC3-1型の槙

骨遠位端関節内骨折で， crにて radia¥co¥umn， dor-

sa¥ u¥nar co¥umnの骨片を認めた(図 3，a-c).掌側

の骨折線が遠位であった為，椀側+背側プレートに

て整復固定を行った.解剖学的整復位が獲得され，

術後 6か月で矯正損失なく(図 3，d， e)， Mayo wrist 

scoreは90点で、 excellent，DASHスコアは1.7点で

あった.

[考察]

不安定型樟骨遠位端骨折の治療は保存療法・手術

療法を含めて機々な方法が報告されてきたが，

Orbayら3) Kamanoら4)による掌側プレートの優

れた臨床成績が報告されて以来，現在では掌側プレ

ートが治療の中核をなしている.関節外骨折だけで

なく，関節内骨折に対しでも多くの場合は掌側プレ

ート単独で対応できる. しかし，槙骨遠位端骨折は

骨折型が多様であり，“onep¥ate fits all"の概念に

よる治療では，限界がある 5) 特に，小骨片を伴う

場合や骨粗懸症の強い患者 軟骨下骨や皮質骨の欠

損がある場合，掌側プレート固定後の volar¥unate 

facet fragmentの転位など，掌側プレート単独では

対応困難な症例が存在する 5)6) このような骨折型

の場合に，高井らは格子状固定の追加 7) 川崎らは

Doub¥e-tiered Subchondra¥ Support法 8)など，固定

力を向上させるための方法が報告されている.著者

らは，この様な骨折型を呈する症例への解決法とし

て， FSF法を積極的に行ってきた.その結果， C型

横骨遠位端骨折症例の約 3割に FSF法が選択され

ていた.今回の調査の結果，臨床成績は概ね良好で、，

術後の矯正損失はわずかで過去の報告と比べても遜

色なく，有用な選択枝の一つであると考えられた.

バイオメカニクスの点から FSF法のメリットを

考察する.不安定性の高い radialco¥umnの骨片や

dorsa1 u¥nar splitの骨片に対しては，ロッキングス

クリユーによる軟骨下支持法よりも支持プレート固

定法がより正確な整復位が得られ，.EIつ固定力も高

いと考えられる(図 4，a-d). また，過去の報告にお

いて， TriMed@ systemや尺側+椀側プレー トの固

定力が良好であることや，掌側ロッキングプレート

単独に比べて掌側ロッキングプレート+槙側プレー
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官ド

図2 症例 2:34歳，女性.AO分類TypeC3-1型の槙骨遠位端関節内

骨折で， CTにて dorsalulnar columnの骨片を認めた(図 2，a-c) 

掌仰い尺側プレートにて整復固定を行った.解剖学的整復位が獲得され，

6か月|侍で矯正損失はない(図 2，d， e) 

吋ド

図3 症例 3:39歳，男性 AO分類TypeC3-1型の榛骨遠位端|刻節内骨折で，

CTにて radialcolumn， dorsal ulnar columnの骨片を認めた(図 3，a-c).掌

側の骨折線が遠位であった為"検側+背側プレートにて整復固定を行った.

解剖学的豊富復位が獲得され，術後 6か月で矯正損失はない(図 3，d， e). 

トの固定力が優れていることが報告され，double 

platingの有用性が報告されている 9)10) 以上のこと

から， FSF法は不安定性の高い骨片を有する C型

榛骨遠位端骨折に特に有効と考えられた.

一方， FSF法の懸念される問題点、として， 1)伸

筋腿に対する刺激症状， 2)槙側プレー ト設置の際
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a) b) 。) d) 

図4 a. radia1 columnに対する掌側プレート固定.
b. radia1 columnに対する梼側プレート固定.
c. dorsa1 ulnar splitに対する掌側プレート固定
d. dorsa1 ulnar splitに対する背側プレート固定.
小骨片に対して，掌側プレートではロッキングスクリユーによる軟
骨下支持による固定であるが，支持プレート固定法はプレートによ
る支持効果があるため整復位が得られやすく，且つ固定力が高い.

の樟骨神経浅枝障害， 3)複数のプレートを設置す

ることによる侵襲の大きさ，が挙げられる. 1) に

ついては，横側・背側には lowprofileなプレート

を選択すること， 2)については，初期の症例に多く，

最近の症例ではほとんど見られないことから，手技

に習熟し愛護的な手術操作を行うことで解決できる

と考えている. 3) についても，手術手技を向上さ

せることで軽減させることができると考えられる

が，複数の皮切を用いるため手技が煩雑であること

は現時点では否定できない.今後の課題として，適

応をより明確に確立すること，煩雑な手術手技をよ

り単純化することが必要である.

[まとめ1
1. FSF法は不安定性の高い小骨片を有する C型

携骨遠位端骨折に有効と考えられた.

2. C型横骨遠位端骨折の約 3割の症例で FSF法

が適応されていた.

3.境側，背側プレートの使用例に軽度の合併症

がみられた.

[文献1
1) Schna11 SB， et al. Fixation of dista1 radius企acturesus. 

ing a仕agment-specificsystem. Clin Orthop Relat Res 

445:51・7，2006.
2)金城養典，日高典昭，恵木丈.骨遠位端関節内骨折に

対する仕agmentspecific fixation高齢者症例への応用

の展望.MB Orthop. 2010; 23:1， 33-40. 

3) Orbay JL. The treatment of unstable distal radius frac-

tures wi白 vol訂 fixation.Hand Surg 5: 103-12，2000. 
4) Kamano M， et al. Palmar plating for dorsally displaced 

企acturesof the distal radius. Clin Orthop Relat Res 397: 

403-8， 2002. 
5) Bae DS， et a1. Fragment-specific interna1 fixation of dis-

凶 radiusfractures. Hand Clin 21: 355-62， 2005. 
6) Harness NG， et al. 10ss of fixation of the volar lunate 

facet fragment in fractures of the dista1 part of the radi-
us. J Bone Joint Surg Am 86: 1900-8， 2004. 

7) 高井盛光ほか.AO分類 C3型榛骨遠位端骨折に対す

る掌側ロッキングプレート法格子状固定の追加は有

効か?骨折33:973-6， 2011. 

8) 川崎窓吉ほか.AO分類 C3型榛骨遠位端骨折に Dou-

ble-tiered Subchondra1 Support法は有用か?日手会

誌27:234-238， 2010. 
9) Dodds SI， et al. A biomechanical comparison of frag-

ment叩 ecificfixation and augmented external fixation 

for intra-articular distal radius企actures.J Hand Surg 

Am 27:95~ト64， 2002.

10) Grindel SI， et a1. Biomech副首四1comparison of fixed-an-

gle volar plate versus fixed-angle volar plate plus frag-

ment-specific fixation in a cadaveric dista1 radius frac-
加remodel. J Hand Surg Am 32: 194-9， 2007. 
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榛骨遠位端部における長母指屈筋鍵の滑動性について
一掌側プレート固定術後の超音波短軸像による検討-、.-.It 
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掌側ロッキングプレート固定を行った横骨遠位端骨折 14例を対象に，超音波短軸像を用いて各種手関節

肢位での全指伸展，全指屈曲，母指単独屈曲による槙骨遠位端部の長母指屈筋鍵 (FPL)の位置を測定し，

プレート側と健側を比較検討した. FPLはプレート側と健側共に，手関節を中間位から背屈位，尺屈位にす

ると背尺側に，掌屈位では掌尺側に，榛屈位では掌横側に移動した.プレート側は健側と比較して， FPLが

全肢位で背側に位置した.また手指屈曲時は，中間位，掌屈位，横屈位ではi憐骨から離れ掌尺側に移動し，

背屈位と尺屈位ではプレート設置位置となる背尺側に移動した特にプレート側では， FPLが背屈位，尺屈

位で，全指屈曲時に母指単独屈曲時と比してより背尺側に移動し，プレートに干渉しやすい傾向を認めた.

FPLのプレートによる干渉の確認は，手関節背屈位および尺屈位で，母指単独屈曲ではなく，全指屈曲での

検査が勧められる.

位，背屈 60度，掌屈 60度，尺屈 40度，樟屈 10度

の5肢位における全指伸展，母指単独屈曲，全指屈

曲時の FPLの位置を測定し，プレート側と健側を

比較検討した.また FPLとプレート聞の距離も測定

した.測定の基準点は， Orbay 6)が報告した wate子

shed line上の槙骨月状骨嵩掌側骨性隆起の頂点 (p

点)とし， FPLの位置(横断面の中心)を榛側 (X)

と掌側 (y)方向の座標点で表示した(図1).この

P点は超音波検査や M聞で容易に確認でき， FPL 

[緒言}

横骨遠位端骨折に対して，掌側ロッキングプレー

トが広く用いられ，それに伴う長母指屈筋腿 (FPL)

損傷の合併率は 1.8--12% 1)2)と報告されている.こ

の合併症を予防するには槙骨遠位端部の FPLの滑

動性を把握することが重要である.近年 FPLの腔

滑動とプレートとの関係について，超音波による長

軸像による検討が行われているが 3)へ全て中間位

や軽度背屈位での測定であり，また短軸像による検

討もほとんど行われていない 5) 今回，手関節肢位

とFPLのl躍滑動との関連を見るために，超音波短軸

像を用いて，横骨遠位端部での手指運動時の FPLの

移動について検討した.

超音波短軸{象における FPLの位置の計測(左様
骨遠位端部)(P点:榛骨月状骨寓掌側骨性隆起
の頂点で，測定の基準点である)，RA榛骨動脈，
FCR:検侃1I手線屈筋健， FPL:長母指屈筋鍵. MN: 
正中神経.FDP:深指屈筋腿.FDS浅指屈筋鍵

図 1

[対象と方法]

対象は，掌側ロッキングプレート固定を行い，術

後6カ月以上経過した榛骨遠位端骨折症例 14例で，

内訳は男性2例，女性 12例，平均年齢64.9歳 (46--80

歳)であった.全例プレートは watershedlineを越

えない適正位置に設置し，方形囲内筋で覆った.

超音波検査は，近位手首皮線上で榛骨最遠位端尺

側縁が描出できる部位に 12MHzプロープを Bモー

ドで短軸方向に設置した.検討項目は，手関節中間

神奈川県川崎市中原区小杉町 1-396
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中間位 背屈位 掌屈{立 尺屈位 機屈位 (吻:p<O目05)

図2 各手関節肢位での FPLの位置(榛側方向 :xmm)(全指伸展時)

6 

4 

2 

。
中間位 背屈位 掌屈位 尺屈位 繍屈位(*:p<O.05) 

図3 各手関節肢位でのFPLの位置(掌側方向 :ymm)(全指伸展時)

は常にこの頂点の槙掌側に位置している.計測は各

3回行い平均値を求めた.統計学的検討には t検定

を用い，有意水準は P<O.05とした.

[結果1
1)手関節中間位，全指伸展位の FPLの位置

手関節股位変化による FPLの移動を検討する上

で基準となる手関節中間位，全指伸展位の FPLの

位置は，榛骨月状骨嵩掌側骨性隆起の頂点 (p点)

の樟側方向に，健側は平均 9.伽nm:t1.5mm，プレー

ト側は平均 8.6mm:tO.4mmで有意差は認めなかっ

た(図 2).一方，掌側方向には健側が平均 3.1mm:t

l.1mm，プレート側が平均 2.1mm:tO.5mmで有意

差を認めた(図 3). 

2)手関節股位変化による FPLの移動

FPLは構側方向には，プレート側，健側共に背屈

位，掌屈位，尺屈位では中間位と比較して有意に尺

側に位置し，横屈位では槙側に位置していた(図2). 

掌側方向には，プレート側，健側共に背屈位と尺

屈位では中間位と比較して有意に背側に位置し，掌

屈位と機屈位では掌側に位置していた.またプレー

ト側は健側と比較して， FPLが全肢位で有意に背側

に位置していた(図 3). 

3) プレート側における母指単独屈曲および全指

屈曲による FPLの移動

プレート側では，母指および全指を屈曲させる

と， FPLは全般位で尺側に有意に移動した.特に尺

屈位と横屈位では，母指単独屈曲時と比較して，全

指屈曲時にさらに尺側に有意に移動した(図 4). 

また掌背側方向についても，母指および、全指を屈

曲させると，背屈位と尺屈位では FPLはさらに有意

に背側方向すなわちプレートに近づいた.一方中間

位では手指屈曲により FPLがさらに有意に横骨か

ら離れる方向に移動した.特に背屈位，尺屈位では，

母指単独屈曲時と比較して，全指屈曲時にさらに有

意にプレートに近づき，プレート側の FPL-プレート

間距離は平均 O.3mmで， 14例中 5例で FPLがプレ

ートに圧排されていた(図 5). 

4
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(Ul111) 

- 全指伸展
12 

亡=コ 母指単独居歯

10 E二コ 全指毘歯

6 

。
中間位 背屈位 .屈位 尺屈位 彼屈位 。p<0.05)

図4 プレート側における手指伸展屈曲時のFPLの位置(憐側方向 :xmm)(手指運動時)

-・・ 全指伸展

E二3 母j~.l~蝿也

亡コ 全指屈曲

。
中間位 背屈位 掌屈位 尺屈位 1員屈位 C'・p<O.05)

図5 プレート側における手指伸展屈曲時のFPLの位置 c掌似u方向 :ymm)(手指運動時)

[考察]

近年槙骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固

定例に対する FPL臆損傷の早期予見を目的に，超音

波長軸方向による検討が行われている 3)4)が，中間

位や軽度背屈位に限定した測定であり，また短軸方

向の検討もほとんど行われていない 5) さらに，諸

家の報告は全て母指単独屈曲時のみの検討であ

り3)4) 本研究のように全指屈曲時との比較検討を

行った報告もない.

検骨遠位端部の FPL腫滑勤について超音波長軸

像はプレートによる FPLの圧排具合がわかりやす

いという利点があるが，短軸像は. 1) FPLの掌背

側の動きに加え，樟尺側の動きを観察でき.2) ま

たプローベを手関節に固定するため，測定誤差が少

ない.FPLは横にも移動するため，長軸像では母指

屈伸に応じて FPLを最もよく描写できるようにプ

ローベを検尺側に移動させる必要がある. 3) さら

に長軸像では最大背屈位はプローベが浮くため摘出

できないが，短軸像では中間位や背屈位に加え， 掌

+ 

図6手関節肢位変化によるFPLの移動(左手関節)
(手関節中間位を基準とした場合)

屈位，横屈位，尺屈位での観察が可能である.

今回 FPLは手関節肢位変化に影響を受け，中間位

を基準にすると，背屈位と尺屈位では背尺側に移動

し， 掌側隆起頂点P点に近づいた(図 6).逆に樟

屈位では FPLが槙骨から離れるように掌横側に，掌

回位では掌尺側に移動した.このため.FPLのプレ

ートによる干渉をチェックする場合は，手関節背屈

-12 -



超音波短軸像による長母指屈筋の腿滑動 335 

)
 

(
 

t晃i~11

‘山田
図7プレート側における手指屈曲によるFPLの移動(左手関節)(灰

色矢印:母指単独屈曲11時の移動，破線矢印:全指屈曲時の移動)

図8全指屈曲l侍の FPLの移動(左手関節)

位および尺屈位での検査が勧められる.

また，プレート側の FPLの位置は，母指単独屈

曲および、全指屈曲により中間位と掌屈位と椀屈位で

は，榛骨から離れるように掌尺側に移動し，背屈位

と尺屈位では FPLは手指屈曲によりさらに背尺側

に移動し，特に全指屈曲時は，母指単独屈曲時より

プレートに近づき，干渉する例を認めた(図 7).
この全指屈曲時の FPLの移動は， FDP， FDSが屈

曲により掌槙側に移動し，それにより生じた背尺側

のスペースに FPLを押しやり，圧排することで，

FPLがプレート設置位置に近づいたものと推察され

た(図 8).以上より， FPLのプレートによる干渉を

チェックする場合は，母指単独屈曲ではなく ，全指

屈曲での超音波短軸像による検査が勧められる.

[まとめl
FPLは手関節肢位の変化や手指屈曲lにより短q!llI方

向にも移動し，手関節中間位，掌屈位，椀屈位では，

手指図曲l時に槙骨から離れ掌尺側に移動したが，背

屈位と尺屈位では，手指屈曲時に背尺側に移動し，

プレートに最も近づき干渉しやすいことが確認され

た.また FPLは，背屈位と尺屈位では，全指を屈

曲させた場合，母指単独屈曲時と比較して，さらに

背尺側に移動し，プレートに干渉しやすい傾向を認

めた.
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tures with a volar locking screw plate system. Int Or-
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4) 土肥大右ほか.超音波検査による椀骨遠位端骨折に対

する掌側ロッキングプレート固定術後の長母指屈筋l健
損傷.日手会誌 27:70-73， 2010. 

5) 南野光彦ほか.~発骨遠位端部における長母指屈筋l躍の

消却J性について(第2報).日整会誌 85:S1339-S1339， 
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榛骨遠位端骨折変形治癒の治療経験
はせがわ きと L ごとう わたる なかじまいちろう たかぎLけんじ

、 I ・.It
""~It~相，..."，."

長谷川イプ，後藤渉へ中島-f!~*， 高岸憲二料

横骨遠位端骨折変形治癒に対し槙骨矯正骨切り術を行い，最終観察しえた 16例を対象とし臨床成績およ

び問題点の検討した.術式は FernandezらJ)の preopera世間 planningを参考とした openwedge osteotomy 

と自家骨移植を行った.固定方法の内訳は，銅線固定5例，プレート固定3例，掌側ロッキングプレート

固定8例であった.Mayo Wrist Scoreを用いた臨床評価は概ね良好であった.痔痛は全例で改善した.前腕

回旋角は矯正により遠位榛尺関節の適合性が改善され，有意差をもって改善を示した.X線像の評価では，

著者らの術式における術後の矯正損失は軽微で安定した成績が得られた. しかしながら，銅線固定を行った

1症例で移植骨の圧壊と逸脱を経験したため，今後は掌側ロッキングプレートによる強固な固定が望ましい

と思われた.

[緒言]

樟骨遠位端骨折後の変形治癒に対し当院にて榛脅

矯正骨切り術を行った 16症例に対し，臨床成績お

よび、問題点の検討を行った.

【対象と方法1
2000-2010年に樟骨遠位端骨折変形治癒に対し

関節外のアライメント矯正のため横骨に矯正骨切り

術を行い，最終観察しえた16例を対象とした(表1).

男性5例，女性 11例，平均年齢43歳 (11-71歳). 

背側転位型9例，掌側転位型 7例.受傷から手術ま

での期間は平均 13カ月 (3-60か月)，経過観察期

間は平均 20カ月 (11-65か月)であった.

術式は FernandezらJ)の preoperativeplanningを

参考とした openwedge osteotomyと腸骨からの自

家骨移植を行った.単純X線像を基準にして関節面

に平行な骨切り線をとり，矯正に必要なサイズの移

植骨を作製し挿入した.有沢ら 2)の推奨した愁訴の

残らない矯正角をもとに UV+3mm以下，悶10度以

上， Vf-10。以内を矯正目標とした.固定方法の内訳

は，銅線固定5例，掌側プレート固定2例，背側

プレート固定 1例，掌側ロッキングプレート固定8

例であった.初期はキルシユナー銅線を用いて固定

を行っていたが，より強固な固定を得るために近年

では掌側ロッキングプレートを用いた.プレートは

受理日 2012/11/24 

DePuy Orthopaedics社ACEsymme仕yplateの掌側

用と背側用を用いた.掌側ロッキングプレートには

症例ごとの矯正角に応じてベンデ、イング可能なアラ

タ社DistalWindowもしくはシンセス社VA-TCPを

用いた.術後のギプス固定期間は，ロッキングプレ

ート例で3週間，その他では 4-6週間とした.そ

の後に関節可動域訓練を開始した.

術前と最終診察時の廃痛，握力，可動域を計測し

Mayo Wrist Scoreを用いて評価した.Mayo Wrist 

Scoreの各項目ごとに術前と術後の差を求め，増加

した得点を一元配置分散分析したのち多重比較検定

を行った.また，手関節屈曲・伸展角および前腕囲

内・回外角 totalarcの術前・術後の比較や，握力の

術前・術後の比較を統計学的に検討した.X線評価

は術前，術後，最終診察時の ulnarvarianceωV)， 

radial incrination (RI)， volar tilt (Vf)を計測し，

固定方法や骨折型による矯正損失の差を調査した.

手術直後と最終診察時での各X線像計測の矯正損

失を求め，銅線群，プレート群，ロッキングプレー

ト群での比較を行った.また，背側転位型と掌側

転位型における各X線像計測の術後と最終診察時

での矯正損失の比較を行った.

[結果1
15例は術後3カ月以内に骨癒合が得られた.腸骨

J済生会前橋病院 整形外科 〒371-0821 群馬県前橋市上新田町 564-1
事群馬大学大学院 整形外科

-14 -
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表 1 対象症例.

盆銀 傘週量 性第 骨街霊待.縄問 衛首 .OI!A鉛 居定法 鍾寄宿画

67 F c 

{月乍 PiS 円 hrns EiF P IS VT t.lWS 月、

70100 60100 ・-29 30 6Ss毛 千町SO -23 55 Kw 17 

38 M c 説JI:D町00 -50 10 副Jl35 50'70 -13 65 Kw 16 

s 35 M c 鉛抑1{) 451鉛 -37 65 70.間四50 古田 KQ' 18 

4 35 F s 6 7(胸 S尉 怨 お 曲 7町iO 9G'5O -3 切 pl. 13 

67 E c 5513品 30145 .20 20 副45 6α70 2 70 PL 11 

46 F s 6 551:却 倒7() 1)7 46 卸剖 ω50 17 70 PL 65 

17 M c 抑記 4封90 .7 55 35130 τ Kw 14 

69 F c 畠叫胡 側部 -15 30 40130 50'ω 五 50 VI.P 38 

ωM  s 4町田 701m 25 65 70140 町田 70 VI.P 15 

10 14 F s 匝訓ヨ3 筑附調印 お 曲 80170 慌時o 12 l'朗 VI.P 13 

11 11 F s 12 酎市 B創00 関 帥旬9G'5O 田 Kw 30 

12 42 F c 倒お 倒 ω -35 5S お紛 7世田 τo VI.P 12 

13 57 Y s 4即00 酎釦 o 45 70.斤o 町叩 '2 田 VI.P 11 

14 38 M c 24 ~即お倒閣 沼 紛 昌也60 70'ω 90 VI.P 18 

15 24 F s 51 町田 曲 j印 36 75 SOIiO 脚 90 14 l(回 VIP 15 

16 71 Y c 6 部JI却 601曲 ・6 45 4~捕 す世田 10 70 VI.P 14 

C背fP'IJ転位型、S:掌fP!J転位型、ElF:手関節伸展i屈曲角、P/S:前腕回内田外角

VT: Volar Till MWS: Mayo Wrist Score、Kw:Kirschner刷 re国定、PLプレート固定、VLP掌i町lロッキンタプレート固定

Mayo Wrist Score 

術

Hpく0.01 Tukey-Ktamer，去

Hp<0.01 {点)25 

後

で

の

ス
15 

南 20

コ 10

ア

の

旭

加

量

PI fS ROM G5 

間 PdinInten虻y，FS:Functional 5回 tus
RO阿 Rongeof Motion， GS:Grip Strength 

図 1 Mayo Wrist Scoreの項目別多重比較結果.
手術前後における各項目の得点の増加盟を示す

手関節可動域の改善度は有意に低かった

採骨部の愁訴や骨折等の合併症は生じなかった.銅

線固定をおこなった症例 1(図 8)は経過中に鋼線の

緩みから移植骨が圧壊し逸脱したため，プレートに

よる再固定手術を追加した. 掌側ロッキングプレー

ト固定をおこなった症例 12は術後に長母指伸筋腫と

示指イ"11筋腿の皮下断裂を生じた.おそらく移植骨片

との干渉が原因と思われた.プレート固定をおこな

った症例 6に術後遠尺骨突き上げ症状が残存し，尺

骨短縮術を追加した MayoWrist Scoreは術前平均

50.0点から術後平均 78.1点に改普ー した. Excellent 
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図2 手関節および前腕可動域の術前・術後比較.
手関節の屈伸動作は術前と術後の比較において改善されなかったが，前腕囲内外
動作は有意に改善された
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図3 X線像の各計測値の推移.
UV，悶， vrの矯正目標値と実際の計測値を示す

2例， Good 5例， Satisfactory 7例， Poor 2例であ

った.痛みは全例において改善した.各項目の術前

と術後のスコアの増加量を算出し改善度の多重比較

した結果，可動域のみが有意に改善度が低かった

(図 1). これは手関節屈伸動作のみのスコアリング

で，前腕の囲内・回外動作が含まれていないためと

思われた.可動域の術前・術後の比較検討では，屈

伸群では統計学的な有意差を認めなかったが，回旋

群では統計学的に， **p<O.01にて術後に有意な改

善を認めた(図2).握力においても検定の結果， *p 

<0.05にて術後に優位に改善された.各X線計測

結果の術前・術後・最終診察時での推移を示す(図

3). UVは平均 0.78mm増悪し，問は平均1.50減少

し，vrは平均 0.38。減少した.固定方法による矯正

損失については症例数が少ないために有意差は検出

されなかった(図4). しかしながら，銅線群では移

植骨の圧壊による再転位例もあり矯正損失が目立つ

た.背側転位型と掌側転位型の違いにおいても，

vr，阻， UVの矯正損失はともに有意差を認めなか

った(図 5).

銅線固定例と掌側ロッキングプレート固定例と銅

線固定後に移植骨の圧壊を生じた例を呈示する.

症例3:35歳，男性.主訴:右手関節の動作痛.

現病歴:5年前に転倒し右樟骨遠位端骨折の診断に

て他医にてギプス固定による保存的治療を受けた.

終診後も右手関節の動作痛が持続し当院受診した.

所見 :X線所見は背側転位型の変形治癒にて各計測

値は UV2mm，RI170， vr・37。であった.関節可動域

co 
--A 
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X線像の各計測値ごとの矯正損失.

術直後と最終診察時で各言1'if!HI直ごとに固定方法別の矯正損失量を算出した

銅線群での損失が目立ったが症例数が少ないため有意差の検討は行えなかった.

図4
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骨折型別にみた X線像の各言|測値の矯正損失.

背側il忌位型，掌側'1創立型ともに各計ilW値の矯正損失

に有意差を認めなかった

@ @ @ 

図5

osteotomyに自家骨移植をおこなった.槙側正中よ

り進入し椀骨遠位部を背側，掌側ともに展開し骨切

りを行い，腸骨より採骨を行い三次元的な矯正のた

め背側 10mm，横側 6mm幅の模形に形成しキルシ

ユナー銅線にて固定した(図 6). 術後経過:動作

痛は消失し，最終X線計測値は UVOmm，阻23
0

，

Vf-3。に改善 した.関節可動域は伸展70
0

，屈曲 60
0

， 

囲内 60
0

，回外 80
0

，握力は 38kgで最終 MayoWrist 

Scoreは90点で Goodであった.

症例 14:38歳，男性.主訴:右手関節の動作痛.

現病歴 :2年前にはしごから転落して受傷し，他医

にて横骨遠位端骨折の診断にてギプス固定による保

存的治療を行った.右手関節痛が持続し当院へ紹介

された所見 :X線所見は背側転位型の変形治癒に

て，各X線計測値は UV5.5mm，Rl13
0

， Vf-32Sで

あった.関節可動域は伸展90
0

，屈曲 35
0

，回内 60
0

， 

回外 90。にて，握力は 22kg(健側 48kg)であった.

Mayo Wrist Scoreは 60点であった.手術所見:術

式は openwedge osteotomyに自家骨移植をおこな

円，el
 

は伸展 90
0

，屈曲 70
0

，囲内 45
0

，回外 90。にて，握

力は 30kg(健側 48kg)であった. Mayo Wrist Score 

は 65点であった.手術所見:術式は openwedge 

症例3の術前，術後， 最終診察|侍の X線像.図 6
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術前 術後

図7 症例 14の術前，術後のX線像.

手術直後 骨片転位 再手術

図8 症例 1の術後経過のX線像.
移組骨片の圧泊と鋼線の逸脱を生じ再転位したため再手術をおこなった

った.榛側正中より進入し骨切りを行い，腸骨より

採骨し三次元的な矯正のため背側 10mm，検側

7mm幅の棋形に形成しアラタ社製 DistalWindow 

プレートにて固定した(図 7).術後経過:動作痛

は消失し，最終X線計測値は UVOmm，悶22
0

，vf3。

に改善した.関節可動域は伸展 80
0

，屈曲 60
0

，囲内

70
0 

，回外 80。にて握力は 38kgで最終 MayoWrist 

Score は90点で Goodであった.

症例 1:67歳，女性. 主訴:右手関節の動作痛，

正中神経障害.現病歴 :8か月前に転倒し右槙骨遠

位端骨折の診断にて他医にてギプス固定による保存

的治療を受けた.経過中に正中神経障害が出現し動

作痛も持続したため当院紹介となった.所見 :X線

所見は背側転位型の変形治癒にて各X線計測値は

UV6mm， RI15
0

， Vf-29。であった.関節可動域は伸

展 70
0

，屈曲 30
0

，囲内 60
0

，回外 80。にて，握力は

lOkg (健側 23kg) であった. Mayo Wrist Scoreは

30点であった.手術所見:手線管を開放し正中神

経への絞把を解除したのち，open wedge osteotomy 

に自家骨移植をおこなった.腸骨から採骨し背側

lOmm幅の棋形に形成し骨移植を行いキルシュナー

銅線にて固定を行ったところ，術後経過中に移植骨

片の圧壊と転位を生じ掌側プレートによる再手術を

要した (図 8).術後経過 :動作痛は消失したが，

正中神経障害の残存と日常生活動作の支障を残し

た.最終X線計測値は UV7mm，悶14
0

，Vf-23。であ

った.関節可動域は伸展 68
0

，屈曲 34
0

，囲内 70
0

， 

回外 80。にて握力は llkgで最終 MayoWrist Score 

は55点でpoorであった.

{考察]

榛骨遠位端骨折変形治癒の手術方法は著者らの行

っている openwedge osteotomyに自家骨移植を併

用する方法をはじめとして人工骨移植での代用 7)や

榛骨のみでの矯正に限界がある場合には尺骨の形成

を併用する方法 6)もあり，またc10singwedge oste-

otomyに尺骨短縮術 4)や尺骨頭切除術 5)を併用し

た方法など様々な方法が開発されてきた(図 9). 

open wedge osteotomyに自家骨移植を併用する方

法は術後の矯正損失が少なく矯正角を維持でき，安

。。
‘B
A
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定した成績が得られた.固定材料の違いにより術後

の矯正損失に差があるのか検討してみたが，各群の

症例数も少なく有意差の検出はできなかった.ただ

し，銅線固定をおこなった症例では移植骨の圧壊と

転位を生じた例もあり，原因は固定力不足と考えら

れた.従って，今後は掌側ロッキングプレートによ

る強固な固定が望ましいと考えている.問題点とし

て， open wedge osteotomyに自家骨移植を併用する

方法には矯正量に限界があると考えられた.Oskam 

ら3)によれば梼骨の延長量には限界があり一般的

に6mm以上の短縮例では尺骨の処理も併用するこ

とが推奨されている.自験例ではuvで評価した横

骨の延長量は 0-8mmで平均 4mmであった.ただ

し，三次元的に矯正を要する例も多く，実際に使用

した腸骨ブロックは最大幅が10-15mmにも達した.

幸い採骨部の愁訴や骨折などの合併症は生じなかっ

たが，矯正量が多くなれば，より大きな採骨が必要

となり合併症の発生が懸念される.この問題に対し

和田ら 4)は樟骨・尺骨の短縮術を行うことを推奨し

ており，容易に矯正不足を解決でき自家骨移植も不

要となるが，リスクとして握力低下や尺骨偽関節を

挙げている.また，矯正目標への達成度についてvon

Campeら8)は健側との差を比較してuvを2mm以

内， RIとVTを5。以内に矯正できた例は 40%にす

ぎなかったと報告している.著者らは同様な検討は

行っていないが，実際にプランニング通りの骨移植

をおこなっても健側とほぼ同じ形にまで矯正するこ

とは難しく，多くの場合矯正角度が不足する印象で

あった.そのため有沢ら 2)の報告による槙骨遠位端

骨折変形治癒の矯正において愁訴の残らなかった推

奨角度を参考として矯正角に幅を持たせて行った

が，臨床成績は概ね良好であった.

Mayo Wrist Scoreによる術後成績では，痛みの改

善が全例で得られたが，手関節の屈伸角は to凶 arc

で評価した場合に改善度が少なかった.諸家の報告

~ lIiac bone grafting 

Open wedge osteotomy 需~

九七7・・・・・ ----HAg悶fting

¥>Ulnar蜘 rtenig

Closing wedge田t田 tomy<之~\
ー-....Ulnar head excisltion 

図9 榛骨遠位端骨折変形治癒の手術方法.

では手関節可動域の改善が得られていることが多い

が，見た目上は制限のある方向に改善があったとし

ても，関節外アライメントの矯正のため理論的には，

radiocarpal joint， mid叫carpaljointへの影響はなく

totaI arcとしての改善は得られないと考えられた.

一方で前腕回旋角が有意差をもって改善を示したの

は， uvの矯正により遠位樟尺関節の適合性が改善

されたためと考えられた.

[まとめl
open wedge osteotomyに自家骨移植を併用する

方法は術後安定した矯正角を維持でき矯正損失は軽

微であった.しかしながら，銅線固定をおこなった

症例では移植骨の圧壊と転位を生じた例もあり，原

因は固定力不足と考えられた.従って，今後は掌側

ロッキングプレートによる強固な固定が望ましいと

考えている.建痛や握力，前腕回旋動作は有意に改

善したが，手関節屈伸動作の改善が少なく術後成績

に影響した.
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当院における榛骨遠位端骨折術後後療法
さだ晶量

、. 圃・ _e 丸石晃事
かわのまさあき

河野正明第市 千葉恭平*取 沖 貞明**事
司、，・."，... ~ 

'llfAB事司F

今回当院で用いているリストモピライザーと closedkinetic ch必n法による可動域訓練の効果を検証した.

リストラウンダ一群30例とリストモピライザ一群28例を比較し， closed kinetic chain18例と openkinetic 

chain16例を比較した.

リストラウンダ一群と比べてリストモピライザ一群の方が，術後2週(掌屈・背屈・樟周・尺屈・囲内)

4週(掌屈・囲内・樟屈・尺屈)6週(全方向)で， closed kinetic chainは， open kinetic chainと比べて術

後8週(背屈)で優れていた.

現在，当院での横骨遠位端骨折術後の後療法は，セラピストがついて closedkinetic ch血1法を行い，

トモピライザーを用いて自主訓練を行うようにしており，今後も継続していこうと考えている.

リス

【緒言】

一般に骨折の治療成績を向上させるための原則

は，(1)正確な解剖学的整復， (2)強固な内固定， (3) 

早期から可動域訓練，であり，関節内骨折ではさら

に重要となる.当然のことながら，この原則は槙骨

遺位端骨折も例外ではなく当てはまる.一方ロッキ

ングプレートが開発され，榛骨遠位端骨折の内固定

材料としても急速に普及してきた.近年の諸家らの

報告からも，樟骨遠位端骨折の治療成績がロッキン

グプレートになり後療法も変化し成績が向上された
ように思える1)2)3)4)5)6)

しかし，可動域を早期から改善させるための工夫

についての報告は多くはない.著者らは，良好な可

動域を早期に獲得することを目的に，これまで様々

な可動域訓練法の工夫を行ってきた.中でも 2006

年6月に考案・導入したリストモピライザー(図 1)

による自動可動域訓練法と， 2009年6月より導入

した CKC(closed kinetic ch剖n) (図 2)の原理に

基づいた他動可動域訓練法は効果的であったと考え

ている.そこで，今回著者らはリストモピライザー

とリストラウンダーを比較し， CKC法と OKC(open 

kinetic ch拍u法(図 3)を比較し検証した.

受理日 2012/11/19 
事丸石整形外科 〒79(T()932 愛媛県松山市東石井3丁目 7・1
.字社会医療法人里仁会奥生総合病院
ホ・・県立広島大学保健福祉学部

[対象と方法】

臨床研究に先立ち，当院倫理委員会で協議を行

い，本研究に関する承認を得た.

対象は全例掌側ロッキングプレート固定をし，方

形囲内筋は温存あるいは縫合処置をしており，全例

手術時に関節鏡を併用し 2)合併損傷がないことを

確認し，術後外固定をせず，積極的に可動域訓練を

行えた症例で，ランダムに振り分けた.ランダム化

は，リハビリ開始時の順に割り当てるようにした.

以前から使用していて現在広く用いられていると

考えられるリストラウンダーとリストモピライザー

を比較・検証した.内訳は，リストラウンダ一群(以

下R群)が30例，リストモピライザ一群(以下M群)

は28例で， R群が男性6例，女性24例，手術時年

齢32歳-88歳(平均 62.4歳)であったのに対し，

M群は男性5例，女性23例，手術時年齢30歳-82

歳(平均 57.1歳)であり，両群聞に有意差 (t検定対

応なし P=0.42)は認めなかった.AO分類による骨

折型は， R群がA2:2例，A3:2例， B1: 3例， B2: 

3例， B3: 5例， C1: 9例， C2: 4例， C3: 2例であ

ったのに対し， M群はA2:1例， A3: 2例， B1: 4 

例， B2:3例， B3:4例， C1: 7例， C2: 5例， C3: 

2例であり，有意差を認めなかった (χ2検定P=

0.99).術後アライメントに関しでも， R群でRadia1
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a リストモピライザー
当院で考案した手関節可動域訓練器具で、貴IJ王を~Cíl こして棒の底面を台に固定し、
格の先備に玉を|まめ仁お椀をかぶせアクアブラストで玉が落ちないように蓋をしたもの。

b:使用方法

このお椀の底に手掌を固定して使用。肘を浮かせないようにし、手関節を回転しなわi、
ら、自主訓練で可動域訓練をする。

図 1 当院で用いているリストモピライザー

a b 

a患者の肘を机上面に若くようにさせ、セラピス卜がJ患者の手指を把持した状態で、
患者|こ手関節掌I!IJを掌I!IJに押し出すようにさせる。
その際セラピス卜|ま囲内するようlこ誘導する。
bその後反対にセうピス卜が回外するように誘導しながら、患者に手関節背{則を背{則
に押し出させるようにする。

図2 CKC法
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inclination (以下 町):平均 22.6
0

，Volar tilt (以下

vr) :平均 7.9
0

，Ulnar variance (以下 UV):平均

O.4rnmに対し， M群は悶:平均 22.9
0

，vr:平均

7.3
0

， UV:平均 O.2mmであり，有意差を認めなか

った (t検定対応なし RI:P=O.85， vr: P=O.76， 

UV: P=O.54). 

次に CKC法と OKC法を比較・検証した.内訳は，

CKC群18例， OKC群16例で， CKC群が男性 :5例，

女性 13例，手術時年齢 41歳-82歳(平均 63.5歳)

であったのに対し， OKC群は男性4例，女性 12例，

手術時年齢 36歳-86歳(平均 58.1歳)であり，両

群問で有意差(t検定対応なし P=O.43)を認めなか

った.AO分類による骨折型は， CKC群がA2:1例，

A3: 2例， B1: 1 st B2: 3例， B3: 2例， C1: 4例，

C2: 2例， C3: 3例であったのに対し， OKC群は

A2 : 119ti， A3: 2例， B1: 2例， B2: 2例， B3: 1例，

C1: 3例， C2: 1例，C3: 4例で，有意差は認めな

かった (χ2検定 P=O.99). 術後アライメントは，

CKC群が RI:平均 23.7
0

，vr:平均 8.5"， UV:平

均O.3mmであったのに対し， OKC群は阻 :平均
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344 当院における検骨遠位端骨折術後後療法

肘を固定し、 手指を触れずに可動域型11績をする

図3 OKC法

表 1 リストモピライザー (M群)とリストラウンダー (R群)の結果比較
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表 2 CKC法と OKC法の結果比較
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23.80， vr:平均 8.70，UV:平均 O.lmmであり，有

意差を認めなかった(t検定対応なし阻:P=0.95， 

vr: P=0.95， UV: P=0.25). 

それぞれ健側の%ROMを評価し，医師 1人と理

学療法士 1人の 2人で行い，ブラインド化した.ま

た今回の症例では，リハビリの重複はなかった.統

計学的検定には t検定(対応なし)を用い，有意水

準は 5%とした.

[結果]

M群とR群との比較では， M群が術後2週で掌屈・

背屈・囲内・樟屈・尺屈が，術後4週で掌屈・囲内・

横屈・尺屈が，術後6週では全方向で優れていた(表

4) . 
CKC法と OKC法の比較では，術後8週で背屈に

おいて優れていた(表 5). 

[考察]

近年横骨遠位端骨折の内固定材料としてロッキン

グプレートが導入されるようになり，その治療成績

は飛躍的に向上してきている1)2)3)4)5)6) 患者側も今

までより早期に社会復帰できる可能性も予想され，

そのため早期から良好な可動域を得る必要が出てく

る.しかし，可動域を早期から改善させるための工

夫についての報告は多くはない.そこで今回著者ら

は，リストモビライザーによる自動可動域訓練法お

よびCKCの原理に基づいた他動可動域訓練法の効

果につき検証し，いずれも従来法(リストラウンダ

ー， OKC法)に比べて優れており，リストモピラ

イザ一法の優位性は CKC法のそれより多方向で長

期間で認められた.

従来より使用されていたリストラウンダー7)は優

れた訓練器具であるが，手関節の動きを得るために

肘をなるべく浮かさないようにし，底部の曲面が滑

らないように上手に回転運動を行う必要がある.こ

のコツを習得するのは高齢者などにとっては必ずし

も容易ではなく，指導するセラピストの指導力に依

存するところが大きい.その点リストモピライザー

は，台に軸が固定され手掌がお椀の底に固定されて

いる状態であるため水平の動きは生じ得ず，上肢の

動きは必然的に手関節の動きに連動することにな

る.そのため，樟骨遠位端骨折患者をはじめ多関節

損傷例や高齢者でも使用方法の習得にはさほどコツ

を要しない.今回の結果でリストモピライザーの方

345 

が優れていたのは，この使用方法の習得のしやすさ

にあるのかもしれない.また，リストモピライザー

と比べて全方向に可動域訓練が可能で，それにより

早期から自然な形での手関節運動が可能となると考

える.

CKC法は， OKC法と比べて遠位部をセラピスト

が固定した状態で動かす方法で，多関節を同時に動

かすことになる.さらに，この手技では手指をセラ

ピストに把持してもらっているため，容易に脱力で

き，痛みも感じにくく， muscle guardを生じにくい.

また，背屈でのみ有意差が出たのは， OKC法の場

合背屈時手関節には煎断力が働くが， CKC法の場

合は手関節には開離する力が働くことになる.この

事が，今回 CKC方が優れていた理由であろう.

手術後，早期に手関節可動域が改善することは，

患者のリハビリに対する意欲の向上をもたらし，可

動域改善をさらに早める効果をもたらすものと思

う.そのため当科では，今後とも術後早期からセラ

ピストが直接かかわり CKC法にて可動域訓練を行

い，自主訓練としてリストモピライザーを用いた自

動可動域訓練を行うようにして行こうと考えてい

る.

[まとめ]

今回当院で用いているリストモピライザーと

CKC法による可動域訓練の効果を検証した.リス

トラウンダ一群30例とリストモピライザ一群28例

を比較し， closed kinetic ch必n18例と openkinetic 

chain16例を比較した.

リストラウンダ一群と比べてリストモピライザ一

群の方が，術後2週(掌屈・背屈・横屈・尺屈・囲

内)4週(掌屈・囲内・榛屈・尺屈)6週(全方向)

で， closed kinetic chainは， open kinetic chainと比

べて術後8週(背屈)で優れていた.

現在，当院での槙骨遺位端骨折術後の後療法は，

セラピストがついて CKC法を行い，リストモピラ

イザーを用いて自主訓練を行うようにしており，今

後も継続していこうと考えている.

[文献1
1) Orbay J， et aI. Volar fixation for dorsaIly displaced企ao・

tures of the distal radius. J Hand Surg 27-A: 205-215， 

2002. 
2) 河野正明ほか.榛骨遠位端骨折の鏡視下手術.日本手
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3) 河野正明ほか.榛骨遠位端骨折治療時のプレート選択

が術後手関節可動域に及ぼす影響に関する検討.日本

手の外科学会雑誌26:22~ト.224， 2010.

4) Kevin C， et a1. Treatment of unstable dista1 radia1 frac-
tureswi血出evolar locking pla也19system. J Bone J oint 
Surg8s.A: 2伺7・2694，2006.

5) 森谷浩治ほか.背側転位型機骨遠位端骨折に対する掌
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6) 清重佳郎ほか.中高年女性榛骨遠位端骨折に対する

condylar stab迎泊19法.日本手の外科学会雑誌 19:6・9，
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高齢女性の AO分類 C型榛骨遠位端骨折に対する

掌側ロッキングプレート固定術の治療成績
さ さ きこうすけ かわぱた あきら さかぐちきみかず

佐々木康介，川端確，坂口公一

高齢女性における AO分類C型横骨遠位端骨折の治療成績を調査し，関節鏡併施の有無による治療成績

の差を検討した.対象は 60歳以上のAO分類C型横骨遠位端骨折症例において術後経過観察が3ヶ月以上

可能であった 36例であり，平均年齢は 70.3歳，平均観察期間は 6.2カ月であった.手術は 15例に透視下整

復後の関節鏡を併施し， 21例は透視下整復のみ行い，掌側ロッキングプレート固定を行った.術直後と最

終観察時の単純X線で計測した radialinclination • volar凶t.ulnar v訂 ianceの矯正位損失は，両群聞で有意

差を認めず， Cooneyの評価法を用いた臨床成績にも両群聞で有意差を認めなかった.関節鏡併施に関して，

短期的な治療成績に有意差を認めず，積極的な併施に否定的な結果であったが，中長期での有用性について

は未だ不明瞭である.今後，観察期間や症例数を重ね，高齢女性に対する関節鏡視下整復の有用性について

検討すべきと考える.

[緒言]

横骨遠位端関節内骨折の治療に関して，関節症性

変化予防のため関節面の正確な整復が必要であると

の報告が多く，関節鏡視下整復の有用性についても

報告されている.今回，高齢女性における AO分類

C型横骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレー

ト固定術の治療成績を調査し，関節鏡併施の有無に

よる治療成績の差についても検討した.

{対象と方法]

当院で 26ヶ月間に手術を施行した横骨遠位端骨

折症例は 120例であり，うち AO分類A型:48例，

B型:7例， C型:65例であった.また C型のうち

41例が60歳以上であり，うち 3ヶ月以上の術後経

過観察が可能であった 36例を本調査の対象とした.

平均年齢は 70.3歳 (60-89歳)，平均観察期間は

6.2ヶ月 (3-12ヶ月)であった.

36例中， 21例に透視下整復固定術(以下 0阻F)を

施行し， 15例に関節鏡視下整復固定術(以下A阻F)
を施行した.ORlF施行群は， AO分類 C1:13例

C2: 7例C3:1例で，右 :9例 左 :12例， ARlF 

施行群は， AO分類C1:4例 C2:4例 C3:7例で，

右 :6例左 :9例であった.両群聞の年齢・観察

期間は Mann-Whitney順位和検定にて有意差を認め

なかった.

手術方法は， ORlF施行群では， Henryのapproach

にて，透視下整復後に掌側からのロッキングプレー

ト固定を行った.ARlF施行群では， Henryのap-

proachにて掌側ロッキングプレートを仮固定後に，

手関節鏡を施行.関節内骨折を評価・整復固定し，

同時に軟部組織損傷についても評価・処置した.平

均手術時間は， ORlF施行群で 68.3分， ARlF施行

群で 102.5分であり，統計学的有意差を認めた.ま

た，全例，術後は固定を行わず，術翌日より手関節

の自動屈伸運動を許可した.

評価方法は，術直後・最終診察時の単純X線にて，

radial inclination (以下悶)， volar tilt (以下Vf)， ul-

nar variance 以下lN)を測定し，各測定値の矯正

位損失を評価した.また，最終診察時の gap，step 

offについても単純X線にて計測した.最終観察時

の機能評価は Mayowrist scoreを用いた.結果につ

いて， ORlF施行群とARlF施行群との比較検討を

行った.

[結果】

全例で骨癒合が得られた.

受理日 2012/11/18 
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表 1 単純X線評価

平均矯正位損失 最終観察時

RI(' ) I VT(' ) I川 m)Ig山)Istep off(mm) 

ORIF群 0.16 0.30 0.24 0.30 0.17 

ARIF群 0.19 0.45 0.29 

表 2 機能評価 (Mayowrist score) 

-・・凪且』星通・・・
Excellent 41現l 1例

Good 8191J 4伊j

一一一一Fair 7191J 7例

Poor 2伊l 3191J 

Fair以上の割合 90% 80% 

表 3 機能評価 (Mayowrist scoreの各項目)

町布寝間四圃-・・・・・・・・・・・・・・E・E・ιll2'話量量盈百官置・

Pain 

Functionalstatus 

Range of motion 

Grip srength 

22.9 

23.6 

15.2 

15.5 

23.0 

23.3 

14.3 

11.3 

単純X線での平均矯正位損失は， ORIF施行群で

阻:0.16
0

， vr: 0.300

， UV: 0.24mm， ARIF施行群

で RI: 0.37
0

， vr : 0.330

， UV: 0.19mmであり，町，

vr，uvとも，両群聞に統計学的有意差は認められ

なかった.また， 36例全例の RI，vr， uvに関して，

術直後と最終観察時の間に統計学的有意差は認め

ず，整復位が保持されていた.最終診察|時の単純X

線計測での gap，step offについても，両群聞に統

計学的有意差は認められなかった(表 1).

最終観察時の機能評価は， ORIF施行群が excel-

lent: 4例， good : 8例， f:町 :7例， poor: 2例で平均

77.1であり， 90%がfair以上であった.ARlF施行

群が excellent: 1例，good : 4例， fair : 7例， poor: 

3例で平均 72.0であり， 80%がfair以上であった.

両群間で統計学的有意差は認められなかった(表

2). また各項目(痩痛 ・就労・関節可動域・握力)

のpointについても両群聞で統計学的有意差は認め

gap step 0行
3.5 3.5 

3 

ト
3 

2.5 2.5 

2 2 

1.5 1 1.5 

、、 ¥ 1 

0.5 
¥¥  

0.5 

o ~. 。
(111m) 整復前整復後 (mm) 整復前 整復後

図 1 ARIF施行群の術中関節銃所見

られなかった(表 3).

ARlF施行群は術中整復操作により，平均 gapが

1.69mmから1.04mmに，平均 stepoffが1.38mmか

ら0.46mmに改善し，全例 2mm以内の gap，1mm 

以内の stepoffに改善していたが，整復前後で改善

していない症例も認められた(図 1). また，軟部組

織損傷は， TFCC損傷に関して，確認できた 7例中，
Palmar分類 c1ass2Bを4例に， c1ass 2Cを2例に，

c1ass 1Aを 1例に認め， debridementを施行した.

手根骨間靭帯に関しては，確認できた 6例中，手根

配列異常を認めない損傷を 3例に認め， thermal 

shrinkage (熱収縮術)のみ行った

[考察]

当院で手術を施行 した 120例のうち 60歳以上の

AO分類C型骨折が 41例をしめ，全体の約 1/3が

高齢患者の関節内骨折であった.横骨遠位端関節内

骨折の予後については， 1986年のKnirkら 1)をは

じめ，Mehtaら2)により，正確な解剖学的整復が必

要と報告されており， ARIFが有用な可能性が示唆

されているが，これらは高齢患者に限った報告では

ない.一方，富沢ら 3)は高齢者の樟骨遠位端骨折は

より関節面に近く，関節内骨折の合併が多いと述べ

ており，今後，高齢化が進むと予想される我が国で

は，高齢患者の榛骨遠位端関節内骨折は症例数が増

加する可能性が高く ，高齢患者に対するARlFの有

用性を解明することは重要である.

ARlFに閲する諸家の報告として，今谷ら 4) Ed-

wardsら5) Lutskyら6)は，関節鏡を併施すること

po 
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でstepoff • gapを，より正確に評価し，整復できる

と論述しているが，坂野ら 7)は，透視下整復固定後

に関節鏡視を行い，透視下でも充分正確な整復が可

能であると論述している.更に，機能評価について

は， Doiら8)はARIFにて，より良好な機能成績が得

られたと報告しているが， Ruchら9)は， ARIFの方

が手関節可動域に有意な改善を認めるもDASHscore 

には有意差がないと述べている.また， Goldfarbら10)

は，平均 15年間の経過観察を行い，そもそも手関

節の関節症性変化と機能の相関は不明瞭としてい

る.本調査の短期的な治療成績からは，統計学的有

意差を認めず，積極的な関節鏡併施に否定的な結果

であったが，中長期的な治療成績での有用性につい

ては未だ不明瞭である.

本研究では，後向き研究で症例に応じて ARIFと

ORIFを行っている点，症例数が少ない点，観察期

聞が短い点，各群の AO分類 C1型， C2型， C3型

の分布に偏りがある可能性があり， ARIFの有用性

については，強く否定することはできない.今後，

観察期間や症例数を重ね，無作為対照化試験を行う

などすることで，高齢患者に対する ARIFの有用性

が解明される可能性がある.

[まとめ1
1)高齢女性の AO分類C型槙骨遠位端骨折に施

行した ORIF21例， ARIF 15例の成績を比較検討し

た.

2)単純X線評価，機能評価ともに有意差は認め

られなかった.

3)今後，観察期間や症例数を重ね，無作為対照化

試験を行うなどすることで，高齢患者に対するARIF

の有用性が解明される可能性がある.
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榛骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折の治療成

績 -Acutrak screw固定vsTension band wiring法-
かわぱた あきら さき量こうすけ さかPちきみかず あかしけんいち

川端確へ佐々木康介*坂口公ーペ明石健一***

今回，樟骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起基部骨折に対して Acutrak2 microを用いたスクリュー固

定を行い，従来法である Tensionband前出19法との治療成績を比較検討した.尺骨茎状突起骨折に対して

Acu仕法 2microで固定した ACU群 10例と Tensionband wiring法で固定した TBW群 10例を臨床的， x線

学的に評価した.平均経過観察期間は 7.3か月であった.最終観察時の Mayowrist scoreはACU群で平均

87.5点， τBW群で平均 81.0点であり，統計学的に有意差はなかった.ACU群は偽関節が2例生じたが，抜

釘を含む再手術を要する症例はなかった.τBW群は全例で骨癒合が得られたが， 6例においてインプラン

トの irritationが残存するか抜釘を行っていた.本研究結果より ACU群では固定性に不安が残り， TBW群

では irritationや抜釘の問題があったが，臨床成績には有意差を認めなかった.

【緒言1
槙骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折に対

する手術治療法として従来からTensionband wiring 

法が選択されることが多い.一方，近年は様々な骨

折に対し Headlesscompression screwによる内固定

が選択されている.今回，横骨遠位端骨折に合併し

た尺骨茎状突起基部骨折に対して Acutrak2 micro 

を用いたスクリュー固定を行い，従来法である Ten-

sion band wiring法との治療成績を比較検討した.

[対象と方法]

対象は 2008年1月以降に尺骨茎状突起骨折を合

併した榛骨遠位端骨折に対して両骨ともに手術加療

を行った 29例のうち，横骨に Acu・LocDistal Radius 

Plate System (ACUMED)を使用していた 20例とし

た.尺骨茎状突起骨折の手術適応は中村らの分類 1)

による基部骨折で術前X線， CTにて転位を認めた

ものとし，尺骨茎状突起骨折の内固定方法はAcu-

仕北 2micro (ACUMED)によるスクリュー固定と

Tension band wi巾19法であり，これらの内固定方法

により Acutar北 2micro群(以下ACU群)と Ten-

sion band wiring群(以下τBW群)の 2群に群分け

した.ACU群は女性10例，手術時平均年齢71.4歳，

受理日 2012/11/18 

平均経過観察期間 7.3か月，受傷から手術までの日

数7.3日，榛骨遠位端骨折AO分類はA2:1例，A3: 

6例， C1: 1例， C2: 2例であった.τBW群は女性

8例，男性2例，手術時平均年齢62.7歳，平均経過

観察期間 7.3か月，受傷から手術までの日数5.5日，

榛骨遺位端骨折AO分類はA2:2例，A3:4例，C1: 

1例， C2: 2例， C3: 1例であった.両群とも全例

術後の外固定は無しであった(表1).2群聞で年齢，

経過観察期間，受傷から手術までの日数に統計学的

有意差はなかった.これら 2群の治療成績を，臨床

評価として関節可動域，握力，尺骨茎状突起周囲の

症状としてインプラントの irritation(刺激による痩

痛や不快感などの症状)，遠位梼尺関節不安定性の

有無，また，抜釘を含む再手術の有無を確認，機能

評価として Mayowrist scoreを使用した.x線学的

に尺骨茎状突起の骨癒合の有無を評価した.

[結果]

最終観察時， ACU群の関節可動域は平均で掌背

屈 630/720 ，囲内外810/880 ，握力は平均で健側比

0.83であり， Irritationや遠位榛尺関節不安定性の残

存はなかった.Mayo wrist scoreは平均 87.5点であ

った. 10例中 2例で偽関節となったが，抜釘を含め

事東住吉森本病院整形外科 干54(H)014 大阪府大阪市東住吉区鷹合3-2-66
事大阪府済生会千里病院整形外科

判事明石整形外科クリニック
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表 1 症例一覧

351 

ACU群 TBW群

性Jjlj

年齢

経過観察期間

女性10例

71.4(47-88)殺

7.3(3-12)か月

受{轟から手術までの日数 7.3(3-12)日

女性8例、男性2例

52.7(40-88)歳

7.3(3-12) か月

55(3-9)日

機骨逮位繍骨折AO分類 A2:1f列、A3:61列、C1:1例 A2:2例、A3:4例、C1:1191j
C2:2例 C2:2側、C3:1例

外固定 全例なし 全例むし

表 2 結果一覧

ACU群 TBW百字

可動域耳E屈I背屈 63172(' ) 53170(' ) 

回内I@]外 日1188(') 78/82(' ) 

握力健ID~比(怠胡IJ/健 I~~) 0.83(12.1kgI14.6kg) 0.87(16.6kgl19.0kg) 

Irritation なし 4例

遠位憐尺関節不安定性 tJ.し むし

Mayo Wrist Score 87.5(75-100) 81.0(70-100) 

骨癒合の有無 骨癒合81511、{為関節2例骨癒合10例

抜釘 らiL.， 4例

て再手術に至る症例はなかった.TBW群の関節可

動域は平均で掌背屈 53
0

/70
0

，囲内外 78
0

/82
0

，握

力は平均で健側比 0.87であった. Irritationは4例

に残存した.遠位境尺関節不安定性の残存はなかっ

た. Mayo wrist scoreは81.0点であった全例で骨

癒合が得られ，再手術は抜釘のみで4例に施行され

ていた(表 2).うち 2例が irritationによるもので

あったため， irritationの残存，または抜釘を施行し

ていた症例は計6例であった.2群聞の関節可動域，

握力， Mayo wrist scoreに統計学的有意差は認めな

かった.

[症例呈示]

症例 1: 69歳，女性

主訴 :右手関節痛

現病歴:転倒受傷し他院受診後，右横骨遠位端骨

折，右尺骨茎状突起骨折の診断にて手術目的で当院

紹介受診となる.

画像所見:初診時X線像にて右横骨遠位端骨折

はdorsaltilt 25
0

， ulnar variance +3mmの変形を認

め， AO分類は C1であった.右尺骨茎状突起骨折

ハ叫
d

ワ臼

図 1 受傷I時X線正面{象・側面像

(症例1)

は転位のある基部骨折であった(図1).

経過:検骨遠位端骨折，尺骨茎状突起基部骨折に

対して手術を施行し，横骨を Acu-LocDistal Radius 

Plate System，尺骨茎状突起を Acutrak2 microにて

固定した.術後 6か月の最終観察時， volar tilt 3度

ulnar variance + 2mm (健側 volartilt 6度， ulnar 

variance + 2mm)で整復位も良好であり，尺骨茎状
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図 2 術後 6か月時X線正面像 ・側面像
(症例 1)

図3 受傷時 X線正面像 ・ ~miñi像
(症例 2)

突起の骨癒合も良好であった(図 2). Mayo wrist 

scoreは90点で excellentであった.

症例 2:62歳，女性

主訴:右手関節痛

現病歴:転倒受傷し当院初診となる.

画像所見:初診時X線像にて右横骨速位端骨折

は dorsaltilt 32
0

， ulnar variance +3mmの変形を認

め， AO分類は A3であった.右尺骨茎状突起骨折

は転位のある基部骨折であった(図 3).

経過:槙骨遠位端骨折，尺骨茎状突起基部骨折に

対して手術を施行し，樟骨を Acu-LocDistal Radius 

Plate System，尺骨茎状突起を tensionband wiring 

法にて固定した.術後 6か月時において， vol創ー凶t8

度 ulnar variance -lmm (健側 volartilt 15度， ulnar 

variance Omm)で整復位も良好であり ，尺骨茎状突

起の骨癒合も良好であった(図 4).Mayo wrist score 

は80点で goodであった.尺骨茎状突起音ISの irrita-

tionの残存を理由に術後 8か月の時点で尺骨茎状突

図4 術後 6か月時X線正面像・側面像
(症例 2)

起のみ抜釘を要した.

[考察]
近年，槙骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプ

レート固定法はスタンダードな治療となっている

が，合併する尺骨茎状突起骨折については手術療法

と保存療法の選択において議論のあるところであ

る Mayらは尺骨茎状突起骨折の転位 2mm以上と

基部骨折が遠位樟尺関節不安定性の危険因子として

おり 2) これらの症例に対しては手術療法の選択が

考慮される.一方，最近は榛骨遠位端骨折を掌側プ

レート固定しておけば，尺骨茎状突起骨折は放置し

でも臨床成績に影響を与えないとする報告が散見さ

れる 3)4) ただし，すべての放置例において十分な

成績が得られるとまでは断定できず，放置した場合

の偽関節の症状の有無や茎状突起に付着する TFCC
の問題による遠位横尺関節不安定性の有無などがど

のように臨床成績に影響するかは未だ明確でない.

解剖学的に，尺骨茎状突起には尺側側副靭帯，尺

骨手根靭帯，遠位槙尺靭帯浅層が付着している 5)

茎状突起基部骨折においてはこれらすべての靭帯成

分，また骨折型によっては遠位槙尺靭帯深層も茎状

突起骨片に付着していることもありへ骨接合を行

なうことにより，これらの軟部組織を含めて解剖学

的に整復することができる.よって遠位槙尺関節不

安定性に関しては，併発する TFCC損傷の問題があ

るにしても茎状突起骨折の解剖学的整復により少な

からず防止できる可能性があると考え，当院では茎

状突起基部骨折を積極的に内固定してきた.

尺骨茎状突起骨折に対する内固定として選択され
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榛骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折の治療成績

ることが多い Tensionband wiring法は，従来から

irritationや抜釘の問題が懸念されており，それを回

避するための内固定として USI-plate7)やcompres-

sion screwである TACscrew 引を使用した報告があ

る.近年， headless compression screwのひとつで

ある Acutrakscrewは舟状骨骨折の、冶療を中心に強

固な固定性や利便性が受け入れられ適応を広げてき

た9) また，海外の biomechanicalstudyにおいても

強固なスクリューとして報告されている 10) Acu-

廿紘2micro は近位径2.8mm，遺位径2.5mmであり，

より小さい骨片の骨内スクリユー固定が可能とな

り，今回，尺骨茎状突起骨折に対しても固定力を期

待して使用した.本研究において ACU群では， 10

例中 2例が偽関節となり固定力に不安の残る結果で

あった.骨折部遠位の茎状突起骨片および骨折部近

位の尺骨遠位部の骨質不良例に対する固定性や，回

旋力に対する固定性に不安があるが， compression 

screwである TACscrewの報告 8)で，外固定期間を

2-4週として 10例全例で骨癒合が得られていること

から外固定の追加により骨癒合率をあげられる可能

性があると考えられた.

症例数は少ないが本研究結果から，骨癒合に関し

てはTBW群は全例で獲得でき安定した結果であり，

irritationや抜釘の問題はACU群では生じず， ACU 

群と TBW群の臨床成績は同等であった.Acutr政

screw固定では固定性に不安が残り，骨癒合の観点

からは外固定の考慮が必要と考えられたが，抜釘を

含めた再手術の必要性が少なくなる可能性があり，

今後も選択肢の 1つとなる.

[まとめ]

樟骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起基部骨折

における Acu仕akscrew固定と Tensionband wiring 

法の治療成績を比較検討した.Acu廿akscrew固定

では固定性に不安が残り， Tension band wiring法で

はirritationや抜釘の問題があったが，臨床成績に

は有意差を認めなかった.

[文献1
1) 中村著書吾ほか.τ'FCC損傷と尺骨茎状突起骨折.関節

外科 13:1029-1034， 1994. 
2) May MM， et al. tnnar styloid fractures associated with 

distal radius frac加res:incidence and implications for 

distal radioulnar joint instability. J Hand Surg Am 27: 
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965-971， 2002. 

3) Souer JS， et al. Effect of an unrepaired fracture of the ul-
nar styloid base on outcome after plat令and-screwfixa-

tion of a distaI radial fracture. J Bone Joint Surg Am 91: 

830-838， 2009. 

4) Zenke Y， et al.ηle effect of an associated ulnar styloid 
fracture on the outcome after fixation of a fracture of 

the distal radius. J Bone Joint Surg Br 91: 102-107，2009. 

5) Kleinman WB. Stability of the distaI radiou1na joint: biか

mechanics， pathophysiology， physical diagnosis， and 
restoration of function what we have learned in 25 

years. J Hand Surg Am 32: 1086-1106， 2007. 
6) 小野浩史ほか.尺骨茎状突起骨折・偽関節・変形治癒

の治療.整・災外53:361・369，2010.
7) 斉藤忍ほか.尺骨茎状突起骨折に対する USI-Plateの

使用経験.日手会誌26:316-319， 2010. 
8) 白川健ほか.榛骨遠佼端骨折に伴う尺骨茎状突起骨

折に対する TACscrewによる内固定法.日手会誌 24:
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9) 池上博泰ほか.手の外科における Acu甘akbone screw 

の有用性.日手会誌 18:320-325， 2001. 

10) Wheeler DL， et al. Biomechanical assessment of com-

pression screws. Clin Orthop Relat Res 350: 237-245， 
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榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート
固定術後合併症の検討
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[目的]

槙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合併症につき検討した.

[対象と方法]

2010年9月-2011年 10月に掌側ロッキングプレート固定を行った横骨遺位端骨折 150例 151手を対象と

した.男性 33例女性 117例，平均年齢 63歳，平均観察期間 23週， AO分類でA型50例B型6例C型94

例であった.手根管症候群 (CTS)に注目し， CTS群と非 CTS群での比較を行った.

[結果]

合併症は 9例 10手 (6.6%)で認め，手根管症候群 (CTS)5手，長母指屈筋腫断裂 1手，スクリューパ

ックアウト 1手，榛骨神経浅枝障害 1手，プレート刺激症状 1手，手指しびれ2手であった.CTS群と非

CTS群で年齢，プレート設置位置，外固定期間， VT矯正損失に有意差を認めなかった.

[考察]

有意差はなかったが， CTS群では高齢で女性の割合が高く， CTS発症に潜在的な CTSの要因が関与する

と考えられる.

TCP; 3例，メイラ社 P-Plate; 4例， DePuy社DVR;

1例であった.X線評価として受傷時，術直後，最

終観察時での Volartilt (以下VT)，Radial inclination 

(以下町)， uln訂 variance 以下 UV) を調査した.

各パラメータについて，術直後と最終観察時の差を

矯正損失とした.臨床評価として，最終観察時の前

腕囲内外，手関節掌背屈，握力の健側比を調査した.

また， 2009年の合併症に関する国立らの報告J)で

術後合併症として手根管症候群(以下 CTS)が一

番多かったことから， CTSの発症例に注目し， CTS 

群と非 CTS群で年齢・プレート設置位置・術後の

外固定期間・ VTの矯正損失につき比較検討した.

本研究で CTSの診断基準は正中神経領域のしびれ

を有し， Phalen test陽性あるいは手根菅部の Tinel

like sign陽性のものとした CTSと診断したものは

正中神経の神経伝導速度を測定した.X線写真上の

プレート設置位置はプレート遠位と月状骨寵掌側縁

との距離を計測した.統計は Pairedt-testおよび

Mann-Whitney's U検定を用い， P<0.05を有意差あ

[緒言]

槙骨遠位端骨折に対する治療として，掌側ロッキ

ングプレートによる内固定が主流となっているが，

その合併症について検討した報告は少ない.今回著

者らは掌側ロッキングプレートによる内固定術後の

合併症に注目し，調査を行った.

[対象と方法I
NPO法人「ハンドフロンティアJ参加 10施設に

おいて， 2010年9月-2011年 10月に掌側ロッキン

グプレートによる内固定を行った樟骨遠位端骨折患

者は 191例であった.このうち，術後 12週以上の

追跡が可能であった 150例 151手を対象とし，術後

合併症につき検討した.男性 33例，女性 117例，平

均年齢 63歳，平均の経過観察期間 23週であった.

骨折型は AO分類でTypeA:50例， TypeB: 6例，

TypeC: 94例であった.使用したインプラントは，

Acumed社 ACULOC; 70例， Stryker社 VariAx; 

47例， Syn出es社 DRP-EA;26例， Syn血es社VA-

愛知県一宮市文京2-2-22

内
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掌側ロッキングプレート固定術後合併症の検討
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表 1 C回発症例
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健側比

回外 掌屈 背屈 握力

図2 臨床評価

年齢性別 AO分類 発症時期 設置位置外固定期間最終MTインプラント
NO.1 70 F A2 術後4か月 2mm 148 20

0 

VariAx 

NO.2 68 M A2 術後2か月 3mm 7日 13
0 

DRP-EA 

NO.3 70 F A3 術後7日目 4mm 14日 9
0 

DRP-EA 

NO.4 77 F C1 術後2か月 5mm 10日 10
0 

DRP-EA 

NO.5 81 F C3 術後1日目 1mm 10日 ー13
0

VA-TCP 

りとした.

[結果]

X線評価iにおける矯正損失はvr:0.8
0 

(術直後

平均 9.4
0

，最終観察時平均 8.6
0

)，阻:0.1
0 

(術直後

平均 20.4
0

，最終観察時平均 20.5")， UV: 0.5mm (術

直後平均ー0.3mm，最終観察時平均 0.2mm) とほと

んどなく，良好な整復位が保たれていた(図1).

臨床評価では，健側比で回内 93.1%，国外 95.5%，

掌屈 78.8%，背屈 88.4%，握力 73.6%と良好な成績

が得られていた(図 2).合併症を認めた症例は 9例

10手 (6.6%)であった.合併症の内訳は， crs5手，

長母指屈筋腿(以下 FPL)断裂 1手，スクリューパ

ックアウト 1手憐骨神経浅枝障害 1手，プレート

刺激症状 1手，手指しびれ (crsの基準をみたさな

いもの)2手であった. FPL断裂をきたした症例は

crsも合併した正中神経の神経伝導速度は， 3例

で終末潜時が 4.5msec以上と遅延しており， 1例で

振幅の著しい低下を認めた. crsのうち 3例は抜

釘と同時に手根管開放術を行い，症状は改善した.

crs発症例はいずれも高齢者で，発症時期は術後 1

週以内 2例，術後 2か月 2例，術後 4か月 1例であ

った(表1).最終観察時のvr整復位は， 1例 (No.5)

表 2 crs 群・ ~I， crs 群の比較数値は平均値±標準偏差

いずれも有意差を認めない

を除いて良好であったに百群:非 crs群)は年

齢 (73.2: 62.9) 歳，プレート設置位置 (3.0: 3.2) 

mm，術後の外固定期間 (11.0: 12心日， vrの矯

正損失(1.2: 0.9)。であった.統計学的にいずれも

有意差を認めなかった(表 2).

[考察]

検骨遠位端骨折に合併して crsを発症すること

はよく知られているが，保存的加療に伴う報告が多

い2)林ら 3)は骨折から crs発症までの期間に注目

し， 受傷後 1週未満を急性期発症型，受傷後 1週~

12週未満を後療法期発症型，術後 12週以降を晩期

発症型と分類した.急性期では血腫などによる急激

な手根管内圧の上昇，後療法期では背屈転位による

手根管内腔の狭小化，晩期では潜在的な crsの存

qa 
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表3 合併症の報告

症例数 合併症 CTS 屈筋膿樺害 伸筋麗障害
Rozental TD etal. 2006 41 9(22%) o 2(4.!L~ 1 (2.4%) 
Arora R etal. 2007 114 31(27%) 3(2.6%) 11 (9.6%) 6(5.3%) 

Rampoldi M etal. 2007 90 7(7.8%) 1(1.1%) 2(2.29也) 3(3.3%) 
国立ら 2009 210 30(14%) 12(5.7%) 2(1.0%) 5(2.3%) 
著者ら 2012 151 10(6.6%) 5(3.3%) 1(0.7%) 。

在が強く関与していると述べている.Aro 4)はcrs

の発症原因は樟骨の短縮と背屈変形により月状骨が

背屈し，手根中央関節が背側に転位し掌回すること

で手根管内腔が狭小化することと述べている.後藤

ら5)は，樟骨遠位端骨折の手術療法後に発症した

crs5例のうち，大きな転位が残存したのは 1例の

みだったと報告している.本研究においても， crs 

を合併した 5例のうち，術後に大きく背屈転位をき

たしたのは 1例のみであった.この 1例の発症時期

は術後 1週未満であり，背屈転位と crs発症の関連

は少ないと考える.有意差は認めなかったが， crs 

群では平均年齢が 73.2歳と高齢であること，女性の

割合が高いことより， crs発症の要因として，過去

に報告1)3)5)されているように潜在的な crsの要因

が加わっていると考えられる.掌側ロッキングプレ

ートは良好な固定性が得られるため，術後のリハビ

リテーションにおいては，腫脹の軽減していない術

後早期から可動域訓練が開始可能である.後療法期

の crs発症に関しては，プレート設置や浮腫よる

手根管内の正中神経の圧迫にダイナミックな手関節

運動が加わることで，潜在的な crsの顕性化に影

響した可能性があると考えられる.したがって，手

関節の腫脹が高度な時期には，積極的な手関節の可

動域訓練を控えることで crsの発症をある程度軽

減させることが期待できる.掌側ロッキングプレー

ト固定の術後合併症の過去の報告1)6)7)8)と比較する

と本研究における合併症の発生頻度は少なかっ

た.また，腫障害の発生頻度は経時的に減少傾向を

認めた.伸筋腫障害は，本研究においては 1例も認

めなかった(表 3).掌側ロッキングプレートが広く

普及するとともに，術後合併症として腫損傷の認識

が高まり，手術手技に注意をはらうことが定着した

結果と考える.

[まとめ1
1.樟骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレ

ート固定の術後合併症について検討した.

2.6.6%で合併症を認め， crsの割合が高かった.

[文献1
1) 国立真以ほか.榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキン

グプレートの術後合併症.日手会誌25:805-807， 2009. 

2)末松典明ほか.榛骨遠位端骨折後に発症した手根管症

候群 14例15手の検討.日手会誌 13:715-717， 1996. 

3) 林未統ほか.榛骨遠位端骨折に続発した手根管症候群

の臨床像.整形災害外科45:1153-1159，2002. 

4) Aro H， et al. Late compression neuropathies after 

Colle's仕actures.Clin Or出op233: 217・225，1988.

5) 後藤真ーほか.検骨遠位端骨折に合併した手根管症候

群の検討.東北整災誌 55:28-32， 2011. 

6) Rozental TD， et al. Functional outcome and complica-

tions after volar plating for dorsally displaced unstable 

企acturesof the distal radius. J Hand Surg Am 31: 359-
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7) Arora R， et al. Complications following internal fixation 
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8) Rampoldi M， et al. Complications ofvol訂 pla出 gof dis-
ta1 radius企actures.Acta Orthop Belg 73: 714-719， 2007. 
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-モーション面榛骨遠位端骨折術後のダーツスロー

ROMとDASHスコアの関係
-評価時期による相違について一
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目的:我々は樟骨遠位端骨折後のダーツスロー・モーション(以下

てきた.今回は術後の時期別にそれらの関係を調査した.

方法:対象は横骨遠位端骨折術後の 27例である.評価項目は掌背屈および槙尺屈，囲内外， DτM面

ROMならびに握力とし，上肢能力は DASHにて評価した.計測時期で術後3か月以内， 4-6か月以内， 7 

か月以降に分け，各 ROM，および握力と DASHスコアとの Pearson相関係数を求めた (p<0.05). 

結果:3か月以内で D1M面 ROM(r=司0.751，p=0.012)， 4-6か月以内で DTM面ROM(r=ω0.784， p= 

0.021)， 7か月以降では， DTM面 ROM(r=-0.774， p=0.014) と握力の患健比 (r=-0.700，p=0.036) で

DASHスコアと有意な相闘が得られた.

結論:術後早期の上肢能力には DTM面ROMが関係していた.時期が経過すると握力も関係した.

と上肢能力の関係を報告しDTM) 

線画像的評価や ROM，握力などの手関節の機能障

害(impairment)の評価が主であった. しかし最近

では百leDisability of the Arm， Shoulder and Hand 

(DASH)スコアやτbepatient-rated wrist evaluation 

などで上肢の能力障害 (disability)について患者立

脚型の評価もされるようになった.槙骨遠位端骨折

後の機能障害と能力障害との関係について， Wilcke 

ら7)がDASHスコアは握力と相関したが ROMと

相関しなかったことから，上肢能力の回復には握力

が重要であると報告した. しかしこれらの報告で上

股能力と関係がないとされた ROMは，掌屈/背屈，

横屈/尺屈，囲内/回外の運動方向でしか評価されて

おらず， DTM面での評価はなかった.そこで我々

は横骨遠位端骨折後の上股能力と DTM面ROMを

含む手関節機能の各項目との関連性を調査報告して

きた 6) 今回我々は，術後の時期別にそれらの関係

を調査し，術後の各時期において上肢能力に必要と

される手関節の機能について検討した.

[緒言]

近年， crやM阻を用いた 3次元動態解析システ

ムにより，複雑な手根骨の動態が3次元的に解明さ

れてきた1)森友らは 3次元動態解析により手根中

央関節の動きは，樟背屈から掌尺屈方向へのダーツ

スロー・モーション (Dart官官owMotion:以下

D1M)方向であり1)遠位手根列は舟状骨結節から

有頭骨腰部を抜け有鈎骨に貫通する斜め 45。の一軸

性の運動軸を持つと報告した1)手関節の機能的な

運動方向として D1Mが注目されているが，近位手

根列の動きは手関節の掌背屈や樟尺屈時よりも DTM

時の方が小さくなり， DτM時は手根中央関節のほ

ぼ単独運動となることから 2) DTMのリハビリテ

ーションへの応用が期待されている 3)4) しかし臨

床症例における DTM面関節可動域(Rangeof Mo-

tion:以下 ROM)の計測についてはこれまで報告

されていなかったので，我々は専用のゴニオメータ

ーを作成し 5) 横骨遠位端骨折後の DTMについて

調査報告してきた 6) また槙骨遠位端骨折後の治療

成績の評価には，これまで骨アライメントなどのX

奈良県北葛城郡王子町葛下 1丁目 7番 17号干636-0011
受理日 2012/11/23 

ホ白鳳女子短期大学総合人間学科リハビリテーション学専攻
料東大寺福祉療育病院整形外科
柿本国保中央病院 整形外科

料帥奈良県立医科大学 整形外科
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図 1 DTM 面 ROM のìl1~定方法

表 1 DASHスコアと身体機能結果

3か月以内 4~6カ月以内 7か月以上

DASHスコア 46.8士17.7 15.5土 17.7 103 :t 219 

掌背屈 89.5 :t 21.4 118.1 :t 25.9 1222 :t 21.2 

稜尺屈 53.0 :t 149 619士9.7 61.1士 14.1

回内外 154.5士37.9 168.8 :t 11.7 177.8土22.1

IJrM面ROM 54.0士27.0 77.5 :t 24.6 90.5 :t 19.1 

握力 0.50 :t 0.35 0.78土02 0.95:t 0.1 

DASHスコア.点、 Rα叫:degree.握力・%

表 2 DASHスコアと身体機能の相関係数

3か月以内 4~6カ月以内 7か月以上

掌背屈 r-O.289， p=0.417 r=-O.501， p=0206 r=-0379， p=O.315 

稜尺屈 r=-O.587， p=0.075 r=喝 164，p=O.697 rユ 0.455，p=0218

囲内弁 r=-O.354， p=0.315 r=-O.538， p=O.169 r=-O.093 ， p=O.811 

DTM面ROM r=-O.751， p=0.012 r=-O.784， p=O.021 r-O.774， p=O.014 

握力 F 心.611，p=0.ωl r=心.616，p=O.1 04 r=-O.7∞， p=O.036 

[対象と方法]

対象は掌側プレートを用いて治療を受けた榛骨遠

位端骨折の27例27手である.平均年齢66.7:t9.9歳，

骨折型は AO分類 typeA4例， B 2例， C 21例であ

った.平均経過観察期間は 7.6:t6.3か月であった.

評価項目は掌背屈および槙尺屈，囲内外， DTM面

それぞれの ROMと握力とし，上肢能力は DASHに

て評価した. DTM面 ROMは川村義肢株式会社で

開発したゴニオメーターで計測した(図1). DTM 

面 ROMは肘関節屈曲位 前腕囲内 45。の肢位から

上方を槙背屈，下方を掌尺屈と定義し，測定した

ROM結果より DTM面の全可動域を求めた.以上

の計測は DTM面用ゴニオメーターによる DTM計

測の再現性や信頼性を確認した上で実施した 5) 握

力は握力計を用いて測定し，患側の値を健側の値で

除し，健側との比率を求めた.ROMと握力は二回

ずつ測定し，平均値を求めた.計測時期でデータを

術後 3か月以内 10例， 4-6か月以内 8例， 7か月

以降 9例に分け，各時期の DASHとROM，握力の

相関を求めた.各相聞はPearson相関係数を算出し，

危険率を 0.05未満で有意とした.なお，全ての統計

解析には，統計ソフトウェア SPSSversion 17.0J for 

Windowsを使用した.

[結果]

3か月以内， 4-6か月以内， 7か月以降の各群の

DASHスコア，各 ROM，握力の患健比の結果は表

1に示す.3か月以内， 4-6か月以内， 7か月以降

の各群の DASHスコアと各結果の相関係数を表 2

に示す. 3か月以内で DASHスコアと有意な相聞が

co 
qo 
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面ROMの相関 患健比の相関

得られたのは， DTM面ROM(r=-0.751， p=0.012) 

であった(図2).4-6か月以内でDASHスコアと

有意な相聞が得られたのは， DτM面 ROM(r= 

-0.784， p=0.021)であった(図3).7か月以降では，

DTM面ROM(r=・0.774，p=0.014)と握力の患健

比 (r=-0.700，p=0.036)でDASHスコアと有意な

相闘が得られた(図 4，5). 3か月以内， 4-6か月

以内， 7か月以降ともその他の項目と DASHスコア

に有意な相関は認められなかった.

[考察]

榛骨遠位端骨折後症例では，術後早期から全ての

期間において， DASHスコアと DTM面ROMで有

意な負の相聞が得られた.術後7か月以降の症例に

対しては， DASHスコアと握力でも有意な負の相聞

が得られたが， 3か月以内と 4-6か月以内の症例

では， DASHスコアと握力の患健比で有意な相関は

得られなかった.この結果より，横骨遠位端骨折後

の上肢能力の回復には DTM面の運動が術後早期か

ら関係し，握力は術後時聞が経過してから関係する

と考えられた.

Palmerら8)は，職業的な手関節運動はDTMが多

く， DTMは機能的な手関節の運動方向であると報

告している.また Wolfeら9)は， DTMは人類が道

具の使用に適応するために進化したと報告してい

る.DTMは手関節の運動方向の中で最も機能的な

運動方向であることから，槙骨遠位端骨折後でも

DASHスコアと DTM面ROMで有意な相聞が得ら

れたと考えられる.また，手関節背屈 40。横屈 10。

から掌屈 40。尺屈 300 までの範囲内での DτMは，

舟状骨と月状骨はほとんど動かないため手根中央関

節の運動が主体となる 2) 梼骨手根関節が障害され

ている榛骨遠位端骨折の術後早期でも手根中央関節

の運動である DTMはある程度可能だったと考えら

巧
dqa 
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れる.よって， DTMが回復することで上肢能力が

維持され，術後早期でも DASHスコアと DTM面

ROMは相聞を示したと考えられる.逆に DTM面

ROM以外の掌背屈，および樟尺屈と相闘が得られ

なかった理由としては，生理的な手関節の掌背屈時

には常に梼尺屈も複合的に動いていることから 10)

日常生活で上肢能力が掌背屈，および横尺屈の単独

運動で発揮される機会は少なく， DASHスコアに影

響しなかったのではないかと考えられる.これらの

結果から，術後早期から DTMを積極的に行うこと

により上肢能力の速やかな回復が期待できると考え

られた.

また今回の結果から，握力は最終的には上肢能力

と関係するが，術後早期には関係しないことが分か

った.樟骨遠位端骨折後の握力と上肢機能の関係に

ついて， Wilckeら7)はDASHスコアと握力には相

関関係があり，榛骨遠位端骨折後は握力の回復が重

要であるとしている.樟骨遠位端骨折術後では，急

性期では寒痛や ROM制限のために本来の筋収縮を

得ることが困難であることから，握力の回復は骨折

部や軟部組織の修復後に回復していく.本研究結果

においても， 3か月以内では握力の回復は少なく，

DASHスコアと相聞は認められなかったと考えられ

る.以上より，握力が手関節の機能回復の指標とな

ると報告されているが 7) 術後早期においては握力

を手関節の機能回復の指標とするよりも， DTM面

ROMを指標とすることが有用であると考えられた.

【まとめ】

梼骨遠位端骨折の術後早期から DTM面 ROMが

上肢能力の回復に関係していた.また，握力は 7か

月以降でのみ上肢能力の回復に関係していた.
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肘部管症候群重症例に対する示指外転機能再建術の
治療経験--Neviaser変法を用いて~、l 圃・.

a旨pb.6M‘
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こ書〈ひでみ はしづめちょうぞう

古作英実*橋爪長三**

肘部管症候群重症例で早期のつまみ動作の改善を望む患者に対して， Neviaser変法による一期的示指外転

機能再建術を行っているので術後成績について検討し報告する.症例は6例で男性4例・女性2例，手術時

平均年齢は 74.7才であった.赤堀の病期分類では 4期3例・5期3例であった.手術は尺骨神経前方移動術

とともに長母指外転筋腫のうちの 1本を切離し長掌筋腫で延長し第1背側骨間筋腫付着部に縫合する Ne吋a-
ser変法を行った.術後経過観察期間は平均 8.5ヶ月であった.術後成績は赤堀の予後評価法で良2例・可4

例であり，可の症例は全例で Froment徴候が残存した.平均対側握力比は 79.2%から 80.5%，対側ピンチ

力は 42.1%から 55.0%に改善した.患者満足度はたいへん満足 1例・満足4例・普通 1例であった.重症例

で早期のつまみ動作の改善を望む症例に対しては行っても良い手術方法と考えられる.

[緒言]

肘部管症候群のなかでも手内筋の萎縮が強く神経

伝導検査にて小指外転筋の複合筋活動電位が導出で

きないような重症例では，尺骨神経の除圧術を行っ

ても術後の手内筋筋力の回復は不良であることが多

く，つまみ動作に支障が残る症例やその改善に長期

間を要する症例が多い1lわれわれは肘部管症候群

の重症例に対して，尺骨神経の除圧術と同時に

Neviaser変法による一期的示指外転機能再建術を

行っている.今回その術後成績について検討したの

で報告する.

[対象と方法]

肘部管症候群の重症例で早期のつまみ動作の改善

を望むために一期的示指外転機能再建術を行った 6

例6手を対象とした(表1).男性4例・女性2例で，

右手5例・左手 1例であり，手術時平均年齢は 74.7

才 (70-80才)で，原因は全例が変形性肘関節症

であった.赤堀の病期分類で4期が3例， 5期が3

例であった.

手術は尺骨神経前方移動術とともに長母指外転筋

腫のうちの 1本を切離し(図1A)長掌筋腫で延長し

(図1B)第 1背側脅間筋腫付着部に縫合する(図 lC)

Neviaser変法を行った.術後3週間の外固定を行

ない可動域訓練を開始した.術後経過観察期聞は平

表 1 症例一覧

症 年齢 性別 赤掴 患側握力(kgl 患側ピンチカ(kgl
例 病期 術前 術後 術前 術後

① 79 男 w 6.6 8.1 0.8 1.8 

② 71 女 v 16.5 18.4 1.9 2.8 

③ 73 男 v 15.9 20.5 2.5 3.6 

④ 75 男 v 17.6 13.2 2.5 2.6 

⑤ 80 男 w 14.3 14.7 1.5 1.7 

⑥ 70 女 N 15.6 14.9 1.1 2.1 

受理日 2012/11/18 
.国保依田窪病院整形外科 干38らO印3 長野県小県郡長和町古町2857

H 特定医療法人新生病院磐形外科
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図 lA 伸筋支帯を切開し長母指外転筋 図2A 症例④術後つまみ動作

腿の 1本を切離 Froment徴候が残存している

図1B長掌筋鍵で延長 図2B 示指外転(右が手術側)

図 lC 第 1背側骨問筋腿付着部に縫合

均 8.5ヶ月 (6-17ヶ月)で，赤堀の予後評価基準，

Froment徴候の有無，術前後の握力・ピンチ力，患

者満足度について検討した.

[結果]

術後成績は赤堀の予後評価基準で優0例・良2例・

可 4例・不可 O例であった.可となった症例は全例

でFroment徴候が残存していたためであった(図

図2C示指内転

2). 平均握力は術前 14.4kgが術後 15.0kgに，平均

ピンチ力は術前1.7kgが術後 2.4kgに，平均対側握

力比は 79.2%から 80.5% 平均対側ピンチ力比は

42.1%から 55.0%に改善した.患者満足度はたいへ

ん満足 1例・満足 4例・普通 l例・不満足 O例であ

った.
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[考察]

肘部管症候群重症例に対する一期的機能再建術の

適応に関しては様々な意見がある.斎藤は手内筋の

回復の可能性はあるが非常に不確実であるので，早

期のADL改善のために行う 2)としている.信田ら

は小指外転筋の複合筋活動電位が導出不能ならば若

年者で擢病期聞が短い症例以外は手内筋の回復が不

良となる可能性が高く，早期のADL改善を望む症

例で行う uと報告している.これらは一期的機能再

建術に肯定的な意見である.星川らは肘部管症候群

の手術後3年以内に筋力回復は約9割がプラトーに

達し，第一背側骨間筋の徒手筋力テストが術前0の

症例では5割が3以上に回復した 3)とし，松崎らは

尺骨神経の除圧だけで長期経過で十分な示指外転筋

力の回復があり，一期的再建の適応は限られる 4)

と報告している.これらは一期的機能再建術に否定

的な意見である.我々は前者の意見に従い，赤堀病

期分類の 4期・ 5期で早期のつまみ動作の改善を望

む患者に対して一期的示指外転機能再建術を行って

いる.

1980年に Neviaserらは長母指外転筋腫のうちの

1本を長掌筋躍などで延長し MP関節より遠位の第

1背側骨間筋腫に縫合する示指外転機能再建術を行

ない 18例全例で満足する結果が得られた 5)と報告

した.Neviaser法は伸筋支帯を切開せず第 1コンパ

ートメントを pulleyとして用いるが，長母指外転筋

の移行臆と温存した躍の緊張が同程度でないと母指

の横側外転制限が生じることがある 6) 我々は伸筋

支帯の第 1コンパートメントを切開し移行臆を筋腹

まで剥離することで，移行腫の緊張を強めにして鑓

合している.Neviaser法はピンチ力自体を著明に改

善させるのではなく，つまみ動作の際に示指の安定

性もたらす方法と考えられている 7) 母指の可動域

制限が生じる可能性があるならばpulleyを用いて

示指の外転力を強くする必要はないのではないかと

我々は考え，第 1コンパートメントを切開する Nev-

iaser変法を行っている.

今回. Froment徴候が残存したために赤堀の予後

評価基準で可になった症例が 4例みられた. Frcト

ment徴候はつまみ動作の際に母指内転筋と第 1背

側骨間筋の機能を長母指屈筋で代償するために生じ

るため，母指内転作用が不十分であると考え母指内

転機能再建術を行う報告もある 8)9) しかしながら

今回の Froment徴候が残存した症例においてピン

チ力は改善し患者満足度も高かった.これは本手術

によりつまみ動作の際に示指の安定性が改善したた

めと考えられた.以上より示指外転機能再建術に母

指内転機能再建術を強いて併用しなくてもよいので

はないかと推察された.

[まとめ1
1.肘部管症候群重症例に対して Neviaser変法を

用いた示指外転機能再建術を行った.

2. Froment徴候の残存する症例もあったがピン

チ力は改善し患者満足度も高かった.

3.肘部管症候群重症例で早期のつまみ動作の改

善を望む症例に対しては行っても良い方法と考えら

れる.

[文献1
1)信田進吾ほか.肘部管症候群重症例に対する示指外転

機能再建術の治療成績.日本職業・災害医学会会誌

55: 100-104，2007. 
2) 斎藤英彦.肘部管症候群に対する機能再建臆移行術

の適応と手技.末梢神経を語る会記録第29回:14-26， 

2007. 

3) 星川慎弥ほか.肘部管症候群術後長期経過例に対する

検討.末梢神経 13:10~ト107， 2002.

4) 松崎浩徳ほか.肘部管症候群重症例の長期予後一神

経伝導速度計測によるフォローアップー.日手会誌

19: 745-748， 2002. 
5) Neviaser ROBERT J， et al. Abductor pollicis longus 

仕組sferfor replacement of first dorsal interosseous. J 
HandSurg凶nl5:53-57， 1980. 

6) 斎藤英彦ほか.手の外科の要点と盲点.第1版.東京.

文光堂.pp248-253， 2007. 
7) T加 othyRC DAVIS， et al. Green's Opera世間 HandSur-

gery. 5th ed. Philadelphia. Churchill Livingstone. pp 

1129-1130，2010. 
8) 普天間朝上ほか.臆移行によるピンチ機能再建術の検

討.整形外科と災害外科42:173-176， 1993. 
9) 森湾妥ほか.重度肘部管症候群に対する腿移行術によ

るつまみ動作再建の治療成績.日手会誌28:339-342， 

2012. 
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臆反射を定量評価しての手根管症候群の重症度の評価
l..Mやりょういち かわいひでお

溢谷亮ーへ河井秀夫紳

[目的]腫反射による手根菅症候群の評価を試みた. [方法]短母指外転筋 (APB) より M波と F波を導

出し， APBの臆部を叩打し， T1波と τ2波を導出した. [結果1MDLとT1の潜時との聞は r=O.71，p< 

0.0001， 1'2の潜時との聞は r=0.58，p<0.0001と強い相関関係を示した.T1波と F波，1'2波と F波の潜時

の間にはそれぞれ r=0.75，p<0.0001， r=0.50， p<0.0001と有意な相関関係を示した.術前後の経過を追

えた 32手について，術後6ヶ月から 9カ月の聞に計測した MDLは1'2のみ導出可の 21手では 4.6:t0.4ms，

Tl，1'2いずれも導出不能の 6手では 6.1:t1.3msと有意 (p<0.05)な差があった.1群(T1，τ"2導出可の 5手)

は6ヶ月以内に全例で MDLが正常範囲内になっていた. [考察1 M波， F波， T1，τ2の潜時がよい相関を

示した.今後手根管症候群の評価において有用な方法になり得ると考える.

[緒言]

瞳反射の導出は，神経疾患に対して日常よく用い

られる手技である. しかしその定量的な評価な報告

例は稀である.今回我々は日常診療において多く遭

遇する手根管痕候群症例で，麻癖筋から膿反射によ

る誘発電位を導出し手根管症候群の重症度の評価を

試みたので報告する.

[対象と方法]

手根管症候群の症状を呈し当院を受診した 73名

146手を対象とした.その内， 31名 31手は健側で

あった.糖尿病患者と透析例は除外した.全例四肢

の腫反射の充進，減弱は認めなかった.平均年齢

58歳 (41ー82歳)であった.その内，手根管開放

術を施行し術後経過を追えたのは21名32手であり，

術後経過期間は平均 7ヵ月 (3-15ヵ月)であった.

電気生理学的検索は径8mmの白金皿電極を用い，

短母指外転筋 (APB)の筋腹中央部に関電極を，腫

部に不関電極を貼付しておこなった.電極間距離は

2cmに統ーした.

1)関電極の 7cm近位の手関節部にて正中神経を

日本光電社製NeuroPack-4を用いて， Duration O.lms， 

Amplitude 30-50mAで最大上刺激して M波と F波を

導出，記録した.M波の onsetlatencyをmotordis-

凶 latency(MDL)とし，手根菅での正中神経の伝

受理日 2012/11/26 

導遅延を評価した.

2) APBの随意収縮下 (fac出匂tion下)に日本光電

社製スイッチ付きハンマー (TA-420)にて APBの腫

部を叩打し， evoked potentialを導出， 100回加算し

て記録した.図 1に示したごとくに健常肢から得ら

れた evokedpotentialは約 30msに頂点潜時をもっ

T1波と 50ms-60msに頂点潜時をもっτ2波によ

り構成されていた.立ち上がりが不鮮明であったた

め頂点潜時で評価した. (図1.)

[結果1
1)症例呈示.

症例1. 42歳女性. MDLは右側 5.0ms，左側

5.8msであり，左側の方が重篤に正中神経の MDL

が延長していた症例である.腫反射から導出された

evoked potentialは右側でT1波の潜時が 39.4ms，

1'2波の潜時が 56.4msと遅延していた.左側では

T1波の潜時に相当する波形は導出されず， 59.8ms 

に頂点潜時をもっτ2波のみが記録されていた(図

2.) . 

2)健常側を含めた 146手について

M波， F波，T1，1'2はそれぞれ 144手， 78手， 70

手， 118手で導出可能でり，潜時は各々6.3士2.2ms，

32.7士10.0ms，35.6士4.3ms，57.0士4.4msであっ

た.

:医療法人協和会協立病院 干666-0016 兵庫県川西市中央町 16-5
$四僚畷学園
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手根管症候群症例のT波
T側 donReflex of APB muscle 

T個師Ref1exof APB m臨 :le(正常例)

H .. 畑町・oci肱凶個

lt-APB 

lt・.APB

I 群 (n=70): T1， T2どちらも導出可能

II群 (n=48): T2のみ導出可能

III群 (n=28): T1， T2どちらも導出不能

手根管症候群症例でのT波.

左側の方が重篤に正中神経の MDLが延長して

いた症例である.臆反射から導出された evoked
poten出lは右側でT1波の潜時が39.4ms，τ2波

の潜時が56.4msと遅延していた.左側ではT1

波の潜時に相当する波形は導出されず， 59.8ms 
に頂点潜時をもっτ2波のみが計測されていた.

図2

健常例でのT波.

短母指外転筋の随意収縮時にスイッチ付きハン

マー臆部を叩打， 100回加算して記録した.こ

れを 2団施行した.上段のトレースは打臆器頭

部の振動.下段トレースは短母指外転筋上の表

面電極より導出された，筋活動電位.約 30ms
に頂点潜時をもっT1波と 50ms-60msに頂点潜

時をもっτヨ波により構成されていた.

図 1

M波、 F波とT波との潜時の関係
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F波の潜時

T1: n=70， r=O.75， p<O.0001 
T2: n=118， r=O.58， p<O.0001 

M波の潜時， F波の潜時と T波の浴時との関係.
(a) 下段トレースは MDLとT1の頂点潜時との関係.n = 70， r = 0.75， pく0.0001と高

い相関関係を示した.上段のトレースは MDLとτ2の頂点潜時との関係.n = 118， 

r = 0.58， pく 0.0001と強い相関関係を示した.
(b) 下段トレースは F波の立ち上がり潜時と T1の頂点潜時との関係.n = 46， r = 0.75， 

pく 0.0001と高い相関関係を示した.上段のトレースはF波の立ち上がり潜時と τ2

の頂点潜時との関係.n = 70， r = 0.50， pく 0.0001と有意な相関関係を示した.
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T1: n=70，戸0.75，p<O.0001 
T2: n=46， r=O.50， p<O.0001 
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366 鍵反射を定量評価しての手根管症候群の重症度の評価

a) T1波の潜時と F波の潜時の関係について

T1波と M波の両方計測できたのは 70手であり，

MDLとT1の潜時との聞は r=O.71，pく0.0001と高

い相関関係を示した.τヨ波と M波の両方計測でき

たのは 118手であり MDLとτヨの潜時との聞は r

= 0.58， p < 0.0001と強い相関関係を示した.同様に，

T1波と F波の両方計測できたのは 46手であり，T1

波と F波の立ち上がり潜時の聞には r=0.75，p< 

0.0001と強い相関関係を示した.T2波と F波の両

方計測できたのは 70手であり，T2波と F波の立ち

上がり潜時の間には r=0.50，p<0.0001と有意な相

関関係を示した. (図 3.).

b) T波の出現の有無と正中神経の MDLの関係

について

146手中， 2例でM波が導出されず正中神経の

MDLは計測できなかった.残り 144手はT波の出

現の有無によって次の 3群に分類した.

T1波とτヨ波の両方が導出された群(I群): 70手

T1波は導出されず， τヨ波のみ導出された群(II

群): 48手

T1波と τ2波のどちらも導出されなかった群 (III

群): 26手

τ1波のみ導出され， τ2波は導出されなかった症

例はなかった.正中神経の百d はそれぞれ， 1群で

4.9::!:: 1.1ms， II群で 7.1::!::2.1ms，III群で 8.7::!::1.9ms

であり各群聞で有意な差をみとめた(I群-11群聞

でp<0.0001，1I群-III群間で p<0.05)(図 4.).

3)術前後の経過を追えた 32手について.

術前はI群 (4例5手)11群 (17例21手)III群 (4

例6手)の内訳であった.術前の MDLはI群 5.7::!::

0.5ms， 11群 8.0::!::2.0ms，III群 9.5土0.8msと術前

では I群が他群より有意に短かく II群， III群聞に

は有意な差はなかった.しかし，術後6ヶ月から 9

カ月の聞に計測した MDLは11群では 4.6::!::0.4ms，

III群では6.1土1.3msとH群より凹群の方が有意 (p

<0.05)に遅延が残存していた.1群は 6ヶ月以内

に全例でMDLが正常範囲内になっていた(図 5.).

[考察]

正常例で末梢神経を通電刺激して得られる誘発電

位は，潜時の短いものから， M波に続いてさらに 2

つの電位が得られる.これらの後半の 2つの誘発電

位が導出されることは 1971年Uptonが長短あわせ

て2つの反射があると報告し， VI， V2，と呼んだの

ms 各群のMDL
12 

11 ，。
ーa 
7 

6 

5 

4 

3 
lIlL 

I群 nt祥 皿群

図4 T波出現と MDL.
I群:T1波とT2波の両方が導出された 70手.
II群:T1波は導出されず， τヨ波のみ導出され
た48手.III群:T1波とτヨ波のどちらも導出
されなかった群26手.各群のMDLは， 1群
で4.9土l.1ms，II群で7.1:t2.1ms，III群で8.7
:t1.9msであり各群聞で有意な差をみとめた.

術後のMDLの推移(n=32)
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術後経過期間

図5 術前と術後のMDL.
術前後の経過を追えた 32手.術前のI群 (4例
5手)II群(17例21手)III群 (4例6手)で
ある.術前のMDLはI群5.7:t0.5ms，II群8.0
土2.仇ns，III群9.5土0.8msと術前では I群が他
群より有意に短かく， II群， III群聞には有意な
差はなかった.術後6ヶ月から 9カ月の聞に計
測した MDLはH群では 4.6:t0.4ms，皿群で
は6.1:t1.3msとH群より III群の方が有意 (p
く0.05)に遅延が残存していた.1群は6ヶ月以
内に全例でMDLが正常範囲内になっていた.1 
群:白丸.II群:自三角.III群:黒四角.

に始まる1)これらの短潜時反射と長潜時反射につ

いては，今回の調査でも正常例でAPBmuscleの筋

伸張刺激に続いて 2つの電位が誘発された.

30ms前後に頂点潜時をもっ短潜時反射と 50-
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60msに頂点潜時をもっ長潜時反射である.ここで

は腫反射に由来してそれぞれT1波， τヨ波とした.

短潜時のT1波はその潜時から，グループIa線維

を経由した脊髄由来の segmentalな臆反射である.

長潜時のτヨ波の起源については，1)大脳皮質野，

脳幹，小脳などの脊髄髄節より上位の中枢神経系を

介した長ループ反射であるという説 1)2)3) 2)グル

ープIa求心線維の反復興奮によるものという， res-

on釦 .cephenomenon説，がある 4)

今回の症例ではτヨが残存していてもT1が消失

している症例が存在した (48手/146手).逆にT2

波が消失し次に T1波が残存した症例はなかった.

すなわち手根管症候群がMDLの遅延するに従って

まずT1波が消失し，次にτヨ波が消失していくこと

がわかった(図2，3).これらのこととT1波， τ2波

の頂点潜時がいずれも F波の潜時とよく相関して

いたことから， T1波は大径線維のグループIa線維

を経由した脊髄反射であり， τヨ波の起源について

は，グループIa線維以外の末梢神経の伝導速度の

比較的遅い，グループII線維などの小径経路が関与

していることが示唆されたと考える.

初期より M波， F波， T1，τヨの潜時がよい相関

を示したということは，手根管症候群において大径

線維から障害されるのではなく，すべての線維が一

律に遅延していく可能性を示している.一方，手根

管症候群が重篤化していくに従いT1が消失し，次

にT2が消失するということは大径線維から障害さ

れていくことを示唆している.易損性の面からみる

と，これら 2つの事実から，手根菅症候群では伝導

遅延はすべての線維におこり，伝導遮断は大径線維

から陥りやすいと考えられる.

さらにこのことから圧迫による脱髄は一様に起こ

り，軸索障害については線維によって易損性に差が

あり大径線維が障害されやすいことが推察される.

今回用いた測定法は，知覚神経の誘発神経活動電

位とは異なり，誘発筋電位の測定でありながら知覚

神経の機能評価である.ある筋の筋紡錘からの求心

性線維は，同じ筋の運動ニユーロンとのみ直接興奮

性シナプスを形成するからである 5) すなわち同じ

経路を通る運動路と知覚路を，それぞれ同一筋肉上

の電極から導出し評価することが特徴である.今後

手根管症候群などの拘拒性神経障害に限らず，神経

障害の評価において有用な方法になり得ると考え

る.
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[まとめ1
1)手根管症候群症例で，麻癖筋から腫反射によ

る誘発電位を導出した.

2) M波， F波， T1， T2の潜時がよい相関を示し

た.

3)腫反射の計測は，今後手根菅症候群などの評

価において有用な方法になり得ると考える.

[文献1
1) Upton AR， et al. Potentiation of“late" responces evoked 

in muscle during effort. J Neurol Neurosurg Psychia廿y

34: 699-711， 1971. 
2) T:副 onWG， et al. Evidence for abnormallong-loop re-

flexes in rigid Parkinsonian patients. Brain Res 100: 671-

676，1975. 
3) Ma凶lewsPBC， et al. Evidence from the use of vibration 

血atthe human long-latency s仕etchreflexdepends upon 

spindle secondary afferents. J Phsiol348: 383-415， 1984. 

4) Hagbath 1包， et al. Segmentation of human spindle and 

EMG responses to sudden muscle stretch. Neurosci-

ence Le枇19:213-217，1980. 
5) Schmidt RF， et al. Fundamentals of Neurophysiology. 

Third Edition. Berlin. Springer-Verlag. pp 102-111， 1976. 

Eu 
aaτ 



日手会誌 oJpn Soc Surg H阻 d).第29巻 第4号 368-369. 2013 

手根管症候群の重症度分類と知覚過敏例の検討

、.-_e 晴、l.6F
.....園事事F

ののむらひでひこ

野々 村秀彦事 横井達夫* 河村真吾* 大野義幸**
すずき

鈴木
やすL
康***

我々は第45回当学会で手根管症候群 (CTS)の知覚評価を行い， Current Perception官lreshold( CPT) 

の250Hzが最も感度が高い事， CTSには知覚過敏例が存在する事， 5Hzで浜田の分類 1型に最も知覚過敏

率が高く，重症化するに従い過敏率が減少する事を報告した.その後9年で症例を重ねたため，結果を再検

討した.

I対象と方法)CTSの 122名 177手 (17-89(平均 58.3)歳，男;33，女;89，浜田の分類1型;92，2型;

75，3型;10)を対象とした.CPf， static 2PD (8・2PD)， Semme~トWeinstein (S-W)を測定した.

【結果】感度は CPTの2000Hzが 68.9%，250Hzが68.4%と高かった.重症度別では浜田の分類 1型で

CPT250Hzの感度が臼.0%と最も高く， 2型では 2000Hzが82.7%で最も高く， 3型では 2000Hzとs-2PD

がいずれも 90.0%と最も感度が高かった.5Hzにて浜田の分類 1型;8.7%， 2型;5.3%， 3型 ;0%の割合

で知覚過敏を示した.

【結論】浜田の分類 1型が最も知覚過敏率が高く，重症化に従い過敏率が減少するのは前回と同様であっ

たが， 1型の知覚過敏率は半減していた.

I緒言I
Current perception threshold (CPT) は評価した

い末梢神経を皮膚の上より電気刺激し，定量的に知

覚を評価する方法である.2000Hz， 250Hz， 5Hzの3

種類の刺激がそれぞれAs線維， M 線維， C線維に

対応している.また，知覚鈍麻だけでなく知覚過敏

も検出可能である l}

著者らは 1996年より， CPTの測定器Neurometer@

CPT/Cにて手根管症候群 (CTS)の知覚障害を評

価し 2)， static two point discrimination test (s-2PD) / 

Semmes-Weinstein monofi1ament test (S-W)/CPT 

聞で比較すると CPTの250Hz(M線維)が最も感

度が高い事を報告した 3) また第45回当学会にお

いて， CTS患者には知覚低下だけでなく知覚過敏の

状態が存在する事， C線維の知覚過敏例は浜田の分

類 1型では 16.7%，2型では 6.6%，3型では 0%と

軽症例ほど知覚過敏例が多く存在する事を報告し
た4)

その後， 9年の聞に症例を重ねたため，その結果

を再検討し報告する.

受理日 2012/11/18 

[対象と方法1
CTSの122名 177手(平均年齢58.3(17-89)歳，

男;33名，女;89名，浜田の病期分類 1型 ;92手，

2型;75手， 3型 ;10手)を対象とした.CPT検査

の他に， s-2PD， S-W を測定した.

CPTは健常コントロールの mean土SDを正常

(2000Hz: 1.70-2.84， 250Hz: 0.35-1.00， 5Hz: 0.23ト0.73

(mA))と定め，それ以上を知覚鈍麻 (hypes曲目ia)， 

それ以下を知覚過敏 (hyperesthesia)と判定した.

s-2PDはS4(孟5mm)を正常，S3以下 (6mm以上)

を知覚鈍麻とした.S-W はnorma1(green)および

diminished 1ight touch (blue) を正常， diminished 

protective sensation (purple)およびlossof protec・

tive sensation (red)を知覚鈍麻とした.

s-2PD， S-W および各周波数別 CPT値の結果より，

各検査の感度を求めた.また， CTSでCPT値が知

覚過敏を示した率を求めた.

[結果1
CTSに対する知覚障害の感度は CPT2000Hzが

岐阜県岐阜市野一色4丁目 6番 1号干5~717事岐阜県総合医療センター整形外科

"岐阜大学整形外科
・・・岐阜県立下呂温泉病院 整形外科
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68.9%と最も高く，ついで250Hzの68.4%であった.

5Hzは 59.9%，&Wは56.7%であり， s-2PDは42.8

%と最も低い感度を示した.

知覚障害の感度を浜田の分類別に検討すると， 1 

型では 250Hzの感度が 63.0%と最も高く，次いで

5Hzの 62.0%であった.2型では 2000Hzの感度が

82.7%最も高かった.3型ではs-2PDおよび2000Hz

が90.0%と最も高かった(表 1).

知覚過敏例を浜田の分類別に検討すると，いずれ

の重症度でも CPf検査5Hz(C線維)が最も知覚過

敏率が高かった.5Hzの知覚過敏率は 1型では 8.7

%であったが， 2型では 5.3%に減少し， 3型では O

%であった(表2).

I考察1
crsに対する知覚障害の感度は，前回報告時は

CPf 250Hz (Ao線維)66.7%， 2000Hz (As線維)

58.3%， &W  52.6%， 5Hz (C線維)43.3 %， s-2PD 

36.7%の順であり，Ao線維の感度が最も高かった 4)

今回の結果ではAs線維，Ao線維はいずれも 68%

前後と，ほぽ同等の感度を示した.

一般にAs線維は圧迫，Ao線維は低酸素， C線維

は麻酔により伝導障害を生じやすいとされておりへ

そのため絞掘性神経障害では大径有髄線維がより障

表 1 浜田の分類別
各検査の知覚障害の感度

CPT 
s-2PD s-w 2000Hz 250Hz 5Hz 

1製 27.1% 46.5% 55.4百 63.0也 62.0弛

2型 54.9首 65.3% 82.7也 76肌 62.7弛

3型 90.0% 80.0% 90.0覧 60.0首 20.0首

百十 42.8覧 56.7% 68.9弛 68.4% 59.9弛

表2 浜田の分類別
C円、の知覚過敏率

CPT 
2000Hz 250Hz 5Hz 

1型 2.2弛 5.4首 8.7首

2型 1.3略 4.0% 5.3覧

3型 10.0首 0也 0% 

計 2.3見 4.5首 6.8弛

害されやすいと考えられていた.しかし CPfを使

った結果からは， crsの知覚障害で最も感度が高い

のはAo線維でありへ津田らも同様の結果から，

紋拒性神経障害では圧迫より血流障害の関与が大き

いのではないかと考察している 6) 今回の結果から

は， crsの初期に相当する浜田の分類 1型では血流

障害が主体であるが，中期に相当する 2型では血流

障害に圧迫の要素が混在して影響しているのではな

いかと考えられた.

また，知覚過敏率を重症度別に検討すると，前回

報告時は C線維で浜田の分類 1型が 16.7%と最も

知覚過敏率が高く， 2型で 6.6%と知覚過敏率が減

少し， 3型では知覚過敏例は 0%であった 4) 今回の

研究でも重症度が高くなるに従い知覚過敏率が減少

する傾向は同様であったが， 1型の知覚過敏率は 8.7

%とほぼ半減していた.この原因として，前回の発

表後に追加された症例は他院から手術目的で紹介さ

れた症例の比率が高くなっており，やや2型に近い

1型の割合が高くなっている可能性が考えられた.

[まとめ1
1. crsの知覚評価では CPf2∞OHz(As)， 250Hz 

(Ao)が同等に感度が高かった.

2.浜田の分類 1型に最も知覚過敏例の割合が高

く，重症化するに従い過敏例が少なくなるのは前回

報告と同じであった.

3.浜田の分類 1型における知覚過敏例は 8.7%で

あり，前回報告した 16.7%の半分に減少していた.

[文献1
1) Chado HN. The current perception threshold evaluation 

of sensory nerve function in pain management. Pain Di-
gest5: 127.・134，1995.

2) 野々 村秀彦ほか.Neurometer CPf/C@による手根管
症候群の定量的知覚評価.中部整災誌40:877-878，1997. 

3) 野々村秀彦ほか.手根管症候群の CPf検査による問

題点.中部整災誌45:95-96， 2002. 
4) 野々村秀彦ほか.早期手根管症候群の知覚障害には，

知覚低下だけでなく知覚過敏の状態も存在する.日手
会誌19:752・754，2002.

5) DeUon Lほか.知覚のリハビリテーション 評価と再
教育(訳).第6版.東京.東京協同医書出版社.pp147-
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根管症候群と肘部管症候群の治療成績の評価.日手会
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特発性手根管症候群にアミロイド沈着を認めた症例の
臨床的特徴、.-.It 

.... IiIA 回$."'''~
大茂寄久* 酒井昭典事事

め由量〈にたか

目貫邦隆**
ぜんけゅうきち

善家雄吉**
おおっかひろたけ やまなかよし晶き

大塚弘岡rぺ山中芳亮料

近年，高齢者の特発性手根管症候群の発症にアミロイド沈着の関与が示唆されている.

特発性手根管症候群と診断され，手根管開放術が行われた 97名 125手(男性48手，女性77手，平均年

齢67.5歳)に対し，手術時に横手根靭帯，屈筋腫滑膜，神経上膜を採取しアミロイド沈着の有無を確認した.

125手中54手 (43.2%)にアミロイド沈着を横手根靭帯，屈筋腫滑膜，神経上膜の全てに認めた.46手 (36.8
%)はアミロイド沈着をどの部位からも確認できなかった.アミロイド沈着は，男性に多く，高齢，重症例

が多かった.また，アミロイドを横手根靭帯，屈筋腫滑膜，神経上膜の全てに認めた群では，心電図上の刺

激伝導系異常を 36.7%に認めていた.

【緒言】

特発性手根管症候群は，更年期女性に多く発症す

る絞掘性神経障害であるが，原因については不明な

ことが多い.近年，高齢男性の重症手根管症候群は

野生型トランスサイレチンアミロイドげIR)沈着

が関与している可能性がある1)2)3)という報告が散

見される.野生型トランスサイレチンアミロイド

げIR)は，手根管以外では，高齢者の心臓に主に

沈着し最終的には心不全に陥ることが知られてい

る.しかしながら，特発性手根管症候群において，

アミロイド沈着の頻度や部位，アミロイド沈着を認

める症例の電気生理学的特徴や MRI所見，心電図

所見については不明な点が多い.

本研究の目的は，手根菅症候群の手術症例に対

し，横手根靭帯，屈筋腫滑膜，神経上膜を採取して

アミロイド沈着の有無を組織学的に検討し，アミロ

イド沈着を認める群の臨床学的特徴を明らかにする

ことである.

【対象と方法]

【対象】

手根管症候群の診断は，頚椎症や高位正中神経麻

揮の症例を除外し，正中神経領域の簿れ・知覚障害

を認め， Phalen test， Tinel sign，短母指外転筋の

受理日 2012/11/26 

萎縮，正中神経の遠位潜時が4.5ms以上の遅延のう

ち異常所見が 1項目以上の存在する症例とした.

特発性手根管症候群(透析，関節リウマチ，腫蕩，

外傷，感染は除外)と診断し，手根管開放術が行わ

れた97例125手(男性35例48手，女性62例77手)

を対象とした.平均年齢は 67.5土12.5歳 (34歳-94
歳)であった.臨床症状の重症度は，浜田分類 4)で

Gradel32手， GradeIl 31手， Grade皿 62手であった.

[方法1
M阻による手根管内の撮影，電気生理学的検査，

心電図検査を行った後，手根管開放術(直視下手根

管解放術)を行った.手術の際，横手根靭帯，屈筋

腫滑膜，神経上膜を採取し Congored染色，偏光

顕微鏡検査を行いアミロイド沈着の有無を確認し

た.アミロイド沈着の有無と年齢，性別，擢病期間

(初診までの期間)，初診時日本手外科学会版手根

管症候群質問票(CfSI-JSSH)，電気生理学的検査，

MRI所見，心電図所見について検討した.M聞所

見は GESignaHD3テスラ M阻を用いて，有鈎骨鈎

レベルと豆状骨レベルでの正中神経の形態とコント

ラスト比，有鈎骨鈎レベルでの手根菅断面積の計測

を行った.

I正中神経の形態とコントラスト比]

1)正中神経の形態は， τ宮路ial像での有鈎骨鈎と

事戸畑共立病院 整形外科

"産業医科大学整形外科
...関東労災病院整形外科

干804-0ω3 福岡県北九州市戸畑区辺見2ふ2
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大菱形骨結節を結んだ線のレベルでの正中神経の短

径を長径で除し 100を掛けた短佳・長径比と，豆状

骨レベルの正中神経断面積を有鈎骨鈎レベルの正中

神経断面積で除した正中神経断面積比を計測した

2)正中神経のコントラスト比は， τ立以ial像での有

鈎骨レベルの正中神経信号から阿部位の尺骨神経の

信号を引いてノイズで除したものをコントラスト比

(有鈎骨)，豆状骨レベルの正中神経信号から同部位

の尺骨神経の信号をヲ|いてノイズで除したものをコ

ントラスト比(豆状骨)とした 5)

統計学的処理は，性別とアミロイド沈着の有無の

検定にはカイ 2乗検定を，その他の検定は Mann-

Whitney U検定を用い p<0.05をもって有意差あり

とした.

[結果]

横手根靭帯，屈筋l躍滑膜，神経上j換についてアミ

ロイド沈着を検討したところ横手根靭帯，屈筋!腿j骨

表 1 アミロイド沈着部位と割合 (n=125手)

全てに認めない群(アミロイド陰性群)

屈筋臣室滑膜のみに認める群

横手根靭帯、屈筋ID!i昏績のみに認める群

繊手根靭帯、屈筋鍵漕膜、神経上膜に認める苦手

(アミロイド全繍性群)

46手(36.8%)

S手(6.4%)

17手(13.6%)

54手(43.2%)

男性

n=48手

膜，神経上j肢の全てにアミロイド沈着を認める群

(アミロイド全陽性群)，横手根靭帯と屈筋腿滑膜陽

性群，屈筋!腔j骨膜陽性群，全てに認めない群(アミ

ロイド陰性群)の 4群に分類された.

横手根靭帯，屈筋!睦滑膜，神経上膜の中で最もア

ミロイド沈着を認めた部位は屈筋l睦滑膜であり 125

手中 79手 (63.2%) であった.次いで横手根靭帯

125手中 71手 (56.8%)，3部位の中で最もアミロイ

ド沈着を認めなかった部位は神経上膜であり 125手

中54手 (43.2%)であった.神経上膜にアミロイド

沈着を認めた症例では，全症例に横手根靭帯，屈筋

鍵滑膜ともにアミロイドの沈着を認めていた.8手

(6.4%)は屈筋腿滑膜のみにアミロイド沈着を認め，

17手 (13.6%)は神経上膜以外の屈筋腫滑膜と横手

根靭帯にアミロイド沈着を認めた.また， 46手 (36.8

%)はどの部位からもアミロイド沈着を確認できな

かった(表1).男性はアミロイド全陽性群31例(64.6

%)，アミロイド陰性群 11例 (22.9%)，横手根靭帯，

屈筋腫滑膜群 6例 (12.5%)，女性はアミロイド全陽

性群 24例 (31.2%)，アミ ロイド陰性群 35例 (45.5

%)，屈筋腔滑膜群 8例 (10.4%)，横手根靭帯，屈

筋l挫滑膜群 11例 (14.3%)でありアミロイド沈着は

有意に男性に多かった(カイ 2乗検定 p<0.05) (図

1).平均年齢は，アミロイド沈着を認める群がアミ

ロイド陰性群より有意に高かった(図 2). 催病期間

(初診までの期間)は，アミロイド全陽性群 (34土

30.2か月)がアミロイド陰性群 (11.4土11.4か月)

より有意に長かった(図 3).初診時の crs日SSHは

症状スコア，機能スケールともに有意差を認めなか

った(図 4).運動神経遠位潜時は，アミロイド全陽

女性

アミロイド沈着は男性に有意に宰かった(カイ2乗倹定 pく005)

図 1 男友別アミロイド沈着部位と割合
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陰性群 居筋隊骨膜期主
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有意艶認t.fJfJ'?Iと

Mann-Whitney U test 

図6・1M悶(形態)

有鈎骨鈎レベル 豆状骨レベル

コントラスト比 • コントラスト比

2 司 n.5. 
n.5. 

1 1 
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-1 陰性群
屈横筋手4麟府骨税膜締蹴駅宝主 樹主群
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屈筋魁骨鰻 金蹴宝群 居筋膨骨慎 全陽性群

有鈎骨鈎レベルのコントラスト比は、全陽性群が陰性群と比較して有意に小さかった(pく0.05)

.:p<o.o晋 M叩 n-WhitneyU test 

図6・2M阻(コントラスト比)

性群 (6.9:f:2.3ms)が陰性群 (5.7:f:2.8ms) と比較

して有意に延長していた (pく0.01)(図 5).MRI所

見では，正中神経の圧迫の指標である短径・長径比，

偽神経腫の指標である正中神経断面積比，屈筋腫滑

膜腫脹の指標である手根管断面積(有鈎骨)につい

ては，両群ともに有意差を認めなかった(図6-1).

正中神経のコントラスト比については豆状骨レベル

では有意差を認めなかったが，有鈎骨鈎レベルでは，

アミロイド全陽性群(-O.12:f:1.9)が陰性群(1.1:f: 

1.8)と比べてコントラスト比が有意に小さかった (p

<0.05) (図ら2).豆状骨レベルのコントラスト比は

有意差を認めなかった(図6-2).心電図所見での刺

激伝導系異常の出現率はアミロイド陰性群では 7.6

%であったが，アミロイド沈着部位の増加に伴って

出現率が増加し，アミロイド全陽性群では36.7%(心

房細動2名 (4.2%)，第 1度房室プロック 7名 (14.8

%)，右脚プロック 5名 (10.6%)，洞性除脈3名 (6.3

%)， WPW症候群 1名 (2.1%))に刺激伝導系異常

を認めていた. (図 7).

I代表症例】
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古脚ブロコヲ 2名(5.1%)

凋性徐脈

WPW症候綜
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1名(12.5%)名C14.2刻

1名(7.1%)

n=47名

2名(4.2%)

7名(14.8%)

5名(10.6%)

3名(6.3拡)

1名(2.1%)

心電図上の刺，置伝導系の異常I~ アミロイド沈着部位の増加国ζ伴って出現率が増1J(l，た

図 7 ECG (刺激伝導系異常)

口

V2 第1度房室フロッヲ

神経上膜

IX400 

二|十

.)有鈴骨鈎レベルでの正中榊駒短径長径tl:284弘コノトラストル11と著明に低下

b)心電図倹査でPC副報司が延長し第1度房室ブロッ?を認めた

c，d) Congo red染色にて密赤色に染色さ，1..偏光顕微鏡綬査て伺部位が緑色の僅光を皇し.IIi廿RIIif剥陽性、
遺伝子変異を認めず老人性全身性アミロイドーシスと鯵断した

図8 76歳男性特発性手根管症候群

症例 76歳.男性.主訴:右正中神経領域のし

びれと母指球筋の著明な萎縮，母指対立障害 (浜

田分類 gradeIII) .検査所見.電気生理学的検査 :

運動神経連位潜時 7.0ms，知覚神経活動電位は導出

不能であった MRI検査 :τ2拡 ial像にて有鈎骨鈎

レベルでの正中神経の短径，長径比 28.4%，コン ト

ラスト比-1.1と著明な低下を認めていた.心電図検

査 :PQ時聞が延長し，第 1度房室ブロックを認め

ていた.手術所見 :直視下手根管開放術が施行され，

正中神経の有鈎骨鈎レベルでの著明な圧迫を認め

た.屈筋腿滑膜，横手根靭帯，神経上膜の全てにア

ミロイドの沈着を認めた(図 8). 

[考察]

血液透析治療に合併する手根官症候群はアミロイ

ド沈着 (s2-microglobulin) が原因と考えられてい

る 6) 一方，近年，基礎疾患のない高齢者の特発性

手根管症候群においてもその発症原因のひとつに野

内
ノ
u
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生型トランスサイレチンアミロイド (ITR)が関与

しているという報告が散見される1)2)3) 野生型ITR

関連アミロイドーシスは，高齢者に多く発症し心伝

導障害，不整脈，心不全などの心障害を中心とし全

身臓器に沈着する予後不良な疾患である.野生型

ITR関連アミロイドーシス (senilesystemic amy-

loidosis : SSA)では心症状に先行して手根管症候群

を発症することが多く，心障害に対する適切な治療

を行うためにも高齢者の手根管症候群では SSAを

念頭におき検討する必要がある 7) しかしながら，

アミロイド沈着の頻度や部位，電気生理学的所見，

M聞所見，心電図所見については不明な点が多い.

今回，基礎疾患のない手根管症候群において横手根

靭帯，屈筋臆滑膜，神経上膜のアミロイド沈着の有

無について検討したところ， 63.2%はいずれかの部

位にアミロイド沈着を認め， 43.2%の症例では横手

根靭帯，屈筋腫滑膜，神経上膜の全てにアミロイド

沈着を認めていた.

また，擢病期間，運動神経遠位潜時， M阻のコ

ントラスト比などの結果から，手根管内においてア

ミロイドは血流が最も豊富な屈筋腫滑膜に沈着し，

次に横手根靭帯，最後に神経上膜に沈着していくこ

とが示唆された.

また諸家の報告1)2)と同様，アミロイド沈着は「男

性Jと「高齢者jに有意に多かった.擢病期間(初

診までの期間)については陰性群と比較して有意に

長いが，初診時CTSI-]SSHには有意な差を認めない

ことからアミロイド沈着に伴う手根管症候群は比較

的緩徐に症状が進行することが示唆された.M阻
所見については，正中神経の形態はアミロイド沈着

の有無で差を認めなかった.しかしながら有鈎骨鈎

レベルのコントラスト比は，神経上膜にアミロイド

沈着を認めた群(アミロイド全陽性群)ではアミロ

イド陰性群と比較して有意にコントラスト比が小さ

くなっており，このコントラスト比の低下は，正中

神経の質的な変性，線維化を示唆した 8) ECG上

の刺激伝導系異常はアミロイド沈着部位の増加に伴

い出現率が増加し，アミロイド全陽性群では 36.7%

と高率に認めていた.心症状に先行する手根管症候

群の重症化に伴いアミロイド沈着が心刺激伝導系に

まで及んだ結果，心伝導障害を生じている可能性が

示された 9)

本報告の制約は，アミロイド沈着の確認を Congo

red染色，偏光顕微鏡検査のみで行い，アミロイド

蛋白の免疫組織化学的検索，遺伝子解析を行ってい

ないことである.今後は，アミロイド沈着が特発性

手根菅症候群の発症に関与するか否かの更なる検討

と，アミロイド沈着陽性患者に対する心障害を中心

とした全身臓器障害に対する長期間の経過観察を行

っていく必要がある.

[まとめ1
1)横手根靭帯，屈筋健滑膜，神経上膜について

アミロイド沈着を検討したところ，アミロイド陰性

群 (36.8%)，屈筋臆滑膜にのみ認める群 (6.4%)， 

横手根靭帯，屈筋腫滑膜に認める群 (13.6%)，ア

ミロイド全陽性群 (43.2%)の4群に分類された.

2)アミロイド沈着は，男性に多く，高齢，重症

例が多かった.また，アミロイド全陽性群では心電

図上の刺激伝導系異常を 36.7%に認めていた.

[文献1
1) Sekijima Y， et al. High preva1en田 ofwild勾petr佃 s-

thyretin deposition in patients with idiopathic carpal 

tunnel syndrome: a common cause of carpa1 tunne1 syn-
drome in the elder1y. Hum Pathol Nov;42 (11): 178ら

1791，2011. 
2) Cappellari M， et a1. Variable presentations of1TR-relat-

ed familia1 amyloid polyneuropathy in seventeen pa.・
tients. J Peripher Nerv SystJun;16(2): 119-129，2011. 

3) Takei Y， et a1. Seni1e systemic amyloidosis presen出 gas

bi1ateral carpal tunnel syndrome. Amyloid Dec;9 (4) : 

252・255，2002.
4) 浜田良樹ほか.手根管症候群の治療成績.日本手外科

学会雑誌2:156-159，1985. 
5) 大塚弘剛ほか.特発性手根管症候群に対し， トリアム

シノロン手根管内注射を行い， 6か月以上効果がある
群の MRI所見の特徴.日本手外科学会雑誌28-3:158-

161，2011. 
6) Gejyo F， et a1. A new form of amyloid prote泊 associated

wi血 chronichemodia1ysis was identified as beta 2・mi・

croglobulin. Biochem Biophys Res Commun Jun 28;129 

(3): 701-706， 1985. 
7) 小平農ほか.手根管症候群を呈した野生型トランスサ

イレチンアミロードーシス 4例の臨床像の検討.Pe-
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8) 大茂簿久ほか.3テスラ MRIによる特発性手根管症
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9) Joh叩 ssonB， et a1. Seni1e systemic amyloidosis: a clini-

co-pathological study of twelve patients wi位1massive 

amyloid infil凶 .tion.IntJ Cardiol]ul;32(1): 83-92，1991. 

-53-



日手会誌(J]pn Soc Surg Hand) ，第29巻 第4号 376-379，2013 

平常
号•. ~誉"'8$~喰r

手根管症候群における正中神経の形態的特徴について

の検討
きいとう しのぶ 〈によしかずき くにしとしかず

斉藤忍へ園吉一樹林，国司俊一*

[目的]手根官症候群(以下crs)患者における手根菅部における正中神経の形態的変化について検討した.

[対象および、方法]対象は crs患者40手 (crs群)，健常者は 39手(健常群)で，これらに対し手根菅

部を1.5TMRIにて撮像し，正中神経の扇平率，断面積，軟性手根菅面積および手根菅内における正中神経

の占拠率を計測した.また crs群における終末潜時の遅延，母指球の萎縮，知覚障害それぞれの重症度と

M阻像との関係についても調査した.

[結果】扇平率では両群にほぼ差はなく遠位より近位で若干高く，断面積，占拠率においてはcrs群でや

や近位レベルで有意に高い値となる S字パターンを，軟性手根管面積は両群とも遠位より近位に漸増するパ

ターンを示した.また crs群において終末潜時の遅延が大きいほど断面積，占拠率で近位レベルでの値が

高い傾向がみられた.

[結論1crs群の正中神経の形態的特徴は，扇平化は健常群とほぼ同程度で細小化することなく膨癒する

のが特徴と思われた.またそれは終末潜時の遅延が進むにつれ顕著になる傾向が確認された.

[緒言1
手根菅症候群(以下crs)は肘部管症候群など他

の絞掘性神経障害に比べ，比較的広い空間内を正中

神経が定行しており，また同じ空間内には手指屈筋

腫も存在していることより，単純な絞拒によるもの

なのか症状発現のメカニズムについては未だ不明な

点が多い.今回我々は crs患者における手根管部

で絞拒を受けた正中神経の形態的特徴を明らかにす

ることを目的とし，手根管症候群患者 (crs群)と

健常者(健常群)における手根管部における M阻像

を比較し，また crs群における手根管部での M悶

像と重症度との関係ついて検討した.

[対象と方法]

対象は crs群 29例 40手で男性 5例7手 女 性

24例 33手，年齢は 62歳 (38-79歳)，健常群は 20

例 39手で男性5例 10手女性 15例 29手，年齢は

57歳 (41-72歳)であった.なお健常群は過去およ

び現在において正中神経支配領域のしびれ，痛みを

経験したことがなく，母指球の萎縮，筋力低下のな

いものを対象とした.M阻使用機種は SIEMENS社

製 MAGNETONSymphony (1.5T)で，サーフエス

コイル(FlexLoop Small)を使用し，得られた FE
τヨ輩出ial像をワークステーション上の解析ソフト

Aquarius Net Stationにて計測した.撮像時手関節

は安静位で固定し，撮像範囲は中手骨基部より榛骨

遠位までとし，スライス厚は 2.5mmで 14スライス

を有効画像として選択した.

検討項目は MRI像に関しては，軟部手根管面積

(手根管面積)，正中神経の断面積(断面積)，手根

管内における正中神経の占拠率(占拠率)，正中神

経の扇平率(肩平率)とした(図 1). 重症度に関

しては母指球の肉眼的萎縮，筋力低下ともにない群

(A廿ophy-)，肉眼的萎縮はないが筋力低下はある群

(Atrophy :t)，肉眼的萎縮，筋力低下ともにある群

(Atrophy +)の 3群に分類した.終末潜時の遅延は

短母指外転筋終末潜時 (DML)の値が6msec以下，

6msecより大きく 9msec以下， 9msecよりも大き

い3群に分類した.知覚異常は，母指~環指標側の

Semmes-Weinstein monofilament testの平均値

(S-W)が4.31以下とそれより大きい群の 2群に分

け評価した.

受理日 2012/11/25 
*城東社会保険病院整形外科 干136-0071 東京都江東区亀戸与13-1
..千葉大学大学院医学研究院整形外科学
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図 lcM悶画像検討項目

扇平率(短径/長径)

図 lbMRI画像検討項目

断面積 (mm2)

図 laM悶画像検討項目

手根管面積 (nun2)
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図3a終末潜時の遅延と M阻像(断面積)の比較
* : p<O.05 (9ms<DML群と DML孟6ms群間

に有意差あり)
** : p<O.05 (9ms<DML群と DML孟6ms群お

よび 6ms<DML~9ms 群聞に有意差あり)

なお 2群聞の比較においては Mann-WhitneyU 

testを， 3群聞の比較にはKruskalWallis H-testおよ

び Mann羽ThitneyU-test with Bonferroni correction 

を用い，ともに有意水準を 5%未満とし統計学的検

討を行った.

【結果1
crs群と健常群の比較

手根菅面積については健常群， crs群ともに遠

位より近位の方が増加傾向にあり，それぞれの位置

での両群の値を比較すると， crs群がスライス 2-
14においで健常群より有意に高い値を示した(図

2a). 断面積においては健常群では全域でおおよそ

一定の値を示しているのに対し， crs群では豆状骨

よりやや近位レベルで激増し，さらに近位では減少

する S字パターンを示した.両群聞の比較ではcrs
群が豆状骨レベルより近位(スライス 7-14)で有

意に高値を示した(図 2b). 占拠率においては健常

群では遠位から近位に向かい漸減しているのに対

し， crs群では断面積同様豆状骨よりやや近位レベ

ルで最も高い値を示す S字パターンで，両群聞を比

較しでも断面積と同じく豆状骨レベルより近位(ス

ライス 8-14)ではcrs群の方が有意に高い値を示

した(図 2c).扇平率に関しては健常群， crs群と

もに遠位より近位の方が若干高い値を示し，両群間

0.14 1 z 

0.1 -! 

a回 1

。国 t

M2唱

OMl;l>6ms 

・・・・ 6ms<OMl:>9ms 

‘ .g，amateコ pç::~王立一三li--l-
10 11 12 13 14 

distal proximal 

図3 終末潜時の遅延と MRI像(占拠率)の比較
* : p<O.05 (9ms<DML群と DML~6ms 群間

に有意差あり)
** : p<O.05 (9msくDML群と DML壬6ms群お

よぴ 6ms<DML~玉仇ns 群問に有意差あり)

a 

の比較では遠位(スライス 2，3)でcrs群の方が高

い値を示したが，有鈎骨鈎レベルより近位では両群

に差はみられなかった(図 2d).

重症度と M阻像の比較

母指球の萎縮に関しては手根菅面積，断面積，占

拠率，肩平率ともに 3群聞に有意差は認められなか

った.終末潜時については手根管面積，扇平率にお

いては 3群聞に差はないものの，断面積，占拠率で

はDML値が9msecより大きい重症群で残り 2群

に比べ豆状骨より近位レベル(スライス 9-14)で

高い値を示し，断面積においては残り 2群との聞に，

占拠率では DML値が 6msec以下の軽症群との聞

に有意差がみられた(図 3a，b).知覚障害について

はどの項目も 2群聞に有意差は認められなかった.

[考察]

手根管部における正中神経の形態についての議論

は比較的古くからなされているが，手根管内全体に

ついて健常者と crs患者の比較を行った報告は少

なく，いまだ不明な点が多い 1)2)3)4)5) 今回の結果で

は手根管面積においては健常群， crs群ともに遠位

で低い値を示し，両群の比較では豆状骨レベルより

近位でcrs群の方が有意に高い値を示した.この結

果に関しては過去の報告とほぼ一致している.断面

積については正常群では手根官内でほぼ変化がない
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手根管疲候群における正中神経の形態的特徴

のに対し， crs群では豆状骨レベルで大きな値を示

す特徴があり，著者らの結果もこれに準ずるもので

あった.肩平化に関しては手根管内全体での比較や

正常者との比較を行っている過去の報告が少なく，

統ーした見解は得られていない.著者らの結果では

両群とも遠位の方が近位に比べ若干偏平化が強い傾

向がみられ，両群の比較では有鈎骨レベルでcrs
群の方がむしろ扇平化が弱いという結果となった.

crs重症度と M阻画像の比較については，池田

らは crs患者を短母指外転筋の筋力低下・筋萎縮

があるもの，または短母指外転筋の遠位終末潜時が

8msec以上のものを重症群として軽症群および正常

群と M阻像について比較を行っている.その結果

手根管断面積，正中神経断面積，占拠率に関しては

3群聞に有意差は認められなかったと報告してい

る6) それに対し著者らの結果では，短母指外転筋

の萎縮，知覚障害に関しては重症度と MRI画像の

聞に有意差すべて認められなかったが，終末潜時に

ついては重度の遅延がみられた群は軽度の遅延のあ

る群と比較して正中神経断面積および占拠率におい

て豆状骨近位レベルで有意に高い値を示した.池田

らと一部異なる結果となったが，その要因としては

重症群の指標および設定に違いがあること，検討し

ている MRI画像数が異なること，すなわち池田ら

の場合有鈎骨鈎レベルのみで評価しているのに対

し，今回の我々の場合は中手骨基部より梼骨遠位ま

での 14スライスについて検討していることなどが

考えられる.

手根管症候群を単純な絞掘性神経障害と位置づけ

るのであれば，正中神経が押し潰され，くびれるよ

うな所見が存在していることが予想されるが，著者

らの結果では正常群と比較して crs群が有意に細

小化，扇平化を生じている部位は少なくとも手根管

内には存在せず，正中神経が絞掘されていることを

裏付ける所見は得られなかった.このことは手根管

症候群が単純な機械的な圧迫で発症していない可能

性を示唆しているものと思われた.

[まとめ1
crs群の手根菅部における正中神経の形態的特

徴は，ほぽ全域で正中神経の肩平化はみられるもの

の健常群との差はなく，また正中神経は有鈎骨鈎レ

ベルより遠位で健常群と同等の径を有し，近位レベ

ルでは有意に増大していた.以上より手根管部にお
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ける正中神経は，細小化することなく膨癌するのが

特徴と思われた.またそれは終末潜時の遅延が進む

につれ顧著になる傾向が認められた.

[文献1
1) Robbins H. Anatomical Study of Median Nerve in白e

Carpal Tunnel and Etiologies of白eCarpal-Tunnel Syn-

drome. J Bone Joint Surg Am Jul;45: 953-966， 1963. 
2) Middleton W， et a1. MR imaging of血ec訂paltunnel: 

normal anatomy and preliminary findings in白ecarpal

tunnel syndrome. AJR Am J Roentgenol Feb;148 (2): 

307.・316，1987.
3) Mesgarzadeh M， et al. Carpal tunnel: MR imaging. Part 

1. Normal anatomy. Radiology Jun;171 (3): 743・748，

1989. 

4) Mesgarzadeh M， et al. Carpal tunnel: MR imaging. Part 

11. Carpal tunnel syndrome. Radiology Jun;171 (3): 749-

754，1989. 
5) 早川克彦ほか.手根管症候群の検討:造影M闘を用

いての形態学的変化.日本手の外科学会雑誌 15(4):

484-4槌， 1998.

6) 池田純ほか.特発性手根管症候群における手根管部

M悶画像:画像面積と特発性手根管症候群の成因に

ついて.日本手の外科学会雑誌 19(4):461-465，2002.
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母指 CM関節症に対する低侵襲関節固定術の検討
はLもと けん さいとう しの占 〈によLかf量 ひわたり りょう

橋本健へ斉藤忍へ園吉一樹林，樋渡龍柿

母指 CM関節症には様々な治療法があるなか，関節固定術は固定による除痛，安定化を得ることができ

術後成績も優れている治療法である.我々は関節鏡視下にて皮質骨切除後，骨移植はせずに小皮切により

double白readedscrewを用いて低侵襲関節固定術を行っている.今回，その術後成績について検討した.従

来の関節固定術は骨移植を要し手技が煩雑であり侵襲の大きい手術という短所を抱えている.今回我々が行

っている方法は従来の方法の短所を補うものと考えている.

[緒言]

母指 CM関節症の外科的治療には様々な治療法が

存在する.そのうち，関節固定術は固定による除痛，

安定化を得ることができる治療法のーっと考えられ

ている.我々は骨移植を行わない低侵襲関節固定術

を行っている.今回，その術後成績について調査し，

従来の関節固定術と比較し有用性を検討した.

[対象と方法1
2007年6月から 20ω年6月まで当院にて母指CM

関節症に対し本術式を施行した患者を対象とした.

症例は 8例8指，男性2例，女性6例，手術側は右

2例，左6例であった.手術時平均年齢は65.3歳 (56

歳-83歳)，術後経過観察期間は平均 22.3週 (12週

-36週)であった.病期分類は Eaton分類 1)にて

stage2が3例， stage3が5例であった.

調査項目は痔痛，握力(健側比)， pinch力， Mp. 

E関節の関節可動域， DASH score，単純X線像に

て骨癒合と隣接関節の変化の有無である.

<術式>

手術は伝達麻酔下にて1.9mm，30.斜視鏡の関節

鏡を使用， APLの榛尺側にポータルを作成した.

関節鏡視下にてアプレーダ一等で CM関節内に増

生した滑膜組織を切除し，その後，点状出血が確認

できるまで中手骨・大菱形骨の両関節面の形状を残

し度質骨を切除した.次に透視下にて関節面を整復

(術前と同じ肢位，つまり自然と適合性が合う肢位)

受理日 2012/11/18 

し， CM関節部に酔idew廿eをαisscrossに経皮的

に刺入し小皮切を加え double血readedscrew (メイ

ラ社D司， BIσrnCH社オムニテック)の刺入固定

を行なった.術後は特に外固定はしていない.

[結果】

寒痛は全例で消失，

握力は平均17.8kg(術前14.3kg)，健側比は67.0%，

pinch力は平均で匂 pinch2.1kg (術前 1.依g)，

lateral pinch 2.8kg (術前2.4kg)であった.

関節可動域は MP関節伸展 18・(術前o.-25.) 

屈曲50.(術前45-65.)，IP関節伸展ど (0.-10.) 

屈曲 70. (術前 55.-65・)であった.固定時の平均

角度は横側外転 35.0¥掌側外転42.5.であった.

DASHscoreは19.1(術前)から 4.5(術後)と改

善した.

骨癒合は全ての症例で得られた，平均骨癒合期聞

は14.3週であった.

経過観察中に隣接関節に関節症変化を認めた症例

はなかった.

(症例呈示)

61歳女性主婦

主訴:右母指基部痛

現病歴 :10年前他院にて右母指 CM関節症と診

断され保存的加療を行うも症状改善なく当院受診.

既往歴・家族歴に特記すべきことなし.

所見:単純X線(図1)にて CM関節の関節裂隙

市城東社会保険病院整形外科 干13!Xl071 東京都江東区亀戸9-13-1
H 千葉大学大学院医学研究院整形外科学
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母指 CM関節症に対する低侵製関節固定術の検討

図 1 術前

単純X線 (A:正面) (8:側面)

図2 術前

X線 cr(A: sagittaI) (8: coronaI) 

は狭小化，骨硬化{象，亜脱臼位を認め， Eaton分類

にて stage3であった.

X線Cf(図 2) にて著 しい関節裂隙の狭小化，

関節面の骨硬化，嚢腫状変化，亜脱臼を認めた.

手術所見:鏡視下にて関節面を確認すると滑膜組

織が増生，軟骨は広範囲に欠損していた(図 3).

デブリードマン及び皮質骨切除を施行(図 4). 小

皮切を加え doublethreaded screwを刺入し固定性

は良好であった(図 5). 

術後経過:熔痛は改善し術前に出来なかった爪切

りが可能となるなど，日常生活において自然に左手

が使えるようになった. CM関節は固定されている

がSTなどの隣接関節が代償性に動き掌側榛側外転

が行えている.健側とも比較しでも可動域制限を認

めていない(図 6).術後 3か月，隣接関節に関節

症性変化は認めていない(図 7). 
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図3 関節鏡所見

関節軟骨欠損

図4 関節鏡所見

デブリードマン，皮質骨切除後

図5 術直後

単純X線(A:正面) (8:側面)

[考察]

一般的な母指 CM関節症の治療は，保存治療は

装具療法，薬物療法，関節内注射，手術治療は靭帯

形成術，関節形成術，人工関節置換術，そして，関

節固定術がある.

関節固定術は確実な除痛効果が最大の利点、であ

る 2) その他，母指の安定化による握力・ピンチ力

nu 
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382 母指 CMI刻節症に対する低侵毅関節固定術の検討

図6 母指外転時(恩側:右側)
(上段:検側外転下段 :1立側外転)

図7 術後 3か月単純X線

(A:正面) (B:側面)

骨癒合は得られており，隣接関節に
関節症性変化は認めていない.

の改善がある.

欠点としては

1.関節可動域制限

2.隣接関節の関節症性変化の出現 3)4)

3. 骨移植の必要性 5)

4. 至適固定肢位の決定が困難

5.侵襲が大きい

以上があげられる.

1， 2は関節固定術において避けられない問題で

あるが， 3， 4， 5は改善可能と考え，我々は低侵襲

関節固定術を考案した.

従来の関節回定術では偽関節発生予防，母指長維

持のために骨移植が必要となる場合が多いが，本術

式では皮質骨切除を行うが関節の形状を残すため比

較的母指長は保たれ骨移植は行わない.また従来法

では広範囲な関節切除後の固定肢位はLeachら6)

が報告した固定肢位(横側外転 35-40
0

，掌側外転

10-15
0

) が一般的に推奨され，石田ら 7)は示指中

指のつまみ動作が可能となる最大外転位とするなど

様々な報告がある. しかし術後違和感があり不便さ

を訴える患者が少なくない.本術式では関節面の形

状を残しているため，その関節面の適合性が合う肢

位で固定とする.それにより永く痛みがありながら

も日常使用してきた使い慣れた肢位に近く，術後違

和感，不便さはほとんどなく ADL上の問題を生じ

る症例はなかった.そして本術式は広範な関節展開

と採骨とういう侵襲なく鏡視下に関節内操作，経皮

的に関節固定を行うなど低侵襲手術のため術後痔痛

が少なく早期より後療法を可能としている.

[まとめ]

母指 CM関節症に対し低侵襲関節固定術を行い

短期間であるが良好な手術成績が得られた.鏡視下

手術であり軟部組織への影響も少なく，また固定後

の肢位の違和感が少なく患者の満足も得られ有用な

手術法のーっと考えられる.

[文献1
1) Eaton RG， et al. Ligament recons廿uctionfor the painful 

thumb carpo-metacarpal joint : A long term assessment. 

JHandSurg 9A: 692・699，1984.
2) 西川純雄ほか.母指 CM関節症に対する関節固定術.

日手会誌 2:234-237， 1996. 

3) Weinman DT， et al. Degenerative arthritis of出etrapezi-

ometacarpal joint;arthrodesis or exision? Mayo Clin 

Proc 42: 276-287， 1967. 

4) Weilby A， et al. Surgical treatrnent of osteoarthritis of 

出ecarpo-metacarpal joint of白ethumb;indications for 

arthrodesis，excision of the trapezium，and alloplasty. 

Scand J Plast Surg 5: 1136-141，1971. 

5) 矢島弘嗣ほか.関節固定術による母指 CM関節症の治

療.中部整災誌、 35(4):1077-1078，1992. 

6) Leach RE， et a1. Arthritis of the carpometacarpal joint of 

the thumb.R巴sultsof arthrodesis. J Bone Joint Surg.Am 

50: 1171-1177， 1968. 

7) 石田治ほか.関節固定術.Ar出ritis一運動器疾患と炎
症-2:12-16，2008. 
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手指粘液嚢腫に対する最小侵襲手術法

、 E ・!t
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laそかわ 晶きら き〈ちかつひこ

細川哲，菊池克彦

粘液嚢腫に対する従来の治療法は嚢腫の摘出が主体であり，皮膚欠損が大きい時は局所皮弁や植皮などで

被覆することがあった.これらの治療では侵襲が大きいことや，爪の変形，関節の拘縮を生じることが問題

であった.今回著者らは嚢腫を切除せずに骨耕，関節滑膜のみを処置することにより良好な成績を得ること

ができた.

症例は男性 1例，女性5例. 年齢は47歳-84歳，平均 67歳であった.術後観察期間は6か月・25か月，

平均 18か月であった.手術方法は指神経ブロック下に DIP関節に色素を注入し嚢腫及び茎部を染色する.

嚢腫の関節側を半周ほど切開しflap状に挙上し，嚢腫の下に茎が確認されたらこれを焼灼もしくは切除する.

さらに伸筋腫の嚢腫側より骨耕を可及的に切除し，嚢腫の処置は行わない.

経過観察中の再発は認められなかった.関節可動域の低下や新たな関節の痔痛，爪変形は認めなかった.

この方法は侵襲が少なく有用な方法と考えられた.

[緒言】

粘液嚢腫は DIP関節の変形性関節症に合併して

発生する嚢胞であり，関節裂隙から爪近位部付近ま

での皮下に腫癌を形成する.表皮は葬薄化してお

り，時に爪の変形を生じる.非薄化した部分が破れ

ると感染を誘発し，恒久的な爪甲や関節の変形を生

ずることがある.

従来の粘液嚢腫に対する治療法は，関節穿刺，ス

テロイド注入 5)に始まり，葬薄化した皮膚と嚢腫を

切除し，同時に骨練も切除する外科的治療山)4)が

主体であった.しかし，嚢腫が大きくなれば度膚欠

損が大きくなるため局所皮弁や植皮などで被覆する

必要があり，治癒までに時間がかかったり，術式が

煩雑になることが問題であった.また，爪周囲組織

を損傷すると爪の変形が生じていた.

1989年， Lowreyらは嚢腫を切除せずに骨腕のみ

を切除する方法を報告した.以後この方法は 1995

年に Gingrassらにより追試され良好な成績が報告

されている 2)

今回この方法をもとに嚢腫を切除せず，原因とな

っている骨聴，嚢腫の滑膜を処置し良好な結果を得

たので報告する.

受理日 2012/11/21 

[対象と方法】

症例は男性1例，女性4例.年齢は 47歳-84歳，
平均 67歳であった.擢患指は母指 2例，示指 1 
例，中指 2例.術後観察期間は 6か月・25か月，

平均 18か月であった.

手術方法は指神経プロック下に DIP関節に色素

(インジゴカルミン)を注入し嚢腫及び茎部を染色

する(図 1).嚢腫の関節側を半周ほど切開しflap状

図1 手術方法
DIP関節の嚢腫と反対側より色素を注入し嚢
腫及び茎部を染色する.議腫の関節側を半周
ほど切開し flap状に挙上し，嚢腫の下に茎が
確認されたらこれを焼灼もしくは切除する.
さらに伸筋腫の嚢腫側より骨練を可及的に切
除し，嚢腫の処置は行わない.

国家公務員共済組合連合会 千早病院 〒813-8501 福岡県福岡市東区千早2-30-1
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図2 症例 1. 図3 術前X線写真でDIPに骨刺!の形

47歳女性 成を認める.

右母指粘i夜護臆

図5 嚢腫の関節側に半周状の切 図6 切開部のみ縫合し，褒腫
聞を加えると嚢腫と茎部が は切除しない.

染色されている.茎部，骨

車車を切除した.

に挙上し，嚢腫の下に茎が確認されたらこれを焼灼

もしくは切除する.さらに伸筋腿の麗腫側より骨練

を可及的に切除し，嚢腫の処置は行わない.

[結果}

術中所見で色素により関節との交通が確認できた

のは 2例のみであった.経過観察中の再発は認めら

れなかった.関節可動域の低下や新たな関節の痔

痛，爪変形は認めなかった. 1例に flapにした皮膚

の部分的な壊死を認めたが，保存的に治癒した.

症例 1: 47歳女性

主訴:右母指の皮下腫癒

現病歴:数年前より右母指 DIP関節背側に皮下

腫癒を生じていた(図 2).

X線所見:DIP関節中節骨頭に骨腕形成を認めた

図4 嚢腫と反対側より DIP
関節に色素を注入する

と嚢腫が染色された

図7 2週間後護腫は自然治
癒している.

(図 3).

手術所見 :色素を DIPに注入したところ嚢腫が

染色された(図 4) 麗腫の関節側に半周状の切聞

を加えたところ毅腫の茎部が染色されていた(図

5).嚢腫の茎部を焼関節灼し，さら にDIP関節の

関節包，骨練を切除した.嚢腫は切除せず，切開部

のみ縫合した(図 6). 

術後経過 :術後2週で襲腫は消失 し，術後 1年の

経過観察時に再発を認めなかった(図 7).可動域低

下， ~奪痛などの問題も生じていない .

症例 2:71歳女性

主訴 :右中指の腫癒

現病歴:1年ほど前より右中指の背側に皮下腫癒

があり，近医皮!歯科にて焼灼してもらったが，再発

(図 8).
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図8 症例 2.71歳女性 図 10 術後 7か月で再発を
認めていない.右中指粘j夜襲J凪 DIP関節

に色素を注入するが，関節
と嚢腫の交通はなく，議l箆
は染色されなかった.

図9 f，1干前X線写真でDIPに骨赫

の形成を認める

X線所見:DIP関節背側に骨腕形成を認めた(図

9) . 

手術所見:色素を DIP関節に注入したが，設!匝は

染色されなかった.嚢腫の関節包側を半周ほど切開

し，関節包，骨刺!の切除を行った.

術後経過:術後7か月の時点で再発，関節可動域

低下，~痛などは認めなかった(図 10) . 

[考察]

粘液嚢腫は組織学的にはガングリオンと同一構造

をもっ類腫療とされている.ガングリオンは何らか

の誘因で結合組織を構成する線維芽細胞が異形成を

起こして分泌能が冗進し 組織間隙に粘調な液体が

貯留することにより発生する.粘液嚢腫では末節骨

背側の骨性隆起による反復する刺激が誘因となり

DIP関節周辺の結合組織の線維芽細胞に異形成が起

こり，ガングリオンと同一機序により粘液様物資が

貯留して嚢腫を形成すると推察される.したがって

その治療においては護腫の成因となる嚢腫基部の異

形成をおこした線維芽細胞の切除と骨性隆起の除去

が必要と考えられる.

粘液嚢腫を保存的に観察していると襲腫が増大し

たり，縮小したりすることが知られている.また，

手術時に関節に色素を注入すると，関節との交通が

あるものとないものが認められた.さらに，ほとん

どの症例で DIP関節の骨刺!が認められることを考え

ると嚢腫は変形性関節症の皮膚に出現した一時的な

症状であり，炎症が強い時は関節と交通があるが炎

症が治まれば関節との交通もなくなるのではと推察

される.したがって襲腫の治療においては襲腫の切

除よりもその成因となっている骨瓢の切除，関節滑

膜の切除が重要と考えられる.実際，これらの考察

を裏付けるような臨床的報告が発表されている 2)制 7)

嚢腫の治療の変遷をみると，初期は謹腫の単純切

除が行われていたが，再発率が高かったため， 1970 

年代になると襲腫の摘出と DIP関節の骨赫の処理

が行われるようになってきた.この術式により再発

率は低くなったが植皮術，皮弁形成術を追加する必

要とする場合があり，侵襲が大きいことや爪変形を

誘発する事が問題であった.

その後皮膚切除を行わない報告が散見されるよう

になってきた. 1994年に K丘sdanらは護腫直上皮j習

を長軸方向に切開し，最小限の皮膚切除，袋腫の丁

寧な摘出と DIP関節の骨練を切除することによ り良

好な成績を報告している 3) 1995年には Gingrass

らがH型あるいはT型に DIP関節上を皮膚切開し，

骨赫と嚢腫の基部のみを確実に切除する方法で良好

な成績を報告している 2) 本邦でも 2011年に土田

ら，沢辺らが嚢腫は切除せずに骨赫や関節包のみを

処理し良好な成績を報告している 6)7)

これらの報告や今回の著者らの報告からも粘液嚢

腫の治療においては襲腫自体の処置は必要なく，そ

の原因と考えられる骨練や，関節包，滑膜の処置が

重要であると考えられた.また，嚢腫切除時に嚢腫

滑膜の広がりを正確に評価するのに関節包への色素

注入は有用であった.

今後は骨赫の切除範囲や関節包の切除がどの程度

必要かについてなお議論の余地があると考えられ

る.
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[まとめ】

粘液嚢腫の治療においては嚢腫自体を切除しなく

ても，原因と考えられる骨蘇，関節滑膜を切除する

ことにより良好な成績が得られることが分かつた.

この方法は侵襲が少なく簡便な方法と考えられる

が，今後症例を増やして長期の成績を検討する必要

がある.

【文献1
1) Fritz GR， et al. C冶mplicationsfollowing mucous cyst ex-

cision. J Hand Surg 22B: 222.・225，1997.
2) Kasdan MK， et al. Treatment of fingernail deformities 

secondary to ganglions of the distal interphalangeal 

joint J Hand Surg 20A: 502-505， 1995. 

3) Kasdan ML， et al. Outcome of surgically treated mucous 

cyst of the hand. J Hand Surg 19A: 504-507， 1994. 
4) Nasca悶，et al. Mucous cysts of the digits. Sou血MedJ

76:1142・1144，1983.
5) Rizzo M， et al. Treatment of mucous cysts of血efin-

gers: review of 134 cases wi白 minimum2-ye訂 follow-

up eva1uation. J Hand Surg 28A: 519-524， 2003. 

6) 沢辺一馬ほか.指粘液袋腫の手術法についての一考

察.日手会誌27:425429， 2011. 
7)土田芳彦ほか.手指遠位指節間関節に合併した Mu-

couscystの治療法.日手会誌27:430-432， 2011. 

-64ー



日手会誌(J]pn Soc Surg H叩 d)，第29巻第4号 387-389，2013 

嚢腫切除および骨練切除を行わない指粘液嚢腫に

対する低侵襲手術続
可 F 金谷耕平，和田車郎，射場浩介，山下敏彦

|自由投稿論文|

指粘液嚢腫の 7例7指に対して，骨聴切除および嚢腫切除を行わず，背側関節包のみを切除する術式で治

療した.女性が6指で男性が 1指，平均年齢は 65.7歳 (50-83歳)であった.患指は中指が3指，小指が

2指，母指と環指がそれぞれ1指であった.術式は，背側遠位指節間度線に沿った横度切をおき，パンチや

鋭匙で関節包を切除した.検討項目として，嚢腫消失までの期間，爪変形の経過，関節可動域，再発の有無

を調査した.嚢腫は全指で消失し，消失までの期聞は平均 4.1週 (3-6週)であった.爪変形は 4指全てで

治癒し，新たな変形の発生はなかった.可動範囲は，術前平均32.3度 (15-50度)から術後平均50.9度 (30

-70度)であり，全例で改善が認められた.再発は認められなかった.指粘液嚢腫に対して嚢腫切除および

骨練切除を行わずに関節包のみを切除する術式は，低侵襲であり再発もなく有用な方法であると考えられた.

[緒冨I
指粘液嚢腫は遠位指節間関節 (dis匂1inte中ha1an-

gea1関節以下， DIP関節)の変形性関節症に続発す

る良性腫蕩である1)2)3) 病巣は関節包に存在し，関

節包から発生した茎が嚢腫に連続している.茎には

一方通行弁が存在すると考えられており，穿刺を行

っても粘液の貯留を繰り返すことが多い.ゆえに，

粘液嚢腫はDIP関節から発生したガングリオンと考

えられており，組織学的にも証明されている1)2)3)

指粘液嚢腫の治療法は，ステロイド注射などの保

存療法から外科的治療までさまざまな方法が報告さ

れている.嚢腫を被覆する皮膚は葬薄化し分離する

ことは困難であるため，多くの術式では嚢腫を切除

した後，皮弁形成，植皮などの追加が必要である1)2)3)

一方， Gingrassらは，嚢腫はそのまま放置し，骨

耕のみを切除することで嚢腫が自然に消失したと報

告した 4) 嚢腫切除に伴う爪母損傷や二次的な爪変

形を回避でき，再発もない有用な方法と述べられて

いる.しかし，指粘液嚢腫がガングリオンと同じ構

造ならばその治療は関節包の切除のみで十分である

と考えられる.関節包の切除のみによるガングリオ

ンの治療は，手関節の鏡視下手術で有用性が証明さ

れている.著者らは，嚢腫だけでなく脅練もそのま

ま放置し，背側関節包のみを切除した指粘液嚢腫の

受理日 2012/11/19 

低侵襲手術を行った.その術式，治療成績，合併症

を報告する.

[対象と方法1
指粘液嚢腫の7例7指を対象とした.女性が6指

で男性が 1指，年齢は 50歳から 83歳で平均 65.7歳

であった.患側は右が4指で左が3指，患指は中指

が3指，小指が2指，母指と環指がそれぞれ1指で

あった.発生部位は全例が背側遠位指節間度線と爪

の聞であり，横側が4指，尺側が2指，中央が 1指

であった.終痛は7指中 5指に，爪甲変形は4指に

認められた.擢病期聞は 1か月から 12か月で平均

3.9か月であった.手術は全例で指ブロック下に行

った.手術適応は，有痛性の粘液嚢腫または皮膚の

葬薄化により嚢腫の破裂が危慎される症例とした.

術前の DIP関節の可動域は，伸展が-45度から 5度

で平均・17.1度，屈曲が40度から 70度で平均 49.3

度であった.単純X線像で全指の DIP関節に骨聴

形成と関節裂隙の狭小化が認められた.検討項目

は，嚢腫消失までの期間，爪変形の経過，痔痛，関

節可動域，再発の有無である.平均経過観察期間は，

3か月から 17か月で平均 9.3か月であった.

[術式]背側遠位指節間度線の直上で嚢腫が存在

する側に横皮切を加えた.嚢腫が中央にある場合に

札幌医科大学襲形外科 干O船-8543 北海道札幌市中央区南1条西 16丁目
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A 

図 1 症例提示 50歳女性.右小指粘液豪邸.
(A)術前の状態.右小指検側に粘i夜襲!屈がある.
(B)術中所見.背側遠位指節間皮線に沿った皮切で検側 1/2を展開する

と， f申筋腿!の外側縁に粘液議胞の茎が確認された(矢印).
(C)術後9日目.装腫はかなり縮小した.
(D)術後25日目.袋腫は完全に消失した

は背側遠位指節間皮線に沿った横皮切とした.皮下

を展開すると，粘液襲腫の茎を見つけることができ

る.茎は，伸筋l躍の外側縁に沿って存在することが

多い.伸筋腫を背側によけ，尖刃万で関節包を切開

した.切開部位から 2mmの守屋式鋭匙釦子(田中

医科器械製作所，東京) (以下，パンチ)を挿入し

て背側関節包の切除を行った.再発を予防するた

め，パンチを深く挿入してなるべく反対側の背側関

節包まで切除した.皮切を反対側まで延長して切除

してもよいが，術後早期の創離聞などの合併症を防

ぐためになるべく片側のみの皮切を用いている.関

節包の骨への付着部は鋭匙で掻腿した.襲腫および

骨糠は切除せずに放置し，創閉鎖して終了した.

[結果]

嚢腫は全指で消失した.消失までの期聞は 3週か

ら6週で平均 4.1週であった.爪変形は4指全てで

治癒し，治癒までの期間は 4か月から 8か月で平均

5.6か月であった.新たな爪変形の発生はなかった.

察痛は 5指すべてで消失し 消失までの期間は 4週

から 8週で平均 5.0週であった.最終経過観察時の

DIP関節可動域は，伸展が-30度から 5度で平均

-12度，屈曲が50度から70度で平均62.9度であった

術前後の可動範囲は術前が 15度から 50度で平均

32.3度，術後が30度から 70度で平均50.9度であり，

全例で改善が認められた.再発は認められなかっ

た.代表症例を提示する(図1)

[考察]

襲腫切除と同時に骨親切除を行う術式では再発率

は0-3%と良好であるが，多くの合併症が報告され

ている 6)7)8) Fri包らは，粘液嚢腫 86指に対して襲

腫切除と同時に骨刺i切除を行い， 15指 (17%)に

DIP関節の伸展不全， 15指 (17%)に関節拘縮が発

生したと報告した 6) また，爪変形のあった 25指

中10指 (40%)に爪変形の残存， 86指中 3指に新

たな爪変形が発生したと述べた.

Gingrassらは，護腫をそのまま放置し'骨腕切除の

みを行った粘液嚢腫の 20指を報告した 4) 36か月

の経過観察で再発は認められず，合併症も少なかっ

たと報告した.本邦では土田らが28指の粘液嚢腫

に対して骨練切除のみを行い，平均 9か月の経過観

察で再発は認められなかった 5) この方法は，嚢腫

切除を行わないため皮弁や植皮が不要であり，低侵

襲の術式といえる.

一方 Gingrassらは，関節可動域制限を 20指中 4

指 (20%)に，爪変形の残存を 17指中 2指 (12%)

に認めたと報告した 4) 土回らも 28指中6指 (21%) 
に関節可動域制限を認めたと報告した 5) すなわち，

関節可動域制限や関節拘縮は骨東京切除時の操作また

はその結果生じたものと考えられた.また，爪変形

の原因は，襲腫切除のみでなく骨東京切除時の操作も

関与している可能性があると考えられた.

Gingrassらの骨練切除法は，骨腕切除と同時に関

節包が切除されることにより嚢腫と関節包の連続性

が絶たれ，嚢腫が消失すると考えられる.著者らは，

cu
 

cu 



指粘液嚢腫の低侵襲手術

嚢腫の治療には関節包切除のみで十分であり，骨腕

切除は不要なだけでなくむしろ可動域制限や爪母損

傷の危険性がある操作と考えている.本研究では，

関節包の切除のみを行った 7指すべてで嚢腫が消失

し，再発は認められなかった.また，爪変形は 4指

すべてで治癒し，関節可動域制限や新たな爪変形の

発生はなかった.したがって，指粘液嚢腫に対して

嚢腫および骨聴はそのまま放置し関節包のみを切除

する本術式は，もっとも低侵襲であり，再発もなく

有用な方法であると考えられた.

本研究の限界は，症例数が少ないことと経過観察

期聞が短いことである.今後症例を重ね研究を続け

る予定である.

[まとめ]

嚢腫および骨聴はそのまま放置し背側関節包のみ

を切除する術式で治療した指粘液嚢腫の7指を報告

した.嚢腫は全例で消失し，消失までの期間は平均

4.1週であった.平均 9.3か月の経過観察で再発例

はなかった.関節可動域制限や爪変形の発生はな

く，低侵襲で有用な術式と考えられた.

【文献1
1) Crawford悶， et al. Mucous cyst of the distal interpha. 

langeal jo泊.ttrea旬lentby simple excision or excision 

組 drotation flap. J Hand Surg 15B: 113-114， 1990. 
2) 阻einertHE， et a1. Etiology and treatment of白eso・

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

1455-1458，1972. 
3) Newmeyer WL， et al. Mucous cysts:百ledorsal inter-

phalangeal joint g創tglion.到astRecons仕Surg53: 312ト

315，1974. 
4) Gingrass MK， et al. Treatment of fingernail deformities 

secondary to ganglions ofぬedistaI interphalangeal 
joint J Hand Surg 20A: 502・505，1995.

5) 土田芳彦ほか.手指遠位指節間関節症に合併した Mu-

couscystの治療法.日手会誌27:430-432， 2011. 
6) Brown RE， et al. Fingernail deformities secondary to 

ganglions of the distal interphalangeal joint (Mucous 

cysts) . Plast Reconstr Surg 87: 718-725， 1991. 
7) Fritz GR， et al. Complications following mucous cyst ex-

cision. J Hand Surg 22B: 222・225，1997.
8) Rizzo M， et al. Treatment of mucous cysts of the fin-

gers: Review of 134 cases with minimum 2-year follow-

up evaluation. J Hand Surg 28A: 519-524， 2003. 
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関節リウマチにおける手指伸筋臆断裂の治療成績

、A 圃-~.，. 
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もとみや まニと うりた 晶つし まっいゅういちろう ふなこしただなお いわ苦暑のりまさ

本宮真，瓜田淳，松井雄一郎，船越忠直，岩崎倫政

{はじめに】当科で関節リウマチ (RA)伸筋腫断裂に対して臆修復術を行った症例を調査した.

【対象・方法】対象は， RA手指伸筋臆断裂に対して手術治療を行った 19例22手とした.手術時平均年齢

52歳，術後平均経過観察期間は 2.8年であった.再建方法としては，臆移行，隣接指への端側縫合，健移植

のいずれかを選択または併用し，全例に手関節手術を併用した.臨床所見， MP関節の自動可動域，満足度

を検討した.

I結果)MP関節可動域(平均)は伸展が-43。から・12。へと有意に改善したが，屈曲は 84。から 650へと有

意に減少し，満足度は平均 82点であった.3本以上の臆断裂指で術後の MP関節可動域が不良な傾向を認

めた.満足度が不良の原因は， MP関節可動域の不良， MP関節の伸展角度の不均一，屈筋腫を用いた臆移

行による巧轍運動困難例であった.

[考察)RA手指伸筋腫断裂に対する手術治療において，良好な MP関節可動域を得るためには，再建方

法の選択および腫縫合の際の緊張度に十分注意を払う必要がある.

【緒言】

関節リウマチほA)手指伸筋腫断裂は， ADLの

低下を来たすため，早期に手術的な再建が必要であ

る.断裂臆の再建には，臆移植術や臆移行術，隣接

臆との端側縫合など様々な方法がある.臆断端の状

態や断裂からの経過時間，臆断裂指の本数，利用可

能な力源の種類など，多くの要素を考慮する必要が

あり，最適な腫再建方法に関して未だ一定の見解を

認めない.当科における RA伸筋臆断裂に対して手

術治療を施行した症例を調査し，最適な再建方法に

関して検討した.

[対象と方法】

対象は， 2003年から 2011年に RA手指伸筋腫断

裂に対して手術治療を行った 28例32手のうち，直

接検診が可能であった 19例22手(男性 1手，女性

21手)とした.手術時平均年齢は52.2歳(40-74歳)， 

術後平均経過観察期間は 2年 10か月 (5-7年5か

月)， RA発症から臆断裂までの平均期聞は 12年 (3

-26年)，臆断裂から手術までの平均待機期間は 1

年9か月 (1か月 -9年)であった.Steinblocker分

類は S匂ge皿 が9手， IVが13手， Class 1が6手， 11

受理日 2012/11/18 

が11手， IIIが5手であった.

症例の一覧を表1に示す.腫断裂指の本数は 1本

が4手， 2本が 11手， 3本が4手， 4本が4手であ

った(臆再断裂の症例 11を重複してカウント).再

建方法としては， 1，2本の臆断裂指に対しては示指

固有伸筋 (EIP)の臆移行または隣接指総指伸筋

(EDC)との端側縫合を， 3，4本の膿断裂指に対して

はさらに浅指屈筋 (FDS)や尺側手根伸筋 (ECU)
による腫移行または断裂した EDC臆の架橋を目的

とした長掌筋 (PL)腫移植を選択した.腫移植の際

には，筋短縮性拘縮を考慮し十分に剥離・牽引を加

えた後に，各断裂指の伸展角度が均ーとなるように

注意しながら PL腫をシングルまたは2つ折りで使

用し，麗移行よりも強めの緊張度で編み込み纏合を

行った.また，全例に手関節に対する手術を併用し

た.Darrach法が 13手， Sauve-Kapandji法が2手，

横骨月状骨間固定術が4手，手関節全固定術が2手，

人工手関節置換術(現在治験中，識別番号:NMOO2) 

1手であった.後療法は端側縫合のみの症例には石

黒法に準じた隣接指へのバディーテーピングを施行

し，その他の再建方法を選択した症例にはアウトリ

ガー装具を作成し，自動および他動介助での可動域

北海道大学整形外科 〒060-8638 北海道札幌市北区北 15条西7丁目
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症例一覧.再建方法欄の【 ]は腿移行時の力源を示す.
(阻..F;横骨月状骨関固定術， SK; Sauve-Kapandji法，1WA;人工手関節置換術)

!と
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かかわらず，満足度が70点以下と不良であった症

例は2手あり， 1手は MP関節伸展角度に不均ーを

生じたため外観上の不満を訴えた症例(症例 8)で

あり，もう 1手は多数臆断裂指症例に対して動力源

に環指FDSを使用したため，スイッチング困難に

よる巧轍性の低下を訴えた症例(症例6)であった.

臆断裂指の本数と MP関節可動域の相関である

が， 3本以上の臆断裂指において術後MP関節の可

動域が不良であったが， 1本と 3本以上の腫断裂指

の聞で有意差は認めなかった(図2).3指以上の臆

断裂指に対する再建方法と MP関節可動域の一覧

を表2に示す.腫移植併用群において，比較的良好

なMP関節可動域を獲得可能であった.

再手術を要する術後合併症を 2手に認めた.術後

2ヶ月時に 4指の臆断裂を 1手(症例 11)に認め，

横骨遠位背側に残存した骨聴が原因と考えられ，骨

糠切除および、PL腫移植による再手術を要した.ま

た創部潰傷・感染を 1手(症例 17)に認め，臆縫合

部のナイロン糸の突出が原因と考えられ，有茎皮弁

による被覆を要した.また， EIPを使用した 1例2

手(症例 12)において，満足度は高いものの術後

示指の伸展角度が減少した症例を経験した.

訓練を 1週間以内に開始した.アウトリガー装具は

6週間使用し，夜間は MP関節伸展位での外固定を

術後約3カ月まで継続した.

調査項目は，術前後の MP関節の自動可動域，治

療に対する満足度 (VAS:0-100)を評価し，術中・

術後の合併症，満足度不良の原因に関して調査し

た.

統計学的検討は， 2群聞の比較には unpaired-t検

定，多群聞の比較には全体の群聞の差を一元配置分

散分析で確認後，有意である場合にチューキー検定

を，満足度と MP関節可動域の改善に関してはピ

アソンの栢関分析による検定を行い， p<0.05を有

意差ありとした.

【結果1
MP関節の平均可動域は，伸展が術前-43.00 (・80

-0)から術後・12.40 (・60-30)へと有意に改善した

が，屈曲は術前83.80 (50-90)から 65.20 (25-100) 

へと有意に減少した.治療に対する満足度は平均

82.3点 (40-100)であった.

MP関節可動域の改善と満足度の関係は p=0.30

と有意な相関を認めなかったが， MP関節の可動域

の改善が大きい症例に満足度が高い症例を多く認め

た(図1).MP関節の可動域改善が良好であるにも
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図 1 MP可動域の改善と満足度 2症例において，可動域の改善が良好にもかかわ

らず，満足度が70点以下と不良であった. (企:症例 8.MP伸展角度の不均
一性から外観上の不満を訴えた症例..・ 症例 6.FDSを動力源として使用し

たため，巧鰍性に不満を訴えた症例.)また，術後 MP関節可動域が減少した
3手(・ 症例 10，13，14)においても満足度が 70点以下と成績不良であった.

図2 腿断裂指の本数と MP関節可動域の関係.
(*症例 11は術後4指の臆断裂を生じたため，

4本の腿断裂指群に含めて評価を行った)
(#: p=0.06，帯#: p=0.07) 

{症例提示] (図 3)

54歳女性(症例8)，環小指断裂， Steinblocker stage 

rv， c1ass1， Darrach法と中指 EDC雌への端側縫合

による縫移行を施行した.MP関節の伸展/屈曲角

度の平均は術前平均 -60
0

/90。から術後 0
0

/95。へと

良好な改善が得られたが，術後中指と他指伸展角度

の不均ーが生じ，整容面の問題から満足度は 70点

と低かった.

図3 症例 8.54歳女性.環小指断裂に対して，端
側縫合による鍵再建を施行 良好な MP可動

域の改善が得られたが，伸展角度の不均一に
関する愁訴が残存した.

[考察I
RA伸筋腫断裂に対する腫修復術による MP関節

可動域は，術後の伸展不足角度は平均 12.4。へ改善

し，過去の報告と遜色を認めなかっ た1)2) しかし，

MP関節の屈曲角度の低下を生じ， 3例 3手 (症例

10，13，14)で満足度低下の原因となった.最も成績

不良の 1手は手関節全固定術症例(症例 14)であり，

プレートと躍の癒着が原因と考えられ，癒着剥離の

手術を検討中である.多くの報告で指摘されている

ように， RA伸筋腫再建において環小指の屈曲可動

域の温存が最も重要であり，十分注意を払う必要が

あることは言うまでもない 3) 一方で Chungら1)

の報告では指伸展機能が満足度と相関すると報告さ

れており，我々の検討においても有意差は認めない

ものの術後 MP関節可動域の改善が良好な症例に

満足度が高い症例が多かった. RA患者では手関節
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可動域が喪失し，腫固定効果を期待できない症例も

あるため緊張度の決定は困難であるが，良好な指の

伸展屈曲可動域が得られるよう慎重に緊張度を決め

る必要がある.我々は臆縫合時にまず2，3針の糸に

よる仮固定を行い，手関節軽度伸展位でMP・目p.

DIP関節が他動的に十分屈曲可能であり，手関節屈

曲により手指関節が伸展することを確認し，最終的

な臆縫合の緊張度を決定している.

臆再建方法の選択であるが，過去の報告同様に臆

断裂指が増えるほどMP関節可動域が不良となる

傾向を認めた 1)4)5) 伸展障害をきたした指が1また

は2本の場合，端側縫合， EIP臆移行いずれの方法

でも良好な MP関節可動域の改善が得られた.一

般的には， EIPの使用による問題点はないとされて

いるが， EIPには解剖学的な破格が比較的多いと報

告されており 6) 術後の示指MP関節伸展角度の低

下に関して念頭におく必要がある.端側縫合例にお

いて各指の MP関節伸展角度の不均ーが生じたこ

とによる満足度低下症例(図 3)があり，池上ら 3)

が報告しているように 2本以上の臆断裂指に対して

端側縫合を行う際には， MP関節の伸展角度が一定

となるよう緊張度に十分注意を払う必要があると考

える.

多数臆断裂症例に対する治療であるが，一般的に

3本以上の多数臆断裂指では術後の MP関節可動域

の獲得は困難とされている 1)4)5) 緊張度の決定が困

難であることなどがあり，水関ら 4)は3本以上の臆

断裂指において 1臆では力源不足で腫移行と臆移植

の併用が有効であると報告している.一方で池上

ら3)は1臆への端側結合で十分指の伸展を獲得可

能と報告し，伸展角度を一定に調節することが重要

であると報告している.我々は小経験ではあるが，

多数臆断裂指に対しては腫移行と臆移植の併用群に

おいて比較的良好な MP関節可動域を獲得できた

(表2). 多数臆断裂指に対する治療は，腫移植を用

いた再建法を用いることで良好な成績を獲得できる

可能性があると考える.

本研究の限界としては，同一術者によって行われ

ていないこと，症例数が少ないこと， MP関節の破

壊の程度を考慮していないこと，術後の手関節可動

域による腫固定効果を考慮していないことなどがあ

げられ，今後症例数を増やしてより詳細に検討して

いく予定である.

表2 3本以上の臆断裂指に対する再建方法と
MP関節可動域

3~除以上膳断裂指
締前MP(度J 術後M，P('廃}

(n) 
伸麗 脂血 伸厳 周幽

礎移植単独君事(2) -45;0 76.9 -22.5 61.5 

隠移植併用群(3) -52.2 88.9 -0.1 67.1 

際移組なし君事(3) ，-41';8 86.7 -27.8 ':47.1 

[まとめ1
1.当科における RA手指伸筋臆断裂に対して手

術治療を施行した症例を調査し，最適な再建方法に

関して検討した.

2. RA伸筋腫断裂に対する腫修復術は，術後の屈

曲制限をきたさないような緊張度で，かつより良い

伸展角度を目指して慎重に緊張を決める必要があ

る.

3. 2本以上の臆断裂指に対して端側縫合を行う

際には， MP関節の伸展角度が一定となるよう緊張

度に十分注意を払う必要がある.

4.多数臆断裂指に対する治療は，臆移植を用い

た再建法が有用である可能性がある.

[文献1
1) Chung US， et al. Tendon transfer or tendon graft for 

ruptured finger extensor tendons in rheumaωid hands. 

J Hand Surg Eur 35: 279-282， 2010. 
2) Nakamura S， et a1. Tendon gra雌ngfor multiple exten-

sor tendon rup加resof fingers in rheumatoid hands. J 
Hand Surg Br 27: 326-328， 2002. 

3) 池上博泰ほか.慢性関節リウマチにより手指伸筋随断
裂ー中・環・小指伸筋臆断裂例の治療について一.日

手会誌 18:llQ.114， 2001. 
4)水関隆也ほか.関節リウマチにより生じた 3指伸筋腿

断裂の再建法の比較検討.日手会誌23:10~108， 2006. 

5) Moore JR， et al. Tendon rup加resin白erheumatoid 

hand: ana1ysis of trea回 entand functiona1 res凶tsin 60 

patients. J Hand Surg Am 12: 9-14， 1987. 
6) Komiyama M， et a1. Variations of the extensor indicis 

muscle叩 dtendon. J Hand Surg Br 24: 57~578， 1999. 
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手作
マ'.41人目奪.. 曜、河F

伸筋臆移行によるリウマチ指尺側偏位の治療
みずせきたかや

水関隆也
もり Lげ ま な み

森重真奈美，
ますもとあや

増本あや

RAによる指尺側偏位は様々な原因が重なって生じる.一度生じた尺側偏位は，その矯正が難しいことも

よく知られている.著者らは伸筋躍を横側へ移行し，力学的に伸展力の再建と併せて尺側偏位の矯正を行う

Feldon法を改変し，一部の症例に適応し，おおむね良好な結果を得ているので報告する.

手術は，尺側へ脱臼した伸筋躍を榛側へ正すことを目指す.中環指については原法に準じる.示指につい

ては示指固有伸筋腫を総指伸筋腫の梼側へ廻し榛側腫帽に縫着する.小指については小指固有伸筋躍を MP

関節やや中枢側で全て切離して末梢へ向かい挙上し，イ申筋腫帽の樟側を通過し，小指伸筋腫へ縄着するが，

尺側偏位が強い場合には環指伸筋腫へ縫着することもある.

現在までに 11例 11手に対し本法を施行した.尺側偏位は術前平均 40。から術後平均 140へ改善されてい

たが，4例の小指に再発がみられた.MP関節の可動域は術前平均-41/81。から術後平均-25/82。へ伸展域を

再獲得していた.1例に術後手関節レベルでの伸筋腿断裂を生じていた.全指に尺側偏位が再発した 1例以

外，患者の満足度は高かった.

[緒言1
関節リウマチ(以下， RA)により生じる指尺側

偏位は矯正が難しいことで知られている.著者らは

伸筋腫を樟側へ移行し，力学的に伸展力の再建と併

せて尺側偏位の矯正を行う Feldon法 1)を改変し，

一部の症例に適応している.これらの術式の詳細と

成績について紹介する.

[対象と方法]

著者らが今までに手術を行った症例 11例 11手を

対象とした.内訳は男性2例，女性9例.手術時年

齢は平均 58(23-71)歳であった.術後経過期間

は1年4月-7年9月(平均4年7月)であった.

中手指節(以下， MP)関節破壊は全例でLarsen

grade 3以下であったが， 112の亜脱臼が1例に 1/3
以下の亜脱臼が6例に認められた.

術前の尺側偏位は全指で250 -700 (平均400
) で

あった.MP関節の平均自動可動域は伸展_700 -0。

(平均-40.80
)，屈曲600 -900 (平均80.70)であった.

[術式]

擢患指 MP関節直上に横皮切を入れる.指聞の

動静脈をできるだけ温存しながら皮下組織を剥離し

受理日 2012/11/19 

ておく.まず，尺側の内在筋躍を MP関節レベル

やや末梢で切離する.小指については小指外転筋切

離を追加し， MP関節の掌尺側方向への筆引力を弱

める.

MP関節に滑膜炎が残存する例では伸筋腫尺側の

腫帽を縦割して MP関節へ進入し滑膜切除術を行

つ.
中環指については Feldon1)等の報告の知く MP

関節を中心とし伸筋腫尺側半分を 4cm程度切離し，

末梢へ向かい挙上する.この半裁腫を伸筋腫帽の梼

側から抜き出し，元の伸筋腫槙側へ縫着する(図

1・A).

示指，小指については手技を改変した.すなわち，

示指については総指伸筋腫についてはそのままと

し，代わりに示指固有伸筋腫の腫帽移行部を含めて

切離し，総指伸筋腫の榛側へ廻し槙側腫帽に縫着す

る(図 1-B).

小指については，小指固有伸筋腫を MP関節や

や中枢側で(複数躍認められる場合も)全て切離し

末梢へ向かい挙上し，伸筋腫帽の樟側を通過し，小

指伸筋腫へ縄着するが，尺側偏位が強い場合，環指

伸筋腫へ縫着することもある(図 1・C).

広島県身障者リハビリセンター 〒73与0036 広島県東広島市西条町田口 295-3
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A B C 

図 1 A: "1:1税指の機側への伸筋l陸移行

B:示指の図有イIjl筋l健の検側移行

C:小指固有伸筋l腿の環指伸筋腿への移行

!躍移行の後，手を拳上し MP関節の尺側偏位が

矯正され，なおかつ -30。前後の伸展位を呈している

ことを確認する.伸筋躍が過剰に横側に移動してい

る場合には，伸展力として働かない危険性があるの

で伸筋!躍を少し中央化させて関節包と結節縫合す

る.

{後療法]

術後 MP関節軽度屈曲位，手関節軽度例l展位で

前腕ギプスシーネ固定をする. PIP関節以遠は自由

に動かせるようにする.

術後 10日間の固定の後，昼間は自動屈曲運動，

他動伸展運動を行う.夜間はシーネ固定を続ける.

術後 14-21日で指伸展用 outriggerスプリント

を装着する.この指伸展装具では従来型 ou凶gger

スプリントより全指を少し榛側へ動的に筆引するよ

う作成する. 30分毎に脱着を繰り替えし，屈曲域

の獲得にも注意を払う.

術後 3週間で夜間シーネは除去する.

outriggerスプリン トは術後 2カ月を目途に装用

を続けるが，伸展不全や尺側偏位が残存する例では

これらが改善するまで，さらに延長する.

[結果]

尺側偏位は術前 25
0

-70
0 

(平均 40
0

) から術後 O。

-40
0 

(平均 14
0

) へ改善されていた. MP関節の自

動可動域は伸展が術前ー70
0

_0
0 

(平均 -40.8
0

)から

術後_60
0

_0
0 

(平均 ー24.8
0

)へ屈曲が術前 60
0

-90
0 

(平均 80.7
0

)から術後 70
0

-90
0 

(平均 81.8
0

)と，屈

曲域を維持しながら伸展域を再獲得していた. しか

しながら， 4例の小指に 30
0

以上の尺側偏位の再発

がみられた.最年少の 23歳女性例では全指で 30。

以上の尺側偏位が再発していた.

他の合併症として， 1例に術後 1年6月で手関節

レベルでの伸筋腿断裂を生じていた.

患者の満足度は，全指に尺側偏位が再発した 1例

以外，高かった.

[症例提示144議男性.

主訴 :右手指の尺屈および自動伸展不能

現病歴:RA歴 5年.2年前より右手指の尺側偏

位を自覚するもそのまま放置していた.次第に増悪

の傾向を認め，紹介受診した.

所見:右手指 MP関節に 20。から 30。と尺側指で

より強い尺側偏位を認めた(図 2-A). また，自動

屈曲域は全指で 90
0

を維持していたが，自動伸展域

は-40。からー70。と尺側指ほど強く障害されていた

(図 2-B). 

X線学的には小指に向かうほど明らかな MP関節

の掌側亜脱臼を認めた(図 3). 

手術 :MP関節直上を横断する皮切を用い，伸展

機構を露出した.伸筋!躍は各指で尺側に完全脱臼を

来していた. MP滑膜炎は明らかではなかった.尺

側内在筋j躍を MP関節レベルで切l躍した.小指外

転筋l躍も基節骨付着部で切離した.続いて，中環指

については伸筋腔の尺側半分を MP関節やや中枢

側で切離し末梢へ挙上した.小指については小指固

有伸筋躍を中枢側で切離した.これらの半裁腔を伸

筋腿帽の棟側を貫き，元の伸筋腔(小指については
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図2 症例術前写真
A:指伸展背側像 B:指伸展側面像

図3 症例術前X線写真

総指伸筋腫)へ縫着した.示指については示指固有

伸筋腿を末梢で切離して榛側へ移動させ，横側伸筋

鍵帽へ縫着した.

術後経過:術後 1年 4か月現在，尺側偏位はよく

矯正され，各指の自動可動域も全域に回復している

(図4-A，B).

[考察I
RA手における尺側偏位の発生原因として MP関

節自体の解剖学的特徴および側副靭帯の緩み 2) 伸

図4 症例術後写真
A:指伸展背側像 B:指伸展側面像

筋腿の尺側亜脱臼 3) 屈筋腫の尺側移動ペ手根骨

の槙側回転 5) 4，5中手骨の病的沈下 6) そして内

在筋の拘縮などが複雑に作用して生じるとされてい

る.

治療法にもさまざまな方法が報告 7)されている

が，このうち，最も現実的な選択は尺側内在筋の切

離と，伸筋l躍の榛側移動である.

イ申筋腫の槙側移動でよく知られている方法には健

帽を鎚縮する Wood法 2)であるが，この方法では矯

正力が不十分である.代わって，伸筋腿を強制的に

榛側移動する方法と してFeldonl)の報告 した鍵帽

の椀側を通過さす方法， 伸筋)躍を基節骨槙側へ縫着

する Zancolli法的などが知られている.

本論文の対象例では Feldon法 1)を参考とした再

建法を行った.中環指については原法で矯正可能で

あるが，示指，小指についての術式は明示されてい

ない.著者らは示指については示指総指伸筋躍を移

動するより，示指固有伸筋躍を槙側へ移動させる方

法を考案した.この方が簡単で効果的であると思わ

れる.一方，小指では，当初総指{Efl筋腿半裁)躍の断

端を元の小指伸筋!躍に縫着する方法を採用 していた

例で再発例が散見された.これらの経験から，著者

らは，小指固有伸筋腫を MP関節やや中枢にて全て
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切離し，腫帽を通して環指の伸筋腫に移行するよう

に術式を変更した.これによって，術前は尺側脱臼

によって MP関節屈曲力として作用していた小指固

有伸筋腫を，小指 MP関節の伸展および樟屈力とし

て利用できることとなった.この変更以降，小指尺

側偏位の再発は抑えられている.

多くの症例で満足すべき結果を得ることができた

が，成績不良例が1例あった.この例は 23歳の女

性で， MP関節の亜脱臼は認めなかったものの他の

例より第4，5中手骨の掌側枕下が強い印象があっ

た.この掌側沈下が不良予後と関係があるか否か

は，更なる症例の集積を待たなければならない.

本法の適応についての定まった見解はないが，軟

部組織を用いた再建であるのでMP関節の完全脱臼

を伴う例では尺側偏位の矯正は可能であるが，伸展

域の再建は期待できないものと思われる.また，尺

側偏位矯正力についてもインプラント形成術 8)に

比べると矯正不十分な可能性は否定できない.した

がって MP関節の1/3までの亜脱臼で関節面が比較

的温存されている症例に最もよい結果が期待できる

と思われた.

以上から考えられる本法の利点として 1.手技的

に容易， 2.強い矯正力， 3.人工物不要，の 3点が挙

げられる.

[まとめ1
1.示指，小指に工夫を加えた伸筋腫移行術によ

るRA手指尺側編位矯正術を報告した.

2.本法は強い尺側偏位を呈する RA手にも有用

な術式であるが，小指に再発例が散見された.

【文献1
1) Feldon P， et al. Operative Hand Surgery. 4版.New 

York. Churchill-H叫ngstone.pp 1651・1739，1999.
2) Haksti阻 RW，et al. Ulnar de吋ationof血efingers.百le

role of joint structure and function. J Bone Joint Surg 

Am 49: 299-316， 1967. 
3) Wood WE， et al. Soft tissue metacarpophalangeal recon-

S仕uctionfor甘'eatmentof rheumaωid hand deformity. J 

Hand Surg[Am] 14: 163-174， 1989. 
4) Smith EM， et al. Role of the Finger Flexors in Rheuma. 

toid Deformities of血eMetacarpophalangeal Joints. Ar. 

thritis Rheum 7: 467-480， 1964. 
5) Taleisnik J. Rheumatoid synovitis of the volar compart-

ment of the wrist joint its radiological signs and its con-

剖hutionto wrist and hand deformity. J Hand Surg [Am] 

4: 526-535， 1979. 
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キーンベック病発症要因についての検討

~手関節への負荷， ulnar varianceについて~
、ー.-.It 

R4hA;dr 
中村琴吾*三竹辰徳*丹羽智史**中尾悦宏*高橋明子*

キーンペック病発症との関係が示唆されている，繰り返す手関節への負荷およびu1narvarianceについて

調査，検討した.対象はキーンベック病患者 169例，男 127例，女42例，平均年齢37歳であった.これら

を日常的な手関節への負荷の種類別に 4群(重手作業，軽手作業，非手作業，スポーツ)に分類し， ulnar 
Vぽianceを計測して対照群と比較した.キーンベック病患者のうち重手作業に従事する者が59%を占め，さ

らに 20歳から 60歳の就労年齢層においては 68%におよび，キーンベック病発症に繰り返す手関節への負

荷が関与していると推察された.若年層ではスポーツに起因するキーンペック病が大部分であった.今回

169例をまとめてみると，キーンベック病と ulnarvarianceとの有意な関係性は認められなかった.しかし

非手作業群，スポーツ群では， ulnar varianceが小さい傾向を示した

た従来法とした.比較する健常手(対照群)の ul・

nar varianceは， Nak創nuraらの報告 1)に基き性別，

年齢をキーンベック病群と一致させて算出した.

• males : UV (mm) = -0.989 + 0.0273x 

• females : UV (mm) = -0.392 + 0.027Ox 

x=年齢， UV: ulnar vari組 ce

統計処理は Mann-Whitney検定を用い，危険率 5

%未満を有意差ありとした.

[緒言]

キーンベック病の発症要因については，外傷や繰

り返す外力などの外的要因や，種々の形態学的要因

が報告されているが，一定の見解は得られておらず

未だ不明である.今回著者らはキーンベック病発症

との関係が有力とされている，繰り返す手関節への

負荷およびulnarvarianceについて調査，検討した

ので報告する.

[結果]

手関節への負荷を前述の 4群に分類すると，全

169例のうち重手作業:99手 59%，軽手作業:19 

手11%，非手作業:28手 16%，スポーツ:23手14

%となり，キーンベック病患者の約 6割が重手作業

に携わっていた.重手作業99手の内訳は，工具を

用いた作業:69手70%，重量物の運搬:19手19%，

農業:5手5%，その他 :6手6%であった.使用し

ていた工具の種類はハンマー:29手42%，インパ

クトレンチ:15手22%，その他:25手36%であった.

ハンマーやインパクトレンチのように手関節に断続

的に衝撃のかかる工具が多い傾向にあった.スポー

ツ活動の内訳は，空手，柔道，拳法など武道 :8手

35%，テニス:5手22%，野球:3手 13%，バレー

ボール:2手 8%，その他:5手 22%であった.年

[対象と方法1
1980年から 2010年に名古屋大学および当院で加

療したキーンベック病のうち，受診時の正確なレン

トゲン像と，職業やスポーツなど手関節への負荷の

詳細な記録が存在した 169例を対象とした.内訳は

男 127例，女 42例，右 111手，左 58手，年齢は

10歳から 83歳，平均年齢37歳であった.

日常的な手関節への負荷を，職業，スポーツ活動

など次の 4群に分類した.

・重手作業:大工，板金，機械工，運搬，農業など

・軽手作業:調理師，花屋など

・非手作業:デスクワーク，学生，主婦など

・スポーツ

前腕囲内外中間位で撮影した手関節正面像を用い

てulnarv訂 i叩 ceを計測した.計測法は定規を用い

愛知県名古屋市中区丸の内3-12-3

co 弓，

干460-0002
受理日 2012/11/06 
命中日病院 名古屋手の外科センタ-

H 安城更生病院整形外科
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図 1 キーンベック病患者の年齢分布と職業，スポーツ活動
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図2 キーンベック病群と対照群の各平均ulnar
vanance 

齢別では，未成年のキーンベック病患者ではスポー

ツ活動を行っていることが多く，患者数の最も多い

20代では重手作業に携わることが多かった.また，

60歳以降では非手作業の占める割合が多かった(図

1). 

u1nar varianceとキーンペック病との関係につい

ては，全体でみるとキーンベック病群の平均 ulnar

varianceはOmm，対照群で+0.1mmでほとんど差

はなかった(図 2).また，キーンベック病群，対照

群ともにスポーツ群では u1narvarianceが他の群と

比べて小さかった.重手作業，軽手作業，非手作業，

スポーツの 4群についてそれぞれの平均 u1narvari-
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童手作裳 軽手作象 ~~手作業 スポーツ
平均年齢 36.1怠 41.4設 相 2鐙 22.4禽

図3 職業・スポーツ，各群の平均ulnarvari叩 ce

anceをキーンペック病群と対照群で比べると，重手

作業群と軽手作業群でほとんど差がなく(重手作業

群:キーンペック病群+0.2mm，対照群+0.1mm，

軽手作業群:キーンペック病群+0.3mm，対照群+

0.5mm) ，非手作業群とスポーツ群でキーンベック

病群は u1narvarianceが小さい傾向にあった(非手

作業群:キーンベック病群 Omm，対照群+0.7mm，

スポーツ群:キーンペック病群・0.8mm，対照群

・0.3mm)(図 3). 

[考察]

キーンペック病発症の要因については外傷による
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400 キーンペック病発症要因についての検討

骨折，繰り返す外力，滑膜炎などの外因的(付加的)

要因や， ulnar variance， radioscaphoid叩 gle，月状

骨の形状などの内因的(形態学的)要因などが報告

されているが，一定の見解は得られていない.今回

の調査では，キーンペック病の発症要因として有力

とされている繰り返す手関節への負荷と ulnarvari-

組 ceに着目した.その結果，キーンベック病 169例

のうち，重手作業従事者が59%を占めた.就労年齢

である 20歳から 60歳においては 68%にもおよん

だ.重手作業の中でもハンマーやインパクトレンチ

を使った作業に従事していることが多く，キーンベ

ック病発症には手関節への断続的な衝撃が関与して

いることがうかがわれた.

negative ulnar varianceがキーンベック病発症に

関与しているとの報告は， Hulten 2)が1928年に報

告して以来 Gelberman(1975)， Bonzar (1998)をは

じめ多数ある制.一方， Nakam町 aらの報告 1)をは

じめ， D'Hoore (1994)などulnarvari叩 ceとキーン

ベック病の関係は認められないとの報告も散見され

る5) 今回の調査では，キーンペック病 169手を同

一年齢の対照群と比較したが，全体でみると ulnar

vari卸 ceとキーンペック病の関連性は認められなか

った.しかし手関節への負荷別に検討すると，有意

差は認めなかったものの非手作業者ではキーンベッ

ク病群が対照群に比べて ulnarvarianceが小さく，

重手作業者ではほとんど差がなかった.今回の調査

で有意差を認めることはできなかったが，手関節へ

の負担の少ない非手作業者においては， ulnar vari-

anceが小さい，すなわち横骨が長いということがキ

ーンベック病発症の要因となっている可能性がある

と考えられた.スポーツ群ではキーンベック病群・

対照群ともに ulnarvarianceが他の群に比べて小さ

く，これは年齢が若年であることが要因と考えられ

た.有意差はなかったが，対照群に比べてキーンペ

ツク病群でさらに ulnarvarianceが低値であった.

【まとめ1
1.キーンベック病患者の約 6割が重手作業に従

事しており，また 20歳から 60歳の就労年齢層では

約7割を占め，キーンペック病発症に繰り返す手関

節への負荷が関与していると推察された.

2.若年層では，スポーツに起因するキーンペッ

ク病が大部分であった.

3.キーンペック病全体での検討では，キーンベ

ツク病発症と ulnarvarianceの有意な関係性は認め

られなかった.しかし非手作業者や，スポーツに起

因するキーンベック病では，対照群に比べて ulnar

varianceが小さい傾向を示した.

【文献1
1) Nakamura R， et a1. The influence of age釦 dsex on u1・

n釘 vari叩 ce.16B J Hand Surg: 84-槌， 1991.
2) Hu1ten 0， et a1.む anatomischeVariationen der Hand-

Gelenkknochen: ein Beitr噌剖rKenntniis der Genese 

zwei verschiedener Mondbeinveranderungen. 9 Acta 
RadiolSαnd: 15ら168，1928.

3) Gelberman RH， et a1. Ulnar vari血 cein Kienbock's dis・

ease. Jul57 (5) J BoneJoint Surg Am: 674-676， 1975. 
4) Bonz釘 M，et a1. Kienbock disease and negative ulnar 

variance. Aug80(8) J Bone Joint Surg Am: 1154-1157， 
1998. 

5) D'Hoore K， et a1. Negative ulnar variance is not a risk 
factor for Kienbock's disease. Mar19(2) J Hand Surg 

Am: 229-231， 1994. 
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Kienbock病に対する有頭骨部分短縮骨切り術の
臨床成績一予後因子の検討一、.-.It 

告喝 .6F
"'A園事.. 

干のこういち

矢野公一* 恵木 丈事
かわlまた あきら

川端確料

症候性Kienbock病に対して，関節鏡視下に関節内評価と処置を行い，森友らの報告した有頭骨部分短縮

骨切り術を施行した.本研究の目的は，本術式による成績を報告し，予後に関連する因子を検討することで

ある.対象は術後1年以上経過観察可能であった 8例8手関節，手術時年齢は平均 53歳，術前日ch町lan分

類は stage2: 3例， 3A: 4例， 3B: 1例であった.手術は榛骨手根関節および手根中央関節鏡視を行い，骨，

関節，軟部組織の評価と処置を行った後，本法を施行した.手関節痛，手関節可動域，握力， Q-DASH 

score， ~akarnura 評価基準，画像所見を調査した.最終経過観察時，全例手関節痛は軽減した.手関節可

動域，握力およびQ-DASHscoreは術後有意に改善し， ~akamura評価基準では優: 1例，良 :4例，可:2例，

不可:1例であった.関節鏡視下に処置が必要な病変を認めたものは4例あった.予後に関連する因子は，

高齢，鏡視下に処置が必要な病変，日ch出血分類の悪化であった.術前のulnarvarianceは臨床成績と関連

がなく，本法は除痛効果に優れていた.

【緒言1
Kienbock病に対する手術方法は数多く報告され

ているが，榛骨短縮骨切り術や大小菱形骨舟状骨間

固定術(STffusion)などに代表される月状骨に対

する除圧 (ur叫oad)を目的とするものと，血管柄付

き骨移植術など壊死した月状骨に対する血行再建

(revasculariz副on)を目的とする術式に，そのコン

セプトは大きく二分される.各々の術式に関して

は，樟骨短縮骨切り術における ulnarplus variance 

症例に対する適応の適否， STffusionなどの部分手

関節固定術における術後可動域制限，血管柄付き骨

移植術における手術の煩雑さや除圧術式との併用を

必要とすることが一般的であるなど諸問題がある.

森友らが2004年に報告した有頭骨部分短縮骨切

り術は，舟状骨に相対する部分の有頭骨は短縮させ

ずに月状骨に相対する部分だけを短縮させること

で，手根骨全体の配列を変化させることなく月状骨

に対する除圧を行うという優れたコンセプトを有す

る術式であり， ulnar varianceの如何を問わず適応

でき，低侵襲であるという特徴がある 1) 著者らは，

症候性Kienbock病に対して手関節鏡視下に関節内

評価と処置を行った後に，森友らの方法に準じて有

受理日 2012/11/22 
'大阪労災病院 〒591-8025
.場東住吉森本病院

大阪府堺市北区長曽根町 117~日

頭骨部分短縮骨切り術を行ってきた.本研究の目的

は，本術式による成績を報告することである.

【対象と方法]

対象は， 2006年以降に症候性Kienbock病に対し

て本法を施行し，術後1年以上経過観察可能であっ

た8例(男性3例，女性5例)， 8手関節であった.

手術時年齢は平均 53歳 (27・73)，術前Lich加担分

類は， stage2: 3例， 3A: 4例， 3B: 1例であった.

Ulnar varianceは，平均 +0.8mm(・1・+2mm)であ

った.術後経過観察期間は，平均 25か月 (12-36)

であった.

手術は，まずradiocarpaljoint (RCJ)およびmid・

car予aljoint (MCJ)の関節鏡を行い，骨，関節，軟部

組織の評価を行った.処置が必要な病変を認めた際

には，適宜処置を行った.その後背側アプローチか

ら有頭骨に到達し，図 1の知く有頭骨部分短縮骨切

り術を施行した.術後4週間の外固定を行った.

検討項目は，手関節痛と理学的所見(手関節可動

域，握力)，臨床評価は ~akamura の評価基準 2) と
Quick-DASH JSSH version (以下， Q-DASH) score 

を使用した.また，画像所見においては，単純X
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8 D 

図1 本術式の概要
(A)術前単純X線像 月状骨の硬化像，検側部の圧潰像を認めるが，舟状骨回

旋亜脱臼変形は認めないので Lichtman3aである
(B)骨切り計画模式図 月状骨に相対する有頭骨近位部だけを短縮させるため

に，図の点線のような F字型の骨切りを計画する
(C)術後単純X線像 手根骨全体の配列が変化することなく，有頭骨近位尺仮~

が短縮している.付切り部の国定はAcutrakscrewを用いる
(D)骨切り術後模式図 月状骨に対して除圧されている

図2 MRIにおける月状骨郷度改善例

(A)術前 MRI，冠状断Tl強調画像，月状骨は

周囲の手根骨と比べ低輝度である
(B)術後2年の MRI，冠状断T1強調画像，月

状骨は術前 MRIと比べ高輝度となっている

線像上の術前 ulnarvariance，術前後 carpalheight 

ratio (以下， CHR) ， Stahl index， Lichtman分類の

変化， MRlにおける月状骨の所見の変化を検討し，

T1強調像およびτ3強調像で高輝度の領域が増加な

らば改善， T1強調像およびT2強調像で低輝度の領

域が増加ならば悪化とした.関節鏡所見を合わせ

て，臨床評価および画像所見に関連する因子の検討

を，カイ二乗検定， Fisher検定，t検定を用いて統

計学的に行った. p<0.05を有意差ありとした.

[結果]

最終経過観察時，手関節痛は消失が4例，労作i時

のみ軽度の痔痛ありが4例で，全例手関節痛は軽減

した.手関節掌背屈可動域は，術前平均 99度から

術後平均 120度に有意に改善 (p=0.03)し，握力健

患側比は，術前平均 43%から術後平均 71%に有意

図3 関節鏡所見

月状三角符靭帯(Junotrique回 lligament，
LT靭帯)損傷例， Geissler分類gradem 
の損傷で thermalshrinkage施行 (L:月
状骨， T:三角骨)

に改善した (p<O.ol).Nakamuraの評価基準では，

優:1例，良 :4例，可 :2例，不可:1例であった

Q-DASH scoreは，術前平均 39.9が術後平均 8.6へ

と有意に改善 した (p=0.02).CHRは，術前平均

0.52が術後平均 0.50へ，Stahl indexは，術前平均

0.37から術後平均 0.33ヘ減じたが有意差は認めず，

それぞれ増加:1例，変化なし :2例，減少:5例

であった Lichtman分類は，術前後で 7例は変化

なかったが， 1例は悪化した.術前後に MRlを撮

影できた 6例で，月状骨の MRl輝度は 3例で改善，

悪化が 1例であった(図 2).関節鏡視下に処置を

行ったものは，舟状月状骨靭帯 (scapholunateliga-

ment，以下 SL靭帯)損傷:2例，月状三角骨靭帯

(Junotrique凶 lligament，以下 LT靭帯)損傷:1例
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表 1 術前Lich加叩分類と Nakamura評価基準

術前Lich回岨分類 (stage)

2 

優

良 1 

可 1 

不可

2 

(図3)，τ'FCC損傷:3例であった.

Nak創nwョ評価基準に関連する因子は，年齢，鏡

視下に処置が必要な病変， Iich出血分類の悪化で

あり， Q-DASH scoreと関連する因子は年齢であっ

た(表 1).また， CHRの悪化は術前のIich伽lan

分類と有意に関連した.Ulnar varianceは， Naka・

mura評価基準や Q-DASHscoreとは関連がなかっ

た.

[考察]

森友ら1)は，有頭骨部分短縮骨切り術の術後成

績を報告し，全例で手関節痛は軽減し， Nakan1Ura 

評価基準で優:12例，良:3例と良好な結果であっ

たとしている.私たちの結果では，除痛効果は森友

らと同様に優れていたが，優および良の割合は少な

かった.これは，森友らの報告の症例の平均年齢が

39歳で，私たちの研究より若年齢であったことに

起因すると考察した.Nakamuraら2)やIwasakiら3)

は高齢が予後不良因子の一つであると述べており，

私たちの結果もそれを支持するものと考えた.また

ulnar varianceに関しでも臨床成績の聞に関連は認め

なかったので，本法はulnarvari組 ceを勘案するこ

となく施行できる術式であることが示された.

Watanabeら4)は， 1995年にKienbock病に対し

て関節鏡を用いて評価することを初めて報告した.

単純X線像上明らかな変性を認めない症例において

も，関節鏡では軟骨変性を認めることから，軟骨評

価において有用であると述べている.滑膜炎は RCJ

およびMCJ双方に認め，骨間靭帯損傷はIich加担

分類の s凶geと相関し，1FCC損傷は年齢と ulnar

3A 3B Total 

1 1 

3 4 

1 2 

1 1 

4 2 8 

varianceに関連があったと報告した.また樟骨骨切

り術前後の関節鏡評価に関する報告では，軟骨評価

をintact，fibrillation， erosion， ulcer，釦llthickness

defectの5段階スコアリングを行ったところ，全例

で臨床成績が改善したにもかかわらず， 67%におい

て軟骨損傷の進行を認めたとしている 5) また Bain

らによって関節鏡を用いた病期分類が報告され，軟

骨損傷は月状骨近位，樟骨遠位，月状骨遠位，有頭

骨近位の順に進行するとし，それぞれのgradeに対

する術式が推奨された 6)7)関節鏡を施行した阻en-

bock病57例の後向き研究では，月状骨近位軟骨は

55例で損傷し，軟骨損傷の数は年齢及び術後の手関

節掌背屈可動域と相関し，日.ch加担分類と軟骨損

傷の数は関連がなかったと報告されている 8) 本研

究結果では，骨間靭帯損傷を認めて処置を行った 2

例 (SL靭帯+LT靭帯損傷:1例， SL靭帯損傷:1例)

とも CHRとStahlindexが悪化しており， carpal col-

lapseと月状骨圧壊に骨間靭帯損傷が関与している

可能性が示唆された.Kienbock病の発生には多因

子が関連すると考えられているが，関節鏡により経

過を明らかにできる可能性があり，今後症例数を重

ねて更に探索していく予定である.

【まとめ1
1. Kienbock病に対して，関節鏡視下の関節内処

置後，有頭骨部分短縮骨切り術を 8例に施行した.

2.手術成績は Nakamura評価基準で，優:1例，

良 :4例，可:2例，不可:1例であった.術前の

ulnar varianceは臨床成績と関連がなかった.

3.臨床評価に関連する因子は，高齢，鏡視下に処
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置が必要な病変の存在， lich凶叩分類悪化であった.

[文献1
1) Moritomo H， et al. Operative technique of a new decom-

pression procedure for Kienbock disease: partial capi-

旬.teshortening. Tech Hand Up Ex甘emSurg 8: 110-115， 
2004. 

2) Nakamura R， et al. Radial shortening for Kienbock's 

disease: factors affecting the operative resu¥t. J Hand 
Surg Br 15: 40-45， 1990. 

3) Iwasaki N， et al. Predictors of c¥inical resu¥ts of radial 
osteotomies for Kienbock's disease. C¥in Orthop Relat 
Res415: 157・162，2003.

4) Watanabe K， et al. Arthroscopic assessment of応en-

bock's disease. Ar仕lToscopy11: 257-262， 1995. 
5) Watanabe K， et al. Arthroscopic evaluation of radial 0争

teotomy for Kienbock's disease. J Hand Surg Am 23: 

89~903， 1998. 

6) Bain GI， et al. Arthroscopic assessment and c¥assifica-
tion of Kienbock's disease. Tech Hand Up Ex回mSurg

10: 8-13， 2006. 
7) Bain GI， et al. An artiαI¥ar-based approach to Kienbock 

avaぽ u¥arnecrosis of the ¥unate. Tech Hand Up Extrem 

Surg 15: 41-47， 2011. 
8) Tatebe M， et al. Arthroscopic findings of Kienbock's 

disease. J Orthop sci 16: 745-748， 2011. 
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予賃
マ'-...1.園事g争令r

手根管開放術と弾発指発症の関連性の検討
lまりうちニういち おかざきまさと さとうかずき なかむらとしやす いけがみひろやす とやまよしあき

堀内孝一，岡崎真人，佐藤和毅，中村俊康，池上博泰，戸山芳昭

I目的]手根管症候群には高頻度に弾発指が併発する.手根管開放術(以下CTR)後に弾発指を発症する

こともあり，これがCTRの続発症なのか否かについての結論は出ていない.自験例を調査し， CTRと弾発

指の関係について検討した.

[対象および方法]当施設にて CTRを施行された 186例のうち，透析患者，外傷後の発生例を除外し，

CTR後150日以上経過観察可能であった 118例を対象としてretrospec伽eに検討した.症例は，男性24名，

女性94名，年齢は平均65歳，右手49名，左手45名，両手24名であり，経過観察期間は平均455日であ

った.弾発指ありと判定する基準は，弾発症状がある，臆鞘内注射・腫鞘切開術の施行歴のいずれかが診療

録に記載されていることとした.

[結果]CTRを施行した 142手中 53手に，非手術手94手中 12手に弾発指を認めた.片側のみ CTR施行

手と非手術手の聞に弾発指発生の有意差を認めなかった.

[考察1手根管症候群の手術適応となった手には弾発指は高頻度に併発していたが， CTRの続発症として

弾発指が生じたとは言い切れなかった.

【緒言]

手根管症候群は上肢における絞掘性末梢神経障害

であり，日常診療上経験する頻度が高い疾患であ

る.弾発指をはじめとする狭窄性臆鞘炎もまた，頻

度の高い疾患であり，手根管症候群と弾発指は高頻

度に併発することが知られている.

手根管開放術(以下CTR)後の経過観察中に弾

発指を発症することもしばしば認められる.弾発指

がCTR術後の続発症として発症しているか否かに

ついての報告は散見されるが，いまだ結論は出てい

ない.

著者らは CTRを行った自験例を調査し，手根管

開放術と弾発指発生の関係性について検討したので

報告する.

[対象と方法1
2008年4月から 2011年3月に当施設にて CTRを

施行された 186例のうち，透析患者に発生したもの，

外傷後に発生したものを除外し，かつ， CTR後5か

月(150日)以上経過観察可能であった 118例 142

手を対象とし，非手術手94手を含めて調査した.

受理日 2012/11/24 
慶慮義塾大学整形外科 干1品 8582 東京都新宿区信濃町35

症例の内訳は，男性24名，女性94名であり，年

齢は33-86歳(平均65歳)であった.手術側は右

手49名，左手45名，両手24名であった.術式は手

根管開放術(以下OCTR)が132手，鏡視下手根管

開放術(以下ECTR)が10手であった.CTR術後

の経過観察期間は 153-1186日(平均455日)であ

った.

方法としては，診療録記載内容から re甘ospective

に調査検討した.弾発指ありと判定する基準として

は，弾発症状のあること，ステロイド臆鞘内注射の

施行歴，腫鞘切開術の施行歴のいずれかの記載があ

ることとした.調査項目は弾発指発症の有無，発症

側 (CTR施行手/非手術手)，発症時期にfR施行手;

術前/0-6ヵ月/7-12ヵ月/1年以降，非手術手;

CTR施行側の術前/術後)，発症指として，弾発指

合併群(+群)と合併しなかった群(一群)の間で

年齢，性別，術式の差について検討した.

[結果I
CTR施行した118例142手，非手術手94手のうち，

弾発指発症を認めたもの(+群)が65手，認めなか
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表 1 結果

年宣言
弾発指(ー): 33-83歳(平均63.5歳〉
弾発指(+) : 36戸86歳(平均65.7歳)

F検定:棄却援に入らず

性別
弾発指(ー):男性18例女性71!?IJ
弾発指(+):男性11例女性42例

l検定:p=O.但

術式
弾発指(ー):OCTR 83例 ECTR61列

弾発指(+ ) : OCTR 49f?lJ ECTR 4f?lJ 

x2検定:p=O.86 

(手)

160 142 

140 ロ弾発指(ー)
120 -弾発指(+)
100 94 

80 
全236手

60 

40 

20 

。
口R施行手 非手術手

図 1 CfR施行手と非手術手の弾発指合併の有無
(全 236手)

ったもの(一群)が 171手であった.年齢は+群で

36-86歳(平均 65.7歳)，一群で 33-86歳(平均

63.5歳)であり，性別は+群で男性 11例，女性42例，

一群で男性 18例，女性 71例であった.術式では+

群でoCfR49例， ECfR4例，一群で oCfR83例，

ECfR6例であった.また+群，一群聞で年齢，

性別，術式による有意差は認めなかった. (表1)

弾発指を発症した 65手のうち，発症側はCfR施

行手 53手(片側CfR施行手では 28手)，非手術手

12手であった.CfRを施行した 142手のうち 53手

(37.3%) に弾発指の合併を認め，非手術手と比較

するとCfR施行手に弾発指の合併は有意に多かっ

た. (図 1)

弾発指の発症時期は， CfR施行手では，術前 13

手， 0-6ヵ月 10手， 7-12ヵ月 3手， 1年以降2手

であった非手術手では，便宜上，手根管症候群擢

(手)

14 ~ 

12 

10 
凶 • 8 

6 

4 -- 1術前

。
三ト 介

、~. ((i" 
/ 

O 

。，，*
'1'r'" f，~ト

ダ-'*
へ僚

4、ト
qザFへ

/ 

ぺ

図 2 CfR施行手と非手術手における弾発指の発
症時期(CfR施行手;術前 /0-6ヵ月/7-

12ヵ月 /1年以降，非手術手 :口R施行側の
術前/術後)(片側のみCfR施行した 94例
188手)

(指)

18 
16 
14 
12 
10 
8 

-術前

・術後

口非手術手
必
U
守

「

，

4
n
u -母指示指中指環指小指

図3 弾発指の発症指

患側のCfR手術日で術前後に分けて検討したとこ

ろ，術前 5手，術後 7手であった. (図 2)

弾発指の発症指は，母指 28指(術前 12指， 術後

15指，非手術手 1指)，示指 8指(術前 4指，術後

3指，非手術手 1指)，中指 33指(術前 16指， 術後

11指，非手術手 6指)，環指 14指(術前 2指，術後

9指，非手術手3指)，小指2指(術前1指，術後1指，

非手術手なし)であった. CfR施行手のみを対象と

して発症指別に手術前後で比較すると有意差は認め

なかった. (χ2乗検定 p=0.23)また，非手術手も

含めて手術前後で比較しでも，有意差は認めなかっ

た. (χ2乗検定 p=0.31) (図 3)

CfRと弾発指の発症の関連性について比較する

ため， CfRを片側のみ施行した 94例を抽出して検

討すると， CfR施行手 94手では 28手 (29.8%)に，
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(手)

1α。 94 

90 

80 

ロ弾発指(一)
70 

60 
E弾発指(+)

50 

40 

30 

20 

10 

94 

82 

CTR施行手 非手術手

図4 片側 CTR施行手と非手術手での弾発指合併
の有無(片側のみ CTR施行した 94例 188手)

(手)
P=0.78 > 0.05 

30 28 
(x2検定)

25 iI 検出力

1-s=0.26 

20 ピPoweran州 s)

IS 

ノ

12 
ロ術前

10 
「ーーーーーーーー「 -術後

CTR施行手 非手術手

図 5 CTR施行手と非手術手に合併した弾発指の
発症|時期

非手術手 94手では 12手 (12.7%) に弾発指の合併

を認め， crR施行手は非手術手と比較して有意に弾

発指の合併は多かった. (χ2乗検定 p=0.004) (図

4) 

ここで，弾発指がcrRの続発症として発症して

いるのか否かを検討するため，弾発指の発症時期に

ついて検討を加えた.片側のみ crRを施行した手

に併存した弾発指 28手の弾発指発症時期を術前後

で分けると，術前から発症していたものが 13手，

術後に発症したものが 15手であった.非手術手に

擢患していた弾発指 12手に対 しでも，術前より弾

発指を合併 していたものが5手， 術後に発症したも

のが7手であった.弾発指の発症時期を手術前後で

比較すると， crR施行手と非手術手の聞に有意差を

認めなかった. (χ2乗検定 p=0.78) (図 5)

407 

[考察]

手根管症候群に弾発指が高頻度に併発することが

知られており，諸家の報告 1)2)3)4)では，その頻度は

10-28%，さらに crR後の弾発指の発生頻度は 11
-29.8%とされている.自験例では crRを施行し

た手根管症候群に併発した弾発指は 37.3%と比較的

高率ではあるが， crR施行例のみを対象としたた

め，保存的加療例を含まず，重症例が多く含まれる

ためと考えられる. crRを要するような手根管症

候群を躍患している手は有意に弾発指を合併しやす

く，手根管症候群と狭窄性腫鞘炎は共通の病態に基

づく と考察 した森田 ら4)の主張に合致する結果で

あった.

術後の弾発指発生がcrRの続発症なのか否か，

興味深いところである.

小林ら2)林ら 3)の報告では，

弾発指がcrR術後の合併症であることを認識す

べきであり，そして crRによる刺激が狭窄性健鞘

炎を誘発 している可能性があると結論づけている.

われわれの症例では crR後に発症した弾発指は

16%， crR前に発症していた弾発指は 13.8%であ

り， crR術前後で弾発指の発症に有意差を認めず，

crRの続発症として弾発指を発症しているとは言

い切れない結果であった.

なお，今回 poweranalysisでは検出力が 0.8以下

であり， 今後症例数を増やして crRと術後の弾発

指の発症についてさらに検討していきたい. (図 5)

[まとめ]

手根管開放術を要した症例では，手術手の方が非

手術手に比べて弾発指の合併は有意に多かった.

弾発指の発症時期について検討した結果，手根管

開放術の続発症として弾発指が生じたとは言い切れ

なかった.

[文献]
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Dupuytren拘縮に合併したばね指例の検討
あベむねき たきがわなおひで

阿部宗樹，瀧川直秀

病理組織学的に fibromatosisと診断された Dupuytren拘縮例で，ばね指を合併した 5例 (6手7指)を対

象とし，臨床経過と手術所見から本病態について検討した.全例が男性であり，年齢は平均65.8歳であった.

弾発を呈した擢患指は示指:1指，中指・ 3指，環指 :3指で ，Meyerding分類では gradeO:2手，grade1:4手

であった.手術所見からばね指の原因が Dupuy廿en拘縮と無関係と考えられたものが 3手であり，Dupuy-

tren拘縮由来と考えられるものは 3手であった.そのうち 2手は，ばね指の診断で腫鞘切開術を受けていた

が術後早期に再発したものであり，残りの 1手は，手根管症候群に対する手根管開放術後 2か月で環指のば

ね指を発症したものである.いずれの症例も septumof Legueu & Juvaraの肥厚や線維化した腿上索が pala-

mar aponeurosis pulley (PAプーリ一)，またはAlプーリーに癒着しており，これらが弾発の原因と思われた.

自験例では手掌!躍膜への侵襲により Dupuytren拘縮の病状が急速に増悪したと思われる症例があった.ば

ね指患者で手掌部に結節を有する症例に対しては慎重に対応し，手術を行なう際には手掌腔膜の切除や PA
プーリ一部の確認をする必要がある.

[緒言]

palmar aponeurosis pul1ey (以下PAプーリー)は

手掌腿膜の横走線維である transverse1igament of 

the pa1mar aponeurosisと垂直線維である septumof 

Legueu & Juvara (以下 SLJ)により構成される腫鞘

様構造であり， Alプーリーの近位に存在している 1)

(図1)2). Dupuytren拘縮でばね指を合併する要因に

は， PAプーリーの肥厚や病的臆膜の関与によるも

のといった疾患由来のものと，疾患とは無関係なも

のがある 3)4) しかし，その病態や臨床像について

は不明な点が少なくない.本報告の目的は自験例を

調査し， Dupuytren拘縮に合併したばね指の病態や

臨床像について検討することである.

[対象と方法]

病理組織学的に fibromatosisと診断された Dupuy-

仕en拘縮例で，ばね指を合併した 5例 (6手7指)

を対象とした(表1).全例が男性であり，年齢は平

均 65.8歳 (38-82歳)であった.弾発を認めた擢患

指は示指:1指，中指 :3指，環指 :3指で Mey-

erding分類では grade0: 2手， grade 1 : 4手であ

った.経過観察期間は平均 8.4か月 (2-23か月)

Pal円、ar

N・urovlI$Cular Lumbricool 
臥.ndle mu開畑

図 1PAプーリ一部断面図(文献2より改変し引用)

受理日 2012/11/27 
西宮協立脳神経外科病院 〒663-8211 兵庫県西宮市今津山中町 11-1
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表 1 症例の内訳

定例年Oll餓〉 性 橿患指 Lfeyerdlll8分類

57 男 左中指.婦指

宥頭指

75 男 宥申指

82 男 右頭指

38 男 右示指

'17 男 左申指

であった.これらの症例に対して臨床経過，手術所

見を調査した.

【結果]

手術所見からぱね指の原因がDupuy1ren拘縮由

来と考えられるものが3手， Dupuy1ren拘縮との関

係が考えにくく，たまたま両疾患が合併していたと

考えられるものが3手であった.Dupuy1ren拘縮由

来と考えられた 3手はいずれも手掌腫膜への侵襲を

伴う手術歴があった.2手はばね指の診断で鏡視下

腿鞘切開術を行っていたが，術後早期に弾発が再発

または改善しなかったものであり，残りの 1手は，

手根管症候群に対する手根管開放術後2か月で環指

のばね指を発症したものである.いずれの症例も

A1プーリーは切離されているか肥厚は認めず， su 
の肥厚や線維化した臆上索がPAプーリーまたはA1

プーリーに癒着しており，これらが弾発の原因と思

われ，病的臆膜は全て切除した.

一方， Dupuy1ren拘縮との関係が考えにく P3手

のうち 2手は手掌腫膜への侵襲を伴う手術歴はな

く，病的臆膜とA1プーリーとの癒着やsuの肥厚

などの所見はなかった.A1プーリーの肥厚を認め

たため阿部を開放した.もう 1手は，他院でばね指

の診断のもとA1プーリーの臆鞘切開術を受けたが

弾発が残存し，さらに MP関節の拘縮が出現した

ため初回手術後2か月で当院を受診した症例であ

る.Dupuy1ren拘縮由来のばね指も考えられたが，

病的臆膜とA1プーリーとの癒着やsuの肥厚など

の所見はなかった.病的臆膜を切除したあと A1プ

ーリー近位での切り残しを認め，これがばね指の原

因と考えられた.

全例ともに手術後，弾発は消失した.経過観察期

間中に Dupuy1ren拘縮およびぱね指の再発はなく

前治療鹿 手術所見 i 追t跡1>'期月間〉
品 目曙晶晶 町酔 “ 叫“晶晶 晶畠山晶一回‘

刊……ド

貌視下腿鞘切開術 sw線維化 23 

なし

錦繍下腿鞘切開術 包J線値化

手級官開放術 乱J線維化

直視下腿繍切開術 A1';1日リーの庇厚のみ

なし A 1';1-リーの肥厚のみ

良好に経過した.

症例提示

症例1.57歳，男性.左中指，環指のぱね指の診

断のもと当院で鏡視下腫鞘切開術を行なった.術直

後，弾発はなくなったが，指屈伸時に軽い痛みと引

っかかり感が残存した.術後3週間で弾発が再発し，

その後，急速に MP関節に約 10。の屈曲拘縮が出現

した.Dupuy1ren拘縮の合併を疑い，初回手術後2

か月で再手術を行った.A1プーリーは開放されて

おり同部での異常はなかったが，A1プーリーのす

ぐ近位で線維化した臆上索が肥厚したsuとー塊と

なっていた(圏各a).病的腫膜を尺側より剥離し翻

転すると，浅・深指屈筋腫の臆鞘滑膜の増殖と屈筋

腫に圧痕を認めた(図2・h).病的臆膜および腫鞘滑

膜は全て切除した.手術後，弾発は消失し，その後

は弾発や Dupuy1ren拘縮の再発はない.

[考察]

Dupuy1ren拘縮は本邦では比較的まれであり，本

疾患に伴うばね指の報告は少なく，児島ら 5) 北山

ら3)の報告と森谷ら 6)の報告のみである.Burgess 

ら4)はDupuy1ren拘縮にぱね指を合併することはよ

くみられることであるとし，その病態は Dupuy1ren

拘縮に A1プーリーでのばね指が合併したもの，す

なわち Dupuy1ren拘縮が弾発の原因ではないもの

と， Dupuy1ren拘縮による病的腫膜がぱね指の原因

となるもの，すなわち通常は Dupuy1ren拘縮で擢患

しないとされるsuの線維化によりぱね指を発生す

るものの2つに分けられると述べている.自験例で

はDupuy甘en拘縮がばね指の原因と思われたもの

が3手あったが，いずれの症例も手掌腫膜への侵襲

を伴う手術歴があり，この既往がDupuy1ren拘縮の

病状を急速に増悪させ，ぱね指の発生または再発を
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図2 症例1. 57歳男性手術所見

a: A1プーリーのすぐ近位で線維化した腿上索
が肥厚した SIJとー塊となっていた(矢印)

b:腿鞘滑膜の増殖と屈筋鍵に圧痕
(矢印)を認める

生じさせたと考えている.この事は Burgessら4)や

北山ら 3)も述べていることであり， Dupuytren拘縮

が原因となるばね指の病態を考えるうえで重要であ

ると思われる.さらに， Dupuytren拘縮がばね指の

原因と思われた自験例の 3手のうち 2手は手術歴と

して鏡視下の腿鞘切開術を行っていた.鏡視下腿鞘

切開術はカニューラ挿入のため Alプーリ一部より

やや近位の手掌腿膜に侵型が加わることとなる.こ

れにより， Dupuytren拘縮の急性増悪が PAプーリ

一部に起った可能性があると考えられる.

Rayanら7)は外傷や手術を契機に手掌部に Dupy-

甘en拘縮様の結節を生じる Non-Dupuy廿en'sdisease 

という概念を報告した.この概念と手術などの侵襲

を契機に Dupuy甘en拘縮が急性増悪した場合との

鑑別は難しいと思われる.しかし， Non-Dupuytren's 

diseaseは non-progressiveな臨床経過である一方，

Dupy廿en拘縮の経過は progressiveであるため鑑別

は可能である.自験例は全て fibromatosisの診断は

得られているが，病理組織学的な両者の鑑別は難し

いと考えられることから白験例の中に classicな

Dupuytren拘縮ではないものが含まれている可能性

は否定出来ない.

Dupuytren拘縮にばね指が合併する場合，症状よ

りぱね指の診断は容易で、あるが， Dupuytren拘縮の

病期は初期であることが多いため見逃されやすい 8)

自験例でも Dupuytren拘縮の診断が得られないま

ま通常のばね指として治療した例があり，初診時に

本病態を的確に診断することはかなり難しいと思わ

れる.以上から，ばね指患者で手掌腔膜への侵襲を

伴う手術歴がある場合や結節を MP関節掌側に認

める症例は慎重な対応が必要であると考える.手術

を行なう際には， Dupuytren拘縮の合併がある可能

性を考え，直視下手術とし，特に Alプーリ ーの肥

厚がない場合は手掌腿膜の切除や PAプーリ 一部の

確認などについて検討することが必要と考える.

[まとめ]

Dupuytren拘縮に合併したばね指 5例， 6手につ

いて報告した.手掌腔膜への侵襲を伴う手術歴があ

るばね指患者では Dupuytren拘縮が合併している

可能性があることを念頭において治療する必要があ

る.

[文献1
1) Manske PR. Palmar aponeurosis pulley. J Hand Surg 

Am8目 259-263，1983 

2) Rayan GM， et al. Palmar fascial complex anatomy and 

pathology凶 Dupuytren'sdisease. Hand Clin 15・73-86，

1999. 

3) 北谷晋也ほか.弾発現象と MP関節拘縮を呈した Du-

puytren拘縮の 5{ylJ. B手会誌26:520-523， 2010. 

4) Burgess RC， et al. Stenosing tenos戸lOvitisin Dupuy-

tren's cont:racture. J Hand Surg Am 12: 89・90，1987 

5) 児島忠雄ほか.PA pulleyの重要性.日手会誌24:92・

96，2007. 
6) 森谷浩治ほか.Dupuytren拘縮に合併したばね指の 2

例整形外科 56:1693・1696，2005

7) Rayan GM， et al. Non-Dupuytrns‘s disease of the palmar 

fascia. J Hand Surg Br 30B: 551・556，2005

8) Parker HG， et al. Dupuytren's con仕actureas a cause of 

stenosing tenosynovitis. J Maine Med Assoc 70: 147・

148，1979. 
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一般住民における手指屈筋臆臆鞘炎の疫学調査
かねこてつや たじか っょL こばやL っとむ おかむらこういち よねもとゆきお たか晋Lけんじ

金子哲也，田鹿毅，小林勉，阿部興一，米本由木夫，高岸憲二

ばね指を含む手指屈筋腫健鞘炎(以下腫鞘炎)の一般住民における疫学調査報告は我々が渉猟しえた限り

存在しない.母指を含む手指A1pulley直上の圧痛または弾発現象を呈するものを腫鞘炎と定義し，一般住

民における臆鞘炎の疫学調査を行ない，ロジスティック回帰分析による関連因子の検討を行なった.対象は

農林観光業を主産業とする山村で地域検診に参加した 408人で，平均年齢 64歳 (25歳から 87歳)で女性

が287名 (70%)を占めていた.腫鞘炎の有病率は 10.5%(43/408人)であり， 60歳代に最も多くみられた.

ロジスティック回帰分析の結果，過去の腫鞘炎治療歴は有意な説明変数であり，この検討から過去の臆鞘炎

治療歴は新たに他指におこる臆鞘炎発症の危険因子になりうることが示唆された.

[緒言]

ばね指を含む手指屈筋腫腫鞘炎(以下腫鞘炎)は

日常診療においてよく遭遇する一般的な疾患である

が，国内外において一般住民における疫学調査の報

告はない.そのため，一般住民における腫鞘炎の有

病率やその疫学的背景などは知られていない.以上

から，母指を含む手指A1pulley直上の圧痛または

弾発現象を呈するものを腫鞘炎と定義し，臆鞘炎の

疫学調査を行い，一般住民における臆鞘炎の有病率

および，関連する因子を調査したので報告する.

[対象と方法]

農林観光業を主産業とする某山村で地域検診を行

い，目的とする全ての調査項目を評価し得た 411人

のうち関節リウマチを含む自己免疫疾患が既往にあ

る被験者を除外した 408人 (2~7歳，平均年齢64歳)

を対象とした.対象は全住民の人口の約 7%にあた

り，男性121人 (30%)，女性287人 (70%)であった.

問診は年齢，性別，利き腕， Body mass index (以

下BMI)， Euro QOL (効用値)ペ腫鞘炎治療歴の

有無(注射または手術)，糖尿病治療の有無と尿糖，

既往歴などについて調査した.また，診察は 15年以

上の診療経験のある 1人の整形外科医が行ない，母

指を含む各指のA1pulley直上の圧痛と弾発現象の

有無を確認した.統計解析方法は，臆鞘炎の有無に

より腫鞘炎あり群と腔鞘炎なし群の 2群に分け，年

受理日 2012/11/27 

齢， BMI， Euro QOL (効用値)に関しては student・t

検定を使用し，性別，腫鞘炎治療歴の有無は χ2独

立性の検定を使用して単変量解析を行った.また，

腫鞘炎の有無を従属変数，問診内容の年齢，性別，

BMI， Euro QOL (効用値)，腫鞘炎治療歴の有無(注

射または手術)を説明変数としたロジスッティック

回帰分析を行った.統計解析には SPSS(ffiM SPSS 

S旬tistics20)を用い，危険率5%未満を有意とした.

[結果]

腫鞘炎は 4080指中 68指にみられた.有病率は

10.5% (43/408人)であった.性別の有病率では，

男性7.4%(9/121人)，女性 11.8%(34/287人)で

女性に多かった.弾発現象のみを呈していたものは

2.7% (11/408人)であった(表 1).複数指同時擢

患は合計4指まで存在した.複数指同時擢患は女性

に多く，男性1.7%(2/121人)，女性4.2%(12/287 

人)，全体で 3.4%(14/408人)であり，腫鞘炎と診

断された群の 33%にみられた(表2).年齢別の有

病率では男性が50歳代に最も多く，女性は 60歳代

に最も多かった.男女の合計では腫鞘炎と診断され

た群のピークは 60歳代であった(表3).腔鞘炎あ

り群における指別の検討では利き腕側では母指 (11

指)が最も多く，示指 (10指)，環指 (10指)の順

であった.非利き腕側では示指 (10指)と中指 (10

指)は同数で，次に母指 (8指)の順であった.合

群馬大学医学部附属病院 干371・8511 群馬県前橋市昭和町三丁目 39番15号
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計では示指 (20指)，母指 (19指)の順に多かった.

また，利き腕で分けた総指数は利き腕側35指，非

利き腕側33指であった(表4).単変量解析におけ

る関連因子の検討を表5に示す.臆鞘炎群では過去

の臆鞘炎治療歴が有意に多かった.他の関連因子を

含めたロジスティック回帰分析においても過去の腫

鞘炎治療歴は現在の腫鞘炎の存在における有意な説

明変数であった(表6).なお，今回の検討におい

ては腫鞘炎治療指の再発はなかった.また，単変量

解析およびロジスティック回帰分析において腫鞘炎

年鈴{歳)

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

70・79

8Cト89

合計

表 1 臆鞘炎の有病率

腿草書炎あり指数 弾発現象ありのみ人数

{指数} /総被験者数

男性 12 3/121人
(2.5) 

女性 56 8/287人
(2.8) 

合計 68 11/408人
(2.7) 

表2 麓鞘炎の後数指催患率

男性人数

臆繍炎あり指数

1 7 

z 

3 1 

4 0 

合計人数 9 

複数指櫨息合計
(一般住民における割合百 2

斗2

女性人数

22 

5 

4 

3 

34 

12 

~ 

表3 年齢・性別の臆鞘炎有病率

男性層量輸炎あり女性臆翰炎あり
人数(%) 人数(%) 臆繍炎人数(%) 男性検診人数

0(0) 0(0) 0(0) 。
0(0) 2 (15.4) 2 (15.4) 。
0(0) ヨ(10.7) 3 (10.7) 6 

3(12.5) 8(13.3) 11(13.1) 24 

3(9.1) 15 (16.7) 18 (14.6) 33 

3(7) 5(6.5) 8(6.7) 43 

。(0) 1(5.9) 1(3.1) 15 

9{7.4} 34{11.8} 43{10.5i 121 

- 90ー

震繍炎あり人数
/総鍍験者数

(%) 

9/121人
(7.4) 

34/287人
(11.8) 

43/408人
(10.5) 

合計人数

一般住民における割合{粉

29 

(7.1) 

6 

(1.5) 

5 

(1.2) 

3 

(0.7) 

43 

(10.5) 

14 

QA 

女性績診人数 総横診人数

z 2 

13 13 

28 34 

60 84 

90 123 

77 120 

17 32 

287 408 



一般住民における手指屈筋腿臆鞘炎の疫学調査 413 

[考察]の存在と年齢，性別， BMI， Euro QOL (効用値)の

聞に有意な関連はなかった.また，糖尿病治療中の

被験者が 13/408名，尿糖2+の被験者が5/408名存

在し，この群を糖尿病あり群としたが，この群には

腫鞘炎と診断された被験者は存在しなかったため，

今回の対象からは糖尿病と腫鞘炎の関わりを検討す

ることができなかった.

ばね指を含む手指屈筋腫腫鞘炎は日常診療で一般

的な疾患であるにも関わらず，一般住民における疫

学調査の報告はなく，本研究は国内外において初の

試みであると思われる.今回の結果から臆鞘炎の有

病率は一般住民の約1割に相当することが判明した.

sωrmらは医療機関通院中の患者を対象とした調査

報告で，対象を糖尿病あり群となし群に分けて指の

表4 指別の臆鞘炎数

事jき手麓翰炎あり指数 非科き手手麗翰炎あり指数 合計震革審炎あり指数

母指

示指

中指

環指

小指

金量

11 s 

10 10 

3 10 

10 3 

1 2 

35 33 

表5 鍵鞘炎の有無とその関連因子の単変量解析
ホ1student-t検定 叫 χ2独立性の検定

臆翰炎あり 車量輸炎なし 平均値の差 差の95%信銀区間

年齢 61.7:!:1.9 64.3土1.7 2.631 -1.19-6.45 

性~IJ(男/女/総数} 9/34/43 112/253/367 

BMI 23.5士0.6 23.6士0.2 0.86 -1-1.2 

EuroQOL(効用値} 0.74:!:0.04 0.8土0.01 -0.06 心.02-0.13

臆草書炎治療箆/総数 7/43 11/365 

表6 鍵鞘炎の有無とその関連因子のロジスティック回帰分析

腿草書炎あり 車量草書炎なし 95唱信額区間 P値

年齢 61.7:!:1.9 64.3:1:1.7 0.942・1.012 0.198 

性別{男/女/総数} 9/34/43 112/253/367 0.277 

BMI 23.5:!:0.6 23.6:!:0.2 0.864-1.103 0.669 

EuroQOL(効用値} 0.74:!:0.04 0.8:1:0.01 0.111・1.274 0.239 

健餓炎治療歴/総数 7/43 11/365 0.001 

結尿病治療案内服
または尿燈2+以上 日/43 18/365 
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20 

13 

13 

ヨ

68 

P値

0.18・1
0.12・2
0.9・1
0.128・1
0.0001・2
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弾発現象を確認したところ，糖尿病なし群では弾発

現象が2.6%の被験者に存在したと報告している 2)

我々の検討は対象が一般住民であるが，弾発現象だ

けで臆鞘炎を定義すると一般住民の約 2.7%に存在

する結果となっており， Stormらの結果とほぼ同様

であった.Bonniciらの報告では臆鞘炎治療対象者

の中で複数指擢患の割合は約 36%であり，本研究結

果 (33%) と類似していた 3) また，過去の腫鞘炎

患者を対象とした報告では，性・年齢別の有病率は，

女性に多く 50-60歳台に多いと報告されており 2)3)ペ
この点においても我々の結果と類似していた.しか

し，一般住民における臆鞘炎擢患指についての検討

では，腫鞘炎の存在は母指・示指に多い結果であっ

たが，健鞘炎患者における過去の文献を調べると，

母指と環指や中指に多く小指と示指は少ないとする

報告 3)4)制)7)が多い.治療を要するばね指が母指以

外に中指や環指に多い明らかな原因は不明である

が，著者らは本研究の結果から示指は腫鞘炎が存在

しでも治療を要するほどのADL障害が起こりにく

い可能性を推察している.また，臆鞘炎の存在に関

連する因子の検討では注射や手術による腫鞘炎治療

歴が有意な説明変数であり，本研究では腫鞘炎治療

指の再発がなかったことから，過去の腫鞘炎発症は

他指擢患の危険因子であることを示唆していると考

えられた.これまでの報告から，糖尿病は臆鞘炎の

危険因子であるとされている捌.今回の検討では，

対象に糖尿病と判断された被験者群に腫鞘炎が存在

せず関連性を検討することはできなかった.今回の

臆鞘炎疫学調査は手指屈筋腫臆鞘炎の一般住民にお

ける疫学を明らかにする有意義なものと考えている

が，いくつかの限界がある.第一に腫鞘炎の診断基

準である.今回用いた定義では，骨軟部腫揚や関節

炎が弾発現象やAlpulley直上の圧痛を引き起こす

可能性があり 9)10) これらの除外が困難であると思

われる.さらに，今回一般的に腫鞘炎擢患が少ない

と考えられている示指に臆鞘炎ありの診断が多くみ

られた原因として，こうした要因が関わっている可

能性があると考えた.第二に本研究では母集団が少

数であり，年齢分布も均一ではないことが結果を左

右している可能性がある.一般住民を対象とした疫

学研究ではさらに被験者を増やす必要性があると思

われる.第三に本研究は横断研究のため，腫鞘炎の

発症をとらえておらず，自然経過や発生率に関して

は不明である.特に，腫鞘炎の自然経過が分かるこ

とにより，治療介入の是非がさらに明らかになると

考えられる.今後，縦断的な研究によりこれらの点

も明らかにすることで，日常診療にさらに役立つ知

見を得ることができると考えられる.

[まとめ]

一般住民408人を対象として手指屈筋健腫鞘炎の

疫学調査を行った.有病率は 10.5%であった.現在

の腫鞘炎の存在は過去の臆鞘炎治療歴と関連してい

た.

[文献1
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74: 951-9臼， 1977.
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Hand Surg Br 13: 20~ト203， 1988.
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gers and thumbs. J Hand Surg Am 15: 553-558， 1988. 
5) 堀内行雄.狭窄性鍵鞘炎(ばね指)の保存療法.整・

災外49:481486， 2006. 
6) 百lorpeA Results of surgery for凶ggerfinger. J Hand 

Surg Br 13: 199-201， 1988. 
7) 湾泉卓哉ほか.成人ぱね指に対するステロイド麓鞘内
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2009. 
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血液透析患者における手指屈筋腿滑膜切除術後の
ハンドセラピィと手指運動機能の変化
なかやまゆきや寸 よしむらみつお

中山幸保，吉村光生

血液透析(以下 HD)患者の手根管症候群(以下crs)再発例に対して，手指屈筋!躍滑膜切除術に加え，

拘縮の改善，屈筋)挫の滑走拡大，腿癒着防止を目的に，原則として手術翌日よりハンドセラピィ(以下セラ

ピィ)を実施している.術後 3か月以上継続してセラピィを実施した 28例 34手について，術前の Totalac-

tive motion (以下T品川の最少の指を選択して，滑膜切除術前とセラピィ実施後(以下実施後)で， MP-

DIPの各関節の自動可動範囲(以下A-arc) と他動可動範囲(以下 P-arc)，T品-1， To凶 Passivemotion (以

下TPM)，握力を比較した.T品4が最も少なかったのは，示指 8手，中指 16手，環指 9手，小指 1手であ

った実施後で有意に改善を認めたのはA-arcのPIP・DIP関節， P-arcのPIP関節， T品-1， TPM，握力で

あった HD患者の crs再発例に対する滑膜切除術と術後早期セラピィは，手指運動機能と拘縮の改善に

有効であると考える.

[緒言]

血液透析(以下 HD)患者における手根管症候群

(以下 crs)では，アミロイド沈着による!陸滑膜炎

や屈筋腿の変性などにより，手根管内圧の上昇を原

因とした再発を少なからず認める.また，手指屈筋

腿の滑走障害や関節拘縮なども合併しやすい.再発

例においても直視下，鏡視下などの手術による治療

成績が報告されている山

当院では， HD患者の crsの初回手術例では，手

指関節の可動域制限が少ないため，原則として特発

性crsと同様の手根管開放術を行い，術後にハン

ドセラピィ(以下セラピィ)は実施していない.再

発例に対しては，前腕遠位から手掌部にかけての手

指屈筋腫滑膜切除術(以下滑膜切除術)と，再生し

た屈筋支帯の切離を行い，手指の運動障害が強い場

合には，腫鞘切開術および、肥厚変性した深・浅指屈

筋腿のトリミングや一部切除などを追加している

(図1).術後は早期より関節拘縮除去，屈筋l挫の滑

走拡大と癒着防止を目的としてセラピィを実施して

いる.

今回，手指運動機能を，滑j換切除術前とセラピィ

実施後(以下実施後)で比較，検討したので報告す

る.

[対象と方法]

対象は HD患者の crs再発例のうち，術後 3か

月以上継続してセラピィを実施した 28例 34手で，

この中には再々発例 2例2手もあった.男性 12例

14手，女性 16例 20手であり，手術時年齢は平均

58.9歳 (48-75歳)であった. HD開始から滑膜切

除術までの期間は平均 25.2年(16-34年)，初回手

術から再発の滑膜切除術までの期間は平均 8年6か

月 (10か月 -15年)，再々発例 2例2手の再発から

受理日 2012/11/26 
吉村整形外科医院 干910-0005 福井県福井市大手 3-7-1

図 1 crs再発例の手術療法
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(度) * P<O.05 
:;;「ー…一一一一雨* 
80↓N.S 

60 J r置・本

MP PIP DIP 
A-arc 

図術前

・実施後

MP PIP DIP 
P-arc 

図2 手指関節の可動範囲

再々発の滑膜切除術までの期間は 1年と 4年8か月

であった.術後セラピィの実施期聞は平均 5.1か月

(3-10か月)であった.

初回手術後にしびれの軽減および痔痛の消失，

scvの改善などが認められたが，その後，強いしび

れや痔痛，手指の運動障害，握力低下などの症状を

訴え， scvの悪化したものを再発とした.

術後セラピィは原則として手術翌日より実施し

た.まず関節拘縮の除去を目的に手関節以遠を単関

節ごとに牽引や副運動で関節周囲軟部組織を伸張後

に他動運動を実施した.次に深・浅指屈筋を十分に

伸張して獲得できた他動運動範囲内で，手指屈筋l躍

の滑定拡大と腔癒着防止を目的に他動伸展位からの

自動屈曲運動を実施した.最後に可能範囲で自動屈

曲伸展運動を繰り返した.関節拘縮や腔周囲組織の

炎症などで，強い痔痛を訴える場合には特に愛護的

に実施した.また，切離した屈筋支帯や腿鞘切開部

に腔滑走による強い終痛がある場合は，手関節と

MP関節を O。に保持したままで， PIP' DIP関節の

運動を行い，終痛の軽減に合わせて手関節と MP関

節の運動を加えた.外来通院によるセラピィである

ため，関節の拘縮やこわばりの強い朝から午前中に

できるだけ当院でセラピィを実施して，帰宅後も痔

痛の許容範囲内で 1日3-4セットの自主運動を励

行した.

効果判定として，各手における示指~小指の内，

TotaJ active motion (以下TAM)の最も少ない手指

を代表に選択して，その手指の MP-DIPの各関節

の自動可動範囲(以下A-arc)，他動可動範囲(以下

P-arc) ， T品 11，To凶 passivemotion (以下TPM)に

ついて術前と実施後で平均値を比較した.また握力

についても術前と実施後で平均値を比較した.統計

(度)
事 P<O.05

300 

250 

200 

150 

1 Eコ置二口附
100 -実施後

50 

O 

TAM TPM 

図3 手指関節To凶 Motion

処理は，対応のある t検定を用い危険率 5%未満を

有意差ありとした.

[結果]

TAMが最も少なかったのは，示指 8手，中指 16

手，環指 9手，小指 1手であり，中指に最も T品 4

の低下を認める症例が多かった.

Mp.Plp.DIP各関節におけるA-arc は術前 67.80 •

58.5。・ 43.4。が，実施後71.4
0

・70.9。・52.4。となり，

PIP' DIP関節で実施後に有意に改善を認めた(図

2). P-arc は術前 98.8。 ・ 88.2。 ・ 67.7。が，実施後 98.90 •

94.1。・ 71.3。となり， PIP関節で実施後に有意に改

善を認めた(図 2). P-arcに比べてA-arcの方が関

節数，関節角度ともに改善が大きい.

T品 4は術前 163.2。が実施後 187.2
0

，TPMは術前

233.1。が実施後 245.1。になり，ともに有意に改善を

認めた(図3).TPMに比べてT品 4の改善が大きい.

実施後の%T品 4は正常値を 260。と して 72%であ

る.

握力は術前 8.9kgが実施後 11.5kgになり，有意
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沈理署 廓清

図4 手指JIT!筋)挫のアミロイド沈着

切除後

に改善を認めた.

[考察I
HD患者における CTSの治療に関しては，アミロ

イド沈着による手根管内圧の上昇に起因する手のし

びれや痛みに対して，滑膜切除術を有効な選択肢と

する報告がある 1)3)4)5) 再発例の状態としては， 神

経症状以外にも手指の関節拘縮および腫脹，終痛を

認めることが多い.滑膜切除術後は神経症状に起因

する手の痛みについては軽減もしくは消失するが，

関節拘縮や屈筋腫滑走に起因する痛みにより満足な

運動が困難なことが多く，腔癒着の危険性もあるこ

となどから，手指運動機能を改善することも重要と

考える.喜多島らは長期血液透析患者の CTS手術

患者は，透析時痛が改善すれば他覚所見が回復しな

くても満足するが，筋力，知覚障害の改善度も手術

治療の有効性を評価するのに重要であると報告して

いる 6) 今回の症例においても，主訴は手の しびれ

や痛みなどの神経症状が多く，特に 4時間の透析時

に出現する持続的な症状の訴えが多く，手指運動障

害があるにも関わらず主訴とならない場合も多い.

アミロイドは腔自体にも沈着するため，廓清と肥厚

部の切除後は，癒着の防止と腔滑走の拡大を目的に

セラピィを実施することで 筋力と関節可動性の両

面より手指運動機能が改善すると考える(図 4).

手指関節可動域については PIP関節を中心とし

たA-arc，P-arc，およびTAM，TPMで有意に改善し

ており ，P-arcに比べてA-arc，TPMに比べて T品 f

に改善が大きいことは，手術により手根管の相対的

な狭小化が改善され，セラピィにより外来筋である

深指屈筋，浅指屈筋の!瞳滑走が改善， 維持できたも

のと考える.

握力については，いずれも初回手術後の報告では

あるが，喜多島らは ECfR，OCfRの両群ともに術

後に回復したと報告している 6) また Shiotaらは屈

筋支帯の切離と滑膜切除術の併用が握力の回復が早

いと報告しており 7) 堺らは術前に比べて手根管解

放のみでは悪化，滑膜切除の追加では改善したと報

告している 8) 今回の結果は再発例であり程度は少

ないが，有意に改善を認めた.

HD患者の CTS再発例に対する滑膜切除術と術

後早期セラピィは，手指運動機能と拘縮の改善に有

効であることが示唆された.

種々の合併症を有していることも多く，外来通院

によるセラピィの継続が困難の場合への対応も必要

と考える.また，手術回数が増えるに伴い治療成績

は低下しやすく， HDの継続ではアミロイドの沈着

は恒久的なものであり，神経症状，運動機能ともに

長期的に管理することが必要と考えられた.

[まとめ1
1. HD患者の CTS再発例に対して滑膜切除術後

に，拘縮の改善，屈筋l陸の滑走拡大，臆癒着防止を

目的に，原則として術翌日よりハンドセラピィを実

施した.

2.術後3か月以上継続してセラピィを実施した

k
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418 透析患者の手指屈筋腫滑膜切除術後の運動機能の変化

28例 34手について，手指運動機能を，術前とハン

ドセラピィ実施後で比較した.

3. A-釘 C のPIP・DIP関節， P-arcのPIP関節，

TAM， TPM，および握力において，セラピィ実施

後で有意に改善した.

4. HD患者の crs再発例に対する滑膜切除術と

術後早期セラピィは，手指運動機能と拘縮の改善に

有効であることが示唆される.

[文献1
1)吉村光生.血液透析患者の手根管症候群再手術例につ

いて.日手会誌21:840-843， 2004. 
2) 奥津一郎ほか.長期血液透析例の再発手根管症候群に

対する内視鏡手術成績.日手会誌21:160-164， 2004. 
3) 楠瀬治ーほか.透析手根管症候群.盤・災外45:113~ト

1141，2002. 

4) 神谷敬一郎ほか.透析患者の手根管症候群再手術例の

検討ー滑膜切除とその後療法一.日臨整会誌30:44-

47，2005. 
5) 土田健司ほか.手根管症候群に対する外科的治療ー特

に直視下手根管解放&臆滑膜切除術の成績一.透析会

誌40:226-228， 2007. 
6) 喜多島出ほか.長期血液透析に伴う手根管症候群に対

する観血的治療の主観的評価一患者立脚型質問調査票
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7) Shiota E， et al. Open surgical therapy for carpal tunnel 

decompression in long-term haemodialysis patients. J 
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8) 堺慎ほか.長期血液透析に合併した手根管症候群の

手術治療一再発予防のために一.日手会誌21:157.・159，
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外傷性指背側皮膚欠損に対する外科的治療選択
くぽけんいち こじまただお

小久保健一，児島忠雄久能隼人，
むらなかひでゆき

村中秀行
ふ〈もとけいぞう

福本恵三津村車哉，、a 圃-."
"'~IìIi;t人;$!f-'I<""

指背側皮膚欠損はしばしば骨，腫の露出や損傷を伴い，その再建には正常な皮膚，軟部組織での被覆を必

要とする.当院で経験した指背側皮膚欠損に対する術式を検討した.術式は遊離全層植皮 14指，局所皮弁

12指，区域度弁 12指，遊離度弁 1指であった.我々は指背側皮膚欠損ではその損傷の深さ，範囲に応じて

再建方法を選択して来た.欠損の深さに関しては，皮膚のみの欠損の場合は遊離植皮を選択した.腫損傷を

伴う場合は，植皮では生着率や腫癒着が問題となり，確実な創閉鎖とともに皮膚性拘縮の予防や伸筋腫滑走

を促す意味からも，脂肪筋膜弁，皮弁を適用した.骨の露出，欠損を伴う場合には皮膚を有する皮弁での一

期的再建を選択していた.欠損の長軸方向の長さでみると 10-15mm以下では局所皮弁， 10-30mmでは

区域皮弁， 30mmを越える場合には遊離皮弁を用い，皮弁の生着率は 100%であり，全例で問題なく創閉鎖

が得られていた.

1指， digitolateral flap 1指)，区域皮弁 12指 (dorsal

middle phalangeal finger flap 3指， adipかfascialflap 

+全層植皮 2指， dorsoulnar flap 2指， revese dor-

sal digital island flap +全層植度2指，他)，遊離皮

弁1指 (dorsalpedis flap 1指)であった.平均欠損

範囲は植皮術 19.8 x 12. 2mm，局所皮弁 12. 1x 

lOmm，区域皮弁 19.3 x 15. 6mm，遊離皮弁 80x

50mm (母指背側から手背)であった.皮弁は全例

で生着し，部分壊死は認めなかった.感染は認めな

かった.

症例提示

症例 1:65歳女性.飼い犬に左母指を噛まれ受傷

した.左母指背側皮膚欠損，臆露出を認め，受傷 11

日目に dorsoulnarflapを施行した(図 1a，b).皮弁

は良好に生着し，術後3か月で可動域はMPOO/600， 

IPOO /700，榛側外転 450，掌側外転 40。と軽度の第

一指間拘縮を認め，度弁作成に伴うものと考えられ

た(図 1c). 

症例 2:29歳男性.機械に右示指を挟んで受傷し

た.同日，右示指DIP関節背側皮膚欠損を reverse

dorsal digital island flapで被覆した.示指榛側に re-

verse dorsal digi凶 islandflapをデザインし，示指標

側に皮下血官茎を作成した.骨損傷は認めなかっ

た.terminal tendonが欠損していたため，尺側の

[緒言]

指背側皮膚欠損はしばしば骨，腫の露出や損傷を

伴い，その再建には正常な皮膚，軟部組織での被覆

を必要とする.当院における指背側皮膚欠損に対し

てどのような術式が用いられていたか検討し，その

外科的治療戦略について述べる.

[対象と方法]

平成9年から平成 23年までに外傷性指背側皮膚

欠損に対して外科的治療を行った 29例39指(男性

24例，女性5例)を対象とし，それぞれの損傷の深

色皮膚欠損範囲，皮膚再建術式を検討した.年齢

は18-86歳(平均 43.2歳)，擢患指は母指 5指，

示指14指，中指8指，環指6指，小指6指であった.

10指で伸筋臆損傷を認め，伸筋腫移植を要したもの

が1指あった.骨折の合併を 13指で認め， 4指で骨

移植術を同時に施行した.

[結果]

平均経過観察期間は 14か月であった.術式は遊

離全層植皮 14指(うち人工真皮+遊離全層植皮 5

指)，局所皮弁 12指 (dorosolateralflap 4指， rota-

tion flap 2指， VY advancement flap 2指， transposi-

tion flap 1指， bipedicle flap 1指， slide-swing plasty 

埼玉県東松山市石橋 1721

勾，.
Q
U
 

干355-0072
受理日 2012/11/14 
埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所
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図la 症例 1 皮弁デザイン 図lb 症例 1 皮弁を反転 図lc 症例 1 術後3か月

図2a 症例 2 皮弁デザイン 図2b 症例 2 皮弁を反転 図2c 症例 2 術後3か月

図3a 症例 3 皮弁デザイン 図3b 症例3 筋膜脂肪弁を反転 図3c 症例 3 術後3か月

lateral bandを一部切除し，アンカースクリューで

固定した(図 2a，b).良好に皮弁は生着し，術後 3

か月で可動域は PIP100/-15 DIP 30/0である(図

2c) . 

症例 3:65歳男性.オートパイのエンジンファン

に右示指を挟んで受傷した.右示指 PIP関節背側

皮膚欠損，腿露出を認めたが， )躍損傷，骨折はなか

った.同日，夜間の受診であったため救急外来で応

急処置として皮膚欠損部は人工真皮で被覆され，受

傷後 11日目， reversed adipo-fascial flapで被覆し，

その上に全層植皮を行った(図 3a，b).皮弁，植皮は

良好に生着し，術後3か月で PIP可動域は -20
0

/100。

であり，初期の固定による屈曲拘縮が軽度生じた

(図 3c). 
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[考察]

手指背側皮膚欠損は日常診療でしばしば遭遇し，

その治療には保存的治療から単純縫合，遊離植皮，

皮弁など様々な再建方法がある.

皮弁の選択としてまず，局所皮弁，区域皮弁で一

期的に被覆が可能か検討し，ついで遊離皮弁の選択

を考慮する1)又，可能であればできるだけ他指に

癒痕を残さない，同一指からの皮弁を選択する.知

覚再建は指尖，指腹，指切断端では大切であるが，

指背に関しては通常必要としないと考えている.

我々は指背側皮膚欠損ではその損傷の深さ，範囲

に応じて再建方法を選択して来た.欠損の深さに関

しては，皮膚のみの欠損の場合は遊離植皮を選択

し，整容的観点から全層植皮を用いていた.腫損傷

を伴う場合は，植度では生着率や腫癒着が問題とな

り，確実な創閉鎖とともに皮膚性拘縮の予防や伸筋

腫滑走を促す意昧からも，脂肪筋膜弁，皮弁を適用

した.骨の露出，欠損を伴う場合には皮膚を有する

皮弁での一期的再建を選択していた.欠損の長軸方

向の長さでみると 10-15mm以下では局所皮弁， 10

-30mmでは区域皮弁， 30mmを越える場合には遊

離度弁を用いた.その結果，皮弁の生着率は 100%

であり，全例で問題なく創閉鎖が得られていた.

局所皮弁としては rotationflap， VY advancement 

flap， transposition flap， bipedicle flap， slide-swing 

plasty， digitolateral flap等様々な方法がある.

区域度弁では dorosolateralflap， dorsal middle 

phalangeal finger flap， adipcト.fascialflap， dorsoulnar 

flap， revese dorsal digi凶 islandflap等があるが，そ

の多くは掌側指動脈やその背側枝を利用した皮弁で

ある.

皮弁の選択は各々の症例，術者の経験や好みによ

って異なる.症例 1のdorsoulnarflapでは皮弁は生

着したが，第 1指聞の軽度拘縮を生じた.Teran P 

らの報告においても同様に第 1指聞の拘縮を伴う例

が報告されており，特に 2X1cm以上の場合，拘縮

を伴いやすいと述べている 2) 症例 2のreverse

dorsal digital island flapも良好な成績が報告されて

いるが 3) 皮膚を伴うため，皮弁の自由度が低いの

で茎のねじれが生じることがある.それに対して

adipo・.fascialflapは比較的簡便で良好な生着率が報

告されており，最近我々は adipo同.fascialflapを使用

することが多い.他指に擁痕を残さずに一期的に手

術が行え，度弁も薄く柔軟性があり， donor部の整容

性がよいことも利点である.Laiら 4)はadipo-fascial

flapを指動脈背側枝によって形成された豊富な血菅

網による randompatternのturn吋overflapとして手

に応用したが，掌側指動脈の背側枝を含むことで

arterial flapとして利用することが可能である.Bra-

ga-Silvaら5)はPIP関節から各背側枝の距離を詳細

に計測し，尺側・横側ともほぼ一定の距離をおいて

背側枝が存在しているため， turnover flapとして用

いる場合は皮弁基部を PIP関節から近位または遠

位に 10mm残すと安全に挙上できると述べている.

菊田ら 6)は指動脈背側枝を確認すれば度弁基部を

短くすることも可能であり，背側枝が確認できない

場合でも 10mm残せば安全であると述べている.人

工真皮+植皮術による被覆も選択肢のーっとして考

えられる.Weigertら7)は手指における人工真皮を

用いた臨床成績を報告しており， paratenonのない

腫組織での良好な成績を報告し，Ka仕組aら8)は伸

筋腫再建を行った症例にも使用している.簡便で固

定も要らないことが利点であるが，欠点としては治

癒に時間がかかることや 2期的再建が必要となるこ

とが挙げられる.

しかし，症例によっては広範な皮膚欠損等で遊離

度弁を考慮した方がよい場合もあり，薄い皮弁が望

ましいため，側頭筋膜弁+植度術や足背皮弁が適応

となる.

本論文の趣旨は多様な手背欠損創閉鎖における各

術式の有用性を検討することであり，機能的評価は

行わなかったが，全体的に著明な機能障害は認めら

れなかった.適切な修復法により迅速な再建を心掛

けることは，機能的観点からも重要と考える.ただ

し症例の項で示した如く，軽度の拘縮がみられた症

例もあることから，リハビリテーションについても

十分な配慮を要するものと考えた.今後，再建法と

術後の機能についても検討してみたい.

[まとめ】

我々は，指背側皮膚欠損ではその損傷の深さ，範

囲に応じて再建方法を選択して来た.欠損の深さに

関しては，皮膚のみの欠損の場合は遊離植皮を選択

した.腫損傷を伴う場合は，脂肪筋膜弁，皮弁を適

用し，骨の露出，欠損を伴う場合には度膚を有する

皮弁での一期的再建を選択していた.欠損の長軸方

向の長さでみると 10-15mm以下では局所皮弁， 10 

-30mmでは区域皮弁， 30mmを越える場合には遊
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離皮弁を用い，良好な生着率が得られた.

最近は，手指にはできるだけ一期的に同一指から

の再建が望ましため， adipo-fascial flapを用いてい

るが，拘縮する場合もあり，できるだけ早期の入念

なリハビリテーションが必要である.

【文献1
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皮弁の応用.日本災害医学会会誌33:50ら509，1985.
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f1aps: a review of 27 cases. J Hand Surg Am 103: 159-
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4) Lai CS， et a1.百leadipofascia1 turn吋overf1ap for compli-
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P1ast Surg 44: 16ら169，1991.
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technique. J Hand Surg Am 29: 1038-1043，2∞4. 
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Ma11et骨折を除く手指末節骨骨折の治療経験

、i 圃-~_. 晴、h品川'

たかのはやと

高野勇人，
よしかわやすひろ ベつ Lょゅうき

吉川泰弘，別所祐貴

手術治療を行ったマレット骨折を除く手指末節骨骨折21例21指を対象とした.男性 14例，女性7例で

受傷時平均年齢43歳 (15-68歳)，骨折型は白井の分類で粗面部o指，骨幹部 15指，基部6指であった.

固定材料は銅線 17例， miniscrew 3例，両者の併用 1例であった.全例で骨癒合が得られたが，骨幹部骨折

の1例で骨癒合が遷延化し追加手術を要した.骨癒合期間は平均2.8か月 (2-5か月)であった.銅線固定

は操作が容易であり，粉砕骨折例では伸展および屈曲 block効果も利用できるなどの利点を有する.しかし

ながら，小さな末節骨では銅線の刺入長が短いため，術後早期に銅線の緩みを生じ骨癒合が遷延化する可能

性がある.その対策として miniscrewを使用した結果，固定力の増加，皮下留置が可能などの面で有用な方

法と考えられた.

[緒雷]

手指末節骨骨折は頻度の高い骨折であるが，軽微

な外傷とみられる傾向があり，不適切な治療により

骨癒合遷延および偽関節，変形治癒，爪甲変形など

を来たすことがある 1) Mallet骨折は石黒法を基本

とする治療法が確立しているが，その他の骨折につ

いては骨折型，軟部組織の損傷の程度により様々な

治療法が選択されている.

今回我々 は， Mallet骨折を除く手指末節骨骨折に

対し，手術を施行した症例の背景，手術法，治療成

績，合併症について検討した.

【対象と方法】

対象は， 2006年8月から 2011年 10月までに当院

および関連病院で手術治療を行った手指末節骨骨折

21例21指で， Mallet骨折および骨欠損を伴う挫滅

や切断指は除外した.性別は男性 14例，女性7例，

受傷時年齢は平均43歳 (15-68歳)，受傷から手術

までの期間は平均 15日 (2-36日)であった.骨折

部位は白井の分類 2)に従い，組面部，骨幹部，基部

に分類した.

手術治療の適応は，原則的に骨折部の不安定性を

有する，骨幹部骨折では 1/3横径以上転位，基部で

は1mm以上の関節面の gap，step offがあるものと

したが，開放骨折，前医の意向もしくは本人の希望

受理日 2012/11/23 
駒沢病続整形外科干154-0012 東京都世田谷区駒沢2・2・15

などに応じて手術適応とした.

調査項目の，受傷指，受傷原因，骨折型，手術法

(固定材料，固定法)，骨癒合の有無および期間，関

節可動域，術後合併症について検討を行った.

[結果]

受傷指は右10指，左11指で母指6指，示指3指，

中指2指，環指5指，小指5指と母指が最も多く，

次いで環指，小指であった.

受傷原因はスポーツ 9例，転倒6例，打撲3例，

圧挫2例，岐傷 1例で，スポーツと転倒が主な受傷

原因であった.

骨折型は白井の分類に従い，粗面部O指，骨幹部

15指，基部6指で，骨幹部骨折では2指に粗面部骨

折を， 2指に基部骨折を合併していた.また開放骨

折が骨幹部2指，基部2指あり，その他は度下骨折

であった.

使用した固定材料は，銅線のみが17例， miniscrew 

のみが3例，銅線と miniscrewの併用が 1例であっ

た.固定法として銅線のみでは，ぽoss-pin瓜ng法2例，

nonparallel-pinning法 13例， extension block/flexion 

block併用 2例であった miniscrewのみでは cross

法1例， nonparallel法2例であった.なお， nonpar-

allelとは銅線およびminiscrewの先端を集束させる

ように刺入した.また全例で DIP関節固定は行わな
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かった.

図 la 初診時単純X線像

図 lb 術後単純X線像.nonp訂 allel-
pinning固定とする.

骨癒合は全例で得られ，骨癒合期間は平均 2.8か

月 (2-5か月)であった.経過中に偽関節となり，

初回手術後 2か月で再手術を行い， 3か月後に骨癒

合を得た症例が 1例あった.

最終観察時での関節可動域は，伸展平均_1.3
0

(-10 

_50) ，屈曲平均 570(20-800)と良好であった.

術後合併症として爪甲変形 3例，遷延癒合 1例，

偽関節 1例， CRPS1例，指先の違和感 1例，強い

pinch時の痛み 1例を認めた.

症例 1: 30歳，男性.

バイクの転倒事故にて受傷.単純X線像にて左

母指末節骨骨幹部骨折を認めた(図 la).受傷後 5

日目に鋼線を用い， nonpara1lel引 nning法で固定し

図2a 初診!時単純X線像.

図2b 術後単純X線像 miniscrewを

用い nonparallel法で固定する.

た(図 lb).術後 5週で鋼線を抜去し，術後 2か月

で骨癒合を得た.最終観察時の関節可動域は伸展/

屈曲が-5/80
0

であり，軽度の爪甲変形を認めた.

症例 2:53歳，男性.

左示指を鉄の扉に挟み受傷.単純X線像にて左

示指末節骨骨幹部骨折を認めた(図 2a).受傷後4

日目に miniscrew2本を用い nonpara1lel法で固定し

た(図 2b). 術後 3か月で骨癒合を得た.最終観察

時の関節可動域は伸展/屈曲が 0/80。であり，指尖

部に軽度違和感を認めた.

症例 3・56歳，男性.

左環指を扉の角に強打し受傷.単純X線像にて

左球指末節骨骨幹部骨折を認め，保存的加療とした

(図 3a). 受傷後 5週経過するも仮骨を認めないた
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図3a 保存治療で 5週経過，仮骨 図3b 術後単純X線像.nonparal- 図3c 術後 2か月で鋼線抜去後，
が認められない lel-pinning固定とする. 偽関節が判明する.

図3d 再手術後単純X線{象.骨移植を行
いminiscrewと銅線で固定する.

め，遷延癒合と判断し手術を行った(図 3b). 術後

2か月で銅線抜去後に偽関節が判明した(図 3d.

後日，骨移植を行い鋼線と miniscrewで固定 した(図

3d).再手術後 3か月で骨癒合は完成した(図 3e).

[考察]

手指末節骨骨折は軽微な骨折と判断される傾向に

あるが，実際は高度な圧挫や巻き込み損傷を伴って

いることも多い 3) そのため，軟部組織の損傷を伴

い開放骨折になりやすいこと，骨折面の面積が小さ

い上に爪甲の不安定性に影響されて骨折部が安定し

ないことなどから，骨癒合が遷延化して治療に難渋

することがある.

図3e 再手術後3か月.良好な骨
癒合を得る

保存治療に関しては，畑中ら 4)は骨接合術に比べ

て成績が劣るとし，その原因として痔痛が軽快する

と患者自身で固定を除去して通院しなくなり，固定

期間不足により遷延癒合や偽関節が生じる点を指摘

している.骨幹部骨折においては，武本ら 3)は転

位のない閉鎖性骨折でも骨癒合不全例が存在するこ

と，また勝見ら 5)は解剖学的に他の骨折部位に比べ

骨折面の接触面積が小さく，骨折部の艇の緊張によ

る長車rli方向の圧迫が受けにくくなるなど，保存治療

では骨癒合不全になりやすいと報告している.

骨接合方法に関 しては，我々は鋼線と miniscrew6) 

を骨接合材料として使用したが， 他にも Herbert

screw 7)などの headlesscompression screw， llizarov 
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図4 基音1)粉砕骨折に対し， flexion and ex-
tension block pinを併用する.

rnini創外固定器 8)を用いた報告がある.一般に鋼

線が頻用されているが，鋼線 1本による pinningや

parallel-pinning法で、は固定力が不十分なので， cross-

pinning法的または nonparallel-pinning法などの固

定力が強い方法の選択がすすめられる.また，自験

例において基部の粉砕骨折では extensionblockや

fleXIon blockを用いる(図 4)ことで骨折部の安定化

を図るなど，銅線の固定法を工夫することにより，

様々な骨折型に対応が可能であると考える.今回銅

線のみで骨接合を行ったものは 17例あり，そのう

ち遷延癒合を 1例，偽関節を 1例認めた.偽関節と

なった症例(症例 3)は初回手術時がすでに受傷後

5週経過したこと，骨折部の gapが生じたまま固定

したことが要因と考えられた miniscrewの利点に

は固定力が向上する，皮下に埋没できる，長期間の

外固定が不要で患者負担が少ない，早期可動域訓練

が可能なことがあげられる.自験例では miniscrew

のみの固定 3例，銅線との併用 2例(偽関節再手術

1例を含む)で，ともに良好な骨癒合が得られた.

bicorticalに固定し骨折部に圧迫をかけることが困

難で，髄内刺入の形になることも多いが，安定した

固定が得られれば骨癒合に問題ないと考えられた.

しかし miniscrewによる固定に関して症例数が少な

いため，引き続き検討を重ねていく必要がある.

[まとめ1
1. Mallet骨折を除く末節骨骨折 21例の治療成績

を報告した.

2. 鋼線は固定法を工夫することで，様々な骨折

型に対応が可能であった.

3. miniscrewは比較的強固な固定が得られ，末

節骨骨折に対する有用な固定材料の 1つと考えられ

た.
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指末節部切断再接着術における動脈吻合法のー工夫

、 I ・.It

4hUHF 

かんだとしひろ

神田俊浩，
おいひろゆき

大井宏之，
むニうだまさ L

向田雅司
すずきあゆみ

鈴木歩実

[緒言]指末節部切断再接着術において，時に血管クリップを使用するには遠位動脈断端長が足りず，吻

合のための作業領域の確保が困難な場合がある.私たちは遠位動脈断端を作業領域に引き出し安定させなが

ら吻合する工夫を行っているので，その方法と成績を報告する.

{対象と方法]対象は 8例 11指で，男性 6例女性2例，平均年齢41.6歳であった.切断レベルは石川分

類subzone1が2指， 2が6指， 3が3指であった.

術式:遠位動脈断端の端寄りに糸を掛けて縫合しコントロール用の糸とする.この糸を引いて断端を作業

領域に引き出しておきながら，糸が付いていない側の断端を斜めに新鮮化し，同部に staysutureを行う.

stay sutureを一つ締めたら吻合部は作業領域に安定するので，コントロール糸の付いた側を切除，新鮮化し

対側 staysu伽reを行う.あとは通常の吻合と同様である.

[結果]術中動脈吻合のやり直しを要した例はなかった.術後の動脈閉塞などの問題も生じることなく全

例生着した.

[考察]末節部切断再接着術において，本法は特別な器具を要さず，簡便に動脈吻合を容易にする有用な

方法である.

[緒言]

石川分類1)subzone1， 2および3の鈍的切断や圧

挫切断では，再接着時に指動脈弓より遠位で動脈を

吻合しなければならない.そのため動脈の径が細

く，吻合には繊細な技術が要求される.動脈吻合の

際，遠位動脈断端を把持して皮下組織から引き出し

でも揖子からすり抜けてまた皮下組織内に埋もれて

しまうこともしばしばである.血管クリップで遠位

動脈断端を把持できるだけの十分な動脈長があれば

良いが，そうでなければ皮下組織内から吻合する作

業領域に動脈断端を引き出して安定させておく良い

手法がない.これに対する対策として吻合時に工夫

を加えたので，その方法と成績を報告する.

[対象と方法1
2008年9月から 2012年2月までで，遠位動脈断

端が短く血管クリップを用いての動脈吻合が困難で、

あった指末節部切断 8例 11指を対象とした.男性

6例，女性2例で，平均年齢41.6(23-72)歳であっ

た.受傷指は母指3指，示指4指，中指 l指，環指

受理日 2012/11/23 
聖隷浜松病院 手の外科・マイクロサージャリーセンター

2指，小指 1指であり，切断レベルは subzone1が

2指， 2が6指， 3が3指であった.全例吻合した

動脈は指動脈弓より遠位であり，使用した糸は 10-0

もしくは 11・0ナイロン糸であった.

術式:まず，遠位動脈断端を揚子でしっかり把持

して近位に引き出す(図 1a).引き出した断端の端

に糸を掛けて結び，遠位動脈断端コントロール用の

糸とする(図 1b，c). この糸を助手にヲIpてもらい

ながら反対側を斜めに切除し部分的に新鮮化する

(図 1d，e).阿部に糸を通し，近位血管断端と縫合す

ることにより片側の staysutureができる(図 lf). 

この staysu加reにより，引き出された遠位血管断端

は吻合作業領域に安定するので，コントロール用縫

合糸のついた部分を切除できる(図 19). こうして

断端は全域新鮮化される.阿部を近位血管断端と結

合して 2箇所の 1800対面縫合が完成する(図 1h).

あとはその聞を縫合して吻合完成となる.後壁の縫

合は近位動脈断端側に付けた血管クリップを用いて

反転して行う.

〒430-8558 静岡県浜松市中区住吉 2-12-12
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a 

寸ー
cjt 

図 1 a・ 遠位1fi)J脈断端を揃子で引き出す.

b， C: 断端の端に糸を掛けて結びコントロール

用の糸とする.

d 

二同
f 

図 1 d， e: 糸を助手に引いてもらい，糸の反対側断端
を斜めに切除する.

f: 阿部に糸を通し縫合し片側の staysuture 
ができる.

図 1 g・断端のコントロール糸側を切除する.

h:同部を縫合して 2か所の対面縫合が
完成する.

図2a 37歳女性，中指は subzone4，示指と環指
はsubzone2の末節部切断.

図 2b 術後血行に問題を生じることなく経過し生
着した.術後 1週 (左)と 6週(右).

[結果]

全指で動脈吻合のやり直しを要さず，術後動脈閉

塞や欝血などの問題を生じることなく生着 した.動

脈吻合に前?脈移植を要 した例は 7指であった.静脈

吻合数は 0-2本で平均 0.7本であった.11指中 6

指 (subzonelが 1指， 2が 5指)は静脈吻合をせず

に生着した.この 6指は全例組織量の少ない sub-

zone 2以遠の切断例であったので，欝血に対する処

置は特に要さずに生着した.

代表症例:35歳女性，蕎麦を切る機械で、誤って右

示指 ・中指・ 環指を切断した(図 2a).中指は sub-

zone 4，示指と環指は subzone2の末節部切断であ

った.中指は doubleclamp型血菅ク リップを用い

ての動脈吻合が可能であり，動脈 1本，静脈 1本を

端々吻合した.示指と環指は前腕掌側の皮静脈を用

いた静脈移植を介して動脈を吻合した.この際，遠

位動脈断端が短く血管クリップの使用が困難であっ

たため，遠位動脈断端と移植静脈との吻合において

本法を施行した.示指と環指は動脈吻合のみで静脈
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吻合は行わなかったが，全指術後血行の問題を生じ

ることなく経過し生着した(図 2b).

[考察]

指末節部切断では静脈吻合が重要視される傾向に

あり，静脈吻合の有用性の報告が散見される 2)3)4)5)

しかしながら確実な動脈吻合がなければ静脈吻合は

意昧を成さない.また指末節部では，潟血や医療用

ヒル，腹部や手掌の皮下血管網を用いた静脈再潅流

法的7)など，静脈吻合以外の欝血対策も可能である

ので，動脈吻合だけでも成功させれば生着の可能性

がある.実際今回の調査結果でも， 11指中 6指は静

脈吻合なく生着している.欝血対策も重要ではある

が，まずは動脈吻合を成功させることが生着のため

には何よりも重要である.

指末節部切断の再接着術における動脈吻合の困難

さは，動脈の径が小さいことが最大の理由と考えら

れがちだが，吻合のための作業領域確保が困難であ

ることも重要な理由の一つである.服部らは，血管

クリップが使用できない場合において，動脈周囲の

皮下脂肪を切除することにより作業領域を作成する

方法を報告している 8) また五谷らは，血管クリッ

プの血管把持部を削って細くした極小クリップを用

いることにより，短い遠位動脈断端を把持する方法

を報告している 9) これらの方法と比較し，私たち

の方法は特別な道具を要さず，縫合糸のみで手技的

にも比較的容易に作業領域を確保することができる

方法であるといえる.本法の問題点は血管コントロ

ール用の糸を把持する助手を要することである.し

かしながら，助手は糸を把持して動かずにいれば良

いので，微小外科に習熟した助手である必要はな

い.本法は，たった一人で再接着術を行う場合には

行えない手技ではあるが，術者である微小外科医と

あと一人の助手さえ確保できれば施行できる簡便な

方法であるといえる.また，対象症例には行ってい

ないが，コントロール糸を周囲の軟部組織に縫合し

固定する方法や，吻合血管の下に敷くシートに切れ

込みを入れ，そこに糸を撮め込み固定する方法も，

助手がいない場合には有用である.

[まとめ1
1)再接着術時に遺位動脈断端に血菅クリップを

使用できなかった指末節部切断8例 11指に対し，

縫合糸で遠位動脈断端をコントロールする吻合法を

施行した.

2)確実な吻合を行うことができ，全例術後血行

障害なく生着させることができた.

[文献1
1)石川浩三ほか.手指末節切断に対する新しい区分法

(Zone分類).日本マイクロ会誌3:54-62， 1990. 
2) 服部泰典ほか.指尖部切断再接着術静脈吻合の重要

性.日手会誌20:497・500，2003.
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4)樋上敦ほか.指尖部再接着術生着率を高めるコツに

ついて.PEPARS 13: 41-47， 2007. 
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手指の関節周辺骨折に対する minihook plate法の

治療成績
、ー.-... 
V守句人;;;;.'1>*- ながはま やすし とみたよしまさ くすのせこういち

長漬靖ぺ富田善雅*楠瀬浩一村

陳旧性骨性マレット指に minihook plateによる固定術が行われている.早期に可動域訓練が開始できる

ため，良好な可動域を獲得できる.この術式は hookplateの鈎状の爪とプレートが強固に剥離骨片を固定で

きるため早期に関節運動を行うことが可能で、ありこの利点を用いて手指の関節周辺骨折にも応用したのでそ

の治療成績について報告する.

[症例]対象は術後 3か月以上観察が可能であった 10例.骨性マレット 6例(陳旧性 4oU)，国指 IP関節

脱臼骨折 1例，中節骨基部裂離骨折 2例，中手骨基部裂離骨折 1例.hook plateはMar出社1.5mmm泊i

plateのスクリューホールを半分の位置でカットし先端をヤスリで丸め，約 100度折り曲げて使用した.術

後外固定を 1週間行い， 2週目より自動運動を行った.

[結果]全例に骨癒合が得られた.中手骨基部裂離骨折の 1例のみ軽度の伸展制限が見られたが，その他

は良好な可動域を得た.

[考察1Mini hook plate法は，強固に剥離骨片を固定できるため術後早期可動域訓練が可能であり，骨癒

合に時間を要する陳旧例や偽関節例，整復困難例に有用な術式であると考えられた.

[緒言]

当院ではこれまで陳旧性骨性マレット指に対して

偽関節部の掻把後石黒法などで、固定術を行ってきた

が，近年 minihook plateによる固定術に変更した.

この術式は hookplateの鈎状の爪とプレートが強固

に骨片を固定できるため少骨片でも早期可動域訓練

がはじめられ，良好な可動域と訓練期間の短縮が可

能となる.この利点を用いて手指の関節周辺骨折に

も応用したのでその治療成績について報告する.

[対象と方法]

対象は 2010年4月から 2011年 7月までに術後3

カ月以上観察が可能であった指関節周囲裂離骨折

10例である.男性6仔U，女性4例，年齢 19-50(平

均年齢31.2)歳.内訳は骨性マレット新鮮例が2例，

陳旧例が4例.母指 IP関節脱臼骨折 1例，中節骨

基部裂離骨折2例，中手骨基部裂離骨折 1例であっ

た.手術は全身麻酔または上肢伝達麻酔下に空気駆

血帯を使用し行う.マレット指では骨折部を掻把，

整復した後予め作成した minihook plateを用いて固

受理白羽12/11/21

e杏雲堂病院 干108-0023 東京都千代田区神田駿河台 1・8
..東京労災病院

定した Minihook plateは指骨骨折固定用 Mar出

社 1，5mmmini plateの2穴目の半分よりやや遠位で

切断しこの部を約 100。折り曲げてフックを作成し，

伸筋腿付着部にフックをかけ末節骨にスクリューで

固定する(図 1).他の骨折についても基本操作は同

様で，骨片の大きさにより固定するプレートのホー

ル数を変えている.後療法は全ての症例で 1週間の

図 1 Mini hook plate 
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図2 症例 1 50歳，男性
a 初診時X線像

図2 b:術後

外国定を行い以後，自動可動域訓練を行った.術後

評価として痔痛，可動域，骨癒合，合併症について

調査した.骨性マレット指の評価はCrawford分類1)

を用いた.

[結果]

術後 3ヵ月時で可動域内での終痛は全例認めなか

った.骨癒合は全例で得られ偽関節や遷延癒合とな

った症例はなかった.可動域は骨性マレット指では

Crawford分類で 6例中 excellentが4例， goodが2

例と良好で、あった.中節骨基部裂出I~骨折は l 例が伸

展00

，屈曲 1000

，他の 1例が件l展 _50， 屈曲 90。

と若干の可動域制限を認めた.中手骨基部裂離骨折

は樟屈 20
0

，尺屈 40
0

，母指 IP関節脱白骨折は伸展

図3 症例 2 35歳，男性
a:初診時X線像

図 3 b: 術後

-5¥屈曲 60。と比較的良好であった.合併症は爪の

変形と基節骨骨頭損傷を 1例ずつ認めた.

[症例供覧]

症例 1，50歳男性，ピアニスト.転倒し右手をっ

き受傷.受傷4日目に当科紹介受診した.早期の仕

事復帰を希望され受傷 7日目に手術となった.直視

下に骨片を確認し minihook plate法にて固定.術

後の X線像では骨片の整復を認めた.術後 1週間

DIPのみシーネ固定とし以後，可動域訓練を開始し

た.術後 3ヶ月での可動域は伸展 O。屈曲 70。と良好

であり抜釘も行った(図 2). 

症例 2，35歳男性，階段より転落し左手をっき受

傷.左第 5中手骨基部裂離骨折にて受傷後 5日目に

手術となった.尺骨神経背側枝を同定した後，骨片

を掻把，整復.骨片が比較的大きかったため Cワ

イヤーにて仮固定し， ECUにフックをひっかけプ

レート 3穴にて固定した.術後3ヶ月時に骨癒合認

め抜釘を行った可動域制限や終痛はほぼ認めず患

者の満足度は高かった(図 3).

症例 3，32歳女性，自転車で転倒し受傷.右母指

IP関節脱臼骨折にて受傷後 2日目に手術.粉砕強

く整復困難であったがスクリューと rninihook plate 

法にて良好な整復位を得ることができた.術後 4ヵ

月にて伸展 -5。屈曲 60。と若干の可動域制限認める

ものの ADLは比較的良好であった.また 1部榛側

に爪の変形を認めた(図 4). 

症例 4，40歳男性，転倒し受傷.右小指中節骨裂
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図 6 Hook plateの固定力

①Hookによる遠位方向へのベクトル
②プレート，スクリューによる垂直
方向へのベクトル

図 4 32歳，女性爪の変形 図 5 40歳男性術後X線像 ③骨折部を圧迫

離骨折にて受傷後 10日目に minihook plate法を行

った.術後の X線像で hookが長く基節骨骨頭への

緩衝が見られたため早期に抜釘を行った.付l展-5。

屈曲 90。と若干の可動域制限を認めた(図 5). 

[考察l
Hookplate法は 2007年に Teohら2)が報告したも

のであり骨性マレット指に使用した.本邦では 2008

年福田ら 3)が陳旧性骨性マレット指 11例に用いて

excellent2例， good6例， fair2例， poor1例という

成績であった.

適応について，陳旧例，偽関節例，再転位による

再手術例などでは，長期の固定期間を要したり，早

期可動域訓練が行えず例え骨癒合が得られでも関節

拘縮を残すことが危慎されるためよい適応と考えて

いる.よって，当院での骨性マレット指での第 1選

択は石黒法 4)をもちいている.hook plate法の適応

は早期可動域訓練を必要とする陳旧例，偽関節例，

再転位による再手術例としている.また新鮮例でも

早期社会復帰 ・スポーツ復帰を望む例は hookplate 

法を適応としている.

Hook plate法の利点として骨癒合まで関節固定の

必要がなく，早期より可動域訓練が可能である.ま

た小骨片にも応用可能でスクリユーに比べ骨片の粉

砕の可能性がなく比較的強固な固定が可能といった

ことが挙げられる.

固定力に関しては， hookによる遠位方向のベク

トルに，プレート，スクリユーによる垂直方向のベ

クトルが加わることにより骨折を圧迫する方向への

ベクトルを生じ強固な固定が得られると考えられる

(図 6).また，小骨片に固定材料を直接刺入しない

ためマレツト指のみならず他の靭帯，腫付着部裂離

骨折にも応用 し有効であった.またHookplate法の

欠点として，石黒法などの鋼線固定に比べ，手技が

煩雑，爪の変形や皮府の血行障害，伸筋腫損傷の可

能性， hookによる軟骨損傷，抜釘などが挙げられ

る.手技上の注意点としては，骨片の整復が難しい

ときは十分に伸筋腿を剥離すること，スクリューを

刺入する際に関節面に近いほど固定力は悪くなるの

でなるべく遠位の刺入を目標とするこ と， hookの

繰り返しの設置は伸筋腫損傷のリスクが高まるため

注意深く透視で位置を確認し何回も繰り返さないこ

と等が挙げられる.

今回，合併症として爪の変形と軟骨損傷を生じた.

爪の変形はプレート，スクリューによる爪母の損傷

で起こるものと考えられる.今回の症例は変形部位

がプレートの位置と一致してないことから受傷時の

ものと恩われるが，伸筋腫付着部と爪母との平均距

離は1.2ミリとの報告 5)があり設置には注意が必要

と思われた.また軟骨損傷はフックの長さと形状に

-110一
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よるものであり， hookが長かったことと折り曲げ

角度の不足が原因と考えられた.今後は専用プレー

ト作成が望まれるが骨折部位や形状によって hook

の長さを調整する必要があるであろう.抜釘につい

ては骨癒合が得られれば早めに施行したほうがよい

と思われた.

[まとめ1
・Minihook plate固定法を手指の関節周辺骨折の

骨接合術に応用した.

・本法は強固な骨片の固定と関節固定の必要がな

いため術後早期自動運動が可能である.

・臆，靭帯付着部の裂離小骨片を破損する可能'jg:

がなく手指の関節周辺骨折に対して有用な術式であ

ると考えられた.

I文献1
1) Crawford GP. The molded polythene splint for mallet 

finger deformities. J Hand Surg 9A: 231・237，1984.
2) Teor LC， et al. A novel approach ωinternal fixation usト

ing a hook plate. J Hand Surg 32.・B:24戸.30，2007.
3) 福田祥二ほか.練旧性骨性マレット指の治療経験.日

手会誌25:8-13， 2008. 
4) 石黒隆.陳旧性骨性マレット指の治療.Orthopaedics 

8:27・33，1995.
5) Shum C， et al. Examina世onof血eanatomic relationship 

of the proximal germinal nail ma凶xto the extensor ten-

don insertion. J Hand Surg Am 25: 1114-1117，2000. 
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若年スポーツクライマーに発生した
手指中節骨骨端損傷、.-.ot 

~*.$'-A;。〆 ろっヵ、くともゆき

六角智之，
ゃまだとしゆき

山田俊之
こうのもとあき

河野元昭
あかさかともよ

赤坂朋代

若年スポーツクライマーに発生した手指 PIP関節部中節骨骨端損傷を経験したので報告する.

症例は 3例4指で，全例中指 PIP関節に生じた.男性 2例(ともに 16歳)女性 1例 (13歳両側例)であ

った.x線像にて中節骨骨端背側の分節化が認められた.女性の右中指のみ骨片の転位により手術を要した

が，ほかは安静による保存療法を施行した. 1例は最終経過観察時にも骨癒合は得られなかった.

本損傷の特徴として， 1.中指，環指中節骨骨端背側に発症する 2.成長期後期に発症する 3.徐々に発症

する 4.クリンプ保持を多く行って発症している 5.多くは安静で骨癒合を得る が挙げられる.本症は骨

端症の一種と考えられた.

近年増加している若年競技クライマーはがむしゃらに練習を行う傾向があり，本損傷を周知させ，予防に

つとめる必要があると考える.

[緒言]

近年，スポーツクライミングの人気により，若年

者の競技人口も増加している.クライミングは上肢

に多大な負荷がかかり，様々な傷害をきたす可能性

があるが，本邦ではまだその報告はきわめて少な

今回，若年スポーツクライマーに発生した手指PIP

関節部中節骨骨端損傷を経験したので，若干の考察

を含め報告する.

[症例 11 (図 1)男性 16歳.

で，徐々に左中指 PIP関節痛，

クライミング歴 2年

腫脹が出現した初

診i時， 左中指 PIP関節の腫脹，圧痛を認めた.PIP 

関節可動域は伸展 O。屈曲 105。であった.x線像に

てSalter&Harristype3型の中節骨背側の骨端損傷

が見られた.クライミング中止と安静指示にて経過

観察したが，発症 1年目の最終経過観察時にも骨癒

合はみられず軽度終痛を残した. PIP関節可動域は

伸展・15
0

屈曲 115
0

であった.

[症例 21 (図 2，3)女性，左発症時 13歳.右発

症時 14歳.クライミング歴 10年.徐々に左中指

PIP関節痛出現し，受診した.初診時，左中指 PIP

関節の腫脹，圧痛を認めた. PIP関節可動域は伸展

-15。屈曲105。であった.x線像にて症例 1同様の所

最終経過般察時

図 1 症例 1

初診時

左中指 iii終経過観察l時にも完全な骨癒合は得ていない

受理臼 2012/11/08 
千葉市立青葉病院整形外科 干260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町 1273-2
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初E害時

図2 症例2 左中指 3か月の安静で骨癒合を得た

3か月後

骨片転位時 術直後 最終絞過観事害時

図3 症例 2 右中指 骨片の転伎を認め，手術を行った

見であった. 3か月間のクライミング中止，安静で

骨癒合を得， PIP関節可動域は伸展 O。屈曲 100。で

あった.左中指治癒後 3か月で右中指 PIP関節の

痔痛，腫脹が出現した. PIP関節可動域伸展-10。屈

曲90
0

，X線像にて同様の所見であった.4か月間

のクライミング中止，安静で、経過観察し，一時終痛，

腫脹が軽減したが，安静指示 5か月目で骨片が転位

したため手術を施行した.中央索，骨膜を縦切開し，

病巣部を確認した.骨折部は成長軟骨とは異なった

柔らかい線維性癒痕が介在し，骨片は不安定であっ

た.この線維性癒痕を切除し，欠損部に中節骨背側

皮質骨を削った骨を移植した.K-wireにて骨片を固

定し， PIP関節を伸展位で経皮固定した.術後4週

でPIP関節の固定ワイヤーを抜去し，可動域練習を

開始した.術後 7週で骨片を固定したワイヤーも抜

去した.術後 2か月でX線像上骨癒合が確認され，

軽いクライミングから開始した.術後3年の現在

痔痛腫脹なく， PIP関節可動域伸展 O。屈曲 100。で

あり，ユース選手として活躍中である.

[症例 3](図 4)男性 16歳.クライミング歴4年.

左中指の腫脹痔痛が徐々に出現した.初診時左中指

PIP関節可動域伸展-8。屈曲 100。であった.x線像

にて症例 1同様の所見であった. 3か月間のクライ

ミング中止で骨癒合を得た.PIP関節可動域伸展_50

屈曲 95
0

• 手套痛，腫脹なく，競技クライミングに復

帰した.発症後 1年の現在ユース選手として活躍中

であるが，骨端線はまだ閉鎖しておらず，引き続き

経過観察中である.

[考察]

ここ 10年で競技としてのスポーツクライミング

は一般に知られるところとなった.欧米ではかなり

の人気スポーツとなっており， 2020年のオリンピ

ック種目の候補にもあがっている.近年本邦でも愛

好者は増加し，本来荷重関節で、はない手指に多大な

負荷がかかり，様々な傷害を来す可能性がある.し

かし，このスポーツに起因した傷害の報告はいまだ

少ない.

1997年Hochholzerらが最初にクライミングによ

る中節骨骨端損傷の報告 1)を行い， 1999年に Chell

らが 2)，2005年に Hochholzerらが24例の報告 3)を

行っているが，本邦では渉猟した限りまとまった報

告はみられない.

過去の報告もふまえた本損傷の特徴として， 1.中

。δ
噌
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噌
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初診時 最終経過銀察時

図4 症例 3
左中指 安静にて骨癒合を得たが，最終経過観察時にも

まだ骨端線は閉鎖していない

指，環指中節骨骨端背側に発症する 2.成長期後期

に発症する 3.急性骨折としてではなく徐々に発症

する 4.クリンプ (DIP関節過伸展PIP関節強屈曲

位)保持を多く行って発症している 5.多くは安静

で骨癒合を得る が挙げられる.

Hochholzerらは本症の原因を慢性的なストレス

による疲労骨折としている 3) しかし，すべて骨端

部の限局した部位に発生し，特定の年齢で発症して

いることから，筆者は以下に述べる病態を考察した

(図 5).

クリンプ保持は指長の長い中指，環指が特に PIP
関節の強い屈曲位を要求される. FDSの強い屈曲

力と，屈曲による中央索の強い緊張が，中節骨骨端

に強い圧迫力，国断力を生じさせ，骨端の力学的ス

トレス，循環障害を来す.これが繰り返され，応力

の集中した骨端背側に破綻が生じる.X線像上，骨

端背側の分節化，骨端の骨硬化像を認め，上記考察

した発症様式をふまえ，これを骨端症ととらえるこ

とができると考えた.

本症の治療は過去の報告でも，クライミング中止

による患指の安静で治癒するとされる. しかし，安

静が十分に保てない場合，症例 2右中指のように骨

片の転位を来すことがある.本症に対する手術報告

は本報告が最初と思われるが，症例 2では観j血的整

復固定で良好な成績を得られた.

今後さらに増加するであろう若年競技クライマー

に対して，本症の存在を周知させる必要がある.予

防としては無理なクリンプ保持を避けることが重要

である.また，骨片転位を来す前に発見，治療する

必要があり， PIP関節の終痛，腫脹を認めた場合，

X線検査を勧める必要がある.

図5 本症の発生機序

{まとめ]

若年スポーツクライマーに発生した PIP関節部

中節骨骨端損傷 3例4指を経験した.

全例中指 PIP関節に発生していた.本症の原因

はPIP関節にかかる強い屈曲によって発生した骨

端症である可能性がある.

[文献1
1) Hochholzer T， et al. Finger-Epiphysenverletzungen ju-

gendlicher Sportkletterer. Sport Orthop Trauma 13: 

100-103，1997. 
2) Chell J， et al. Bilateral fractures of the middle phalanx of 

出emiddle finger in an adolescent climber. Am J Sports 
Med 27: 817-819， 1999. 

3) Hochholzer T， et al. Epiphyseal fractures of the finger 

middle joints in young sport climbers. Wilderness Envi-

ron Med 16: 139-142，2005. 
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上腕骨遠位端骨折に対する手術的加療の検討
おきむらなおき いけだかずお

納村直希，池田和夫

上腕骨遠位端骨折に対するダブルプレートによる手術成績および、術後肘伸展位固定が可動域改善に有効か

を検討した.対象は成人上腕骨遠位端骨折 18例で，使用したプレートは lockingcompression plate distal 

humerus plateが15例， Mayo clinic congruent elbow plate systemが3例であった.後療法は， ドレーン抜

去後から可動域訓練を開始したが， 7例は術後2週間夜間肘伸展位で、シーネ固定を行った.肘伸展位固定群

と非伸展位固定群に対し，術後JOAスコア，可動域，合併症について検討した.肘伸展位固定群は平均伸

展-4度，屈曲 133度， JOAスコア平均 95点，非固定群は伸展・20度，屈曲 118度， JOAスコア 87点とい

ずれも肘伸展位固定群が有意に成績良好であった.無症候性偽関節が2例，術後一過性の槙骨神経麻簿がl

例，尺骨神経領域のしびれが2例あった.本骨折は伸展制限が残存することが多いが，伸展位固定を行って

も屈曲角度に悪影響を及ぼすことはなく，術後早期の可動域訓練と合わせて行ってよい方法と思われた.

[緒言1
成人の上腕骨遠位端骨折は全骨折の 2-6%，全肘

関節骨折の約 30%に発生し，受傷年齢では男性

12・19歳と若年であることに対し，女性は 80歳以上

がピークとなっている1)このため，骨組揺症例が

多いので，適切なプレートで強固に固定し，早期に

可動域訓練を行うことが拘縮防止に重要である.特

に肘の伸展制限は-8生じると改善が困難なことが

多い.Morreyは術後の伸展制限防止のために術後

に肘伸展位固定を推奨しているがベ文献的に術後

肘伸展固定を行ったと詳細に記載された報告はほと

んどない.本研究の目的は，成人の上腕骨遠位端骨

折にダブルプレート固定を行った症例に対して，術

後肘伸展位固定が可動域改善に有効かを検討するこ

とである.

[対象と方法]

対象は 2007年から 2011年に手術的加療を行った

成人上腕骨遠位端骨折18例で，男性7例，女性11例，

平均年齢は 61歳(14-94歳)であった.骨折型はAO
分類でA2;7例， A3; 1例 (A群)， C1; 1例， C2; 

4例， C3; 5例 (C群)であった(表1).

手術は腹臥位とし，後方アプローチで行った.A

型およびC型で関節内骨片の転位のない症例は上

腕三頭筋両側縁から進入し， C型で関節内骨片の転

位がある症例は肘頭骨切りを行い，関節内骨片を直

視下に整復した.使用したプレートは lockingcom-

pression plate distal humerus plate (LCP-DHP)が15

例， Mayo clinic congruent elbow plate systemが 3

例であった.尺骨神経は全例，皮下前方移動を行っ

た.

後療法は， ドレーン抜去後から可動域訓練を開始

したが， 7例は術後2週間夜間肘伸展位で挙上シー

ネ固定を行った.残り 11例は，術後2週間の夜間

肘90度屈曲位でのシーネ固定もしくは回定なしと

した.前者を肘伸展位固定群，後者を非伸展位固定

群とした.肘伸展位固定群は平均年齢45歳 (14-85

歳)， AO分類ではA2;1例， A3; 1例， C2; 4例，
C3; 1例であった.非伸展位固定群は平均年齢 71

歳 (37-94歳)， AO分類ではA2;6例， C1; 1例，

C3; 4例であった.肘伸位固定群と非伸展位固定群

およびAO分類のA群と C群聞に対し，術後JOA
スコア，国曲，伸展角度について統計学的に比較検

討を行った.統計学的評価は t検定を用いて，危険

率 0.05未満を有意差ありとした.また，合併症につ

いても検討を行った.

受理日 2012/11/23 
独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター 〒920-8650 石川県金沢市下石引町 1・1
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表 1 症例一覧

症例 年齢 性別 AO分頬 インフラント 術後固定法 伸展 屈曲 JOA score 合併症

40 M C3 lCP-OHP 伸展 -10 130 98 尺骨神経領繊のしびれ

61 M C2 しCP-.OHP 伸展 問 10 135 91 神経梅者偽関節

14 M C2 lCP OHP 伸膿 140 100 

24 M A3 lCP-OHP 伸展 135 96 

37 C2 lCP-OHP 伸贋 135 96 尺骨神経領埼のしびれ

85 A2 Mayo 陣屋 130 96 

60 C2 lCP-OHP 伸展 -5 125 88 

37 M A2 Mayo 屈曲 -5 135 88 

64 M C3 May。 屈曲 -20 130 93 

10 85 A2 lCP-OHP 屈曲 -20 130 93 術後一過性娩骨神経麻簿

11 94 A2 lCP-OHP 屈曲 -15 110 98 

12 81 CI lCP-OHP 屈曲 -25 115 88 Il!側偽関節

13 58 A2 lCP-OHP 屈曲 125 86 

14 78 C3 lCP-OHP 屈曲 -30 105 88 

15 69 M A2 lCP-OHP 屈曲 -20 140 83 

16 78 C3 lCP-OHP 屈曲 -40 90 J7 

17 62 A2 lCP但 OHP 屈曲 -30 90 72 

18 79 C3 lCP-OHP 屈曲 ー10 130 93 

LCP-DHP: locking compression plate distal humerus plate， Mayo・Mayoclinic elbow congruent plate system 

[結果]

肘伸展位固定群の平均可動域は伸展 -4度，屈曲

133度，平均]OAスコア 95点，非伸展位固定群は

伸展 -20度，屈曲 118度， ]OAスコア 87点といずれ

も肘伸展位固定群が有意に成績良好であった.骨折

型ではA群， C群聞で可動域， ]OAスコアとも有意

差は認めなかった.LCP-DHPの外側プレートが近

位設置となった 1例と神経梅毒の 1例が偽関節とな

った. 2例とも痔痛などの主訴はなく，追加手術は

行わず経過観察とした.合併症として術後一過性の

槙骨神経麻簿が 1例，尺骨神経領域のしびれが残存

した症例が2例であった.尺骨神経領域のしびれが

残存した 2例は，プレートの抜釘および尺骨神経剥

離を施行したが経過観察中には症状の改善は得られ

なかった.

症例 1:37歳，女性

主訴 :左上腕骨遠位端骨折

現病歴:雪道で、滑って転倒し受傷した

検査所見 :AO分類タイプC2の骨折であった(図

1a) . 

手術所見:受傷から 4日後に手術を施行した.肘

頭骨切り後に上腕三頭筋を反転し，関節面を直視下

に展開した.関節面および骨幹端の粉砕骨片を整復

し，キルシュナー銅線で仮固定したのち，LCP-DHP 

プレートを用いて固定した(図 1b).尺骨神経は皮

下前方に移動した.

術後経過:手術直後からシーネを用いて肘伸展固

図la 症例 1:37歳女性肘伸展位固定群
術前 AO分類 typeC2 

図 lb 術後 8か月.骨癒合は得られている目

定を行った.術後2日目にドレーンを抜去してから，

日中はシーネを外し可動域訓練を開始した.術後 2

週までシーネによる夜間肘伸展挙上固定を継続し

た術後に尺骨神経領域の しびれが残存したため，
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図 lc 最終成績はIl.J伸展O度，屈曲 135度， JOA score 
96点.尺骨神経領域のしびれが残存している.

図2a 症例 2:88歳女性非伸展固定群

術前 AO分類 lypec1 

術 1年後に尺側プレートの抜釘および尺骨神経剥離

を施行したが，最終的に症状は完全に回復しなかっ

た.抜釘前の最終評価では，伸展O度，屈曲 135度，

JOAスコア 96点であった(図 1c). 

症例 2:81歳，女性

主訴:右上腕骨遠位端骨折

現病歴:自宅で転倒し，右肘を壁にぶつけて受傷

した.

検査所見 :AO分類タイプc1の骨折であった(図

2a) . 

手術所見:受傷から 7日後に手術を施行した.腹

臥位で肘伸側正中切聞を行い，上腕三頭筋の両側縁

からアプローチした. LCP-DHPで固定したが，棟

側プレートが近位設置となってしまったため，外側

サポー卜からのスクリューが挿入できず，滑車関節

面の骨折に対しては横側から海綿骨スクリューを挿

入して固定した(図 2b). 尺骨神経は皮下前方に移

動した.

術後経過:手術直後からシーネを用いて肘 90度

屈曲位固定を行った.術後 2日目にドレーンを抜去

してから可動域訓練を開始し，術後 2週固まで夜間

図2b 術直後. LCP-DHP外側プレートが高位
設置となり，外側サポートからのロッ

キングスクリューが挿入出来ていない.
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【考察】

上腕骨遠位端骨折術後に，肘伸展位国定を行う方

法は， O'Driscol1ら 3)のMayoC1inicのグループが

推奨している.彼らは，術直後から軟部組織の状態

に応じて， 3日から 1週間ほどの肘伸展固定を行う

と述べている.著者らは，この方法を参考にして，

術直後からドレーンを抜去する術後2日目ごろまで

は終日，肘伸展位固定を行い，その後は夜間のみ肘

伸展位固定を行い，日中は可動域訓練を始めるとい

う方法を施行した. ドレーン抜去後から肘伸展固定

を夜間のみとしたのは，伸展固定の継続で屈曲角度

が不良になることが危慎されたことと，肘を良肢位

である屈曲で固定するのと違って，伸展位で挙上し

続けることはかなり患者にとってストレスがあると

考えたからである.近年，本邦でも，上腕骨遠位端

骨折に対する dualplate固定の良好な成績が報告さ

れてきているが倒的7) これらの成績と比較しでも

当科の術後肘伸展位固定の成績は良好といえる(表

2). 

上腕骨遠位端骨折術後の関節可動域制限の要因と

しては，関節内骨折の整復不良などによる内因性の

問題と，関節包や靭帯など関節周囲組織の癒着によ

る外因性の問題が考えられる 8) 上腕骨遠位端骨折

は遠位骨片が小さく，関節内に多数の骨片を有する

場合は強固な固定を得ることが困難であり，術後の

転位を危慎するがゆえに長期の外固定を余識なくさ

れ，関節の拘縮が残存するという傾向があった.し

かし，近年では，ロッキング機構を有したプレート

などによるダブルプレート固定により，関節内骨片

もより強固に固定することが可能となり，早期に可

動域訓練を開始できるようになってきている.今回

の我々の結果では， AO分類， A群と C群間では成

績に有意差は認めておらず，術中に関節面を正確に

整復さえしておけば，ダブルプレート固定により整

復は保持され，関節内骨折であっても関節外骨折と

同じぐらいの成績が得られるものと思われた.した

がって，可動域制限の主な原因は，関節周囲組織の

癒着などによる外国性の要因が大きいものと考えら

れる.上腕骨遠位端骨折術後の可動域制限は，伸展

制限から始まることが多く， -E，発症した伸展制

限をリハビリテーションで改善させることは非常に

困難である.術直後から肘伸展位固定を行うこと

は，肘屈曲位で生じるであろう術後早期の前方関節

包の拘縮などを防止することができる.これによっ

て肘伸展位固定群で伸展が4度と伸展制限を減少

させる大きな要因となったと考える.

今回，術後に肘伸展位固定を行う上で，最も危倶

されたのは屈曲角度が悪くなるのではないかという

問題であった.しかし，結果的には屈曲角度は良好

であり，非伸展位固定群と比較しでも有意に屈曲角

度も良好であった.ただし，本研究は後ろ向き研究

であり，無作為割り付けを行ったわけではないた

め，非伸展位固定群の年齢が明らかに高齢となって

しまった.これがリハビリテーションへの意欲や活

動性の問題が結果に影響を及ぼしている可能性があ

る.しかし，肘伸展位固定を行うことで屈曲角度が

減少することはないという事実には変わりはなく，

日中の可動域訓練，夜間の肘伸展挙上による浮腫の

予防などが屈曲角度改善に好影響を与えたのではな

いかと考えている.

合併症については， LCP-DHP外側プレートが高

位設置になり，外側サポートからのロッキングスク

表2 近年における本邦での上腕骨遠位端骨折の治療成績との比較

報告者【年次} 症例数平均可動域平均JOA使用プレート 後療法

山中ら伺 (2011) 12 -13-131 95 ONI plate 1週間外宙定

森田らSI(2011) 10 -15-125 88 LCP-DHP 7日以内にROM訓練

1可野ら61(2010) 12 -19-119 84 LCP・DHP 7日以内iこROMWII線

富永ら71(2∞9) 20 -21-122 81 Mayo，ONI 平均2週でROM訓練

当科 (2012) 18 -13-124 90 LCP-DHp， Mayo 1週以内ROM訓練

11 -20-118 87 

7 -4-133 95 

LCP-DHP; lockingcompression plate distal humerus plate 
Mayo; Mayo Clinic congruent elbow plate sy坑em
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リューが挿入できなかった症例が偽関節となった.

LCP-DHPプレートは体格の小さい日本人には適合

しにくく，特に外側プレートは遠位設置になり樟骨

頭の伸展制限を来すことを危慎するが上に，近位設

置となることがある.外側サポートから滑車にむけ

ての長いロッキングスクリューは固定性に重要であ

り，これが挿入できないような小柄な患者の場合

は， Mayo clinic congruent e1bow plate systemなど，

平行設置型のプレートを選択することが望ましいと

考える.また，尺骨神経領域にしびれが残存した症

例が2例あった.Jupiter9)は，尺骨神経の剥離は

6cm以内に留めるのが望ましいと述べており，森谷

ら10)は6cm以上の展開が必要な場合は，上腕三頭

筋下を滑らせて内側プレートを設置する方法などを

考慮する必要があると述べている.内側の展開は必

要最小限に行い， a凶 umaticな操作が尺骨神経症状

を防ぐのに重要であると思われる.

[まとめ]

上腕骨遠位端骨折に対してダブルプレート固定を

行い，術後肘伸展位固定を施行することで，伸展・

屈曲角度とも良好な成績を得ることができた.肘伸

展位固定を行うことで屈曲制限が生じることはな

く，伸展制限予防のために有用な方法と思われた.

【文献1
1) Korner J， et al.百leLCP.・conceptin the operative甘'eat-

ment of dista1 humerus仕actures- biological， biome-
chani伺 1and surgical aspects. Injury 34: 20-30， 2003. 

2) Morrey BF.百leElbow and its Disorders. 2nd ed. Saun-
ders. Philadelphia. pp 328-366， 1993. 

3) Sanchez-Sotelo J， et al. Complex distal humeral frac・

知res:internal fixation with a principle-based parallel-

plate technique. J Bone Joint Surg 90A: 31-46， 2008. 
4) 山中一良ほか.ONI plateを用いた上腕骨遠位端骨折

の治療成績.日肘会誌 18:118-120，2011. 
5) 森田晃造ほか.上腕骨遠位端骨折に対する LCPDista1 

Humerus Plateの使用経験.日肘会誌18:121・123，2011.
6) 河野元昭ほか.成人上腕骨遠位端骨折に対する LCP

Dis旬1Humerus Plateの治療成績.日手会誌26:320-
322，2010. 

7) 富永康弘ほか.上腕骨逮位端骨折に対する手術的治療

の検討.骨折31:526-528， 2009. 
8) Morrey BF.百lepost回 umaticstiff elbow. Clin Or出op

431: 26-35， 2005. 
9) Jupiter JB. Complex fractures of the distal p紅 tof血e

humerus and associated complications. Instr Course 

Lect44:187・198，1995.
10)森谷浩治ほか.Lock血g機構を有した plateを用いた

上腕骨遠位部骨折の治療成績.骨折30:594-597， 2008. 
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締上腕動脈問脈臓の治療経験

岡本雅雄，大塚尚

上腕動脈・肢富動脈損傷例の搬送状況と治療成績を調査し，その問題点を検討した.対象は， 2001年以

降に搬入された上腕動脈損傷9例，肢嵩動脈損傷2例である.受傷時年齢は平均 31歳， ISS (Injury Severi-

ty Score)は4-38であった.鋭的外傷が4例，鈍的外傷は 7例，観察期聞は 5.1年であった.救急隊から

の直送は4例，病院間搬送が7例で転送判断の遅れが4例にみられた.搬入直後に CPA(C釘 diopulmonary

arrest)になった服嵩動脈断裂例(第3病日に肩関節離断)を除く 10例に血行再建を行い，受傷後4-35時

間に血行再開が得られたが再謹流障害はなく，最終調査時は全例開存していた.搬入時にショックを呈した

6例中4例は肘関節部のガラス片単独損傷であるが，全例輸血を要したことから，止血法に関する病院前救

護や一般市民への啓発が望まれる.DASHスコアは不全切断2例と神経緯合後の麻揮症状を残存した 1例が

高く，神経損傷のみならず合併する骨・関節損傷も後の日常生活動作に影響し，初療後の機能訓練や機能再

建術が重要である.

[緒言】

四肢主幹動脈損傷は比較的稀な外傷であるが，診

断や治療が遅れると患肢に高度の機能障害を後遺し

たり，生命を脅かす危険がある.今回，上腕動脈・

服寓動脈損傷例の搬送状況と治療成績を調査し，そ

の問題点を検討した.

【対象と方法]

対象は， 2001年以降に搬入された 12例のうち即

時切断を行った 1例を除く上腕動脈損傷9例，肢寓

動脈損傷2例である.性別は男性8例，女性3例，

受傷時年齢は平均 31歳 (6-65歳)， ISSは11(4-

38)であった.受傷原因は，ガラス片による鋭的外

傷が4例，鈍的外傷は転倒・転落が3例，交通外傷

が3例，機械への巻込みが 1例である.経過観察期

間は平均5年1か月 (1年1か月 -10年)であった.

これらの症例について，搬送状況，搬入時ショッ

クの有無と急性期の輸血量 (RCC)，血管損傷型，

処置内容，血行再建までの時間，神経損傷や骨折・

脱臼などの合併損傷を調査した.損傷動脈の開存状

態は超音波検査で評価し，機能評価は握力を測定し

健側と比較， DASH機能/症状スコアを用いた.

受理日 2012/11/20 

[結果]

搬送状況は，救急隊からの直送が4例で受傷から

の所要時間は平均 44分(20分-1時間 11分)であっ

た(表 1).病院間搬送は 7例で所要時聞は 7時間 13

分 (31分-32時間)であり，動脈損傷の診断や転送

判断の遅れによって搬入までに 4時間以上要したも

のが4例にみられた.搬入時に収縮期血圧90mmHg

以下のショックを呈したものは 6例 (55%)，この

うち 4例はガラス片による上腕遠位部から肘関節部

の鋭的単独外傷であり，残り 2例は服嵩動脈損傷で

あった.急性期に輸血を要したものは 8例 (73%)

に及んだ(表1).

血管損傷型は，血栓閉塞が2例，完全断裂が9例

であった.血行再建は 10例(端々吻合;9例，静脈

移植;1例)に行い，血行再建を行わなかった 1例

は搬入直後に CPAになった肢寵動脈損傷例で，受

傷後3日目に肩関節離断を行った.受傷から血行再

建までは 4-35時間であったが，術後血栓形成や再

潜流障害を認めたものはなく，筋膜切聞を行った症

例もない.合併損傷は，損傷動脈近傍の骨折や肘関

節脱臼を 7例に認め，うち 6例が開放性損傷であっ

た.

搬入時に手部の神経学的評価が可能であったもの

大阪府三島救命救急センター 干569-1124 大阪府高槻市南芥川町 11-1
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表 1 結果

Br:上腕動脈， Ax: 1阪商動脈， CPA: Cardiopulmonaryarrest， ETE: End to end， 

VG : Vein graft， DA ・Disarticulation，NE: Not examined 

年齢 績傷 般送般入 脈血 血管 再建

定例性~ 動脈 受傷原因状泡時間ショッ空 (RCC)損傷型処置時間 合併損傷 DASH 握力比(%)

1 30M 9 Br ガラス片 転送 0:31 O 13 
2 20M 9 Br ガラス片 直送 3:52 0 10 
3 101' 4 Br ガラス片 転送 7・02 0 2 

24M 4 Br ガラス殴打転送 0:52 O 10 
6M 9 Br 転(fiJ 転送 0:55 。
65M 9 Br 転F喜 転送 4:04 。
51M 9 Br 機械巻込 Ja送 2:36 4 

自 59M 9 Br 転倒 直送 1・11 。
9 331' 9 Br 交通外傷 転送 5:06 10 
10 IBM 38 Ax 交通外傷 転送 32 O 6 
11 21M 11 Al gi重外傷 直送 0:20 CPA 78 

は9例であり，その全例に種々の程度の神経欠落症

状を認めた.そのうち神経断裂を 3例に認め(正中

神経 ;2例，正中・尺骨両神経 1例)，これらは全

て鋭的外傷であり神経縫合を行った.残りの 6例は

麻簿症状の当該神経を血行再建時に確認し，一部に

血性浸潤を認めたが有連続性であり処置は加えなか

った.全身状態が不良のために搬入時神経学的評価

が不能であった 2例は服嵩動脈損傷例であり， 1例

は血行再建時に有連続性であることを確認した.

最終調査時の機能評価では， DASH機能/症状ス

コアが 0-73.3点(平均 2.7点)であり，不全切断 2

例(症例 7，9) と神経縫合後の麻痔症状が中等度に

残存した 1例(症例 1)で高かった.骨軟部組織が

広範囲に損傷された不全切断例では，肘関節拘縮や

握力低下などを残していた.神経損傷に対する保存

療法例は概ね回復したが，神経縫合を行った 3例は

握力低下や手内在筋障害を程度の差はあるものの残

存した(表1).最終調査時の超音波検査では，再建

動脈の仮性癒や狭窄などの所見なく，全例開存して

いた.

[症例呈示]

症例 7 51歳，男性.機械に左上肢を巻き込まれ

受傷 した(図 1a， b). 上腕三頭筋の一部を含む後方

軟部組織と神経(正中 ・尺骨・棋骨神経)でのみ連

続していた.左手部は蒼白を呈し無知覚であった.

受傷後 7時間で血行再建を完遂し，第 36病日にプ

レート固定と自家骨移植術，遊離植皮術を行い，機

能訓練目的で第45病日に転院した.最終調査l時(受

傷後 1年 8か月)，手部の知覚・運動はほぼ改善し

ていたが，高度の肘関節拘縮を残 しており ，DASH 

機能障害/症状スコアは44.2点であった(図 1c， d). 

拘縮解離術の適応であったが，既に症状固定を受け

断裂 ETE 4.4 正中神経断裂 21.7 64 
断裂 ETE 7.6 なし 1.7 107 
断裂 ETE 9.5 正中・尺骨神径断裂 5.3 41 
断裂 El百 4.3 正中神経断裂 5.8 94 
血栓 ETE 5 上腕骨類上開放骨折 。96 
断裂 El百 7.1 肘関節開放脱臼 3.3 日l

断裂 Eπ 7.4 上腕骨遠位部不全切断 44.2 47 
断裂 El官 4 肘関節開放脱臼 。92 
断裂 ETE 8.2 前腕近位不全切断、上腕骨頼上骨折 73.3 10 
血栓 VC 35 肩甲骨開放骨折 6.7 78 
断裂 DA 一 鐙骨・ 上腕骨近位都問主主骨折 5 NE 

図 1 症例 7 51歳，男性.上腕迷位部不全切断

a.搬入|時

図 1 b.搬入時X線

図 1 c.最終調査時高度の肘関節拘縮を後退した.
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図 1 d.最終調査時X線

ておりこれ以上の治療を望まなかった.

症例 11 21歳，男性.乗用車運転中に横転し受

傷，出血性ショックで搬送された(図 2a， b).搬

入直後に CPAとなったが， 15分後に自己心拍が再

開した.心肺蘇生時に開放創からの出血に対し服嵩

動脈を結殺した. しかし，依然として循環動態が不

安定なため，血管外漏出を認めた胸肩峰動脈(図2c) 

を結殺し救命し得た局所損傷は腕神経叢損傷を伴

った肩甲胸郭解離であり， I肢嵩動脈分枝の側副血行

路損傷による阻血徴候もみられた.以上から，患肢

温存は困難と判断し，受傷後 3日目に肩関節離断術

を行った.最終調査時(受傷後 8年)，高次脳機能

障害はなく，営業職に従事している. DASHスコア

は，機能障害/症状 5点，仕事 O点である.

[考察]

四肢主幹動脈損傷の初期治療は，先ず活動性出血

に対する止血が重要である.止血操作が困難な凹肢

近位部を除いては，受傷直後の対応がその後の循環

動態を左右する.自験例では，搬入時にショックを

呈した 6例中 2例は服嵩動脈損傷であったが，残り

4例は上腕遠位部から肘関節部のガラス片による単

独外傷であった.後者は何れも適切な止血操作によ

って出血量を最小限に抑え，ショックを回避するこ

とも可能であったと考えられ，より積極的な止血法

に関する病院前救護や一般市民への啓発が望まれ

る.

一方，搬入後のショックに対しては， ]ATEC (]apan 

Advanced Trauma Evaluation and Care) j)に則り循

環動態を安定させる. しかし，肢寓動脈の鋭的損傷

では致命的になることがあり 2) 鈍的損傷でも症例

4のように開放創を伴えば同様である.不安定な循

図2 症例 11 21歳， 男性.

肩甲有宇部鈍的外傷(開放性)
a.搬入時

図 2 b.搬入時X線

図 2 c.搬入時血管造彩服寓動脈で途絶
し胸肩峰動脈に血管外漏出を認め
る.末梢への側副血行路は造影さ
れていない

環動態が続けば動脈結殺や切断術が救命への唯一の

手段とならざるを得ない場合があり，初期治療の優

先順位を的確に判断しなければならない.

四肢主幹動脈の血行再建術後の治療成績に影響す
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る因子は，血行再建までの阻血による神経・筋組織

障害，血行再建術後の全身的・局所的な再漕流障害，

さらに吻合部の血栓形成，仮性動脈癌や動静脈痩の

形成などが考えられる.このうち初期治療で問題に

なるのは，阻血による神経・筋組織障害や再濯流障

害であり，一般に，動脈損傷における完全阻血の

golden hourはら8時間 3)と言われている.自験例

では受傷から血行再建まで 35時間経過した血栓閉

塞による鈍的肢寓動脈損傷例が含まれていたが，筋

膜切聞を行わずとも明らかな再漕流障害を認めず機

能肢として治癒した.これは肩甲体部の豊富な側副

血行 4)により末梢循環が維持されていたためと考

えられる.一方，他 1例の肢嵩動脈損傷例では広範

囲の鈍的損傷によって側副血行路が損傷され(図2

C)，阻血所見が早期から表れることもあり，受傷後

の身体所見を充分に観察しなければならない.

上腕動脈損傷例では，血行再建まで6時間以上要

したものは 9例中 5例であったが，再謹流障害を認

めたものはなかった.これは，上腕深動脈分岐部以

遠の損傷であったため側副血行 4)が保たれていた

ことや，上腕不全切断例では損傷部位が比較的限局

されていたことによると推察される.したがって，

上腕動脈・服嵩動脈損傷では，高度の挫滅例や切断

例などを除き血行再建までの時間的制約は概ね緩和

されると考える.阻血症状を呈さない上肢の主幹動

脈損傷については，上腕動脈・肢嵩動脈の外傷性閉

塞後の放置温存例が報告されへまた小児頼上骨折

に伴った上腕動脈損傷における pinkpulseless hand 

に対する治療法の選択は未だ議論がある 5) しかし，

cold intoleranceや労作時の阻血症状，小児期にお

ける成長障害などが危慎されるため，著者らは急性

期における動脈再建を原則的に行なっている.

上腕・服嵩動脈損傷の長期成績は，鋭的損傷に合

併する神経損傷が影響する 6)7)8)と言われている.し

かし， Joshiら9)は，上肢動脈損傷例における DASH

スコアの評価から鈍的外傷例の方がADL障害を残

すことが多いと述べた.自験例では，症例数は少な

いが鈍的外傷が過半数を占めており，上腕動脈鈍的

損傷では全例に損傷動脈近傍の骨折や肘関節脱臼を

伴い，鋭的損傷では4例中 3例に神経損傷を伴って

いた.最終調査時の DASHスコアでは，日常生活動

作で中等度以上の機能障害を後遺しているものがあ

り，その内容は神経縫合例では握力低下や手内在筋

障害を認め，骨軟部組織が広範囲に損傷される不全

切断では2例とも高度の関節拘縮や握力低下を残し

ていた.上腕・服嵩動脈損傷例の治療成績は，合併

する神経損傷のみならず受傷時の骨関節・軟部組織

損傷も影響するため，初療後の機能訓練やその後の

機能再建術が重要である.

[まとめ1
1.上腕動脈・肢嵩動脈損傷 11例の治療成績を報

告した.

2.上腕動脈損傷の活動性外出血に対する初期対

応では，より積極的な止血法に関する病院前救護や

一般市民への啓発が望まれる.

3. 治療成績は合併する神経損傷や骨関節・軟部

組織損傷が影響し，その機能再建が重要である.

[文献1
1) 日本外傷学会外傷研修コース開発委員会.改訂外傷初

期診療ガイドライン.第2版.東京.へるす出版.pp4-

12，2005. 
2) Gil1 H， et al. Civilian Penetra出 gAxillary Artery Inju-

ries. World J Surg 35: 962・966，2011.
3) Hossny A， et a1. Blunt poplitea1 artery injury wi白 com-

plete lower ischemia: is routine use of temporary in甘a-

lumina1 arteria1 shunt justified? J Vasc Surg 40: 61・66，
2004. 

4) l.evin PM， et a1. Collatera1 circulation in arteria1 injuries. 
Arch Surg 102: 392・399，1971.

5) Malviya A， et a1. Pink pulseless hand following supra-
condylar企'act町es:an audit of British practice. J Pedia甘

Orthop B 15: 62-臼，2006.
6) Ergunes K， et a1. Traumatic brachia1 artery injuries. Tex 

Heart Inst J 33: 31・34，2006.
7) Shaw AD， et a1. Vascular仕aumaof the upper limb and 

associated nerve injuries. Injury 26: 515-519， 1995. 
8) Diamond S， et a1. Vascular injuries ω白ee訪問i泊esin 
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9) Joshi V， et a1. Determination of functiona1 outcome fol-

lowing upper ex仕emityarteria1 trauma. Vasc Endovas-
cular Surg 41: 111-114， 2007. 
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手外科手術におけるエコーガイド下鎖骨上霞腕神経叢
ブロックの有用性
一施術者による麻酔効果に対する影響
おおたひろよ L しげまつニうじ おおtこしただ由ぷ おもかわしょうへい たなかやすひと

大田大良*重松浩司へ大西正展*面川庄平帥，田中康仁**

エコーガイド下鎖骨上寓腕神経叢プロックは，エコーを用いることで神経，血管，肺，穿刺針の立体的な

位置関係をリアルタイムに把握できるため非常に有用な麻酔方法である.今回，著者らは 20ω年4月以降

に同神経プロックで手術を行った 166症例を分析することで，その有効性，簡便性および安全性を調査した.

追加麻酔を要した症例は 25例あったが，局所麻酔等を追加することで手術は可能であり，全身麻酔に移行

した症例はなかった.また，医師経験の異なる検者3群聞を比較した結果，麻酔効果発現時間および麻酔効

果不十分例の比率に有意差を認めなかった.よって，同ブロックは経験の浅い医師でも熟練した医師と同等

の麻酔効果を得られることが示された.また重篤な合併症を生じた例はなく，簡便で安全な麻酔方法である

ことが実証された.ただし，肥満患者では麻酔効果が減弱する可能性があり，術前にプレスキャンを行ない

注意深い計画が必要である.

[緒言】

当院では， 2009年4月より手の外科手術におい

てエコーガイド下での鎖骨上寓腕神経叢プロックを

利用している.同プロックは麻酔領域が上肢全体に

広がるため，タニケットペインが生じにくく，手の

外科手術には非常に有用な麻酔方法である.本研究

の目的は，当院で施行した症例を分析することによ

り，同プロックが有効，かつ安全な麻酔であること

を検証するとともに，プロックを行なった検者を医

師としての経験年数の異なる 3群に分け比較するこ

とで，本方法が簡便な麻酔方法であることを証明す

ることである.

【対象と方法1
20ω年4月以降に当施設にて同プロックを施行

し手術を行った 166症例を対象とした.男性が78

例，女性が88例，右側が87例，左側が79例であ

った.年齢は 16-86歳(平均 55.8歳)，身長は 135

-185cm (平均 160cm)，体重は 27-115kg(平均

58.8kg)，手術時聞は 9分-455分(平均 109分)で

あった.手術部位は手指が55例，手関節部が71例，

前腕部が3例，肘関節部が32例，上腕部が 1例，肩

受理日 2012/11/13 

が4例であった.手術方法は観血的整復固定術が

54例，神経剥離術が28例，抜釘術が 17例，臆およ

び靭帯に対する手術が 15例，神経・血管縫合術が

12例，腫虜摘出術が 12例，関節鏡手術が7例，関

節形成術が7例，その他の手術が 14例であった.

本研究の検討項目として，同プロックの有効性と

安全性とを検討するため 1)穿刺針挿入から手術開

始までの時間を麻酔効果発現時間と定義しこれを調

査した.2)同ブロック単独では，麻酔効果が不十

分であり追加麻酔が必要になった症例を調査し，同

ブロックの麻酔効果を評価した.3)追加麻酔の有

無から対象症例を麻酔効果が得られた群と，麻酔効

果が不十分であった群の2群に分け，年齢，身長，

体重， BMI等を比較することで麻酔効果を減弱させ

る因子を検討した.4)合併症の有無を調査し同ブ

ロックの安全性を検証した.次にプロックの簡便性

を検証するため 5)対象症例を 15年目の手の外科

医が施行した群 (S群)， 10年目の整形外科医が施

行した群 (0群)，後期研修医が施行した群 (K群)

の3群に分け比較検討した.

統計学的処理には Excelstatce12を使用した.2群

間比較ではt検定を用い， 3群聞の比較では分散分

*東大阪市立総合病院
事'奈良県立医科大学

干578-8588 大阪府東大阪市西岩田3丁目 4番5号
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析および分割表を用い検定し， P値が 0.05未満をも

って有意差ありとした.

当院における同神経ブロック法は，以下のとおり

である.まず患者を仰臥位で寝かせ背中に枕を置き

背をそらせ，顔は健側を向かせることで鎖骨上閣の

スペースが広くなるようにしている(図 1a). エコ

ープローベは 13MHzのリニアプローベを使用して

a b 

図 1 当院でのエコーガイド下鎖骨上問腕利I経叢ブ
ロックの実際
a. 怠肢を体幹に沿わせ，背中に枕を白き，
顔は住~側を向かせ鎖骨上町を広くする .

b 鎖骨に平行にプローベを置きプレスキャ
ンする.

447 

いる.術者は患者の頭側に座りエコーを尾側に置

き，患肢は体幹に沿わせ，鎖骨上閣で鎖骨に平行に

プローベをあててプレスキャ ンを行い(図 1b)，鎖

骨下動脈およびその外側にあ る腕神経叢を確認す

る.続いて，プローベの外側より 23Gの鈍針を刺入

し，プローベに平行に針を進めることで針先の位置

を確認しながら運針する.まずは，腕神経叢の深部

で鎖骨下動脈よりに局所麻酔薬を 2-3m!注入する

(図 2a，b). 針を少しずつ動かし，局所麻酔薬を

2m!ずつ注入し腕神経叢の周囲を局所麻酔薬で満た

すようにする(図 2c).局所麻酔薬には 1%キシロ

カイン 10m!と0.75%アナペイン 10m!を混注して

いる.本方法ではブロック針の先を神経にあて刺激

痛や放散痛を確認する必要はなく，あくまで神経の

周囲に局所麻酔薬を注入するようにし神経損傷を予

防している.

[結果]

麻酔効果発現時間は 19-67分(平均 33.7分)で

あった鎖骨上腕神経叢ブロック単独では手術の続

行が不能と判断された症例は 166例中 25例 (15%)

であった.これらの症例に対しては 12例では局所

麻酔を， 9例では局所静脈内麻酔を， 4例ではj肢富

村l経ブロックを追加することで手術を行うことがで

b. c 

図2 鎖骨上筒j協和11経叢のエコー横断像と述針
a. bーまず初めに鎖骨下動脈の外側でl腕神経叢の深部に局

所麻酔薬を注入する.
c. 少しずつ運針しながら局所麻酔薬を注入し腕神経叢

の周囲を局所麻目，，~薬で満たす.
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表 1 同神経ブックの麻酔効果判定に
もとづく 2群間比較

+群(m回日SD) 一群(m国 n:!:SD)

年齢(怠) 55::t:18 60.7::t:18.2 

身長(cm) 160主11.2 160::t:12 

体重(Kg) 57.7::t:12.9 65.2::t:19.2 

* 
BMI 22.4::t:3.57 25.1土4.78

* 
合:p<O国

表2 手術部位別にみた麻酔効果不十分例

手指 手関節 前腕 肘 上腕 肩

症例数 55 71 3 32 4 

麻酔効果 5 13 。5 。2 
不十分例

き全身麻酔に移行した症例はなかった.麻酔効果が

得られた群(以下+群)と，麻酔効果が不十分であ

った群(以下・群)の 2群に分けて比較検討した結

果では，年齢は+群:55土18歳 (me組土SD)，-群:

60.7:t18.2歳，身長は+群:160:t11.2cm，・群:160 

:t12cm，体重は+群:57.7:t12.9Kg ，・群:65.2土

19.2Kg， BMIは+群:22.4:t 3.57， ・群:25.1:t4.78 

であった.2群聞で体重 (P=0.0142)およびBMI(P 

=0.00074)において有意差を認めた(表1).以上の

ことから肥満症例では，同神経プロックの効果が得

られにくいと考えられた.また，同ブロックにより

重篤な合併症を生じた症例はなく，周術期に大きな

問題を生じた症例はなかった.

表 3 手術方法別にみた麻酔効果不十分例

観血的 神経 復釘 臆- 神経 題箔 闘節鎗 関節
盤復 着目I離 靭寺普 血管 形成
固定街 鐙合

!iE{JザS骨 54 28 17 15 12 12 7 7 

Jlfl#A訪's! 13 5 o 1 1 2 1 o 
♀"1ι'1ffI! 

手術部位別(表2)および手術方法別(表3)に

麻酔効果不十分例の比率を比較したが，それぞれ有

意差を認めなかった.

医師経験年数による 3群聞の比較では，麻酔効果

発現時聞はS群:33.3:t9.66分 (me組土SD)，O群:

34.7:t10.2， K群:33.6:t9.39分であり， 3群聞で有

意差を認めなかった.麻酔効果不十分例の比率に関

してはS群 :11%，0群 :21%，K群:17%であり，

これも有意差は認めなかった(表4). これらの結果

から，同麻酔は後期研修医であっても， 15年目の

手の外科医と同等の麻酔効果を得ることができ，医

師の経験年数には影響を受けないと考えられた.

[考察1
鎖骨上嵩アプローチの腕神経叢プロックは 1911

年に Kule出創np妊により最初に報告された 1) 麻酔

域は上肢全体に及ぶため，上肢の手術には非常に有

用な麻酔方法であり，第一次世界大戦における負傷

者の治療に利用され普及した.しなしながら，同ブ

ロックは盲目的な手技であるため，血胸，気胸，横

隔神経麻癖等の重篤な合併症を引き起こす可能性が

ある.死亡例の報告もあるため，十分な解剖学的知

識と経験を有した限られた医師にのみ施行できる手

技であった.一方，エコーガイド下に行う同プロッ

クは 1994年にKapralらにより初めて報告された 2)

エコーを用いることで腕神経叢の立体的な構造を可

視化できるため，神経，血管，肺などの解剖学的構

造を容易に把握でき，また同時に神経プロック針も

視認することができるため安全，確実に同ブロック

を施行でき，エコーの性能向上に伴い一般的に普及

しつつある剖心的6) エコーガイド下の最大のメリッ

トは，穿刺針の位置，神経血管の位置，肺の位置な

表4 医師経験年数の異なる 3群間比較

麻酔効果 |麻酔効果不十分例
発現時間 |の比率同)

その他
(m闘 n土50分1

S君事 133.3土9.66

14 0群 134.7::t:10.2 NS 

2 K群 133.6::t:9.39 

NS: 有意差無し

-126一



エコーガイド下鎖骨上寓腕神経叢プロックの有用性 449 

どの情報をリアルタイムに確認することができるた

め，注意深く麻酔を行なえば穿刺針による神経，血

管，肺などの損傷を可能な限り予防しえることであ

る.

今回の結果から，肥満患者では同プロックによる

麻酔効果が減弱することが示された.エコーは表在

にあるものは鮮明に映るが，深部にあるものは超音

波が減衰するため不鮮明になるという特徴がある.

肥満患者では神経の位置が通常の患者より深部に位

置するためにエコー像が不鮮明となる.そのため局

所麻酔薬を神経周囲に正確に注入することが困難に

なり，麻酔効果が減弱すると考えられた.ただし，

これに関してはエコーの手技に習熟することである

程度は改善できると考える.また我々には経験がな

いが，より深部を視認するためリニアプローブでは

なくコンペックスプロープで同プロックを行っても

よいかもしれない.いずれにせよ術前に同プロック

の効果に不安がある場合には，あらかじめ術前にプ

レスキャンを行ない，場合によっては麻酔方法を変

更する必要性がある.また，同ブロックで麻酔効果

が不十分になり易い神経領域としては，鎖骨上嵩に

おいて一番深部に位置する C8，T1の神経領域があ

げられる.肢寓部では槙骨神経領域以外は比較的浅

い部分に位置するため，仮に同ブロックで麻酔効果

が不十分になった場合にも，エコーガイド下での服

寓アプローチの腕神経叢プロックを併用すること

で，より確実な麻酔効果が得られると考える.事実

我々の症例でも同プロックで C8，T1の麻酔効果が

不十分な際に，肢嵩アプローチの腕神経叢プロック

を併用することで手術が施行可能となった症例を経

験している.

当院では後期研修医が同神経プロックを施行する

際には指導医も立ち会い，両者がエコー画像を確認

する様にしている.エコー像を見ながら局所麻酔薬

を注入することで，神経のどの部分にどの程度の局

所麻酔薬が注入されているかが，視覚的に確認でき

るため，指導医による適切なアドバイスが可能とな

る.このことが，後期研修医でも 15年目の手外科

医と同等な麻酔効果を得ることができた理由のーっ

と考えられる.整形外科医にとってエコーは，いま

だなじみの薄い医師も多いが，神経，血官等の解剖

学的構造を把握するには非常に有用である.今後，

若手医師もしくはこれから鎖骨上神経ブロックを始

めようとする医師にとっては必須になる手技である

と考える.

[まとめ]

エコーガイド下鎖骨上寓腕神経叢ブロックは，上

肢の手術麻酔として非常に有効かつ安全な麻酔方法

であることが判明した.また経験の浅い医師でも慎

重にエコー像を確認しながら運針することで安全に

施行でき，確実な麻酔効果を得ることができた.し

かしながら肥満患者においては，エコー画像が不鮮

明となり，麻酔効果が不十分になりやすいことが予

想されるため術前に注意深い計画が必要である.

I文献1
1) Kulenkarnpff D， et al. Zur Anaesthesierung des Plexus 

Brachialis. Zen回 lblChir 38: 133下1350，1911.
2) Kapral S， et al. Ultrasound-guided supraclavicular ap-

proach for regional anesthesia of the brachial plexus. 

Anesth Analg 78: 507・513，1994.
3) 前回亨ほか.エコーガイド下鎖骨上腕神経叢プロック

の経験.整形外科54:26ら267，2003.
4)忽那岳志ほか.上肢外科手術における超音波ガイド下

腕神経叢プロックの施行経験.日手会誌26:589-592， 
2010. 

5) 蒲生和重ほか.上肢手術に対するエコーガイド下腕神
経叢ブロック鎖骨上法.日手会誌26:597-600， 2010. 

6) 佐久間悠ほか.上肢整形外科手術における，鎖骨上寓
アプローチによる超音波ガイド下腕神経叢プロックの
有用性.日手会誌28:441-444， 2012. 
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アロマターゼ阻害剤による手指愁訴と脂質異常
ほんまりゅうすけ きょLげよしろう いしがきだいすけ

本間龍介，清重佳郎，石垣大介

[目的]アロマターゼ臨害剤(以下AI)は閉経後ホルモン感受性乳癌術後患者の再発予防内服剤である.

AI投与により手外科的合併症が生じることが報告されている.AI投与後の手指愁訴の内容と頻度，脂質異

常の関係について調査した.

[対象と方法]当院外科にてAIを投与された 235人の女性乳癌術後患者についてカルテを後ろ向きに調査

した.

[結果1235人の 27.7%に手指愁訴を認めた(以下，有症状群).最も多い愁訴は手のこわばりで， 21.3% 

に認められた.その他の愁訴は手指痛，指弾発，手関節痛，手のしびれ，手の腫れであった.脂質異常は有

症状群の 71.4%，無症状群の 52.0%にみられ，有症状群で有意に多かった.また，中性脂肪が有症状群で有

意に高値であった.

[結論1AI投与患者の 27.7%に手指愁訴を認めた.有症状群では無症状群より有意に脂質異常の頻度が高

く，中でも中性脂肪で有意差を認めた.

[緒言】

アロマターゼ阻害剤(以下AI)は閉経後ホルモ

ン感受性乳癌術後患者の再発予防のために使用され

る内服剤である.アンドロゲンからエストロゲンへ

の変換を阻害することにより再発を予防する.AI
投与により手指のこわばりやしびれなどの手外科的

合併症が生じることが欧米で報告されている1)が，

本邦での認知度はいまだ低い状態である.日本人で

のAI投与後の手指愁訴の内容と頻度を知る目的で

後ろ向き調査を行った.また，我々は閉経期特発性

手根菅症候群の危険因子のひとつが脂質異常である

ことを指摘してきた制.AI投与後の手指愁訴と脂

質異常の関係についても検討したので報告する.

[対象と方法1
2002年 1月から 2011年7月までに当院外科にて

AIを投与された 235人の女性乳癌術後患者の手指

愁訴内容と頻度，脂質関連の採血データについてカ

ルテを後ろ向きに調査した.脂質異常の定義は，総

コレステロール(異常値:220mg/dl以上)，中性脂

肪(異常値:150mg/dl以上)， HDLコレステロー

ル(異常値:40mg/dl未満)， LDLコレステロール(異

受理日 2012/11/11 

常値:140mg/dl以上)のいずれか 1項目でも採血

検査していれば， r脂質検査ありjとし， 1項目でも

異常値があれば f脂質異常Jとした.統計には t検

定と χ2検定を用いた.

[結果]

使用薬剤と人数の内訳は，アナストロゾール(商

品名:アリミデックス)195人，エキセメスタン(商

品名:アロマシン)26人，レトロゾール(商品名:

フェマーラ)14人であった.平均投薬開始年齢は

63.8歳であった.

手指愁訴を認めた患者(以下，有症状群)は 235

人中 65人 (27.7%)で，認めなかった患者(以下，

無症状群)は 170人 (72.3%)であった.有症状群

では， AI投与後平均 9.68か月 (0.5-28か月)で手

指愁訴を発症していた.最も多い愁訴は手のこわば

りで， 50人 (21.3%)に認められた.その他の愁訴

は手指痛9人 (5.5%)，指弾発6人 (2.6%)，手関節

痛9人 (5.5%)，手のしびれ5人 (2.1%)，手の腫れ

1人 (0.4%)であった(表 1).手指痛9人中 5人，

指弾発6人中 6人，手関節痛9人中 5人，手のしび

れ5人中 5人が整形外科を受診し，手指痛5人と指

恩賜財団済生会 山形済生病院 〒990-8545 山形県山形市沖町 79-1
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弾発6人はぱね指，手関節痛5人はドケルパン病，

手のしびれ5人は手根管症候群と診断されていた.

治療はドケルパン病に対しては外用剤，スプリン

ト，手術が行われ，ばね指に対しては外用剤，ステ

ロイド注射，手術，手根管症候群に対してはステロ

イド注射，手術が行われていた.

脂質検査を行っていた人数は有症状群で49人，

無症状群で 123人であった.この中で脂質異常は有

症状群で35人(71.4%)，無症状群で64人 (52.0%)

であり，ピ検定にて有症状群で有意に多かった (p

=0.02) (表2). また，各項目の平均値は表3のとお

りであり， t検定にて中性脂肪が有症状群で有意に

高値であった (p=0.04).

[考察]

欧米ではAIによる整形外科的合併症について多

くの報告があるが，本邦ではほとんどない.添付文

書による AIの合併症には代謝障害として血中コレ

ステロール増加があり，筋骨格系障害としては関節

痛，筋痛，骨粗揺症，骨折，神経障害としてはしび

れなどが記載されている.林らはAI投与後の関節

痛のうち， 65%が上肢に生じ，朝の手のこわばりは

有関節痛者の 46%にみられたと報告している 4)

この中で上肢に高い割合で関節痛が見られた理由は

述べられていないが，関節痛を訴えた例の中には上

肢に多く擢患するぱね指などの非関節疾患が含まれ

ている可能性がある.本研究では手指愁訴はAI投

与患者の 27.7%に，手のこわばりは 21.3%にみられ

た.AIにより手指愁訴は高頻度に生じると思われ

る.

AIによる手根管症候群についての報告も欧米では

散見され，その頻度に関して Sestakは2.6%へBuz-
darは約 3%ω と報告しており，本研究では 2.1%とこ

れらの報告と同程度であった.一般人口における手

根管症候群の頻度は，欧米で1.8-3.46人/1000人/

年 7)8) 韓国で 1人/1000人/年 9)と差があるが， AI

表 1 AI投与による手指愁訴内容と頻度

愁訴 人数 % 

手のこわばり 50 21.3% 

手指痛 9 3.8% 

手関節痛 9 3.8% 

指弾発 6 2.6% 

手のしびれ 5 2.1% 

手の腫れ 1 0.4% 

表2 有症状群と無症状群での脂質異常の頻度

脂質検査あり 脂質異常

有症状群 49人 35人(71.4%)

無症状群 123人 64人(52.0%)

表3 脂質検査各項目の平均値

T-cho TG HDL・c LDL-

(mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) (mg/dl) 

有症状群 206 152 57.8 127 

無症状群 211 126 60.2 131 

有意差 NS p=0.04 NS NS 
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によって引き起こされる頻度には差がみられないこ

とは興味深い.

一般的に，手根管症候群やぱね指， ドケルパン病

は閉経期に多く発症するといわれている.著者らは

閉経期手根管症候群の 77%に脂質異常がみられ，

コントロール群 68%より高頻度であったと過去に

報告した 2) また，本研究では有症状群で脂質異常

が71.4%にみられ，無症状群の 52.0%より有意に高

類度であった.これらより，手指愁訴と脂質異常の

関連が示唆される.

AIによる手指愁訴の発症機序はいまだ明らかで

ない.閉経期女性はエストロゲンの低下により血中

総コレステロールや LDL，中性脂肪が増加し， HDL 

が低下することが知られている.血中中性脂肪が上

昇すると LDLを小粒子高密度LDLに変化させ，こ

れは LDL受容体との親和性に乏しいために肝内に

取り込まれにくく，血中に停滞しやすい.また，小

粒子高密度LDLは血管内皮下では活性酸素に容易

に酸化され，動脈硬化に促進的に作用するとされて

いる.Nakar凶chiらは特発性手根管症候群患者に高

脂血症の合併率が高いと報告している 10) また，著

者らは，閉経期女性では高脂血症による酸化作用で

血管内皮細胞機能障害が引き起こされ，滑膜炎が起

こることが手根管症候群発症のリスクファクターに

なることを報告した制.これらの知見は， AI投与

による手指愁訴と閉経期特発性手根管症候群との発

症機序の類似性を示唆する.これらより推測する

と， AI投与の患者ではエストロゲンが低下して擬似

閉経期状態となることで高脂血症が引き起こされ，

血管内度細胞機能障害から滑膜炎が惹起され，手指

愁訴が起こるものと考えられる.

今回，総コレステロール値は有症状群と無症状群

の聞で有意差を認めなかった.本研究は後ろ向き研

究であり，全員が脂質検査を行っていなかったこと

が一因だった可能性がある.

今後は， AI投与患者における脂質データを集積す

るとともに，高脂血症薬投与でAI投与による手指

愁訴が改善するかについての更なる研究が必要と考

える.

Iまとめ1
10AI投与患者の 27.7%に手指愁訴を認めた.

2.有症状群では無症状群より有意に脂質異常の

頻度が高く，中でも中性脂肪で有意差を認めた.

3.脂質異常がAI投与患者に発症する手指愁訴の

危険因子であることが示唆された.

4. AI投与による手指愁訴と閉経期特発性手根管

症候群との発症機序の類似性が示唆された.
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虫様筋は MP関節近位で深指屈筋腫に起始することから，虫様筋の収縮による手指伸展運動や虫様筋の筋

活動は MP関節の肢位によって影響を受ける可能性がある.本研究では，その検証を目的に電気刺激実験と

筋電図実験を企画し，虫様筋の手指伸展運動機能について調査した.対象は健常成人男性7名とし，針電極

を用いた電気刺激実験と筋電図実験を行い，両実験共に MP関節を 0，45， 90度に設定した.電気刺激実験

では，虫様筋に最大刺激した時の PIP関節伸展可動域を求め，筋電図実験では， MP関節を随意保持した場

合と伸展を意識させた場合で手指の最大伸展運動時の筋活動量を求めた.その結果，電気刺激実験では MP

関節0，45， 90度でそれぞれ約ー24，-7，・27度の PIP関節伸展可動域を示した.虫様筋の筋活動に関しては，

MP関節を随意保持して手指を伸展させた場合に高く，特に MP関節90度で高い活動を示した.電気刺激

実験では， MP関節肢位によって PIP関節の可動域が変化したが，これは虫様筋が可動性のある深指屈筋腫

に起始することが要因と考えられた.筋電図実験では，虫様筋はMP関節の随意保持時に強く働くことから，

手指伸展位における MP関節屈曲が主作用であると考えた.

PIPとDIP関節の発揮張力を計測したものがある 5)

しかし，これらの研究において MP関節の肢位を設

定して調べたものはなく， MP関節肢位がPIPおよ

びDIp関節の伸展に及ぼす影響については明らか

になっていない.

本研究では，虫様筋は MP関節近位で深指屈筋腫

(FDP)に起始する多関節筋であることから，虫様

筋の収縮による PIP関節の伸展運動は MP関節の

肢位によって影響を受けるといった仮説を立て，電

気刺激で虫様筋を収縮させることによる PIP関節

伸展運動を異なる MP関節肢位で調査した.また，

虫様筋への電気刺激による MP関節の屈曲角度も

調査した.しかし，電気刺激で誘発する筋収縮は中

枢神経からの運動指令による筋収縮強度と必ずしも

一致しないので，随意運動と電気刺激による運動と

では異なる可能性がある.よって本研究では，動作

筋電図学的実験も併せて行い，虫様筋の筋活動特性

を調査した.

[対象と方法I
(1)対象

対象は，神経筋疾患および、整形外科的疾患の既往

[緒言]

手指の伸展運動は，指伸筋と虫様筋と骨間筋の協

調的収縮によって行われる.これらの筋は指背部で

複雑な指伸展機構を形成して PIPとDIP関節の伸

展運動に関与する.

虫様筋の手指伸展機能に関する研究は，屍体を用

いた解剖学的研究山)や動作筋電図学的研究制1)等

によって行われており，虫様筋はいかなる MP関節

肢位でも PIPとDIP関節の完全伸展運動が可能で、

あることが示されている.しかし，解制学的研究は

人為的に筋腫を牽引して関節運動を生じさせるもの

であり生体内の筋収縮による実際の運動とは異な

る.また，動作筋電図学的研究では筋活動量の大き

さと関節可動域範囲は必ずしも一致しないことが問

題点として挙げられる.

これらの欠点を補い，詳細に虫様筋の手指伸展機

能を解明するためには，針電極等を用いて直接的に

筋を電気刺激する手段も必要であると考えられる.

これは，生体内の虫様筋を独立して収縮させること

により虫様筋本来の作用のみを調査できる利点があ

る.これまでに電気刺激を用いて虫様筋の作用を調

べた研究には，電気刺激時の関節運動の観察 3)1)や
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のない健常成人7名とした.内訳は，男性7名，平

均年齢は 28歳 (27.・30歳)であった.被験者は，全

員右利きであった.なお，これらの研究は，新潟医

療福祉大学倫理委員会の承認を得て，被験者には予

め実験の目的と方法を文書で説明し，同意を得た.

(2)針電極の刺入

電気刺激実験，動作筋電図学的実験共に被験筋は

右の第一虫様筋とした.第一虫様筋を選択した理由

は，筋腹が一つで示指FDP腫の樟側のみから起始

し，最も破格が少ないためである 6)

電気刺激および筋電図の導出には，同心円型針電

極 (τ'K212-023a，ユニークメデイカル，東京)を使

用した.虫様筋の電極留置部位の確認は，刺入した

針電極を利用して電気刺激をした結果， MP関節の

屈曲運動およびPIP関節の伸展運動を誘発させる

ことで行い，最大の筋収縮が得られる所に留置し

た.また，虫様筋と同じ作用を持つ骨間筋に電極が

刺入されていないことを確認するために，手関節部

で尺骨神経を電気刺激し，第一虫様筋に刺入した針

電極から M波が導出されないことを確認した.さ

らに， MP関節の内外転運動を行い，筋活動が導出

されないことも確認した.

(3)電気刺滋実験

電気刺激実験では，電気刺激によって第一虫様筋

の収縮による PIP関節の伸展運動を引き起こした.

電気刺激条件は，刺激パルス幅200μsec，刺激周波

数30Hzとし，刺激強度は最大M波が導出できる強

度とした.

測定項目は，示指の MP関節を屈曲 0度， 45度，

90度の3肢位で固定した時の PIP関節伸展角度と

何も固定せずに電気刺激した時の MP関節の屈曲

角度とした.前腕は回外位，手関節は中間位に設定

し，手関節およびMP関節を一定肢位に維持させる

ためにスプリントで固定した.

電気刺激は各MP関節肢位において 3回ずつ実

施し，それぞれの電気刺激の前には PIP関節を-8

他動的に 90度屈曲位に抑えた後に開放し，その時

の安静肢位で電気刺激を与えた.この際，指伸筋の

緊張ではなく，虫様筋の収縮によって PIP関節の伸

展が生じていることを確認した.

虫様筋への電気刺激による PIP関節伸展角度測定

後は， MP関節肢位ごとに3回の平均値を算出した.

統計処理はMP関節肢位を要因とした反復測定によ

る分散分析を用いて PIP関節伸展可動域の平均値を

比較した.事後検定は， TukeyのHSD検定による

多重比較を行った.有意水準はそれぞれ 5%未満と

した.これらの統計処理には， SPSS Statistics玲 r.18

を使用した.

(4)動作筋電図学的実験

筋電図実験時の測定肢位は，電気刺激実験と同様

に，示指MP関節屈曲0度， 45度， 90度の3肢位

を設定した.運動課題は，右示指の PIPおよびDIP

関節の最大自動伸展運動とし， MP関節の屈曲およ

び伸展運動との関係を調査するために， MP関節を

随意的に屈曲保持させながら行う場合 (MP関節屈

曲保持)と MP関節が伸展するように意識させなが

ら行う場合 (MP関節伸展)の2条件を設定した.

各運動課題は約5秒間実施し，施行回数はそれぞれ

3回とした.また，各運動で得られた筋電図を正規

化するために MP関節の最大屈曲運動時の筋電図

も測定した.

針電極から導出した筋電図信号は，サンプリング

周波数2kHzでA/D変換してパーソナルコンピュー

タに取り込んだ.これらのデータの取り込みには，

データ収録・解析システム (powerLab 8/30， AD 

Instruments， Italy)を用いた.記録した筋電図信号

は， 20-1000Hzのbandpass filterで処理した.

筋電図解析には，データ収録・解析システムソフ

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

全波整流した後に筋電図積分値(integratedelectrか

myogram : IEMG)を算出した.IEMGの算出にお

いては，筋電図信号の 500msecを対象区間とした.

IEMG算出後は， MP関節の最大屈曲運動時のIEMG

値を基準に正規化し (normalizedIEMG : NIEMG)， 

MP関節肢位ごとに NIEMGの平均値を算出した.

統計処理は， MP関節肢位， MP関節の運動方法

を要因とした対応のある二元配置分散分析を用いて

NIEMGの平均値を比較した.事後検定は， MP関

節の運動方法に対しては対応のある t検定， MP関

節肢位の要因に対してはTukeyのHSD検定による

多重比較を行った.有意水準はそれぞれ 5%未満と

した.これらの統計処理には， SPSS Statistics Ver.18 

を使用した.

[結果】

(1)電気刺激実験

表 1，表2には，それぞれ虫様筋を電気刺激した

時の PIP関節伸展角度と MP関節屈曲角度を被験
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表 1 虫様筋への電気刺激|待の PIP限l節伸展可動域

Sub主主ts
1 
2 
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表2 虫様筋への電気刺激|時の MP関節屈曲可動域

~恒坐三
1 
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3 
4 

s 
6 
7 

Average Value 

*キ..ホ
II 

ホ*本 P<0.001

MPO MP90 MP45 

主自主主旦M
55 
54 
45 
55 
45 
42 
55 
50 

図 1 虫様筋への電気刺激時の PIP関節伸展可動域

虫様筋の電気刺激によって生じたPIP関節伸展角度は， MP関節O度では平均ー24:l:7度，

MP関節 45度では平均ー7:l:6度， MP関節 90度では平均ー27:l:5度の PIP関節伸展角

度ーを示し， MP関節45度は他のJl支位と比較して有意に PIP関節伸展角度は大きかった.

者ごとに示した.虫様筋の収縮による PIP関節伸

展角度は， MP関節角度によって有意に異なり (p

<0.001)， MP関節 O度では平均 ー24:1:7度， MP関

節 45度では平均ー7:1:6度， M P関節 90度では平均

-27士5度の PIP関節伸展角度を示した(図1)-また，

虫様筋へ電気刺激を行った時， MP関節の屈曲角度

は最大可動域まで達することはなく，平均 50:1:6度

の屈曲可動域であった.図 2には，代表被験者の電

気刺激時の PIP関節伸展運動および MP関節屈曲

運動を示した.電気刺激時， M P関節 45度では PIP

関節はほぼ完全に伸展したが， MP関節 O度， 90度

では完全に伸展しなかった.また， MP関節を固定

しない場合では， PIP関節はほぼ完全に伸展したが，

MP関節の屈曲角度は最大可動域まで達することは

なく 40度程度に留まった.

(2)動作筋電図学的実験

表 3には，手指自動伸展運動課題における虫様筋

の NIEMGを被験者ごとに示した.本実験では，

MP関節の運動方法と MP関節肢位閣で交互作用を

MPO度

MP90度

MP45度

MP固定なし

図2 虫様筋への電気刺激時の PIPIYil節伸展運動および

MP関節屈曲運動(被験者 6)

MP関節 45度で虫様筋に電気刺激を行うと PIP関

節はほぼ完全に伸展したが， MP関節 O度， 90度

では完全に伸展しなかった.また， MP関節を固

定しない場合では， PIP関節はほぼ完全に伸展し

たが， MP関節の屈曲角度は 40度程度に留まった
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手指伸展運動時の虫様筋のNIEMG

NIEMG during PlP jt extensぬ，nmovement
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表3

Subjects 

1 
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5 
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7 

Average Values 

:P<O.05 

•• :P<O.01 

••• :P<O.001 

ιイ MP屈曲保持

一圏一 MP{I申展

(%) 

90 
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30 
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10 

0
2凶一
Z

MP90 

手指伸展運動時の虫様筋のNIEMG
虫様筋のNIEMGは.MP関節を屈曲位に保持するように意識して PIP関節を
伸展した時は.MP関節と PIP関節を同時伸展した時に比べ，有意に高い値を
示した.このことは，全てのMP関節肢位において同様であり.MP関節角度
が大きくなるにしたがって有意に高くなった.

MP45 MPO 

。

図3

時伸展した時よりも大きかった.この現象は全ての

MP関節肢位において観察され.MP関節角度が大

きいほど筋活動は増大した.

[考察]

虫様筋は MP関節の近位で可動性のある FDPに

起始していることから虫様筋の収縮による手指の伸

展運動は MP関節の肢位によって影響を受ける可能

性がある.本研究の電気刺激実験の結果.MP関節

肢位によって PIP関節伸展角度は有意に異なり，

MP関節屈曲 45度以外では伸展角度が不十分である

ことが判明した.過去の研究では，虫様筋は収縮時

に筋腹が遠位に移動することが報告されている 7)1)

このことは，虫様筋が収縮しでも虫様筋の緊張が筋

収縮の強さに応じて高まらないことを示唆してお
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認め.MP関節肢位の変化に伴う NIEMGの変化の

パターンは MP関節の運動方法聞で有意に異なっ

ていた (P<O.OO1).また，各MP関節肢位におい

てMP関節の運動方法問で虫様筋の NIEMGを比較

すると.MP関節O度 (P<O.01)，45度 (P<O.OO1).
90度 (P<O.OOl)において有意な差を認め.MP関

節屈曲保持時は，全ての MP関節股位において高い

値を示し，また.MP関節角度が大きいほど有意に

高かった (P<O.ol).一方.MP関節伸展時は MP
関節肢位によって有意な変化は示さず，虫様筋の

NIEMGはいずれの股位においても平均 30%程度で

あった(図 3).図 4には，代表被験者の手指自動伸

展運動課題時の虫様筋の筋電図波形を示した.MP 
関節を屈曲位に保持するように意識して PIP関節

を伸展した時の筋活動は.MP関節と PIP関節を同
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: 屈曲保持

MPO MP45 MP90 

図4 手指伸展巡勤時の虫機筋活動(被験者4)

MP関節を屈dllイ立に保持するように意識して PIP関節を伸展した時の活動は，
MP関節と PIP関節を同11寺{ljlJiAした時よりも大きく， MPj刻節の屈曲l角度が大
きいほど増加した.

り，本研究で示した虫様筋を最大に収縮させても

PIP関節が完全伸展できない現象は同様の特性によ

るものと考えた.また，本研究では PIP関節の{lll展
可動域は， MP関節屈曲 45度で高く， 0度と 90度

で低下したことを示 した.その要因として，MP関

節伸展位においては FDP)躍が遠位方向へ移動した

ことによる起始付着部間距離の短縮が考えられ，

MP関節屈曲 90度においては虫様筋の筋長が短縮

したことによる発揮張力の低下や FDPI.躍が弛緩す

ることによりさらに虫様筋の起始部が不安定になる

ことが考えられた.また，虫様筋にはこれらの要因

を補うほど十分な筋収縮距離を有していないことも

考えられた.最も PIP関節が伸展した MP関節屈

曲45度では，虫様筋)躍の緊張が高くなっているこ

とを示しており，これは虫様筋の遠位移動が少なく

至適な筋長が維持できる肢位であると考えた.虫様

筋を電気刺激したことによる MP関節の屈曲運動に

関しては，本研究では平均 50度と最大屈曲可動域

まで達することはなかった.笹尾も本研究と同様

に，虫様筋の電気刺激では MP関節は完全に屈曲し

なかったことを報告している1) Ranneyらは屍体

を用いた解剖学的研究において 70-85度程度の MP
関節の屈曲運動が可能で、あったことを示している

が8) この違いは屍体を用いた人為的な筋腿の牽引

で生じる運動と生体内で生じる運動との違いによる

ものが原因と考えられ，生体内においては先に述べ

た虫様筋の筋伸縮距離や起始部が可動性のある FDP
躍であることに起因していると考えた.

動作筋電図学的実験では， MP関節を屈曲位に保

持して PIP関節を伸展させた場合は， MP関節と

PIP関節を同時に伸展させた場合に比べて虫様筋の

活動ははるかに大きく，それは MP関節の屈曲位が

強まるほど増大した.このことは，虫様筋は MP関

節を屈曲しようとする時に強く働く筋であることを

示唆していた.しかし， MP関節から DIP関節まで

同時に屈曲した時には虫様筋の活動は無いと報告さ

れており :1)4)1) これらのことから虫様筋は MP関節

の屈曲と PIP関節の伸展を同時に行った場合に有

効に機能する筋と考えた.従って，虫様筋は，骨間

筋と共に指件l筋の MP関節伸展作用を抑え，指伸筋

のPIP関節伸展機能を補助する筋と考え，先行研

究と同様の見解を得た 7)1)2) 

また，本研究で示したデータは， ZoneI， II屈筋

腔縫合術後の早期運動療法に応用できると考えてい

る.早期運動療法における自動伸展訓練は， FDP 
躍を滑走させ PIPおよびDIP関節の屈曲拘縮を予

防するのに重要な訓練である.これは手指伸展時に

は虫様筋の収縮による虫様筋自体の遠位移動によっ

て虫様筋起始部より遠位の FDP躍が弛緩し，縫合

部に緊張を与えることなく安全に FDP)躍を遠位に

滑走させることができるという考えに基づいてい

る.本研究では， MP関節を屈曲位で随意保持させ

ながら PIP関節をイ111展させた場合には虫様筋の筋

活動が高まるが，MP関節と PIP関節を同時に伸展

させた場合には筋活動が弱まることを示した.これ

らのことを考慮すると， ZoneI， II屈筋腿縫合術後

F
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の伸展運動は， MP関節を屈曲保持させながら PIP

関節を伸展させることが縫合した FDP臆を再断裂

させない方法として推奨できるものと考えた.しか

し，虫様筋の遠位移動は， MP関節肢位，虫様筋の

収縮強度によって変化する可能性があり，縫合した

FDP腫の再断裂のリスクを更に下げるためには，

手指伸展時において最も FDP躍の緊張を低下させ

るMP関節角度と虫様筋の収縮強度を調査する必

要があり，今後の検討課題と考える.

[まとめ]

本研究では，虫様筋の運動学的特性を実証するこ

とを目的に，虫様筋の機能特性を電気刺激実験と動

作筋電図学実験を用いて調査した.その結果，虫様

筋は MP関節肢位に影響を受け， MP関節肢位に伴

いPIP関節の伸展機能，虫様筋の筋活動が変化する

ことが判明した.
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